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Abstract: In order to solve important issues and create new value through collaboration and
co-creation of diverse stakeholders in urban areas, we will develop technologies to understand,
model, simulate, predict, and manage human behavior and flow and based on this technologies, we
will build an area management platform. The creation of significant value through the maximum
utilization of urban area facilities and mechanisms will only be realized once the person who is the
main body of the urban area is captured by scientific data. We will do POC (proof of concept) of
this platform development..
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（people flow rate research system）
、エリアマネジメントプラットフォーム（area management
platform）
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，基本構造デザイン（basic architecture design）
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