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ウィズコロナ時代に対応した都市機能の
ＤＸ化を図るスマートシティ構想
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考え方や先行事例集等が発表されてい

進められてきた。パンデミック宣言以

様々な取り組みが官民挙げて政策的に

メーション
（ＤＸ）
、
スマートシティ等、

命への対応、デジタルトランスフォー

のスマートシティ政策の本格展開が始

月に発表されたことを契機に、我が国

「第一次とりまとめ」が二〇一七年一

推進会議スマートシティ検討ＷＧから

総務省に設置されたＩＣＴ街づくり

可能性の確保」が提示された。現在で

ーの確保」
、
「運営面、資金面での持続

確保」
、
「セキュリティ、レジリエンシ

性、包摂性の確保」
、
「プライバシーの

保・相互運用性・オープン性」
、
「公平

視」が、五つの基本原則「透明性の確

ォーカス」
、
「分野間・都市間連携の重

用者）中心主義」
、
「ビジョン・課題フ

プトとして、
三つの基本理念「市民（利

トシティに取り組む上での基本コンセ

地方でのスマートシティ推進の起爆剤

こし、地方と都市の差を縮めるとし、

進めていくことで新たな変革の波を起

掲げ、
「地方」からデジタルの実装を

して「デジタル田園都市国家構想」を

また、政府は地方活性化の切り札と

開始している。

ション推進によるまちづくりが各地で

分野で立ち上がり、オープンイノベー

極的に官民連携プロジェクトが様々な

官民連携プラットフォーム」では、積

本稿では、現在進んでいるスマート

降、世界的に人々のライフスタイルや

まった。同年五月に経済産業省から発

は府省庁が一体となってスマートシテ

となることが期待される。このような

二〇二〇年三月一一日、世界保健機

る〈図 〉
。さらに、
「スマートシティ

経済活動は変革を余儀なくされ、ます

表された「新産業構造ビジョン」に「ス

ィ政策を推進する体制が構築され、二

背景下で、都市機能のＤＸ化は、今後

想を通じた Society 5.0
の実現」が戦略
のコアとして位置づけられた。スマー

ます当該取り組みを加速せざるを得な

マートに暮らす」という戦略分野が設

〇二〇年三月には「スマートシティリ

の我が国の将来を左右する非常に重要

シティ構想を概観しつつ、今後都市に

い状況を迎えている。いわば、パンデ

定され、国土交通省からも二〇一八年

ファレンスアーキテクチャ」
、二〇二

な取り組みになるのである。

関（ＷＨＯ）が新型コロナウイルス感

ミックショックによりあらゆる分野で

八月に「スマートシティの実現に向け

一年四月には「スマートシティ・ガイ

入した。
これまで、我が国では第四次産業革

求められるＤＸ化の要諦を論じる。

パラダイムシフトが起こりつつあり、

て【中間とりまとめ】
」が公表された。

ドブック（第一版）
」等、政府より相

染症の流行を「パンデミック（世界的

イノベーションが加速、インフラ分野

その後、
「統合イノベーション戦略二

次いでスマートシティ政策についての

大流行）
」と宣言し、早や三年目に突

においてもその例外ではなくなってい

〇一九」において「スマートシティ構

我が国のスマートシティ政策
の概観

る。
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を設置して人流解析する
こと、地下埋設物や各種
様々な情報をデジタル化

都市機能のＤＸ化とは
二〇〇四年にスウェーデンのウメオ
することが都市機能のＤ

る為に必要で、誰が直接

大学教授であるエリック・ストルター
＂で
Technology and The Good Life
は、ＤＸの本質は「デジタルテクノロ
的、間接的に受益者とな

Ｘではなく、それがどの

ジーの浸透が人々の生活をあらゆる面
るのか、社会にどのよう

マンらが発表した論文＂ Information

でより良い方向に変化させること」で
なプラスのインパクトを
与えるかについて解像度

ようなサービスを提供す

あると論じている。つまりＤＸは、デ
ジタル化技術を用いて製品やサービス
高く示していく必要があ
また、市民（ 利用者 ）

の付加価値を高めそれぞれの団体・組
ライゼーション」を超えて、アウトカ

ィ基本理念からすると、

る。

ムを＂ Well-being
＂
、つまり、人々が
幸福で肉体的、精神的、社会的すべて

都市空間によって人々の

織のビジネスモデルを変える「デジタ

において満たされた状態であることに

ライフスタイルが決定／

生活を送ることができるための要件を

いつでも、どこでも、持続的に豊かな

ると、都市機能のＤＸ化は、誰もが、

を実現することが重要と

が寄り添う社会への変革

のライフスタイルに都市

制限される社会から人々

中心主義のスマートシテ

設定されているのである。以上を鑑み

満たしていることが重要となる。単に

なる。

インフラ分野

しかし、このようなス

道路等のインフラや建物にセンサーを

集

埋め込みデータ収集することやカメラ

特

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て
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図１．我が国のスマートシティ推進体制について

（出所）内閣府科学技術・イノベーション推進事務局

一つである〈図 〉
。従来の都市計画で

トシティマネジメントの複雑性もその

な困難が立ちはだかっている。スマー

マートシティを実現するためには、
様々

るのである。

マネジメントを行う必要が出てきてい

アーキテクチャーを設計した上で都市

のように総合的な観点に立って、全体

ーズに対応するまちづくりを行う必要

空間的価値を高め、住民や来訪者にニ

当該データをマネジメントしながら、

にデータがインターネット上に流通し、

により、リアルタイムでダイナミック

ンサー等をインフラ側に設置すること

進展により、ＩｏＴデバイスなどのセ

きた。しかしデジタルテクノロジーの

ジメントを行い、まちづくりを行って

をゾーニングし、中長期でエリアマネ

は、社会ニーズに応じて物理的な空間

らゆる分野でＤＸ化が進められようと

し、自律化が進み、二〇二〇年からあ

ＡＩ／ＩｏＴやクラウド技術が発展

〇年にはモバイル化、二〇一五年には

が拡大しソーシャル化が加速、二〇一

商業化が進み、二〇〇五年にはＳＮＳ

ある。一九九五年にインターネットの

たな技術革新が次々に起こる可能性が

画されることが多い。その間にも、新

二〇年～五〇年単位の長期スパンで計

ても留意が必要である。まちづくりは

また、技術の変遷のスピードについ

している。おおよそ五年程度でデータ
通信速度も高速化し、技術革新が起こ

ィ、科学技術の倫理的・法制度的・社

ライバシー問題、サイバーセキュリテ

市開発においても、個人情報保護やプ

で、データを取り扱うことにより、都

も想定される〈図 〉
。既に、総務省

マネジメントする時代が到来すること

を構成するサービスを制御し、都市を

よる配送サービス等、スマートシティ

り、宇宙空間から自律走行ロボットに

５
っている。二〇二五年には beyond
Ｇ
（６Ｇ）
の到来や小型衛星の活用によ

会 的 課 題、つま りＥＬＳＩ（ Ethical,

ちづくりが可能となりつつある。一方

のニーズに適応したアジャイル型のま

（ＥＢＰＭ）
、つまり証
Policy Making
拠に基づく政策立案により、地域社会

性が出てきた。また、 Evidence-Based

2

都市のＤＸ計画を図る上でも、以上

）への対応が
Legal and Social Issues
求められることとなる。

位システムなどの社会インフラに異常

て航空無線、電力網、通信・放送・測

では、太陽フレアなど太陽活動によっ

3

図２．スマートシティマネジメントの複雑性について

（出所）筆者作成
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に関する検討会」が開催されている。

て、
「宇宙天気予報の高度化の在り方

大な影響を与えるおそれがあるとし

を発生させ、我々の社会経済活動に多

進めるとしており、今後様々な取り組

配送などデジタルの地方からの実装を

も、テレワーク・ドローン宅配・自動

デジタル田園都市国家構想において

このような技術トレンドも把握しつ
要なことは、
「人々のライフスタイル

しかし、都市機能のＤＸ化で最も重

みが各地でなされることであろう。

つ、分野横断的なテクノロジーガバナ
に都市が寄り添うまちづくりを行うこ

今後、スマートシティを進める上で、

ンスも必要となる。
と」であり、大規模災害やパンデミッ
ク等が常態化する世の中において、で
きる限り人々の生活や経済活動に混乱
をきたさないよう、いかにデータを有

ウィズコロナ時代に求められる
都市の役割とは
都市のＤＸ化は、まさにウィズコロ

効に活用し、また都市機能をそれぞれ

スマートシティの実現は、市民が主体

ナ時代において急務である。目に見え

トを行う必要がある。人々の暮らしや

的に関わって初めて実現する。我が国

の状況に応じて柔軟に変化させるよう

働き方も多拠点居住やシェアリング・

の産業界は、ややもすれば忘れがちに

ないパンデミックリスクに対応するに

テレワーク等、多様化し、それに対応

なる「市民を主語に」という原点に常

な制御をできるかが今後重要になると

した様々なデジタルサービスが登場し

に立ち返ってＤＸ化を推進し、市民と

は、様々なデータを元に状況を的確に

ている。また、コロナ禍における街路

共に希望に満ちたそれぞれの地域の未

思料する。

空間や公園・緑地などのオープンスぺ

来社会をデザインし、社会実装してい

把握しながら最適な都市のマネジメン

ースの有効活用など新たな都市の在り

インフラ分野

くことを期待しつつ本稿の結びとする。

集

方についても検討が進められている。

特
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図３．技術の変遷および人口問題に係わる諸問題について

（出所）筆者作成

