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新型コロナで近づいた未来、遠のいた未来



都市を構成するもの
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行政サービス各種インフラ

スマートシティ、スーパーシティと都市のアップデートは待ったなし
だったが、様々な慣習、ステークホルダー、行政システムが巨大過ぎ
るため、都市のデジタルシフトは各個撃破の状況だった。



社会のインフラになったインターネットと都市の25年周期説

　　　大規模な発電所 
　　　大容量の電力ネットワーク

20世紀

　　　大規模なデータセンター 
　　　大容量の通信ネットワーク

21世紀

価値の源泉

集中　1945年～ 分散　1970年～ 集中　1995年～ 分散　2020年～

人の配置
労働力集約の模索 
• 太平洋ベルトの整備 
• 拠点開発方式

経済格差解消を意識 
• 列島改造論 
• 定住圏構想 
• 多極分散型国土 
• テクノポリス構想など
知識産業の再配置

権力は分散、人は集中 
• 地方分権一括法 
• 大店法廃止によるショ
ッピングモールの隆盛 
• 都市再生特別法による
超高層再開発
？３密回避ソーシャルディスタンス

デジタル田園都市構想

都市の動き
• 霞ヶ関ビル 
• 新宿副都心 
• 大阪ビジネスパーク

• アークヒルズ 
• 六本木ヒルズ

• 渋谷駅周辺開発 
• 大阪駅うめきた地区 
• 虎ノ門ヒルズ

• デジタルツイン 
• スーパーシティ
構想

都市化 大都市化 超都市化

磯崎新「建築＝都市＝国家・合体装置」（思想、2011年5月号）より筆者作成 
藤村龍至「大都市から超都市へ」（https://note.com/ryujifujimura/n/n5a95293684d4）より筆者作成



都市のデジタル化に必要な 要素３

市民の 
マインド

行政の 
マインド

• 課題は山積みだけど、これはデジタル対応は後手 
• 地震や台風などの過去の災害と異なり、全国の自治体が等しく、非常事態に直面した。 
• ２交代制へのシフトはあったものの、オンライン業務への体制が整っておらず、デジタ
ルシフトの必要性を実感 

• 東京都が行政手続きの98%をデジタル化方針 
• デジタル人材に注目の集まる事例が生まれた（例：神戸市）

テクノロジー
• ５G/AI/IoT/デジタルID/コンタクトトレーシングなど、都市のアップデートに必要なテク
ノロジーは基本的には揃っている。 

• テクノロジーでできることよりも、どんな社会を実現するのかの未来像の共有が必要。官
民共創領域。ここの取り組みが現状、まだ欠けている。

• 都市のデジタル化に対するなんとなくの不安（特に高齢者） 
• 特別定額給付金など、ニュースでオンライン手続きに関する情報が発信された 
• 緊急事態宣言の前後から企業が持つ人流データを活用した各ターミナル駅周辺の混雑状
況がテレビで発信されたことで、データの活用、デジタルの重要性を認識した



テレワークは働き方のクラウド化（１）
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パーソル総合研究所「新型コロナウイルス対策によるテレワークの影響に関する緊急調査」を元に筆者作成



GMOペパボが全社員、原則在宅で働く体制へ移行。新型コロナ対策で在宅
勤務を続けた結果、業務への支障がほとんどなかっため、と説明。 

NECネッツアイ、2017年からテレワークを導入。2019年にはオフィスを
分散型に再編し、首都圏7カ所にサテライトオフィス。

日立製作所、社員3万3000人の約７割を週2～3日の在宅勤務に切り替える
と発表。2021年4月より。

三菱ふそうトラック・バス、100％自宅勤務が可能に。従来は50%

ドワンゴ、原則在宅勤務に、7月から本格導入

NTT、グループ約280社の間接部門対象に、在宅勤務5割以上の方針打ち出す

テレワークは働き方のクラウド化（２）



ポストパンデミックで加速する都市のデジタル化
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エンターテイメント 交通

行政サービス各種インフラ• 新型コロナでクラウドの必要性を各セクタ
ーが実感したことが大きな財産 

• 遠隔医療、遠隔教育もサービスのクラウド
化。もう後戻りはできない。 

• テレワークも広い意味では働き方のクラウ
ド化。人がインターネットで繋がり、プロ
ジェクトや業務をオンラインで進行したの
はクラウドそのもの。 

• どれも新しい話ではないものの、従来は
「やれない理由」「やらない理由」が並ん
だ。ここのマインドセットに変化。

クラウド＝インターネットさえあれば、 
どこからでもサービスの利用が可能なこと。



デジタル政策、デジタル投資が加速する可能性

• 国会「オンライン審議」案、自民党内で浮上 
• 地方議会の委員会、オンラインで開催OKと総務省 
• 磐梯町オンライン議会開催 
• 大阪市議会、委員会をオンライン化 
• オンライン議会へ準備着々、北上市議会 
• 南箕輪村議会、オンライン常任委員会検討 
• 取手市議会、災害対策会議をオンラインで
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行政職員に占めるソフトウエアエンジニアの
比率はダントツに低い

一番動きの遅かった行政、議会の
デジタルへの理解が一気に

今後デジタル政策、デジタル投資
が加速する可能性が高い



未来のビジネスに影響を与えそうな 
社会/企業/個人のマインドセットの変化

社会

企業

個人 接触に対する不安/通勤電車からの開放感/ソーシャルデ
ィスタンスへの意識・複業への意識

オフィス環境・働き方の変化/移動や接触、人との距離
に対するユーザーの意識変化

新しい豊かさへの移行＝ニューノーマル



普及/拡大が加速するトレンドとテクノロジー

タッチレス＆オンライン

デジタルID、個人情報、人流デ
ータ、ビッグデータ活用など

オープンイノベーション 行政のデジタル化

データ利活用

異業種、異領域間の事業コラボ
レーション 自治体DX、GovTech

決済・認証・教育・医療など



変わらない
43% 変わった

57%

硬貨を触るとき

ATMを操作するとき

紙幣を触るとき

レジの人と手指が触れるとき

スマホを操作するとき

財布を触るとき

カードを触るとき
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58% 手をよく洗っている

キャッシュレス 決済を選ぶようにしている

ネットショッピングに切り替えている

ATMを使う回数を減らしている

財布を清潔に保つ

現金しか使えない店を回避している

変わっていない

現金を清潔に保っている
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お金の取り扱いの意識は変わったか？

お金の衛生管理で気になる点は？ お金に関する行動変容は？

株式会社カンム「お金に関する衛生観念の行動の変化に関する意識調査」をもとに、筆者作成

普及/拡大が加速するトレンドとテクノロジー

• 非接触のニーズからキャッシュレス決済への移行 
• キャッシュレス決済の移行によるデジタルへの慣れ 
• DXに対する社会の許容



未来シナリオ（１） - 自治体が実証フィールドに

デンマークデザインセンター よこらぼ（埼玉県横瀬町） ひろしまサンドボックス（広島県） スソノ・デジタル・クリエティブ・シティ構想

自治体 企業

• フィールドの提供 
• 社会課題（教育、医療、
観光、農業など）の提示

•5G、AI、IoT、デジタルIDなど

官民共創による事業創出



未来シナリオ（２） - デジタル経済圏の登場

物理的な都市形成と経済活動 物理的な都市を前提としたデジタル
空間の都市形成とデジタル経済活動

• 一極集中でも地方分散でもない、リアル
とデジタルの融合した新しい経済 

• 働く場所（空間）はデジタル空間へ 
• 教育機関（大学、高校など）のネットワ
ーク化



ご清聴ありがとうございました


