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スマートシティの目的は、
市民生活の向上。
The Smart City—
Better Lifestyles for Citizens
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世界中で都市への人口流入が加速化し、 スマートシティは武器のない戦争
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害 防 止 協 定を結んで対 策を進めた結 果、
1985年に発表された経済白書には「灰色の

12次五カ年計画の中でも、都市化の問題は
大きく取り上げられています。

─具体的にどうすればよいでしょうか
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津でスマートシティが建設されているのは、 は済州島だ」という言葉を多く聞きました。 がありました。書き込みと同時に、この記事
今現在の事なのです、100年後のビジネスは、 韓国では、潘基文国連事務総長、李明博
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るかにかかっているのです。
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「これからのスマートシティ、スマートグリッド

害を克服した技術への問合せが日本や北

＊本誌では略称を用いています。また、敬称は略させていただきます。
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