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Ⅰ.対象地域

Ⅱ.事業概要 Ⅲ.事業の主なポイント

戦略的国家プロジェクトの概要

スタートアップ支援

革新的な技術とアイデアを持ち、
機動的に動くことができるスター
トアップの参画を促進するために、
スタートアップの育成や集積、政
府や大企業とのオー プンイノベー
ションの機会創出のための各種プ
ログラムを設けている。

戦略的国家プロジェクト 市民との協働

市民が行政職員や企業とともにソ
リューションの開発に関与できる
よう工夫されている。代表的な事
例として、市民と対話しながら公
共交通サービスの再構築を図る
Beeline のアプリ、市民のフィー
ドバックを得ながらプロトタイプ
等の改善を進める SCOPE などが
ある。

 スマートネイションの理念

誰もが有意義かつ充実した生涯を送れるような国家を形成することを目
標としている。目標達成に向け、テクノ ロジーを利用して、生活水準
の向上・コミュニティ の強化・新規機会の創出を推進する。1980 年代
の国家コンピュータ化計画（National Computerization Plan）から続
く、情報化・デジタル化政策の流れの中に位置づけられる。

 対象地域：シンガポール全域

 実施主体：Smart Nation 
Digital Government Group 
(SNDGG)

 SNDGG内のSmart Nation 
Digital Government Office 
（SNDGO） が主要プロジェク
トの策定や民間セクターとの協
働を推進する機関、政府技術庁
（GovTech）が政策を実施す
る機関である。

クアラルンプール

出典：Smart Nation Singapore

シンガポール

 重点分野

重点分野は、以下の5分野である。①健康(Health)、②都市生活(Urban 
living)、③交通(Transport)、④電子政府(Digital Government 
Services)、⑤企業・ビジネス支援(Startup and business)。それぞれ
の分野の下、複数のプロジェクトが進められている。

SNDGGの主導により、①国民デジタ
ル認証システム、②電子決済システム、
③ センサーネットワーク、④スマー
ト都市交通、⑤組織横断的な公共サー
ビス、⑥デジタルガバメントに関する
プロジェクトが遂行されている。これ
らの基盤上で民間企業等により様々な
ユースケースの開発が進められること
が企図されている。



◇シンガポールにおけるスマート分野での日本企業の取り組み

 三菱式ストーカごみ焼却炉

NECネッツエスアイ株式会社

車両内、駅構内に設置された監視カメラの映像をモニタールームで一元管理するシステム。

出典：三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

 Intelligent Building Management

System（IBMS）

アズビル株式会社

大規模複合施設の空調、電気、衛
生、照明、防犯、CCTV、エレベー
タ、駐車場などの各種設備管理シ
ステムを一括管理し、効率的で高
品質の設備管理やエネルギー管理、
テナント情報管理などを実現する
システム。シンガポール経済開発
庁(EDB)の支援を受けている。

 熱帯地域の豪雨予測

古野電気株式会社

気候変動により短時間局所的豪
雨による突発性洪水が頻発して
いる問題に対して、シンガポー
ル公共事業庁（Public Utilities 
Board : PUB）はフルノ気象
レーダー6台を用いたマルチレー
ダーシステムを構築し、予測が
非常に難しいとされる熱帯地域
の豪雨予測を進めている。フル
ノ気象レーダーは、これまでの
大型レーダーでは捉えることが
できなかった低層の雨雲を検知
し、局地的な豪雨につながる雨
雲の早期発見を可能とする。

三菱重工機械システム株式会社

GNSSの位置情報と広域通信網を用
いてデジタル地図上の道路に、「仮
想ガントリー」として課金ポイント
を設定して課金するシステム。

 空港内無人運転列車用ビデオマネジメントシステム

 次世代電子式道路課金

（ERP： Electronic Road Pricing）

三菱重工環境・化学エンジニアリ
ング株式会社

都市ごみや産業ごみを完全燃焼し、
その余熱を利用し高効率に電気を
生み出すことが可能。この環境配
慮型の技術はごみ容量を減らすと
ともに焼却後の排気ガスもクリー
ンに浄化するシステム。 PPP方式
で1日最大4200トンのごみ処理能
力と136MWの発電能力を有する
プラントが竣工、シンガポールで
最高効率のごみ発電を実現。BOO
スキームで建設、25年間の運営を
行う予定である。

 潜熱顕熱分離高効率放射空調システム制御

出典：三菱重工機械システム株式会社

出典：古野電機株式会社

出典：アズビル株式会社
（https://www.azbil.com/jp/news/210609.html）

三建設備工業株式会社

空調消費エネルギー量を大きく削減することが
可能な放射空調システム。シンガポール政府機
関であるBCAが主導するZEBプロジェクトの一
環として採用され、UCバークレー校のシンガ
ポール機関（BEARS）と共同でこのシステムの
快適性と省エネルギー性の評価を実施している。

出典：三建設備工業株式会社



Prime Minister’s Office （PMO：首相府）

Smart Nation Digital Government Group 
(SNDGG)

◇ 実施体制図 ◇ プロジェクトのスケジュール
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ション」構想に取り組む

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

2017

• 取り組みを取りまとめる組織として首相府直下にス
マートネイション・デジタル政府グループ
（SNDGG）が設立

Ministry of Health （MOH：保健省)

Ministry of Communications and 
Information

（MCI：情報通信省）

Ministry of National Development 
（MND：国家開発省）

Ministry of Trade and Industry
（MTI：通商産業省）

Ministry of Transport （MOT：交通省）

Ministry of Finance（MOF：財務省）

Ministry of Law（MinLaw：法務省）

Economic Development Board 
（EDB：経済企画庁）

民・学
テクノロジーの研究開発、市民への提供

市民
テクノロジーを日常生活で利用

• 政府のデジタルサービスを一般に提供し、スマート
ネーションの取り組みを支援するインフラの開発を
担当する政府技術庁(GovTech)が設立

• 戦略的国家プロジェクトを特定

• シンガポール金融管理局(MAS)とSNDGGが、シン
ガポール金融データ取引所SGFinDexを立ち上げ、
より効果的な財務計画のために財務情報を統合

各省庁下に担当部局が設置されている

• 2023年を目標に5分野の取り組みを実施中

Smart Nation Digital 
Government 

Office(SNDGO)

GovTech
(政府技術庁)

出典：デロイトトーマツ コンサルティング合同会社
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