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Ⅰ.  協力指数調査 

1. 日中韓の技術協力はどの程度必要だとお考えですか？ 

(   )  
1. 非常に必要である 2. 必要である 

3. どちらでもない 4. 必要でない  

2.  日中韓の技術協力は互いにとって有益だとお考えですか？

(   ) 
1. 非常に有益である 2. 有益である 

3. ある程度有益である 4. 全く有益でない 

3.  量的な面から評価した場合、現在の日中韓の技術協力水準は

どの程度だと思いますか？ (   ) 
1. 非常に多い  2. まあまあ多い 

3. どちらでもない 4. 少ない 

4.  質的な面から評価した場合、現在の日中韓の技術協力水準は

どの程度だと思いますか？(   ) 
1. 非常に高い  2. まあまあ高い 

2. どちらでもない 4. 低い  

5.  将来の日中韓の技術協力の可能性に関してご意見をお聞かせ

ください。(   ) 
1. 非常に期待できる 2. 期待できる 

3. あまり期待できない 4. 全く期待できない 

 

Ⅱ.  意識調査 

「スマートシティ」とは、ICT（情報通信技術）を用いて都市 

の行政、輸送、物流、安全、エネルギー備蓄、環境条件、 

住宅供給、福祉を向上させることによって経済競争力、生活の 

質、環境の持続可能性を促進する未来型都市のことです。 

 

Ⅱ-1. スマートシティに関する意識調査 

1. スマートシティに一番求められる役割は何だと思いますか？  

(   ) 

1. 市民の生活の質の向上 

2. 経済競争力の強化 

3. 環境の持続可能性の強化 

4. その他_______________ 

2. スマートシティを実現する上での障壁があるとすれば、 

何でしょう？ (   )    

1. 物的なインフラ（例えば道路、上下水道）の欠如 

2. コンバージングテクノロジを実現するためのインフラの欠如 

3. ビッグデータ等情報を活用するための実用的な方法の欠如 

4. 個人情報保護法への抵触 

5. 先進的な市民、企業の欠如 

6. 民間組織と政府組織間に存在する運営上の非効率性 

7. その他 _______________  

3. スマートシティはどの発展段階にあると思いますか？ 

四角で囲んだ１から５の選択肢の中から、あなたの意見に最も近

いものを１つ選んで番号で答えてください。 

1. 概念提案、普及段階 2. 実証段階 

3. 初期実用化の段階 4. 高度実用化の段階 

5．最適化の段階 

 

3-1. 日本におけるスマートシティの現状を最も良く表して 

いる発展段階はどれでしょうか？                (   ) 

3-2. 行政のスマート化についてはどうでしょうか？    (   ) 

3-3. 安全のスマート化についてはどうでしょうか？   (   ) 

3-4. 輸送のスマート化についてはどうでしょうか？   (   ) 

3-5. 経済のスマート化についてはどうでしょうか？    (   ) 

3-6. エネルギー・環境のスマート化はどうでしょうか？(   ) 

3-7. 健康管理のスマート化はどうでしょうか？       (   ) 

3-8. 教育のスマート化はどうでしょうか？         (   ) 

3-9. 建物・住居のスマート化はどうでしょうか？   (   ) 

4. 各問いについて、四角で囲んだスマートシティに係る領域の中 

から優先順位を付けて2つ選んで答えてください。 

4-1. スマートシティを実現・発展 させるためにもっとも重要

な領域はどれでしょうか？   一番目 (   )、二番目 (   ) 

4-2. もっとも急速に進歩している領域はどれでしょうか？  

                一番目 (   )、二番目 (   ) 

4-3. 現在日本でもっとも広く活用されている領域はどれでし

ょうか？                  一番目 (   )、二番目 (   ) 

4-4. 日中韓三国の協力がもっとも求められている領域はどれ 

でしょうか？                一番目 (   )、二番目 (   )     

4-5. 日中韓三国でもっとも協力しやすい領域はどれでしょう

か？                      一番目 (   )、二番目 (   ) 

Ⅱ-2. スマートシティに係る技術に関する調査  

 今回のアンケート調査における意識調査は、安全、輸送、エネ 

 ルギーの三つの部門のスマート化に絞って行います。  

5-1. 安全のスマート化において、三国での協力が可能だと思う 

領域を、優先順位を付けて2つ選んでください。 

A. 保全のスマート化:           一番目 (   )、二番目 (   )  

1. センサーネットワークを活用したリアルタイムのリスク 

監視技術 

 2. リスク要因の網羅的な把握による保全的なリスク管理 

 3. ビッグデータを活用したリスク予測技術 

 4. 移動（モバイル）検査・診断を加速させる技術 

 5. 安全センサーのような検出技術のスマート化  

B. 災害危機管理のスマート化:    一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. スマート化・カスタマイズされた統合的な災害警報 

システム 

 2. 安全ロボット（災害現場を探索し、被災者を走査・救出す

るロボット）の開発と実用化  

 3. スマート化されたリアルタイムの災害現場情報通信技術 

 4. スマート化された救急医療サービス（SEMS）技術 

※SEMS とは、生体認証を活用した救急医療サービス 

C. ガバナンスのスマート化:     一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. 市民の参加や協力を促す法整備 

2. リアルタイムで災害情報を伝播するスマートプラットフォ

ーム 

3. 情報公開・情報共有による安全と災害の管理システム 

4. 市民の参加によって災害から高齢者・体の不自由な人を守

るスマート化技術 

5-2. 安全のスマート化において、三国の協力がもっとも急がれる

領域を、優先順位を付けて2つ選んでください。 

一番目 (   )、二番目 (   ) 

 1. 保全のスマート化 

 2. 災害危機管理のスマート化  

 3. ガバナンスのスマート化 

6-1. 輸送のスマート化において、三国での協力が可能だと思う 

領域を、優先順位を付けて2つ選んでください。 

 

1. 行政のスマート化  2. 安全のスマート化 

3. 輸送のスマート化 4. 経済のスマート化 

5. エネルギー・上下水道のスマート化  

6. 健康管理のスマート化    7. 教育のスマート化 

8. 建物・住居のスマート化  9. その他______________ 

 

 



 

A. 環境にやさしいスマート化された移動手段：       

                              一番目 (   )、二番目 (   ) 

 1. ハイブリッド・プラグインハイブリッド車技術  

 2. 電気自動車技術 

 3. 水素自動車技術 

 4. 自動運転技術 

 5. 統合的車載システム（Infotainment) 

※ Infotainment は、「情報」と「娯楽」を組み合わせた複合語

です。カーナビ、車載計器パネル、カーオーディオなどの統合的

車載システムを意味します。 

B. ユーザー志向の輸送マネジメント： 

       一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. スマート化された地域センター及びネットワーク技術 

 2. カーシェアリング・自動車相乗りシステム 

 3. 道路通行料金徴収システムのスマート化 

 4. 自動運転のためのインフラ整備（例えば、信号機、駐車場

のスマート化）  

C. 公共輸送機関:           一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. パーソナル高速輸送技術（PRT:無人運転の車両を自動制御

する交通システム技術） 

 2. バス高速輸送技術（BRT） 

 3. ライトレール（LRT:新型路面電車）技術 

 4. さまざまな輸送技術の統合 

  ※ PRTは、自動制御された軌道を走ることで停車回数を 

   増やすことなく乗客を輸送する手段。  

 ※ BRTは、バス専用レーンや最適輸送ルートを活用して 

高速バス輸送を可能にする手段。 

 ※ LRTは、列車や軌道を利用した都市部の輸送手段。 

D. 統合的交通管理:          一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. 統合的市内全域スマートプラットフォーム 

 2. 特別な支援を必要とする人のための個別輸送支援 

 3. 統合的スマートモビリティ技術 

 4. 統合的交通管理技術 

6-2. 輸送のスマート化において、三国の協力がもっとも急がれる

領域を、優先順位を付けて2つ選んでください。 

 一番目 (   )、二番目 (   ) 

 1. 環境にやさしいスマート化された移動手段（例えば、自 

動運転、電気自動車） 

 2. ユーザー志向の輸送マネジメント（例えば、カーシェアリ 

ング・自動車相乗りシステム、道路通行料金徴収システム 

のスマート化） 

 3. 公共交通機関（例えば、バスと鉄道のリンク） 

 4. 統合的交通管理（特別な援助を必要とする人のための   

   個別輸送手段、統合的輸送のスマート化） 

※ 環境にやさしいスマート化された輸送手段とは、IoTやビッグ

データ、クラウドコンピューティングの組み合わせに基づいて動

く、環境にやさしい自動車を指す。 

7-1. エネルギーのスマート化において、三国での協力が可能な 

領域を、優先順位を付けて2つ選んでください。 

A. 新・再生可能エネルギー:    一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. ソーラーエネルギー   2. ガス 

 3. 電力     4. エネルギー自給 

 5. 省エネシステム      6. 省エネサービス 

B. スマートグリッド:           一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. 監視・制御技術 

 2. 最適化・自動化されたIoT技術 

3. SCADA(リモート監視・制御システム) 技術  

4. ビッグデータ 

 5. AI (人工知能) 

 

C. エネルギー公共事業:       一番目 (   )、二番目(   ) 

1. 送配電システム 

2. DES (分散型エネルギーシステム) のインターフェース技術   

 3. 電気自動車 

4. スマートグリッド技術 

D. 統合的エネルギー管理:      一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. AI (人工知能) もしくは機械学習  

2. ビッグデータの解析 

3. IoT 

4. 消費者行動分析 

5. 高度計量インフラ（AMI)  

※Advanced Metering Infrastructure (AMI) は、エネルギー効率 

を高め、消費者と電力供給者間に双方向のデータ通信を適用す 

ることにより、運転効率やエネルギーネットワークの信頼性を 

向上させる。 

7-2. エネルギーのスマート化において、三国の協力がもっとも急

がれる領域を、優先順位を付けて2つ選んでください。  

一番目 (   )、二番目 (   ) 

1. 新・再生可能エネルギー 

 2. スマートグリッド 

 3. エネルギーの公共事業 

 4. 統合的エネルギー管理 

Ⅲ. 一般事項 

1. 過去5年間に、韓国、中国と日本との技術協力に関わった 

ご経験はおありですか？おありとすれば何件でしょうか？  

1. 中国 (   ) 件  2. 韓国 (   ) 件    

3. 中国－韓国－日本 (   ) 件 

2. あなたのご職業は何でしょうか？ (   ) 

1. 大学教員  

2. 研究者 

3. 私企業のオーナーもしくは披雇用者 

4. 公務員または公的機関の被雇用者 

5. その他 (               ) 

3. あなたの従事する産業分野は何でしょうか？ (   ) 

1. 都市工学・環境工学  

2. 機械工学   

3. 技術経営  

4. 材料工学・資源エネルギー工学   

5. 電気電子工学・情報工学 

6. 化学工学・生体医工学 

7. その他 (               ) 

4. あなたの研究経歴は何年ですか？ (   ) 

    1. 5年未満   2. 5－10年         

    3. 10－20年 4. 20年以上 

5. あなたの年齢は以下のどれに該当しますか？(   )   

1. 35－49歳    2. 50－59歳 

3.  60－69歳         4. 70－79歳 

5. 80歳以上       

※本アンケートについてのご意見・ご感想は、下欄にお書き 

くだされば幸いです。 

 

 

 

 

 

                                                       

ご協力誠にありがとうございました。         

皆様からご提供いただきました情報は、本調査の目的以外

には利用いたしません。 
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