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都市は問われている。

家で働ければ、オフィスは不要だろうか？　

ECがあれば、商業ビルは潰れるだろうか？　

コロナ禍が続けば、

観光地は消滅するだろうか？　

気候変動が進めば、

人は外に出られなくなるだろうか？　

すべてがリモート化する時代にあって、

人々は他者と会わずとも、

家から出ずとも

快適に暮らせるようになった。

だからこそ、これからの都市は

これらすべての問いを否定する。

効率性や快適性を追求しても、

豊かな暮らしなど

実現しないからだ。

人はひとりで生きてゆけない。

だから出会い、集まり、ぶつかっていく。

その軋轢とノイズのなかから

コミュニティが生まれ、

文化が育まれていくだろう。

効率性と引き換えに失ってしまった

手触りを、都市はいまこそ

取り戻さなければならないのだ。

WHY WE LIVE
IN CITIES

HOW WE LIVE IN CITIES
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いま、世界中の都市は変革を迫られています。新型

コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大によって

人々の暮らし方や働き方は変わり、世界的に環境問

題が深刻化するなかで、これまで社会を支えてきた

システムが限界を迎えつつあるからです。くわえて

先進国を中心に少子高齢化も進んでおり、首都圏と

地方の格差や雇用不安、産業の空洞化など、年々社

会課題は増加・深刻化しており、都市のあり方にも

少なからぬ影響を及ぼしています。

こうした社会の変化を受けて、多くの国が変革に取

り組んでいることも事実です。とりわけ先端的なテ

クノロジーの開発によって少なからぬ課題は解決さ

れるかもしれません。人工知能やロボティクスは人

手不足を解消するかもしれませんし、新たなエネル

ギーネットワークは資源の枯渇に歯止めをかけるか

もしれません。5Gのような次世代通信ネットワー

クが普及すれば、首都圏と地方の関係性も変わるか

もしれない。近年多くの領域でデジタル・トランス

フォーメーション（DX）の重要性が説かれている

ように、モビリティやロジスティクス、サプライ

チェーンなど都市を支えるシステムがデジタル化す

れば、より効率的な運用が可能になることは事実で

す。各国の COVID-19への対応を考えてみても、デ

ジタルテクノロジーの活用がわたしたちの生活を変

えていくことは間違いないでしょう。

しかし、テクノロジーとはあくまでも“ツール”で

しかありません。新たなツールが生まれたら社会課

題が自動的に解決されるわけではないし、「効率化」

や「最適化」を突き詰めた先にわたしたちの幸せが

約束されているわけでもありません。都市を支える

インフラや生活にまつわるサービスをすべてをデジ

タル化すればたしかに便利な生活を送れるようにな

るかもしれませんが、同時にわたしたちの個人情報

が国家や企業に管理されて不自由な社会が生まれて

しまう可能性もあるはずです。だからこそ、わたし

たちはテクノロジーというツールを使ってどんな都

市をつくっていきたいのか、どんな未来に向かって

いきたいのか考える必要があるはずです。向かうべ

き未来が定まることではじめて、テクノロジーは

ツールたりえるのですから。

DTCが未来をつくる

「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」は、わたしたちが

向かうべき未来を考えるための羅針盤となることを

目的としています。そのためにまず、わたしたちは

テクノロジーに何ができるのか、どんな問題を解決

したいかではなく、これからの都市がわたしたちに

どんな価値を提供しうるのか考えることから未来を

構想したいと考えています。

そのうえでわたしたちが重要視しているのが、「デ

ジタルツイン・コンピューティング（Digital Twin 

Computing：DTC）」という概念です。「デジタルツ

イン」とは現実空間からさまざまなデータを取得し

サイバー空間上にまるで双子のような空間をつくり

出す技術であり、すでに製造の現場を中心に活用が

進んでいます。こうした空間があれば現実空間では

難しいシミュレーションを行えるほか、過去から現

在に至るデータを分析することでさまざまな未来を

予測できると言われています。

DTCとは、自動車や工場、オフィス、サプライチェー

ンなどさまざまな領域に広がったデジタルツインを

組み合わせることで、より複合的な価値を生み出す

ための概念といえます。インターネット黎明期から

デジタルテクノロジーの未来を予見してきた著述家

／編集者のケヴィン・ケリー氏が提唱した「ミラー

ワールド（Mirror World）」という概念のように、

DTCとはこれからの世界を支えるインフラとなっ

ていくでしょう。

都市を捉えるための視点

では、具体的に DTCはわたしたちの生活をどのよう

に変え、どのような価値を生み出していくのでしょ

うか。「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」では、DTC

の活用モデルを 5つの価値提供シリーズとして設定

しながら、まずは DTCが提供する価値を明らかにし

ます。そのうえで、それぞれの価値がどのようなも

のなのか、その価値によってわたしたちの生活がど

う変わりうるのか説明を行なっていきます。

都市が変わることは、わたしたちの生活のあらゆる

シーンが変わっていくことを意味しています。その

ため、「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」では都市に

おける人間の活動領域を 9つに分けています。「居

住」「仕事」「行政」「商業」「観光」「福祉」「環境」「地

域」「娯楽」――これら 9つの領域で、わたしたち

の生活がどのように変わっていくのか、単にテクノ

ロジーの開発のみならず世界各国の取り組みを踏ま

えながら、日本の都市がどう変わっていくのか予測

を行なっていきます。

くわえて、わたしたちは都市生活の基盤に「コミュ

ニティ」「イノベーション」「ダイバーシティ」「レ

ジリエンス」という 4つの指針を置いています。

これら 4つの概念は、DTCがどう実装されていく

かとは関係なく、わたしたちが生きる都市に必要不

可欠なものだといえるでしょう。どうテクノロジー

が活用されるにせよ、この 4つが実現されなけれ

ば人々の生活は貧しいものになってしまうとわたし

たちは考えています。

は じ め に

都市は変わらなければならない

新型コロナウイルスや気候変動、さまざまな変化によって、これまでの都市を支えてきた

システムは限界を迎えつつあります。すべてが予測不可能な時代にあって、わたしたちは

いかに都市の未来を考えるべきでしょうか。

INTRODUCTION
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5つの価値と 9つの領域、4つの指針。これらの

視点を往還しながら都市の未来を構想することで、

「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」は多くの人々が未

来を考えるための羅針盤となりうるはずです。

多様な未来へ向かって

かつてアメリカの作家、ウィリアム・ギブスンは

「Future is already here, it’s just not evenly distributed 

yet（未来はすでにここにある、ただ十分に行き渡っ

ていないだけだ）」と書きました。COVID-19や気

候変動を筆頭に予測のつかない事象が近年ますます

増えていますが、ギブスンの言うとおり、さまざま

な国やさまざまな領域に目を向けてみれば、すでに

未来を感じさせる状況はあちこちに生まれていま

す。「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」という羅針盤

は、未来がいまどこにあるのかを指し示すものでも

あるでしょう。

文化や社会、経済の変化によって暮らし方や働き方

も揺れ動いている現代とは、都市計画においても従

来型の方策だけでなく新たな考え方が求められる時

代でもあります。DTCを筆頭とする次世代のテク

ノロジーとは、誰でも想像できるような決まった未

来や幸福を実現するものではなく、ときには誰もが

想像できなかったような、多様な世界へとわたした

ちを連れていってくれるものでもあるはずです。

都市は、変わらなければいけません。山積みの課題

を解決するために。テクノロジーの濫用がもたらす

ディストピアを回避するために。変革を求めて未来

の都市に向かうわたしたちの足元を、「FUTURE CITY 

FORECAST vol. 1」は明るく照らしてくれるでしょう。

INTRODUCTION
は じ め に

「 街 づ く り D T C®」 か ら

新 た な

価 値 は

生 ま れ る

わたしたちは「デジタルツイン・コンピューティング（Digital Twin Computing:DTC）」が

未来の都市の基盤をつくると考えています。

では DTCとはいかなる概念で、わたしたちの生活をどう変えていくのでしょうか？

わたしたちがつくろうとしている DTCの全容から、

それが提供する 5つの価値、さらには想定されうる未来の生活まで、

DTCがもたらす未来の姿をご説明します。

DTC AS THE PLATFORM FOR FUTURE CITIES
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　現実空間とサイバー空間を結びつける「デジタル

ツイン」という概念が IoTやセンシング技術の発展

により実現され、さまざまな産業において注目され

ています。デジタルツインとは、現実空間の物体や

建物の形状や状態、機能をデータ化することでサイ

バー空間上に再現するもの。たとえば工場の製造機

械や航空機のエンジン、自動車、オフィスなどをサ

イバー空間上に再現することで、現状の分析や将来

予測、可能性のシミュレーションを行えるようにな

ります。さらにはそのシミュレーション結果に基づ

いて現実空間の対象物を制御するなど、現実空間へ

のフィードバックを行なえることを大きな特徴とし

ています。また、モノだけでなく人間についても

MRIや活動量計を通じて得られるバイタルデータは

人間のデジタルツイン（の一部）といえるでしょう。

もちろんサイバー空間上に「再現」するといっても

リアルタイムかつ細部まで含めて再現されているわ

けではなく、形状や色彩のみがデータ化されている

ものから、ある程度現実空間の対象と同期されてい

るものまで、バリエーションはさまざまです。同期

ひとつとっても 1年に 1回センシングされるもの

から 1週間に 1回、あるいは秒単位でセンシング

が必要なものまで、用途に応じてデジタルツインの

つくり方は変わっていきます。

　すでにこうしたデジタルツインは実用化が進んで

います。たとえば製造機械や航空機エンジンのデジ

タルツインを通じて稼働状況のモニタリングを行な

うことで故障予測が進められており、異常検知に

よってトラブルを防止するほか、修理のタイミング

を最適化することで管理コストを低減できることが

期待されています。ただし、現在流布しているデジ

タルツインは、ほとんどの場合モノや空間そのもの

に限られており、相互にデータが組み合わせられて

いるケースはまだ少ないといえるでしょう。個々の

機械や施設の分析を行なうだけならデジタルツイン

化されているだけで十分かもしれませんが、今後さ

まざまな対象が変換されていくなかでは、産業を越

えて多種多様なデジタルツインを組み合わせること

が求められていくでしょう。

　たとえば製造工場の機械だけでなく、機械同士の

連携、工場全体、工場から製品を運ぶトラック、道路、

信号、納品先の施設、市民……など無数のデジタル

ツインをかけ合わせることで、大規模な領域のシ

ミュレーションが可能となります。より複雑な変化

に対応し高度な分析を行なうためには、かように大

量のデジタルツインをかけ合わせなければ意味がな

いといえるかもしれません。それは都市全体をサイ

バー空間上に再現することにつながっていくでしょ

う。もっとも、現在はデジタルツインといえど統一

のデータ規格があるわけでもなく、目的や用途も限

られているため、簡単に組み合わせられる状態には

なっていません。くわえて、人間のデジタルツイン

「 街 づ く り D T C ®」 と は な に か ？

現実空間とサイバー空間をつなぐデジタルツインをいくつも組み合わせることで都市へと

活用する「街づくり DTC ®」。この概念を通じて、わたしたちは都市に新たな価値を生み

出します。時空間を越えるデジタルツインは、さまざまな存在が複雑に入り交じる都市の

なかでこそ、真価を発揮するはずです。

WHAT’S DIGITAL TWIN COMPUTING?

街 ®

デジタルツインは都市でこそ価値を発揮する
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WHAT’S DIGITAL TWIN COMPUTING?

については前述のようなバイタルデータが主となっ

ており、感情など人間の内面まで再現することは難

しく、コミュニケーションや社会のシミュレーショ

ンを行なうことは非常に難しいといえるでしょう。

デジタルツインコンピューティングが
できること

　こうした状況に対して、NTTは「デジタルツイン

コンピューティング（DTC）」という概念を新たに

提唱しています。これは多様なデジタルツインを自

由自在に掛け合わせることで、大規模かつ高精度な

現実空間の再現・分析を行なうほか、現実空間では

不可能な想定のシミュレーションを行ない「再現」

のレベルを越えてサイバー空間上で新たな価値を生

み出すためのプラットフォームです。

　DTCは限られた目的のためにデジタルツインを

使うのではなく、ひとつの「世界」をサイバー空間

上につくることでさまざまな処理を可能にします。

たとえば現実空間ではありえないサイズの空間に大

量の人が集まって話し合う広大な会議室をつくった

り、月面や海中の重力や浮力を再現した空間で都市

デザインをシミュレーションするなど、多様な環境

条件下で人間やモノがどのように動いていくか演算

できるようになるのです。

　ひとくちにデジタルツインを組み合わせるといっ

ても、DTCにおいては「交換」「融合」「複製」と

いう 3種の演算が想定されています。まず「交換」

はデジタルツインの間で、データやモデルを移し替

えることを指しており、たとえば外国語会話のモデ

ルと単語のデータを交換することでデジタルツイン

に現実を超えたコミュニケーション能力をもたせる

ことが可能です。つづく「融合」はデジタルツイン

の間でデータを組み合わせて更新し、新しいデジタ

ルツインをつくるもの。異なる時間や空間のデジタ

ルツインを融合させ、能力を拡張することが考えら

れます。「交換」はデジタルツインそのものを複製

することで、べつべつの仮想空間でシミュレーショ

ンしていくことが可能となります。

都市のためのデジタルツイン

　DTCを活用していくことは、人々が生きる都市

をデジタルツイン化していくこととつながっていき

ます。建物やモビリティ、人、動植物などさまざま

な存在が集まり、商業や娯楽、仕事、観光など多種

多様な活動が展開される都市で活用されることで、

DTCは真価を発揮します。だからこそ、わたした

ちは DTCを「街づくり DTC®」へとアップデートす

ることで、データ駆動・連鎖型スマートシティをつ

くろうとしています。それは街で提供される”価値

提供”単位で環境・モノ・人を捉えたデジタルツイ

ンと、それらを相互に連鎖させる機能を実現するも

の。オフィスやテナント、モビリティは言わずもが

な、個人の趣味嗜好や健康状態もデジタルツイン化

して扱うことで、これまでは不可能だったさまざま

なサービスを生み出せるのです。

　たとえばオフィスや商業街区での活用を考えてみ

ましょう。街区管理のデジタルツインを使えば、エ

ネルギーの制御最適化や移動設備運転の最適化、清

掃の自動化を進められますし、店舗運営をデジタル

ツイン化すれば、顧客の体験を最適化し、需要予測

や人員配置などオペレーション最適化を行えます。

あるいはモビリティのデジタルツインがあればタク

シーの最適な配置を行えますし、飲食フードロスに

ついてもレストランやスーパーなどのデジタルツイ

ンがあれば需給・プライシングの最適化を行なうこ

とでフードロスを減らしていけるでしょう。

　ただし、これら個々のデジタルツイン自体が重要

なわけではありません。これらのデジタルツイン

が組み合わさり街づくり DTC®として機能すること

で、より複合的な価値を生み出せるようになるので

す。まずは街や人のデータを収集し、データ交流プ

ラットフォームに蓄積したのち、デジタルツインに

展開。デジタルツインでは、現実世界の具体的なサー

ビスを実現するために必要な要素をモデル化し、シ

ミュレーションを用いた予測や最適化を行います。

デジタルツイン間の連鎖により、全体最適化を行い、

価値提供サービスでは、DTCによって最適化され

た結果を実世界にフィードバックします。その結果、

都市インフラ運用のコスト削減や SDGsの達成、オ

ペレーションの自動化・効率運用といった最適化・

効率化はもちろんのこと、人々の過ごしやすい街づ

くりや、個々人に寄り添ったサービス提供も可能に

なるでしょう。

新たな価値のためのツール

　もっとも、デジタルツインを使ったシミュレー

ションによる最適化・効率化は街づくり DTC®がも

たらす価値の一部でしかありません。とくに都市空

間でのデジタルツイン活用を考えるとしばしばリア

ルタイムで現実空間の再現やシミュレーションを行

なうことを考えてしまいがちですが、DTCが「交換」

「融合」「複製」の 3つの演算を有しているように、

街づくりを考えるうえでも単なる再現とは異なる活

用を進めていきたいとわたしたちは考えています。

　たとえば、現実空間に対してデジタルツインでは

時間がズレた空間や環境の条件が異なる空間を設定

することもできるでしょう。デジタルツイン上には

20年後の都市がつくられており、そこでは 20年

後の人々が同じように暮らしている。あたかもタイ

ムスリップするかのようにしてわたしたちは未来の

都市の姿を見られるようになるかもしれません。デ

ジタルツインに近しい概念として「ミラーワール

ド」という言葉が使われることもありますが、デジ

タルツインとは鏡のように現実がそっくりそのまま

映っているものではなく、時間や環境といった要素

が異なっていることによって、少しズレた鏡になっ

ているからこそ、新たな価値を生むことができるの

でしょう。

　わたしたちはこうした街づくり DTC®を通じて、

いくつもの価値をつくっていきたいと考えていま

す。なかでも中心的な価値としてわたしたちが設定

しているのは「価値ある情報へのアクセス」「無駄

のない美しい生活」「自分らしく生きられる環境」「コ

ミュニティへの投資」「多様な人々との連帯」の 5

つです。これらは個別の最適化や効率化からは導き

出されないものかもしれませんが、人々が都市のな

かで豊かに生きていくためには、経済や社会の歯車

となるのではなく人々が主体的に生きていくために

は、最適化や効率化とは異なる価値を生み出してい

く必要があるはずです。新型コロナウイルスの登場

によって都市の機能や人々が集まることの意味が問

われなおされているからこそ、わたしたちは街づく

り DTC®を通じてこうした価値を実現していくので

す。街づくり DTC®とは、あくまでもわたしたちが

目指す価値を生み出すためのツールでしかありませ

ん。このツールをよりよく使うことで、わたしたち

は人々が出会い、集まり、ともに生きていくための

場所として都市を再発明したいと考えています。

「 街 づ く り D T C ®」 と は な に か ？
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モデル 概要 主たる提供価値 想定されるDT 関連サービス

住むことと
働くことの近接

オフィスと居住空間の連携
により、多様な人々が住みや
すく働きやすい街をつくり
だす。主たる関連領域：居住
／仕事／行政。

誰でも働きやすい・住みやす
い街、子どもを育てやすい
街、など。

住環境 DT、オフィス DT、書
店 DT、保育所 DT、モビリティ
DT

マスコミ、研究・リサーチ、教育、カンファレンス、広告、営業、
商談、事業開発、展示会、メール・チャットツール、出版、ワー
クショップなど

オフィスと
商業施設の融合

オフィスと商業施設が融合
することで、快適な労働環境
や環境負荷の低い商業空間
を生む。主たる関連領域：仕
事／商業／観光。

快適に働けること、偶然性に
満ちた出会いが生まれるこ
と、など。

オフィス DT、レストラン
DT、不動産 DT、ホテル DT、
ロジスティクス DT

ヴィーガン食、レンタル、CtoC、エシカルファッション、リサ
イクルショップ、不動産、体組成分析、エステ、ノンアルコール、
ジムなど

地域の文化・歴史の
振興

文化遺産や歴史施設、寺社仏閣

など、地域の文化を ICTで盛り

上げる。観光的に外部の人にア

ピールする要素と、地域のコミュ

ニティを盛り上げる要素。主た

る関連領域：観光／娯楽／商業。

文化や歴史の魅力を再発見
できること、地域の経済を自
立させること、など。

寺社仏閣 DT、美術館 DT、ホ
テル DT、モビリティ DT、レ
ストラン DT

睡眠、旅行、機能食品、セルフケア用品、ヨガ、サウナ、コー
チング、勉強会、美術館・博物館・文化財、趣味用品、教育、
出版など

娯楽・商業空間が生む
賑わい

スタジアムやアリーナ、公
園、商業施設など、場所に人
が集まることで価値をつく
る。主たる関連領域：地域／
観光／娯楽。

新たな出会いを生み出すこ
と、娯楽を通じた喜びを広げ
ること、など。

スタジアム DT、不動産 DT、
ロジスティクス DT、エネル
ギー DT、スポーツ DT

株式・投資信託、ファンコミュニティ、スポーツ観戦、音楽、決済、
投げ銭・チャリティ、ブロックチェーン、ふるさと納税、産地
直送販売、トレーサビリティなど

多様な分野を越えた
共創

新規事業の創出と、大学（若
年層）や高齢者コミュニティ
が接続される。農業や漁業な
ど一次産業とつながって共
創的な空間を生む。主たる関
連領域：地域／福祉／環境。

分野を越えたコラボレー
ションにより新たなビジネ
スを創出すること、ソーシャ
ルインクルージョンを達成
すること。

モビリティ DT、ロジスティ
クス DT、福祉施設 DT、教育
機関 DT、保育所 DT

雑誌・ミニコミ、イベント、SNS、シェアオフィス、フェムテッ
ク、比較サイト、口コミ、見守・警備、介護、フェアトレード、
子育て支援など
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　次に、外部からエリアを訪れる人のことを考えて

みると、巨大な商業施設があるエリアのように来街

者へベネフィットが提供されるわけではないかもし

れません。しかし、ビジネスを中心にオープンイノ

ベーションを生むプラットフォームが整備されてい

くことで、同エリアで開催されるワークショップや

展示会へのアクセスも容易になるでしょう。従来は

訪れたイベントのことだけしか来街者はアクセスし

づらかったかもしれませんが、シェアオフィスやイ

ノベーションハブのデジタルツインが掛け合わさる

ことで、これまで機会が失われていた新たな出会い

が生まれるようになるはずです。

　出張などを通じてしばらく滞在する人にとって

は、宿泊施設とオフィスビルの連携によって、自分

が知りたくても知れなかった情報へのアクセスが容

易になっていきます。たとえばホテルに併設された

バーがデジタルツイン化されていることによって、

同じ店にいるビジネスパーソンとの情報交換がス

ムーズに行なわれるかもしれません。

　そしてこのエリアを運営する人々からすれば、オ

フィス環境のデジタルツインを組み合わせること

で、シェアオフィスやイノベーションハブのより効

率的な運営が可能になります。単にデータを組み合

わせて最適化を行うだけではなく、企業の垣根を

越えた情報交換を促進することで、入居テナントに

オープンイノベーションが生まれやすい環境を提供

できるのです。

　社内の新規事業開発を任された中堅社員

A氏は、情報収集のため、自社が参画する

イノベーションハブに出勤する。まずはじめ

にするのは、「マスター」への挨拶。イノベー

ションハブの中心にはバーカウンターが併設

されており、そこにはマスターと呼ばれる、

会話機能を持ったロボットが常駐している。

朝のコーヒーを注文しながら、Aはマスター

と雑談し、今日のニュースについて意見を交

換する。マスターに新刊のビジネス書をおす

すめされたAは、隣接する書店に足を運ぶ。

　昼休み、Aは空いた会議室に入り、共同

で事業開発を進める他社の B氏とランチを

しながら雑談に興じる。会話が行き詰まった

ので、Aと Bは午後になるとバーに立ち寄

り、マスターにファシリテーションを任せて

ブレインストーミングを実施する。その中で

事業に足りない技術や知見が明らかになって

くる。

　夕方、業務が終わって帰ろうとしたAだ

が、マスターに呼び止められる。好物のウイ

スキーが時間限定で半額になっているとい

う。一杯だけと思って酒を飲んでいると、隣

に座った別の客が、マスターと興味深い話を

している。

　よくよく聞くと、それは昼のブレインス

トーミングで明らかになった、自分たちの構

想する事業の課題に関係する内容だった。A

がマスターに目配せすると、マスターは自然

なタイミングでその客にAを紹介する。そ

の日をきっかけにAは新たな企業との人脈

を得て、事業開発は前進しはじめる。

 「住むことと働くことの近接」というモデルでは、わ

たしたちは街づくり DTC®によって「価値ある情報へ

のアクセス」を実現したいと考えています。このモ

デルは、マンションのような居住空間とオフィスの

ような労働空間が近接している環境を想定するもの。

たとえばリニア中央新幹線が開通する品川は、オフィ

スビルが立ち並ぶエリアであると同時に、多くの人々

が住んでいるエリアでもあります。こうしたエリア

では街づくり DTC®によって生活の場と働く場所が連

携していくでしょう。職住近接という考え方は一定

の層に受け入れられているものの、他方では生活と

仕事が隣接することでプライベートが失われてしま

うと考える人もいるでしょう。街づくり DTC®の活用

は、自宅とオフィスのデジタルツインによってこう

した懸念を払拭するものになるかもしれません。

　このモデルを通じて実現される「価値ある情報へ

のアクセス」とは、市民一人ひとりが本当に求めて

いる情報を提供できるような環境をつくることを意

味します。SNSの普及によって日々膨大な量の情

報に囲まれフェイクニュースも常態化してしまった

現在、自分が求めている情報にアクセスすることす

ら難しくなっています。いわんや、自分が意識して

いなかったけれども求めていた情報と出会うことは

非常に困難です。そんな時代だからこそ、多くの人

にとって価値のある情報を得られることはそれだけ

で大きな意味をもちます。くわえて、価値ある情報

を得るだけではなく、ほかの人々と価値ある議論を

交わしたいという欲求も高まっているといえるで

しょう。SNSによってオープンな議論の空間が生

まれたように思えるものの、実際にはエコーチェン

バーやフィルターバブルと呼ばれるような現象に

よってウェブ上の議論は同質性が高まりがちであ

り、きちんと議論を交わすこと自体が難しくなって

いるからです。価値のある情報を得ること、人々と

価値のある議論を交わせること、そして、閉鎖的な

空間を越えて広くメッセージを届けられること――

もはや現実空間もサイバー空間も同質性が高まり閉

鎖的になっている時代において、多様な情報への回

路を開き、さまざまな立場の人と有意義な議論を行

なっていける場をつくることは、これからの都市の

役割のひとつだといえるでしょう。

未知の出会いが次々と生まれる

　本モデルにおいて価値ある情報へのアクセスが実

現されたら、どのような変化が起きるでしょうか。

まず、このエリアで働いている人々はビジネス街の

シェアオフィスやイノベーションハブを拠点とし

て、不特定多数に内容を知られることなく、テーマ

や課題に応じて新たな情報交換・コラボレーション

相手に出会えるでしょう。都市の人的ネットワーク

に関連するさまざまなデジタルツインを掛け合わせ

ることで、テーマや課題を同じくする未知の人物と

の出会いが促進されます。

住 む こ と と 働 く こ と の 近 接

価値ある情報へのアクセス

都市が多様な出会いをもたらすことは、人々が価値のある情報へとアクセスし、人

と議論し、自分の意見を発信していける環境をつくっていくことにつながっていく

でしょう。初めて訪れた場所であっても、ICTにサポートされさまざまな人と豊か

なつながりをつくれるための仕組みを街づくり DTC®は実現します。

2035年の世界
SLICE OF LIFE 2035
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オ フ ィ ス と 商 業 施 設 の 融 合

無駄のない美しい生活

気候変動など社会課題が深刻化し地球の持続可能性が脅かされる時代にあって、多

くの人は無駄のない生活を送りたいと考えているはずです。街づくりDTC®はオフィ

スや商業空間のデータを連携させて効率化・最適化を行なうことで、人々の多様な

ニーズに応えながらも、エリアに循環性をもたらし環境負荷を低減します。

携することで街やテナントが多様な選択肢を提供で

きます。倫理的な判断基準や趣味嗜好など多様な要

素をもった人々が、店やエリアごとに分断されてし

まうのではなく、同じ空間にいながらにしてそれぞ

れが自分の理想とするライフスタイルを追求できる

ような空間が生まれるはずです。

　海外からの観光客やビジネスパーソンなど滞在する

人々は、これまで文化ごと・趣味嗜好ごとに利用する

施設がバラバラになっていたが、商業施設の中のデジ

タルツインが連携することによって、飲食店をはじめ

とするテナントが適切なサービスを提供できるように

なります。文化や宗教の差異によってストレスが発生

することなく、滞在者は自分の美意識を保ったまま街

のなかで過ごせるようになっていきます。

 こうしたエリアを運営する立場から見れば、トレー

サビリティや健康機能に関連するさまざまな DTを掛

け合わせることで、商業施設は商品・メニューに倫

理的な付加価値を乗せることができます。また、都

市活動に関するデジタルツインを利用した需要予測

によって廃棄と機会損失を最小に抑えられる。飲食

店の場合、デジタルツイン上で来客をシミュレート

することで、飲酒派とノンアルコール派、喫煙者と

嫌煙者、肉食者と菜食主義者といった異なるグルー

プを同時に相手にすることもできます。街で暮らす

人、街を訪れる人の多様なニーズへの対応は、個々

人への最適化を意味するだけでなく、人々がその人

らしく生きることを可能にすることでもあるのです。

「オフィスと商業施設の融合」というモデルを通じ

て、わたしたちは「無駄のない美しい生活」を実現

したいと考えています。このモデルでは、オフィス

のような仕事の空間とショッピングモールやレスト

ランという商業空間を融合したエリアを想定してお

り、日比谷のような都心部はもちろんのこと、地方

の大都市に対しても適用できるものだと考えられま

す。もちろんいまでも大規模オフィスビルの下層階

がショッピングビルになっている事例は数多く見受

けられ、オフィスを利用する人々を想定した店舗設

計が行われてはいるかもしれませんが、オフィス・

商業空間ともにデータ活用などテクノロジーの導入

が進んでいるとは言いがたい状況にあります。街

づくり DTC®をこうしたエリアに導入していくこと

で、当該エリアで働く人々やそこを訪れた人々の多

様なニーズに答えていけるようになるはずです。

　このモデルを通じてわたしたちが実現する「無駄

のない美しい生活」とは、気候変動や食糧危機をは

じめとするさまざまな社会課題を受けて多くの人々

が求めているものでもあるでしょう。気候変動を考

えてみれば、とりわけ産業革命以降、数百年にわたっ

て人類が続けてきた経済活動によって環境負荷が高

まり、多くの自然環境が破壊されてしまいました。

現在のペースで温暖化が進めばいずれ地球は人間の

住めない土地になると言われ、人類の活動が地球の

生態系に多大な影響を与える時代区分として「人新

世」という言葉が使われる機会も増えています。こ

うした行き過ぎた人類の活動への反省から、とくに

ミレニアル世代以降を中心に、無駄のない美しい生

活を送りたいという欲求は高まっているでしょう。

　これまでは都市の拡大や経済発展によって贅沢で豊

かな暮らしを送れることがよしとされてきましたが、

もはや「豊かさ」の尺度が変わっているのです。贅沢

な豊かさを追求することではなく、無駄がなく環境負

荷の低い生活を送り、健康に暮らせること――それこ

そがこれからの時代の美しい生活といえるでしょう。

街づくりDTC®はさまざまな施設のデータを連携させ

最適化を行なうことで、無駄をなくしていくはずです。

個人の多様性を尊重すること

　本モデルが無駄のない美しい生活を実現すること

は、さまざまなステークホルダーに利益をもたらしま

す。当該エリアで働く人々にとっては、オフィスと商

業施設がデジタルツインによって連携することで、単

に栄養価や趣味嗜好による最適化が起きるのではな

く、美しく生きることや無駄のない生活を楽しむこと

など、より高次の欲求を満たせるような空間が生まれ

ていきます。ビジネス上の利益だけを高めていくよう

なオフィス空間ではなく、人々をエンパワーメントし

ていくようなオフィス空間が実現するのです。

　街を訪れる人にとっては、これまで健康な生活や

無駄のない生活を追求しようと思っても選択肢が限

られていましたが、商業地区のデジタルツインが連

　商業地区で複数の飲食店を経営するA氏は、

ランチ営業のため店に赴く。店を開けると、

客が入り口近くのホログラフィ看板を見て入

店する。ボリュームのある肉や揚げ物を好み

そうな客層と、ヘルシーな食事を好みそうな

客層、どちらも入店する。店員がタブレット

の指示どおりに席に通していくと、自然と店

の奥と手前で客層は分かれ、奥の席には肉料

理やアルコールが、入り口側の席には野菜料

理やノンアルコールが自然とサーブされる。

　その結果、まるで一つの空間に二つの店が

あるかのような状態になる。実はホロ看板も

見る人によって別々のメニューを表示してい

るのだった。その店はもともと居酒屋風のメ

ニューが売りだったが、近隣に競合が増えた

ためメニューと客層の転換を始めた。現在は

ベジタリアン向けのメニューを増やしてお

り、特定の客層に向けて看板でアピールして

いる。

　夜になると、Aは経営する別のレストラ

ンに向かう。食品ロスゼロを売りにするその

店には、昼営業の店舗で余った食材が、すで

に厨房に配達されている。テーブルにはホロ

グラフィが内蔵されており、客の質問や料理

に応じて、食材の生産地や配送経路、調理法

などを表示する。

　テーブルは提携の店舗を訪れたことがある

客の好みや価値観を学習しており、食の安心

と健康に関する総合案内役のような役割も

担っている。コンセプト通り、レストランは

ほとんど廃棄物を出さずに今日も営業を終え

る。

2035年の世界
SLICE OF LIFE 2035
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地 域 の 文 化 ・ 歴 史 の 振 興

自分らしく生きられる環境

観光地のように地域の文化や歴史を体験できる場所を訪れると、人はコンテンツの

消費に夢中になってしまいがちです。しかし、じつは自分の知らない文化に満ちた

観光地を訪れるときこそ、人は自分自身と向き合えるのかもしれません。街づくり

DTC®は異なる文化との出会いによってセルフケアの空間を生み出します。

うな体験を生みだせます。これまでは多くの人が予

め用意された観光コンテンツを消費するだけに留

まってしまうことも多かったかもしれませんが、た

だコンテンツを消費するのではなく、そこから地域

の文化のなかに身を投じていくことで、自分が変

わっていく体験が数多く生まれていくのです。

　観光のために滞在している人々はホテルなどへの

宿泊を通じて、ただ街を訪れた人以上にさまざまな

人や文化との出会いを体験できるようになっていく

でしょう。ホテルのデジタルツインやモビリティの

デジタルツインが掛け合わさることで最適な観光が

実現するほか、寺社仏閣など観光資源がデジタル化

されていくことによって、現実空間とデジタル空間

どちらにおいても多様な文化と出会えるような環境

が生まれていきます。

　宿泊施設や観光施設を運営する人々から見れば、

ホテルやモビリティ、美術館のデジタルツインを連

携させることで、現実空間でもデジタル空間でも宿

泊施設は観光と学びの拠点として再編されていくで

しょう。デジタルツインの掛け合わせによって業務

が自動スケジューリングされるほか、顧客の健康状

態や気分、あるいは周辺状況に応じた旅行プランの

変更を自在に提供できるようになっていく。

　ただ観光地を訪れる人の行動を効率化するだけで

はもはや価値になりません。地域の根付いた文化や

歴史へと人々を接続し、自己を見つめなおさせるこ

とでこそ価値が生まれるのです。

 「地域の文化・歴史の振興」というモデルを通じて、

わたしたちは「自分らしく生きられる環境」を実現

します。本モデルは京都や長崎といった観光資源の

多いエリアや、独自の歴史や文化をもったエリアを

想定するもの。すでにこうしたエリアは観光地とし

て賑わいを見せているほか、地方創生のような動き

によってその土地ならでは魅力を発信する動きが強

まっていることも事実でしょう。一方ではオーバー

ツーリズムのような問題があるほか、コロナ禍によっ

て従来の観光モデルからの変革も迫られています。

 ここでわたしたちが実現する「自分らしく生きら

れる環境」は必ずしもこうしたエリアでのみ効果を

発揮するものではありません。自宅やオフィスでも

自分らしく生きられることは重要でしょう。しかし、

観光地のようにともするとさまざまなコンテンツを

消費することに夢中になってしまいそうな空間にお

いてこそ、自分らしく生きられる環境をつくること

に意味があるとわたしたちは考えています。

　現代は SNSやさまざまなデジタルプラット

フォームによって一人ひとりが自由に個性を発信で

きる環境が生まれたようでありながら、多くの人が

自分らしく生きられない状態に陥っています。とく

に日本のような社会では同調圧力が強く、既存の人

間関係や役割意識のなかで忖度が求められることも

多いでしょう。人間関係のなかで自分をすり減らし

てしまう人も増えており、日々大量の情報に囲まれ

ているなかで、人は自分自身を見つめなおすことも

難しくなっているでしょう。

　観光地を訪れる時間とは、自分の知らない文化に

接することであると同時に、日常から少し切り離さ

れて自分へと向き合える時間でもあるでしょう。だ

からこそ、ただコンテンツを消費するだけではなく、

街づくり DTC®によって個人の状態に応じたサービ

スを提供しセルフケアをはじめ自分を労る機会を都

市のなかにつくっていくことで、人は自分らしく生

きる実感を取り戻せるはずです。

消費ではなく学び

　このモデルの実現によって、とりわけ観光地として

成長してきたエリアでの体験は大きく変わっていくで

しょう。たとえば当該エリアで働く人々は、地域の文

化とセルフケアが結びつくことによって、オフィス空

間に縛られずに働けるようになっていきます。従来の

オフィス空間が担っていた機能をデジタルツインが代

替し、ホテルの一角やイノベーションハブで世界各国

から訪れた人々とコラボレーションできるような環境

が生まれるのです。ひとつの場所で働くことは、効率

的でありながらときにストレスの要因ともなります。

地域への所属意識を高めながら働ける環境は、セルフ

ケアにつながっていくでしょう。

　観光やショッピングのためにこの地を訪れた人

は、土地の文化や歴史を知るだけではなく、知るこ

とを通じて自分を変え、セルフケアにもつながるよ

　フリーのエンジニアとして世界を飛び回り

いくつもの事業に携わるA氏は、仕事と休

養を兼ねて日本の観光地に滞在する。仕事が

忙しく、自分で旅程を立てる暇もないため、

Aはホテルのサービスである宿泊・移動・

観光の一体型プランを利用することにする。

　このプランでは地域を走る自動運転タク

シーを自由に利用することができる。これら

のタクシーは一つひとつが地域色の強い飲食

店やシアター、オフィス、ベッド、サウナ、

瞑想室、談話室など様々な機能をもっており、

利用者は好きなときに呼び出したり下車した

りすることができる。

　観光の合間に仕事に追われるAは、当初

はオフィス型のタクシーを利用しながら地域

を巡る。ふとした瞬間に美しい景色を見つけ

て下車し、ぶらぶらと散歩してからまたタク

シーを拾って乗車するなど、気ままに行動す

る。それでも旅程は自動でスケジューリング

しなおされ、行きたかった場所を効率的に回

ることができる。

　必要な仕事を終えたAは、滞在の後半は

ゆっくり休むことにする。ホテルやタクシー

の中でのんびりと衣食住を満喫し、そこでた

またま出会った人々、相乗りになった人々と

交流する。その中で事業の手がかりを思いつ

いたり、即席のフリーランスチームができた

りと、仕事の幅も広がっていく。観光で刺激

を受けながらも、疲れていた自分を癒やすこ

とができる。Aはリフレッシュし、新たな

仲間を得て都市を後にする。

2035年の世界
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娯 楽 ・ 商 業 空 間 が 生 む 賑 わ い

コミュニティへの投資

スタジアムやショッピングモールのように多くの人が集まる空間は、コロナ禍によっ

て変革を迫られています。ただ人を集めて大きな経済効果を生むのではなく、地域

の文化を可視化し、人々が信頼できるコミュニティときちんと対等な関係を結ぶた

めのハブとして、こうした大型施設は再編されていくのかもしれません。

れた人の経済活動は広がっていきます。訪れた人々

もそこで地域の魅力にアクセスしやすくなると同時

に、地域社会への経済とつながっているという実感

から地域への愛着をもてるようになるでしょう。

　出張や観光を通じて地域に滞在する人々も、ただ

地域のコンテンツを消費するだけではなく、地域と

の結びつきを強め文化への愛着を強めていくはずで

す。これまで外部からやってきた人はその地域と継

続的な関係性をつくっていくことが難しかったかも

しれませんが、人が気に入った地域を気軽に応援し

たり地場産業へ投資したりできるようになれば、新

たな経済圏も生まれていくかもしれません。ただエ

ンタメイベントなどを通じてひとつの場所に集まる

のではなく、それをきっかけとして地域の文化や産

業へ人を誘導していくことが、街づくり DTC®のも

たらす価値でもあります。

　スタジアムなど集客施設を運営する立場から見る

と、本モデルの活用によって従来は施設とその周辺

で完結しがちだった経済活動を地域全体のネット

ワークへと広げていくことができるでしょう。集客

施設とは単に人が集まり賑わいが生まれる場なので

はなく、さまざまな知恵や知識が集まる場であり、

豊かなネットワークのハブになる場所でもありま

す。街づくり DTC®は地域全体のつながりを集客施

設を中心として再編していくことで、人々がもって

いる地域への愛着や信頼、責任感をきちんと経済や

都市計画へフィードバックするのです。

 「娯楽・商業空間が生む賑わい」というモデルを通

じて、わたしたちは「コミュニティへの投資」を実

現します。このモデルが想定しているのは大きなス

タジアムやホールを有する地方部の大都市エリアで

すが、それだけではなく、大小さまざまな規模の街

の人が集まる空間へ適用できるものだといえるで

しょう。コロナ禍を経て単にたくさんの人を集めて

大きな経済効果を生むことが難しくなっているなか

で、大きな施設が果たすべき役割も変わろうとして

います。こうした施設は、人と地域のコミュニティ

を結びつけていく空間になるのかもしれません。

 「コミュニティへの投資」とは、人々が好きなもの、

良いと思うもの、信頼するものに対する投資と言い

かえてもいいでしょう。ニーズの多様化やプラット

フォームの民主化によって都市のなかにさまざまな

コミュニティが生まれている現在、人々はこれまで

以上に、自分がどのようなコミュニティや文化圏に

属しているのか意識するようになっています。趣

味的なレベルからソーシャルイシューへの態度に至

るまで、人々は自身の美学に沿って自分を投じるコ

ミュニティを選ぶようになっているといえるでしょ

う。だからこそ消費者や社会に不誠実な態度をとる

企業は激しく糾弾され、一方でたしかな美学をもつ

ものは規模が小さくとも多くの人々に支持されてい

ます。

　街づくり DTC®は、娯楽や商業など人が集まる空

間を地域のさまざまなコミュニティと結びつけるこ

とで、もとからその地域で暮らす人も外部から訪れ

た人も、地域の文化へコミットしていけることを可

能にします。いま多くの人々はただ楽しくて快適な

体験を求めているのではなく、文化や地域、あるい

は人や企業に対してもお互いにフェアで責任をもて

る関係性をつくりたいと思っているのかもしれませ

ん。デジタルツインによって投資や消費のような経

済活動がトレーサブルになり効果が可視化されるこ

とで、人々はより確かな実感をもって都市と自らの

関係性を確かめられるようになるでしょう。

地域との結びつきを強化する

　本モデルによってスタジアムやコンサートホール

など集客施設を軸に経済圏が創出され、地域の経済

と企業は結びつきを強めます。働く人々はその地域

への帰属意識を高く保ちながら働けるようになって

いくでしょう。集客施設と地元産業・金融のデジタ

ルツインを組み合わせることで、イベント観覧に

よって地方経済にどれだけインパクトがあるかを可

視化し、自分たちの行動がどう地域に還元されてい

るのか実感できるようになります。

　スポーツやコンサートといったイベントなどで街

を訪れる人は、これまでは会場となるスタジアムや

主要駅周辺で体験を完結させてしまうことが多かっ

たかもしれませんが、スタジアムと地元産業のデ

ジタルツインが掛け合わさることによって、街を訪

　企業や行政、大学と　イベントオーガナイ

ザーにしてMCの A氏と、ミュージシャン

にしてDJ の B氏は、スポーツイベントの仕

事のために地方のスタジアムを訪れる。その

イベントは、試合の進行に合わせてMCと

DJ が実況や音楽で盛り上げるという趣向で、

音楽ライブの側面も兼ね備える。映像による

演出も加わり、地方のこの種のイベントは総

合エンタメとして人気を博すようになってい

る。

　試合が始まると、DJ である Bの手元には

観客のバイタルデータや歓声が集約されて表

示される。Bはそれを踏まえて音楽や映像に

よる演出を操作する。イベントチケットには

チャリティ機能が組み込まれており、観客は

代金の一部をデジタル通貨に替えて投げ銭に

使うことができる。

　観客は応援するチームや各チームが提携す

る地元企業・団体に対して寄付やクラウド

ファンディング、小口投資などを選択できる。

その金額やタイミングに応じて演出も変わる

ため、DJ の演出に観客も参加し、一緒に試

合を盛り上げていく。

　AはMCとして試合を実況し、観客を言

葉で沸き立たせる。試合の合間や前後にゲス

トを呼んで地元産業や街の魅力を観客に紹介

し、モチベーションを高めていく。Aはイ

ベントの場を借りて地方の声を世界に届ける

メディアの役割を果たす。後日、そのイベン

トが地域社会に及ぼした影響はリアルタイム

のレポートとして公開される。Aと Bは次

なるイベントに向けて準備を始める。

2035年の世界
SLICE OF LIFE 2035



［22］ ［23］

FUTURE CITY FORECAST vol. 1

多 様 な 分 野 を 超 え た 共 創

多様な人々との連帯

イノベーションを起こしたいのなら、分野を超えたコラボレーションを生まなけれ

ばいけません。そのためには単に異なるものをぶつけるのではなく、お互いに他者

を尊重しあえるような環境をつくっていく必要があります。街づくり DTC®は多様

な立場を生成し調和させることで、豊かな出会いの場をつくっていくのです。

ませんが、経済活動やコミュニケーションに資する

デジタルツインによってそれぞれの活動が可視化さ

れることによって、地域の外に住む人も参加できる

ようなコミュニティが生まれていくでしょう。

　定期的に当該エリアを訪れ滞在していく人は、福

祉団体や女性団体など市民の活動と気軽に接点をも

てるようになり、ローカルコミュニティへアクセス

しやすくなるはずです。あるいは教育機関や地元産

業のデジタルツインと企業のデジタルツインが連携

していることで、滞在者はまるで以前からこの街に

住んでいたかのように、自分の活動と地域の結びつ

きがよりリアルに感じられるようになっていきます。

　こうしたエリアのテナントやビルの運営者は、い

くつもの市民コミュニティのデジタルツインをつな

ぎ合わせることによって、その地域に住むさまざま

な人々が何を必要としており、そのためにどんな議

論を交わしているのか知れるようになります。市民

の移動や購買データから行動モデルを自動で導き出

し、サービスや施策を導入した際に生ずる影響の自

動的なシミュレーションが行えるようになるでしょ

う。それは利益を最大化するための取り組みではな

く、その地域で生きる多様な立場の人々を一人ひと

り理解しようとする試みであるはずです。しばしば

同じ地域にいても分断されたり非対称な関係に置

かれたりしてしまいがちなコミュニティや産業同士

が連帯する場を生み出すことで、街づくり DTC®は

人々がこの街で生きる理由をつくっていくのです。

 「多様な分野を超えた共創」というモデルを通じて、

わたしたちは「多様な人々との連帯」との連帯をつ

くりだします。すでに「オープンイノベーション」

や「共創」といった言葉を目にする機会が増えてい

るように、大企業やスタートアップが大きな変革を

起こすのではなく、産学官連携や産業を超えたコラ

ボレーションによる新たなイノベーションへの期待

は高まっています。もちろん首都圏でもこうしたイ

ノベーションは起こせるかもしれませんが、むしろ

地方部の大都市のほうがローカルなコミュニティを

つなぎ合わせることで首都圏に生み出せない価値を

創出できるのかもしれません。

 「多様な人々との連帯」は、共創のために不可欠で

あり、共創の先にあるものだともいえるでしょう。

自分とは異なる立場の人々とのつながりをつくり、

他者を信頼することなしに、コラボレーションを成

功させることなどできないのですから。近年は、企

業と市民の関係においてすら、連帯や尊重の意識は

強まっているといえるでしょう。それは市民のもつ

力が強まっており、市民を中心として都市がつくら

れようとしていることでもあります。たとえば公共

インフラや公共建築を考えてみても、近年はます

ます市民の参画が重要視されており、一度は民営化

されたインフラが市民の手によって再度公営化され

る事例も見受けられます。また、人種や国籍、性別

などにもとづく差別へ抵抗するための運動も大きく

なっており、わたしたちの社会はより一層の多様性

を求めて一人ひとりが動き出しているといえるで

しょう。

　こうした時代にあって、都市は、人々が連帯する

場、人々がフェアな関係を築ける場を提供しなけれ

ばなりません。かつては都市の中心につくられた広

場がそうした役割を担っていたかもしれませんが、

街づくり DTC®のようにデジタルツインを活用すれ

ば、連帯のための空間は現実かサイバーかを問わず

無限に広がっていくでしょう。きちんと現実の都市

に立脚しながらも多様な連帯を生み出すための技術

として街づくり DTC®は活用されていきます。

開かれたコミュニティの結びつき

　先端的なビジネスやスケーラビリティを求めるビ

ジネスではなく、行政や大学との連携や第一次産業

など地域と結びついた産業との連携を進めるため

に、本モデルは企業や行政、教育機関のデジタルツ

インの連携を強めていきます。そこで働く人々の

振る舞いや企業の施策が地域社会のどんな部分にど

れだけの影響を与えるのかデジタルツインは可視化

し、これまで以上に具体的に市民を巻き込んだ取り

組みが展開できるようになっていくでしょう。

　他者との連帯やフェアネスを実現することで、街

を訪れる人々はより豊かな多様性に触れられるよう

になっていきます。従来の市民コミュニティは外部

から見ると閉じた印象を受けるものだったかもしれ

　大都市N市で活動する女性団体の代表で

あるA氏は、企業や行政、大学と連携して

女性向けのサービスや施策を開発している。

これまでは当事者へのインタビューや行動観

察を通じて女性の意見を開発にフィードバッ

クしてきたが、実際にサービスや施策を実施

しても利用者が広がらないことが多かった。

　そんな会議の中に、ある日から対話型人工

知能の B氏が参加する。Bは様々なデジタ

ルツインを組み合わせて作られたもう一つの

N市（ミラー N市）に暮らしており、そこ

で生活する数万人規模の仮想市民（ペルソナ）

の代表を務めている。

　Aたちが会議で提案したサービスや施策

について、Bはミラー N市で即座にそれを

実行し、その影響や効果を分析する。そして、

会議の場にその結果をフィードバックする。

Bはミラー N市に生きるすべてのペルソナ

を演じることができるため、フィードバック

の内容は単なるデータや文章ではなく、当事

者の声として生々しく伝わってくる。また、

Bは世界の様々なミラー都市に生きるほかの

人工知能と情報を交換し、現実の世界に新た

な都市間連携を提案することができる。

　Bが議論に参加したことで、産学官が連携

したプロジェクトに様々な立場の一般市民の

声が反映されるようになる。そのおかげで、

Aたちは Bと協力して有効なサービスを生

み出し、市民参加による課題解決の新たな事

例を作ることに成功する。

2035年の世界
SLICE OF LIFE 2035
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未 来 の

都 市 を 支 え る

4 つ の

指 針

豊かに生きることとは、主体的に生きることでもあるはずです。

都市を動かすシステムやサービスがどれだけ便利な暮らしを実現したとしても、

主体性がなければわたしたち人間は単なる“パーツ”になってしまうのですから。

多様な個人が異なっていることを尊重されながら自由に生きていくために、

わたしたちが主体性を取り戻すためのテクノロジーを実現するために

――これからの都市を支える 4つの指針について考えてみましょう。

4 VALUES FOR FUTURE CITIES
5 つ の 価 値 提 供 モ デ ル

住むことと働くことの近接
価値のある情報を得られること、人々と価値のある議論を交わせる

こと、そして、閉鎖的な空間を越えて広くメッセージを届けられる

こと。これらの価値を実現することで、都市はより多様な空間になっ

ていきます。

オフィスと商業施設の融合
環境負荷を低減しサステナビリティを実現することで、わたしたち

は無駄のない美しい生活を送れるようになります。それは環境を守

ることであると同時に、たしかな自尊心をもって生きられることで

もあるでしょう。

地域の文化・歴史の振興
さまざまな文化や歴史との出会いを通じて、わたしたちは自分と向

き合うよう促されていきます。それは異なる文化を知ることと同時

に自分を労ることであり、自分らしく生きていくことを可能にする

ものです。

娯楽・商業空間が生む賑わい
スポーツやエンタメを通じて人を集め、人と人をつなぎあわせてい

くことで、ローカルな文化やコミュニティへの帰属意識を高めてい

きます。それは人と地域が信頼関係を結び、地域への貢献を促され

ることでもあります。

多様な分野を越えた共創
産官学連携をはじめ既存の領域を越えてコラボレーションを進めて

いくことは、多様な他者との連帯を強めていくことでもあります。

それは異なる立場の人ともフェアな関係を築くことであり、他者を

尊重することです。
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　都市に「コミュニティ」は不可欠です。それは個

性と活気ある街づくりのための魅力ある空間とコン

テンツを提供してくれるでしょう。オフィスや商業

施設のようにこれまでは「建物」として見られてい

た空間でさえ、これからは人間を中心とした「コミュ

ニティ」として再編されていくはずです。商業施設

は単なる消費の空間ではなく人と人が触れあうこと

で生活を豊かにする場となり、ホテルに泊まること

はその地域の人や文化とつながることを意味するよ

うになっていきます。

　しばしば人工知能や IoTを使ったデジタル・トラ

ンスフォーメーションは個人に豊かな体験をもたら

すことに使われがちですが、本来それは個人だけで

なく、コミュニティに価値を生み出すことが目指さ

れなければいけないでしょう。たしかにパーソナラ

イズされた体験は多様な個人への対応を可能にしま

すが、個人の体験しか考えないならば、都市の価値

は失われてしまうかもしれません。たとえば決まっ

た住居に住む必要はなくなるかもしれないし、オ

フィスに出かける必要もない。個人に最適化された

ロジスティクスは、人が外に出なくてもありとあら

ゆる商品やサービスを手に入れられる環境をつくる

でしょう。しかしその先には、人が集まることもな

くなり、偶然の出会いのない都市しか生まれないか

もしれません。たとえ新型感染症などによって人と

の接触が避けられる状況にあっても、現実空間かサ

イバー空間かを問わず、人々が集まることで生まれ

るコミュニティを通じてこそ、都市が都市である理

由が生まれるのではないでしょうか。

　デジタルテクノロジーはより個人的で分散的にな

るといわれていますが、だからこそコミュニティ

はかつてないほど重要な価値となっていきます。

2035年の都市においては人が移動する家とともに

生きることになれば、仕事に集中したいときは仕事

のコミュニティの近くで暮らし、休みたいときはバ

カンスのコミュニティとともに生きられるようにな

るかもしれません。わたしたちは電車に乗って移動

するようにコミュニティとコミュニティの間を動き

ながら暮らしていくでしょう。都市のなかのコミュ

ニティが多様であればあるほど、人は複数の自己を

生きるように、さまざまな人と出会い、多くの体験

を得られるようになるはずです。個々人の個性を尊

重しながら、それらを組み合わせて活気を生み出し

ていくことにこそコミュニティの価値はあります。

それが実現されたときに初めて、わたしたちはこれ

まで暮らしてきた都市が建物や道路といったハード

ウェアを中心としてつくられてきたことに気づくは

ずです。

　建物や企業、公共交通インフラからではなく、コ

ミュニティを中心にして考えられた都市はいまとは

まったく異なる姿をしているのかもしれません。わ

たしたちが主体的に生きられる都市とは、多様なコ

ミュニティが活発に活動できる都市でもあるでしょ

う。これからの都市は人がつくっていくのです。

個 性 と 活 気 の 創 出

コミュニティ

都市は無数のコミュニティから成り立っています。家族や学校、職場、地域社会な

ど大小さまざまなコミュニティで人々が活動する先に都市はあるのです。だから都

市の未来を考えることはコミュニティのあり方を考えることでもあるはずです。暮

らし方や働き方が変わるなかで、人々の結びつきはどう変わっていくのでしょうか。

　イノベーションの重要性が説かれるようになって

久しく、いまやあらゆる企業や自治体がそれを起こ

すべく努力しています。いま都市が抱えているいく

つもの課題を解決するうえでも、それは必要不可欠

でしょう。温暖化をはじめとする気候変動や、フー

ドロスや食糧危機、あるいは少子高齢化に伴う労働

力不足など、いまわたしたちが直面している課題を

解決するためにはいくつものイノベーションを起こ

さなければいけません。たとえば AIや IoT、5Gの

ような高速ネットワークが普及すれば、システムや

サプライチェーンの効率化や最適化が進むでしょ

う。ロボティクスやモビリティの発展は、労働人口

の少ない地方部でもこれまでと同様に産業を営むこ

とのできる環境を生み出すかもしれません。

　もちろん、イノベーションは単に課題を解決でき

るがゆえに重要なわけではありません。それは新た

な産業の創出へとつながってもいるはずです。たと

えばテクノロジーがオフィスに実装されれば従業員

の創造性が引き出され、企業の壁を超えたオープン

イノベーションが生まれる空間を生み出せる可能性

もあります。あるいは XRやデジタルツインによっ

て現実空間の制約に縛られなくなることで、これま

でなら不可能だったレベルの実証実験を行なう場も

つくれるでしょう。生体データを企業に提供するこ

とでより優れたプロダクト／サービス開発が行われ

ると同時に、人々はその対価としてベーシックイン

カムにあたる収入を得ることだって可能になるはず

です。あるいは人工知能やロボティクスによる単純

作業の代替は人々に時間的・空間的な余裕を与え、

より社会的・文化的な活動を促進していくかもしれ

ません。あるいは無人店舗の普及やアディティブマ

ニュファクチャリングの進化は都市における単純な

「消費」の場を減らし、人々をより創造的な存在に

してくれるでしょう。イノベーションは、都市にな

にか優れた／便利なものをもたらすことではなく、

べつの都市を想像することでもあるのかもしれませ

ん。

　だからこそ、つねにわたしたちがどのように生き

たいか考えながら技術と向き合うことが重要になり

ます。単に先端的な技術を開発したり、異なる立場

の人々を集めて共創を起こそうとしたりするだけで

は、イノベーションのためのイノベーションになっ

てしまうからです。これからの都市をつくることを、

わたしたちが主体的に生きられる環境をつくること

を考えていくことが重要なのです。イノベーション

の実装とは、社会課題を解決して人を自由な存在に

していくことであると同時に、人を都市の“歯車”

となることから解放し、より主体的に生きることを

可能にするものなのですから。

先 端 技 術 に よ る 課 題 解 決

イノベーション

先端的な技術の研究開発や領域を越えた共創が盛んに叫ばれる時代にあって、ます

ますイノベーションの重要性は高まっています。一方で、単なる技術開発だけでは

イノベーションが起こせなくなっていることも事実でしょう。これからのわたした

ちはどのようなイノベーションを起こしていくべきでしょうか。
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多 様 な 生 の エ ン パ ワ ー メ ン ト

ダイバーシティ

多様性の重要性が叫ばれるようになって久しいですが、もちろん都市においても多

様性は欠かせないものでしょう。人種や性別、信仰は言わずもがな、これからは暮

らし方も人それぞれ異なっていき、都市ごとの多様性も問われていくでしょう。多

様な生を支えていくことが、これからの都市には求められていくのです。

　ダイバーシティ＝多様性の尊重は、ますます重要

なものとなっています。人種や国籍、性自認、障害

などさまざまな要因による差別はいまだ社会に根強

く残っており、近年はインターセクショナリティと

いう言葉が注目されているように、差別の構造も非

常に複層的になっているでしょう。未来の都市が主

体的なものであるとすれば、言うまでもなくそれは

さまざまな立場の、多様な人々一人ひとりが主体的

に生きられるものでもなければいけないはずです。

　こうしたダイバーシティの実現には、コミュニ

ティやイノベーションといったほかの指針も深く関

わっています。豊かなコミュニティなしには多様な

社会など生まれえないですし、イノベーションが起

きることでより多様な人々を受け入れられる環境が

つくられることもあります。たとえば金属や樹脂だ

けでなく骨や臓器といったものまで 3Dプリンティ

ングによってつくれるようになれば、多様な身体に

対応できるプロダクトを生み出せるかもしれませ

んし、AIを活用した多言語自動翻訳はローカルな

コミュニティの人々と外国からやってきた観光客と

の円滑なコミュニケーションを促進します。これま

では首都圏の大都市と地方の小都市との間で享受で

きるサービスやコンテンツに大きな差がありました

が、高速通信プラットフォームや XR技術の普及に

よってどんな場所でもサービスを享受できるように

なるでしょう。

　思えば、これまでの都市とは極めて多様性を欠い

た空間だったのかもしれません。集合住宅や建売住

宅といった住居はある程度家族構成を規定していま

したし、都心にオフィスがあり郊外に住宅があると

いう構造もライフスタイルや働き方を固定していた

といえるでしょう。第一にはマジョリティだけでな

く誰もが差別を受けることなく同じように暮らせる

ことが重要ですが、同時に、誰もがそれぞれの働き

方や生き方を選べるような都市をつくらなければい

けません。

　イノベーションを起こすことがべつの都市のあり

方を想像することであったように、ダイバーシティ

を実現することもまた、これまでとは違う生活を想

像することでもあります。毎日同じ家と会社の間を

往復すること、電車やバスといった公共交通機関や

自家用車に乗って移動すること、ふだんは大都市圏

で暮らしたまの休日に自然豊かな地方へ足を伸ばす

こと――こうした生活はたしかに便利で快適だった

のかもしれませんが、本当はべつの選択肢がありえ

るはずなのですから。毎日違う家に帰ってもいいか

もしれないし、家ごと移動してしまってもいいし、

日頃から大自然の中に身を置いてもいい。新型コロ

ナウイルスの発生によって、こうした変化がさらに

加速していることも事実です。あらゆる領域で多様

な生をエンパワーすることでこそ、豊かな都市が生

まれてくるのかもしれません。

　わたしたちはいま、先の見えない時代を生きてい

ます。Volatility（変動性・不安定さ）、Uncertainty

（不確実性・不確定さ）、Complexity（複雑性）、

Ambiguity（曖昧性・不明確さ）の頭文字をとった

「VUCA」の時代を迎えているといわれるように、

新型コロナウイルスの登場や気候変動といった自然

環境の変化や、技術の急速な発展、その悪用による

新たな犯罪の危険性など、日々新たなリスクが発生

しており、わたしたちの社会はリスクへの対応に追

われつづけています。

　こうした状況にあって、これからの都市はどうあ

るべきでしょうか？　リスクの高まりに対して、ど

んな災害や事故、犯罪が起きてもびくともしない都

市が理想的だと考える人もいるでしょう。たしか

に災害の予測や異変の検知を行なうテクノロジーは

日々改良されていますし、あらゆる災害に耐えられ

る都市は魅力的に思えます。しかし、それは都市が

均一化し硬直化していくことにつながってしまうか

もしれません。変動する環境に対応できるのは、頑

丈な都市ではなく、むしろ柔軟性をもったレジリエ

ンスの豊かな都市ではないでしょうか。

　災害やトラブルへの対応力をもった柔らかな都市

をつくることは、まず第一に環境負荷低減を実現す

ることでもあるでしょう。気候変動がますます深刻

化しこのままでは地球が人間の住めない土地になっ

てしまうとまで言われている現在、環境負荷の低減

なしには持続可能性さえ失われてしまうのですか

ら。たとえばゼロ・エネルギー・ビル／ハウスは今

後増えていきますし、電気自動車の一般化や自動運

転による交通量の最適化によって、社会の脱炭素化

も進んでいくでしょう。ブロックチェーンによって

電力を効率的に振り分け、まるでWiFiのように電

気が飛び交う日もくるかもしれません。

　こうしたレジリエンスの達成は、イノベーション

の実装でもありますし、多様な環境に適応するとい

う意味ではダイバーシティの実現にもつながってい

ます。それは環境問題だけではなくさまざまな問題

の解決へとつながっていくはずです。たとえば小さ

な地方都市のコミュニティや高齢者のケアあるいは

若年層の教育といった福祉の領域においても持続可

能性が生まれていくでしょうし、ロボットによる見

守りサービスや IoTを使った環境データの活用は、

さまざまな変化に応じて都市が変わっていけること

を示唆しています。将来的には、都市をつくるソフ

トウェアだけではなく、建物のようなハードウェア

さえも、環境の変化に応じて柔軟に変形していくも

のになるかもしれません。そのとき、文字通り都市

は主体的であり、生きた空間になっていくのでしょ

う。都市に生命を吹き込むことが、レジリエンスの

実現なのです。

環 境 と 持 続 性 の 調 和

レジリエンス

気候変動が深刻化し自然災害が増加するとともに、新型コロナウイルスなど新たな

脅威も登場している現在。これからの都市はあらゆる変化に対応していかねばなり

ません。そのために求められているのは、変化に動じない堅牢さを実現することで

はなく、むしろ柔軟に変化していけるレジリエンスを実現することであるはずです。



［30］

4 つ の バ リ ュ ー か ら 見 え る 未 来

コミュニティ
わたしたちは都市のなかでいくつものコミュニティに所属しながら暮らすように

なっていくはずです。家族や地域、仕事のみならず、趣味や信念などいくつもの要

素に基づいた無数のコミュニティが都市には溢れており、わたしたちはその間を行

き来するようにしながら多くの人々とコミュニケーションをとっていくでしょう。

どれだけ多様なコミュニティが形成されているかが、都市の豊かさを示す指標と

なっていくかもしれません。

イノベーション
テクノロジーによって社会課題が解決され、新たな産業が創出されていくと同時に、

これまでとは異なる社会が想像／創造されてゆきます。都市のなかでわたしたちが

生きることが新たな価値を生み出すことへとつながり、人がシステムや都市の歯車

となるのではなく、多様な個人が主体的に生きられる環境をつくっていくことがイ

ノベーションの実装となっていくはずです。

ダイバーシティ
わたしたちは、一人ひとりがまったく異なった生活を送れるようになるかもしれま

せん。多くの人が毎朝都会に出かけて大きなオフィスビルで働き郊外の家へと帰っ

ていくのではなく、毎日異なる場所で目を覚まし異なる場所で働き、平日でも休日

でも自然と触れ合えるようになる。ダイバーシティが達成された都市とは多様な個

人が受け入れられていくだけでなく、一人ひとりが異なる選択肢を選んでいける場

所となるはずです。

レジリエンス
都市はレジリエンスを実現することで、さまざまな環境の変化や突発的な事故へと

対応できる柔らかな空間へと変わっていきます。まずは環境負荷が低減された建物

や交通システムの構築から始まり、ブロックチェーンのように自律分散的な技術を

使ってエネルギーさえも柔軟に流通していくことになるでしょう。将来的には家や

オフィス、公園といった物理的な空間でさえも日々形が変わっていくような都市が

生まれるかもしれません。

［31］

9 つ の

領 域 か ら 見 る

未 来 の

都 市

ひとくちに都市といっても、そこではさまざまな活動が生じています。

衣食住といったわたしたちの生活の基礎をなすレベルのものから、

仕事や商業、観光といった経済活動、あるいは環境など大きなスケールのものに至るまで、

あらゆる領域の活動を考えなければ未来の都市を構想することはできないでしょう。

ここでは都市における人間の活動を 9つの領域に大分し、

わたしたちの生活がどう変わるのか、

その先にどんな価値が生まれるのか見ていきます。

［居住］　 ［仕事］ 　［行政］

［商業］　 ［観光］ 　［福祉］

［環境］　 ［地域］ 　［娯楽］

9 POINTS OF VIEW FROM FUTURES

FUTURE CITY FORECAST vol. 1

SUMMARY
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居 住

多彩で流動的な

コミュニティ

これからは住むことがひとつの場所で暮らすことを

意味しなくなっていくかもしれません。ICTを活用

したスマートシティや自律走行車などモビリティの

発展は、居住空間が広がっていくことを示唆してい

ます。その先にあるのは、流動的なコミュニティに

よって人々がつながりあうことを可能にする都市の

姿です。

　これからの居住はコミュニティと切っても切り離

せないものになっていくでしょう。IoTネットワー

クを張りめぐらせたスマートホームに古いローカル

コミュニティを再活用する集合住宅、あるいはモバ

イルハウスなど、住居の形態もこれまで以上に多様

化していくはずです。

　コミュニティという観点から見れば、空き家の解

消や古い施設の再利用など都市がもともともってい

た資産を活用していくことは今後 20年の都市を考

えてみても不可避の課題のひとつです。そのうえで

アプリの導入などテクノロジーを使いながらコミュ

ニティをいかに培養していけるのかが問われてお

り、少子高齢化に伴い孤独な人々が増加していくこ

とを考えてみても、都市づくりとコミュニティづく

りはますます近接していくでしょう。たとえば海外

ではゲーミフィケーションを活用した効率的な空家

の再活用プロジェクトが進行するなど、ゲームのよ

うな新しいコミュニケーション空間を住居と組み合

わせる取り組みも表れています。日本においても空

き家問題は深刻化しており、今後さらに空き家率は

上がっていくとされています。未来の住居と言われ

るとしばしば SF作品に登場するような建物が想起

されるかもしれませんが、すでに家の数が飽和して

いるとも言われる日本のような環境においては、既

存の家屋をスマートにマネジメントしていくことこ

そが求められていくのかもしれません。

　一方で、居住の未来を考えることとは単に家屋に

ついて考えることではありません。たとえば近年は

世界各国でプラットフォーマーや巨大企業が都市開

発へと乗り出しており、先端的なテクノロジーを活

用したスマートシティの実現が目指されています。

こうした取り組みにおいては人々のデータ活用が不

可避的に求められるため、よりプライベートな情報

が多く流通する居住の領域はスマートシティとも密

接に関わってくるでしょう。各国を見ればすでに一

部のプラットフォーマーと地域住民との間での合意

形成の難しさが顕在化しているとおり、ひとつの企

業や機関が巨大で強靭なプラットフォームをつくる

ことは容易ではありません。そのため、近年は道路

のような公共空間を地方自治体が管理するために官

民共同フォーラムがつくられデータ標準の策定が進

められる事例が現れており、今後も官民が協力して

プラットフォームを整備していくことは増えていく

かもしれません。人々のプライバシー意識が高ま

るとともにブロックチェーンをはじめとする自律分

散型のテクノロジーへの期待が強まっている現代に

あって、これからの居住を考えるためには開かれた

プラットフォームのつくり方を考えなければいけな

いはずです。

居住の境界線が溶けていく

　あるいは、移動の観点から居住を考えてみてもい

いでしょう。過去を振り返ってみても、移動のあり

方が居住のあり方を規定してきた側面があります。

たとえば都市圏での人口増加や経済成長に対応すべ

く効率的な交通網が整備されたことで、わたしたち

の多くは職住分離を原則としながら大量の人々が毎

日通勤・通学を行なうような社会がつくられまし

た。しかし近年はデジタル化の進展や新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴うリモートワークの一般化な

ど、多くの要因によってその環境も変わりつつあり

ます。多くの人々が在宅勤務に切り替わったことで

結果的に職住近接の環境が生まれており、現在は移

動の機会が減ることで人の生活圏が小さくなってい

ると言えるかもしれません。

　ただし、毎日通勤・通学することを前提とせず人

が大都市圏に集中しないのであれば、今後、居住す

る環境はもっと分散していくこともありうるでしょ

う。くわえて移動がもつ意味が変わっていくこと

で、移動時間を無駄な時間ではなくもっと大きな価

値を生む体験へと変えていく取り組みも増えていく

ことが予想されます。これまでは移動効率を重視す

るがゆえに狭い電車の中に多くの人が押し込まれる

ように移動していましたが、MaaS（Mobility as a 

Service）の進展や自律走行車の普及によって、移

動の時間が誰かとの親密な時間へと変わっていくか

もしれません。すでに家の一部をモビリティとして

活用するコンセプトモデルなどが提示されているこ

とを考えると、従来のように個人の住む家屋によっ

て居住空間の外部と内部が切り分けられていくので

はなく、むしろ都市のなかに居住空間が溶け出して

いくことになるでしょう。こうして居住の領域が

広がっていくからこそ、前述したようなプラット

フォームの整備はますます重要なものとなっていき

そうです。

固定された居住からの解放

　こうした居住の変化はもちろん一足飛びに生じて

いくものではなく、いくつかの段階を踏みながら進

行していくものだといえそうです。たとえば現在は

シェアリングカルチャーの一般化により所有の概念

が変わり、家をもとうとする人が減りはじめていま

す。他方でコミュニティの重要性が見直され、人々

が集まる場所として居住空間が再編成されている。

こうした変化の結果、東京と地方、地方の大都市と

小都市など、多拠点で生活することはますます一般

的になり、IoTや AIを使ったスマートシティの構

築もこうした流動的な居住を下支えするインフラと

なっていくことが期待されています。

　この変化がさらに進むと、今度は都市の関係性や

居住を成り立たせている仕組みが再編されていくこ

とになるでしょう。現在進行しているデータエコノ

ミーが加速していけば、生体データや行動データを

家賃代わりに家主へ提供することでベーシックイン

カムのようにして居住空間を得られるようになるか

もしれません。モビリティの発展や働き方の変化に

より大都市に住む必要がなくなっていけば、首都圏

は空洞化し地方の人口が増えていくことかもしれな

い。多くの都市が首都圏のような大都市を目指す必

要がなくなると、都市の個性もこれまでとは異なる

形で表出してくるでしょう。

　より進んだ未来を考えてみるのはどうでしょう。

たとえば 3Dプリンティング技術の発展によって家

を“出力”できるようになったら、ひとつの場所に

住むことを前提とした住民票のシステムも揺らいで

きます。さらに家が流動的になれば、都市が生きて

いるかのように動くような世界が待っているかもし

れない。わたしたちの住み方のみならず働き方やそ

れを取り巻くさまざまな制度は、人がひとつの場所

に住み、建物があまり変化しないことが前提とされ

ていました。しかし、居住はもっと流動的になって

いくでしょう。その流動性を支えていくことがこれ

からの都市には求められるのかもしれません。
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仕 事

脱中心化する

会社と仕事

世界的にリモートワークが加速していく現在、都市

におけるオフィスや仕事の意味は変わっていこうと

しています。従来のように大きなオフィスでたくさ

んの人が働くことがなくなっていき、仕事自体が脱

中心的になっていくからこそ、人々をつなぐための

仕組みとしてオフィスの重要性はむしろ高まってい

くのかもしれません。

　オフィスなんてもういらないと考える人は少なく

ないかもしれません。とくに新型コロナウイルスの

登場以降は在宅勤務やリモートワークが一般化した

ことによって、そう考える人はさらに増えている

でしょう。たしかにこれまでと同じように巨大なオ

フィスビルの中にたくさんの人々が詰め込まれるよ

うにして働くことは減っていくかもしれませんし、

多くの人が在宅でも変わらぬように働けるかもしれ

ませんが、だからといってオフィスが不要となるわ

けではありません。大きな企業のオフィスにたくさ

んの人が集まり社員や外部の中小企業へと業務が分

配されていくことがこれまでの仕事だとすれば、こ

れからの仕事は“脱中心化”していくことこそが重

要なのです。これからの都市と仕事の関係性を考え

ることは言うまでもなくオフィスの未来を考えるこ

とでもありますが、オフィスという空間のみならず

働くことそのものの変化を考えなければ意味はない

でしょう。

　たとえば、いまは大企業とスタートアップ、民間

企業と行政機関、企業とクリエイターなど、従来所

与のものと考えられていた組織間の壁が消失し、業

界の区別も超えてより流動的な仕事環境が生まれつ

つあります。それは働く場所の変化を引き起こして

もいる。すでにシェアオフィスやコワーキングス

ペースは一般的なものとなりましたが、世界を見回

してみると、よりコミュニティへと重きをおいたス

ペースが増えています。スタートアップ同士の交流

が生まれるのみならず、ローカルな町工場と大企業、

クリエイター、スタートアップ、行政機関など多く

の個人や組織が入り交じるような環境がつくられて

いることがこうしたスペースの特徴といえるでしょ

う。現在のようにオフィス勤務と在宅勤務を柔軟に

切り分けながら働く人が増えつつある状況にあって

は、ただ人が交流できる空間をつくっても機能しな

いでしょう。現実空間だけでなくデジタル空間を活

用しながらコミュニティをつくっていくことや人が

集まりたくなるような文化をつくっていくことがこ

れからのオフィスづくりになっていくのかもしれま

せん。

仕事とオフィスの関係性

　より具体的にオフィスの内側に目を向けると、デ

ジタルツールの導入による仕事の効率化・最適化が

求められる一方で、働く環境をよりウェルビーイン

グな場に近づける取り組みが世界的に増加していま

す。世界各国にウェルビーイングの実現を謳うオ

フィスが増えており、社内にジムや野菜をもらえる

菜園などが設けられることも。ここでも重要になる

のは、設備そのものというよりウェルビーイングを

尊重する会社全体のカルチャーでしょう。従業員間

でのコミュニケーションの設計もふくめ、テクノロ

ジーでいかにウェルビーイングな環境をつくれるか

が仕事やオフィスの領域においては今後重要となっ

ていくはずです。今後、オフィスへ通う機会が減っ

ていくことは間違いありません。だからこそ、オフィ

スへ行く理由が問われるようになってくる。ウェル

ビーイングとは、その理由のひとつといえます。

　物理的な空間の変化のみならず、たとえばデジタ

ライゼーションによっても仕事のあり方は変わって

いくでしょう。従来はデジタルテクノロジーによっ

て効率化・最適化が追求されていくと同時に、人々

の働き方の自由度があがったことで安定した組織づ

くりが難しくなってもいました。今後新たなデジタ

ルプラットフォームやデータの活用が発展していけ

ば、効率的だが自由度の低い仕事／自由度が高いが

不安定な仕事という二者択一ではなく、より流動的

な組織をつくれるような環境がつくられていくで

しょう。それは仕事や組織においてもレジリエンス

が達成されることだといえるかもしれません。こう

した仕事のあり方や組織のあり方、働き方の変化が、

前述したようなオフィスや都市空間の変容へとつな

がっていくことは言うまでもないでしょう。仕事の

あり方がオフィスのあり方を規定すると同時に、オ

フィスの仕組みが変化していくことで仕事や組織の

変化を加速させてもいくのです。

人をつなぐための空間

　かような変化は、どのように進展していくでしょ

うか。現在は、コワーキングスペースは依然として

増加を続ける一方で、新型コロナウイルスの影響も

ありただ場所を提供するだけの空間は訴求力を失っ

ているといえそうです。平日の決まった時間にオ

フィスへ通う人も減少しており、並行して駅やモー

ルのなかのマイクロオフィスは増加、好きなとき

に好きな場所で働こうとする人も増えています。AI

が業務へ導入される機会も増えており、仕事の自動

化が進んでいくことも見逃せないでしょう。

　さらに変化が進むと、増えすぎたコワーキングス

ペースが潰れていき、代わりにマンションや商業施

設、ウェルネス施設と組み合わさった複合型コミュ

ニティスペースが台頭していくことが予想されま

す。多くの単純作業は AIによって代替されていき、

仕事の総量は減っていくかもしれません。さらにそ

の先では、個人がより自由に働けるようになった結

果、個人と企業の関係も変わっていき、現代のよう

な中規模～大規模の企業が解体されていくこともあ

りうるでしょう。もちろん、一方ではそうした解体

によって個人が企業からさらに搾取されるように

なったり、自立を促すはずのプラットフォーマーに

よる搾取が進んでしまう恐れもあります。だからこ

そ、個人を守りながらも一人ひとりが主体的に働い

ていけるような仕組みづくりが求められていくはず

です。

　デジタルツインのような技術が普及すれば、オ

フィスをつくることが単に建物や物理的な空間をつ

くること以上の意味をもつようになっていきます。

それは前述したようなコミュニティをつくることで

もあり、個人を尊重できる仕組みをつくっていくこ

とでもあるでしょう。仕事が脱中心化していくから

こそ、人をバラバラにするのではなく一人ひとりを

つないでいくような役割が都市には求められていく

のです。
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行 政

市民の声を拾うための

マネジメント

デジタルテクノロジーによって、都市における行政

機能は今後ますます分散化していくことになるで

しょう。市役所や区役所といった施設は消えていく

かもしれませんし、行政システムの変革が進めば、

都市と国家、都市と人間の関係性も変わっていくは

ずです。わたしたちが主体的に生きるには行政がど

う変わるべきでしょうか。

　行政システムへの ICT導入によって、多様な人々

の声に耳を傾けることが可能になりつつあると言わ

れます。行政が変わっていくことは、都市が変わっ

ていくことでもあるでしょう。たとえばデジタルプ

ラットフォームの確立によって大都市だけでなく中

小規模の都市でも細やかなサービスが提供できるよ

うになり都市間の格差が減っていくかもしれません

し、あるいは小さな都市のほうが先端的なサービス

の実証実験などを行ないやすいため、これまでとは

異なる価値を発揮していく可能性もあるでしょう。

　現にバルセロナやメキシコシティなど世界各都市

では都市や自治体によるオープンソースのデジタル

プラットフォームの活用が進んでおり、戦略的計画

の立案や予算組み、市民同士での協議、参加型のプ

ロセスでの意思決定、市民同士のコミュニケーショ

ンなど、あらゆるスケールで民主主義的な組織化を

援助できるような仕組みがつくられようとしていま

す。いまは都市計画や公共空間の開発においても市

民の参画が重視されていますが、デジタルプラット

フォームが広まることによってこうした流れはより

一層強まるでしょう。都市にまつわるさまざまなプ

ロジェクトが可視化されるようになり、市民同士が

異なる意見を交わすことも可能になるはずです。

　ただし、都市が変わっていくにはまだ課題が多く

残されているのも事実でしょう。ICTによって行政

システムを変えていくうえでは、とくにデータの取

扱が問題となりますが、日本は個人データや都市空

間のデータを共有するための基盤が整備されている

とは言いがたい状況にあります。また、プラット

フォーマーは国境を超えた活動を展開するため、ひ

とつの国だけではなくグローバルに扱える基盤も求

められており、実際にヨーロッパの一部の国では複

数国で XR技術のプラットフォームを設けるなど、

国を跨いだ取り組みも増えています。行政プラット

フォームと都市の関係は、各都市が独自の取り組み

を進めるフェーズから、統一されたプラットフォー

ムの模索へと移ってきているといえるのかもしれま

せん。

　前述のとおり個人データの扱いはとくに重要なも

のであり、ヨーロッパでは GDPRのようにかねて

より厳格なルールづくりが進められています。もち

ろんこれからの都市を考えるうえでも個人データの

活用は避けて通れないものでしょう。古典的には街

なかの CCTVが犯罪を抑止する一方で市民を監視す

るものになることから始まり、現在世界が直面し

ている新型コロナウイルスの感染拡大防止において

も、感染経路の追跡とプライバシーの尊重が天秤に

かけられがちです。これは簡単にどちらが正しいと

いえる問題ではありませんが、重要なのは単にプラ

イバシーを保護することではなく、行政機関がプラ

イバシーを活用しながら市民へきちんと利益を還元

していくための仕組みをつくることでしょう。

再び集まる場所をつくる

　より具体的に都市における行政の変化を考えてみ

ると、IoTや自律走行車の一般化によって、市役所

や区役所のような施設が都市の中に分散していくの

かもしれません。すでにさまざまな取り組みが進ん

でいるように行政手続きが電子化されていけばわざ

わざ役所に集まる必要はありませんし、家やコンビ

ニのような場所ですべての手続は行えるようになる

でしょう。

　ただし、役所のような公共施設が担っていた機能

とは、行政手続きを処理することだけではありませ

ん。それはとくに高齢者にとって地域のコミュニ

ケーションを活性化してくれる場でもあったはずで

す。デジタル化によって場所が必要なくなったとし

ても、地域の共同性をつくる場所として物理的な空

間はこれからも必要とされてゆくでしょう。

　それは図書館のようなものかもしれませんし、

ショッピングモールのようなものかもしれません。

将来的には、移動型のコンビニや自律走行型のバス

が各地域のコミュニティを支える場所として機能し

ていくこともありうるでしょう。わざわざ特定の場

所に集まらなくて済む便利な生活が実現されること

で、同時に孤独の問題が加速してしまう恐れもある。

だからこれからの都市と行政を考えるうえで重要な

のは集まる必要をなくそうとすることではなく、そ

れでも人が集まりたいと思えるような価値をもった

地域の場をつくっていくことなのです。

都市のあり方が変わる

　社会や技術の変化に伴い、都市における行政機能

はどのように変わっていくのでしょうか。たとえば

現在のように労働人口の減少や高齢化の加速が続け

ば従来の行政システムでこれまでと同じようなサー

ビスを提供することが難しくなっていくでしょう。

他方でデータの活用や民間企業の協力によるデジタ

ルプラットフォームの設備や従来のシステムの見直

しも全国的に進んでいきます。デジタルテクノロ

ジーを活用した公共インフラの再編成も進んでいく

ことが予想されます。

　さらに変化が進むと、より行政機能はデジタル化

されていくかもしれません。スタートアップ企業が

行政機関にソリューションを提供するケースが一般

化し、選挙から日々のトラブル解決に至るまで、デ

ジタルな民主主義を支える仕組みが増えていくで

しょう。戸籍や税制度など行政機関が担っていた業

務も AIによって自動化され、小さな都市の中には

無人の役所が増えていくことも考えられます。同時

に、国家による国民のデータ管理をめぐる問題もよ

り一層深刻なものとなっていくでしょう。

　デジタルテクノロジーによる分散化が進めば、そ

もそも国家や都市のあり方そのものが変わってしま

う可能性もあります。現在のようにプラットフォー

マーが巨大化していけば少なからぬ国が分裂・飛び

地化していく可能性はありますし、もはやプラット

フォーマーが事実上の国家の機能を果たし、地理的

束縛を超えた領土を展開していくのかもしれませ

ん。都市も同様に、個々の地域が独自性を高めてい

くことである種の国家に似たような存在へと近づい

ていく可能性もあるはずです。もちろん、そうした

変化が生じるにはかなりの時間がかかることも事実

ですが、かように都市のあり方が変わっていくのだ

とすれば、一つひとつの都市が行政機能に対してよ

り主体的に取り組んでいく必要があるのかもしれま

せん。
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商 業

リアルとバーチャルの

結節点

大都市圏では家から出なくてもさまざまな買い物や

食事を楽しめるような環境が整備されている現在、

ショッピングモールのような商業空間は時代遅れの

遺物となってしまうのでしょうか？　これまでと同

じ建物は消滅してしまうかもしれませんが、リアル

とバーチャルの交点にこそ、商業空間の未来はある

のかもしれません。

　キャッシュレスの一般化や無人店舗の増加、ロジ

スティクスの進歩、あるいは ECの隆盛によって、

いまや大都市に住んでいれば今日発注した商品が明

日手元に届くような環境が整っています。なかには、

もはやスーパーもコンビニも不要だと考える人もい

るでしょう。スーパーやレストラン、ショッピング

モールといった商業施設・空間の果たす役割は変わ

ろうとしているのです。

 まず大きな変化といえるのは、物流ネットワーク

の成長です。とくに新型コロナウイルスの感染拡大

を経てフードデリバリーサービスはさらに一般化し

ていますし、中国のような国では 1日数千万件の

配達が行われているといわれます。IoTや AIを使っ

て在庫・注文・配達網の状況を常にダイナミックで

分析し、最適の配達ルート・受け取り方法を処理す

るシステムを各社が開発しようと奮闘しており、さ

らにはロボットやドローンによる配達の実証も進ん

でいる。ドローンによる分散的な配達は都市部より

地方部で大きな効果を発揮する可能性もあり、ある

意味では商業空間がこれまで届かなかった場所へと

広がっているともいえそうです。

　食の領域では「ダークキッチン」と呼ばれる配達

専用のバーチャルレストランが増えるなど、ロジス

ティクスの変化は実店舗のあり方にも変化を与えて

います。実空間の変化として注目すべきは、無人店

舗の増加でしょう。セルフレジは言わずもがな、大

手 ECプラットフォーマーがレジレスの無人コンビ

ニを展開しつつあることで知られるように、売り場

に満遍なく張り巡らされた IoTとセンシング技術が

ユーザーの動きを察知し、レジで並ぶことなく自動

で決済が行われるサービスは今後増えていくはずで

す。アメリカでは小売店のレジがなくなれば年間

約 30兆円の節約効果が見込まれており、日本でも

無人店舗の実証実験が行われています。コンビニの

ような生活用品のみならず、たとえばショッピング

アシスタントアプリなども増加しなかにはアシスタ

ントプラットフォームも登場していることを考える

と、AIによるアドバイスのもとで買い物を行なう

ことも一般的となっていくかもしれません。

　こうした変化を踏まえたうえで、これからの都

市における商業空間のあり方を考えていきましょ

う。顕著な変化が起きるのは、20世紀の消費社会

の象徴ともいえるショッピングモールかもしれませ

ん。ECによってシェアを奪われ存在意義が問われ

ていった結果、近年はリアルとバーチャルのショッ

ピングを結びつける場としてショッピングモールが

再び注目されており、「スマートモール」と呼ばれ

るような施設が増えているといわれます。また、既

存のモール内にシェアオフィスがつくられることも

増えており、単なる商業空間ではないコミュニティ

のような価値が期待されているともいえます。すで

に日本でもショッピングモールのなかに病院や郵便

局がつくられていることを考えれば、ショッピング

モールとはいくつものコミュニティをつなぎ合わせ

るハブのような存在へと再編されていくのかもしれ

ません。

パーソナライズされる体験

　さまざまなものが購入による所有からレンタルや

サブスクリプションのモデルへと移行しシェアリン

グエコノミーが拡大していることを考えれば、コ

ミュニティ機能をもち合わせたモールは多くのシェ

アの結節点となる可能性もあるでしょう。リアルと

バーチャルがつながる実店舗のあり方としては、実

店舗をショールーム化し商品そのものはネットで購

入してもらうモデルも近年増加しているといわれま

す。実店舗はあくまでも商品を確認したりスタッフ

と交流するための場であって、販売や流通といった

機能は外部化しているわけです。

　商業空間の変化は、ロジスティクスや ECサービス

はもちろんのこと、決済のキャッシュレス化とも大

きく関わっています。キャッシュレスは世界的な潮

流といえますが、単に現金が不要になるだけではな

く購買データの活用をより密接に行えるようになる

ことで、店舗運営は最適化・効率化されていくでしょ

う。商業空間からすれば、テナントなど施設を使う

人々に対してデータ活用のためのソリューションを

提供していくことも重要となるかもしれません。

　こうしたデータ化は、わたしたちの体験が変わっ

ていくことも意味します。購買情報を筆頭に日々の

購買データが分析されることで、オフライン・オン

ラインを問わずわたしたちはより個別化された体

験を享受できるのです。極端な未来を想像すれば、

3Dプリンティングなどの技術の普及によってもは

や「買う」という行為さえなくなってすべてを「出

力」する世界が来る可能性もあるでしょう。それは

究極的にパーソナライズされた購買体験の実現とい

えるかもしれません。商業空間は大量につくられた

同じ商品をみんなで買うような場ではなく、一人ひ

とりと向き合ってその人にあった体験を提供してい

く場になるのです。

ローカルが復活する

　こうした商業空間の変化はともするとローカルな

産業を破壊すると考えられがちです。事実、巨大な

ショッピングモールの登場によってシャッター街と

化した商店街は少なくないですし、便利な空間が生

まれた一方で多様性が失われてしまったともいえま

す。しかし、ここまで述べてきたようなロジスティ

クスや店舗機能の変化が起きると、むしろ小さな個

人商店が復活するとも考えられます。ドローンや小

型モビリティの普及によって個人商店の販路が拡大

すれば、プラットフォームに頼らずビジネスを展開

できるかもしれませんし、従来は決まった土地や通

りに固定されていた商店街も、都市のあちこちへと

仮想的に広がっていけるかもしれません。

　リアルとバーチャルのつながりを考えようとする

としばしばプラットフォーマーによる寡占が想定さ

れがちですが、自律分散型のテクノロジーが普及す

れば、ローカルな商店とわたしたちが接する機会を

増やすことも可能です。ローカルな空間と巨大モー

ルは相反するものではなく、もしかしたら巨大モー

ル内の店舗がショールーム化するように、ローカル

な商店がショッピングモールの中へ仮設的に進出し

ていくこともありえるのかもしれません。これから

の都市は新しくて未来的な商業施設で覆われている

のではなく、むしろローカルな商業圏を取り戻すよ

うな動きが強まっていくのです。
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観 光

多様な体験の

プラットフォーム

VR/AR技術の発展や新型コロナウイルスの発生に

よるグローバルな移動の制限によって、観光のあり

方も変革が求められています。各地を実際に訪れる

ことではなく、これからは多様な体験を提供するプ

ラットフォームへ観光は変わり、ただ都市に人を集

めるのではなくつながりをつくることが目的となる

かもしれません。

　新型コロナウイルスの感染拡大によって、観光産

業は大打撃を受けました。とりわけ人々のグローバ

ルな移動がストップしたことにより、インバウンド

産業によって収益を得ていた地域への影響は甚大な

ものといえるでしょう。人々が実際にある土地を訪

れるような観光は、もはや以前のようなかたちでは

行われないのかもしれません。

　もっとも、新型コロナウイルスの登場以前から観

光産業が限界を迎えようとしていることは論じられ

ていました。なかでもオーバーツーリズムは顕著な

現象でしょう。1960年代には 1600万人程度だっ

た年間国際観光客数は 2019年に約 14億人に達し

ており、LCCの台頭などによる航空券価格の下落や

新興国の経済発展を背景として海外旅行という娯楽

が全世界的に広がっていったことがわかります。し

かし、その結果、多くの観光地は渋滞、ゴミ、騒音

といったオーバーツーリズムといわれる問題への対

応を迫られることになっています。

　観光を中心とした街づくりではなくあくまでも住

民を中心としたサステナブルな観光のあり方が問わ

れており、IoTによって観光客の動向を分析するこ

とで混雑を緩和させる取り組みが各都市で進んでい

ましたが、コロナ禍においてはまたべつの道が模索

されることになるでしょう。たとえば ARや VRに

よって空間に依存しない体験を提供するサービス

が出現しているほか、文化遺産や遺跡をデータ化し

て保存していくことで、文化保全と同時に AR観光

サービスを提供するような動きもあります。デジタ

ルツインの活用においても都市のさまざまな建築物

や空間がデジタル化されていくことを考えると、空

間のデータをただ分析やシミュレーションだけに使

うのではなく、観光コンテンツへ活用していくこと

も今後は増えていくかもしれません。

　もちろん、従来の観光産業が消滅してしまうわけ

ではなく、これまでと変化しながらも続いていくで

しょう。注目すべきはもはや単に「泊まる」ことだ

けが宿泊施設の価値ではなくなっており、多様な体

験が求められているということでしょう。民泊が一

般化し、都市の中に宿泊できる場所が遍在する時代

にあっては、移動や食といった複数の領域の体験を

提供できることが観光の価値となる。事実、アメリ

カでは数年前からトランスフォーマショナルトラベ

ルと呼ばれる旅行が人気を博しており、アフリカの

サファリやアラスカでのキャンプなど、人生観が変

わるような体験を得られる旅を求めて多くの人々が

旅行に出かけているほか、ウェルネスリゾートのよ

うにウェルビーイングを中心に据えた旅行プログラ

ムも注目されています。ほかにもアンプラグドツー

リズムと呼ばれるデジタルデトックスのムーブメン

トも観光に取り入れられており、コロナ禍以前は大

都市圏からテレビも電話もインターネットもない土

地を訪れるプログラムも行われていました。

　従来的な観光が見たことのないもの／ことやメ

ディアを通じて知っていたもの／ことを観に行くも

の・体験することだったすれば、これからの観光は

より多様な形をとっていくのであり、その受け皿と

なる都市もまた、多様な体験を提供できるようにな

る必要があるでしょう。

未知との遭遇を取り戻す

　前述したようなデータの活用の観点から観光を見

ると、またべつの捉え方ができるかもしれません。

たとえばかつての観光は目的地のことを知ろうとし

ても情報が乏しく、刺激が多い反面、事故やリスク

とも隣り合わせでした。その後、観光が産業として

も発展していくなかで人々はさまざまな場所のデー

タを事前に得られるようになりました。前もって目

的地や園周辺について調べられるようになったこと

で不便や失敗はなくなり、短期間の旅行でも多くの

情報を得られるようになった一方で、観光が一種の

確認作業と化してしまったことも事実でしょう。い

ま観光地を訪れる人のなかには、事前に SNSなどで

何度も見た写真と同じ風景を自らも写真に収めたい

と思っている人も多いですし、いわば土地そのもの

というよりそこを取り巻く記号やイメージを積極的

に消費するようになったといえるのかもしれません。

　それが現代の観光だったとすれば、これからデー

タ活用が進んでいけば、わたしたちは再びかつての

観光がもっていた刺激を取り戻せるかもしれませ

ん。リスク対策や利便性は享受しつつも、新たなも

のに触れ合う、未知の体験を味わえることこそがこ

れからの観光に求められていることでしょう。

　それは、歴史的・文化的に豊かだとされる伝統的

な観光地だけではなく、さまざまな都市が観光地に

なりうることを意味してもいます。ユーザーのこれ

までの旅行歴がコンシェルジュに共有されれば本人

にとって新鮮な体験を提案できますし、一見観光資

源にとぼしそうに思える場所であっても、ユーザー

のデータから好みを分析することでローカルな価値

を見つけられるようになるかもしれない。しばしば

オーバーツーリズムとは有名な観光地に観光客が集

中することで生じていましたが、どんな都市からも

個々人の好みにあった魅力が見つけられるなら、そ

ういった状況も変わっていくでしょう。

時空間を超える体験

　宿泊のあり方が多様化するとともに、観光地のあ

り方も多様化していくことは、持続可能な観光が創

出されていくことでもあるでしょう。そして単なる

情報の消費ではない観光が生まれることで、各都市

の魅力も人々によって再発見されるかもしれません

し、「観光地」という言葉ももはや意味をなさなく

なるかもしれません。

　こうした変化が加速していけば、そもそも「観

光」という行為の位置づけも変わっていく可能性が

あります。従来のそれが年に何回かまとまった休み

をとって行くものだったとすれば、これからの観光

は XRやデジタルツイン上のコンテンツと結びつく

ことで、より一層日常的なものになっていくでしょ

う。XRコンテンツも現在は視覚や聴覚が主たるも

のですが、今後は嗅覚や味覚も再現できるようにな

れば、わたしたちはひとつの場所にいながらにして

さまざまな観光を楽しめるようにもなります。ある

いは、時間さえも越えて、ある土地の数十年前の様

子を体験できるようになるかもしれない。観光とは

物理的な空間の移動が生むものではなく、時空間を

越えた多様なコンテンツを生むための装置になって

いくのです。
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福 祉

差異を包摂し

固有性を育む装置

医療や教育といった福祉のサービスや機能も、これ

からは都市に遍在していきます。居住や仕事といっ

た領域でも多様な個人を包摂していくことが重視さ

れていましたが、福祉の領域ではより一層多様な個

人の多様なニーズを拾い上げていく必要がありま

す。福祉はわたしたち一人ひとりの生の基盤となら

なければいけないのです。

　都市における福祉の領域は、持続可能性を考えて

いくうえで非常に重要でしょう。高齢者や障害者へ

のケアや医療、教育などその領域は非常に幅広いで

すが、国際的に見ても少子高齢化や首都圏への一極

集中が加速している日本のような国においては、都

市や地域ごとに福祉サービスの格差も生じやすいと

いえます。一人ひとりが主体的に生きられる都市を

つくるためには、どの都市にも豊かな福祉の機能を

拡充していかなければならないでしょう。

　たとえば医療の観点では、遠隔診療の普及が都市

を変えていくと考えられます。日本でもかつて遠隔

診療は僻地や離島を前提としたものでしたが、近年

は場所に囚われない遠隔診療の実施が目指されてい

ます。国外に目を向ければすでにさまざまなサー

ビスが展開されており、AIチャットボットによる

問診や医師によるビデオ診療、医療機関の診察予約

を行なうアプリが提供されています。こうした遠隔

診療が地方部にも広がっていくことで、都市間の格

差がある程度縮まっていくことは言うまでもないで

しょう。ただし、現状はオンライン上で診察できて

も薬の配達が難しいことも事実です。アメリカで高

齢者居住地区を対象とした医薬品のドローン配達が

進められているように、福祉の問題はロジスティク

スの整備とも不可分にかかわっているでしょう。自

律走行車やロボット、ドローンによる配達など、モ

ビリティやロジスティクスの発展はしばしば大都市

圏内の移動や配送に焦点があたりがちですが、むし

ろ真価が発揮されるのは地方における福祉の領域な

のかもしれません。

　加えて医療においては、遠隔診療と並行しデータ

の活用が大きな変革を起こしていきます。ウェアラ

ブルデバイスの一般化などバイタルデータの活用は

現在でも進んでいますが、アプリを通じた健康診断

やカウンセリングなどが組み合わさっていくこと

で、高度なサービスが提供されるほか医療用 AIの

開発も進んでいくでしょう。いまなお世界で猛威を

ふるっている新型コロナウイルスの感染拡大対策に

おいてもアプリを通じた体調管理や追跡の是非は重

要な論点となっているように、医療におけるデータ

活用はプライバシーやセキュリティの観点から見て

も明確な答えはまだ見つかっていません。居住や

仕事などさまざまな領域でもこれからは大量の個人

データが扱われるようになっていくことが予想され

ますが、データに基づいて都市を発展させていくた

めには、プラットフォームの整備が問われていくは

ずです。

高齢者の発揮する価値

　福祉の観点から都市の未来を考えるうえで重要な

のは、高齢者の存在でしょう。2035年には日本人

口の 32.8％、つまり国民の 3人に 1人が 65歳以

上になると言われていますが、世界各国でも高齢化

は進んでおり、高齢者にとっても住みやすい街づく

りのための施策がとられています。中年と高齢者の

ための住宅コミュニティや、介護士と介護を必要と

する高齢者のマッチングサービスなど、現在さまざ

まなサービスがつくられています。前者のコミュニ

ティは新しいサービスやプロジェクトのテストベッ

ドとしても使われており、都市全体に新しい技術を

導入するまえにそれが高齢者にとって使い勝手のい

いものなのか実証する取り組みは、ソーシャルイン

クルージョンの達成においても重要なものとなりそ

うです。

　これまでは老人ホームのような施設に高齢者が集

まっていくことが想定されていましたが、人口の 3

分の 1が高齢者になるような時代までそのシステ

ムが機能しつづけるとは考えづらいでしょう。限ら

れた施設に高齢者が集まるのではなく分散していく

時代に、どうオンデマンドなケアを提供できるシス

テムをつくれるかがいま重要なのかもしれません。

　あるいは、データ活用をはじめとするさまざまな

サービスが広がっていけば、年をとることの意味も

変わっていく可能性があります。これまで何百年と

長い時間をかけながら医療を発展させ、アンチエイ

ジングという言葉が人気を博したことからもわかる

とおり、心身の衰えをできるかぎり予防していくこ

とがよしとされていました。しかし、高齢者がかな

りの割合を占めるようになれば、むしろ老いていく

ことから積極的な価値を見出していくことも求めら

れてくるのかもしれません。老いを契機に自分を見

つめなおす人が増えていき、なかにはその知識や知

恵を社会へ還元しようとする動きも出てくるでしょ

う。高齢者を若者と比べて身体的に劣った存在と捉

えるのではなく、地域の歴史や文化をよく知る存在

として捉えなおしていくことで、観光産業にもつな

がるような新たな地域振興の取り組みを生んでいく

こともできるはずです。

死者のダイバーシティ

　こうした状況を踏まえてこれからの変化を考えて

みると、もはや中央集権的な自治体や大企業が網羅

的に福祉サービスを提供することは難しくなってい

きそうです。自治体が担えない細やかなサービスは

地域コミュニティのなかで運営され、大きな総合病

院に人が集まるのではなく遠隔診療やドローン配送

を使って分散的な医療リソースの配分が可能になっ

ていくでしょう。

　さらにデジタルツインが拡大していけば、従来は

都市圏に集中していた高度なコミュニティ型福祉施

設が場所を問わず展開可能になっていきます。医療

が自動化し生まれた瞬間から生体データを解析しつ

づけることで、若い世代にとっては病気という概念

自体が希薄なものになっていくのかもしれません。

さらには、生まれたときからナノマシンを体に入れ

ておけば怪我も病気も自動的に治療されてしまい意

識することさえなくなるでしょう。

　それはもちろん楽観的な見立てかもしれません

が、医療やケアのデジタル化によってこうした変化

は少なからず起きるはずです。場合によっては、人

間の記憶をすべてデータ化しバックアップを取るこ

とで、死んでしまった人々の記憶にアクセスできる

ようになるかもしれないし、死の定義さえも揺らい

でしまうでしょう。都市の中をデータ化された死者

が歩き始めることだってある。街づくりにおけるダ

イバーシティとは人種や国籍、性別だけに限らない

ものだと前述しましたが、福祉の観点から見ると、

死者も含めた都市のダイバーシティを考えていかな

ければいけないのかもしれません。
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環 境

環世界的

街づくり

地球環境とその持続可能性に配慮することが当たり

前となっていますが、これからは人間以外の目線を

踏まえた街づくりも求められてくるかもしれませ

ん。人間中心的になりすぎず多様な視点を盛り込む

ことは、種の保全だけではなくこれまで捉えられ

なかった都市の魅力を発見することにもつながるで

しょう。

　街づくりを考えるうえで、サービスやプロダクト

を考えるうえで、地球環境への配慮はもはや当たり

前のものとなりました。周知のとおり、気候変動は

年々深刻化していると言われており、たとえばこの

まま地球温暖化が進めば地球は人間の住める環境で

はなくなっていくと言われています。新型コロナウ

イルスの発生も気候変動と関係しているとされてお

り、さまざまな面でわたしたちの生活が変わろうと

しているわけです。気候変動に歯止めをかけるべく、

すでに多くの国や企業が対策を講じています。再生

可能エネルギーへのシフトを進め脱炭素化社会を目

指すことはもちろん、これまでの資本主義とは異な

る成長を目指す「グリーンニューディール」と呼ば

れる動きも注目されています。

　環境問題と都市は不可分です。たとえば建築を考

えてみても、建材や建設工事をはじめ各工程での環

境負荷が問われることが増えており、近年はサステ

ナブルデザインをベースにスマートシティをつくっ

ていくような取り組みも見受けられます。気候変動

に対しても、都市はこれ以上の変化を止めながらも

気候変動に伴う自然災害への対処が求められている

といえるでしょう。たとえば前者についてはサステ

ナブルな建築やスマートなサーモスタットの普及に

貢献した認証制度がアメリカではつくられているな

ど、ルールづくりを行なう動きは今後も進行してい

くものと考えられます。後者についてはドローンや

IoTの活用による災害対策は実用化されており、災

害発生の予測から救援物資の配達に至るまで、多く

の対策が講じられています。街づくりのなかに防災

意識が組み込まれていることも多く、とりわけ災害

大国と言われる日本においては都市が自然災害に対

してどのようにレジリエンスを確保できるかが今後

も問われていくでしょう。

　都市の活動を支えるエネルギーのつくられ方も、

どんどん変わろうとしています。従来は発電効率が

悪く現実的ではないといわれることもあった太陽光

発電や風力発電も、テクノロジーの発展によって改

良は進んでおり、大規模な洋上発電が注目されるこ

ともありますが、未来の都市を考えるうえでは、街

なかで発電が行われていく可能性を考えねばなりま

せん。たとえば太陽光発電パネルの改良と普及に

よって建物ののみならず道路までもがパネルに覆わ

れて発電していくことが期待されていますし、より

規模が小さいマイクロ発電の取り組みも増加してい

ます。あるいは、エネルギーの生産だけではなく、

今後は流通も大きく変わっていくでしょう。ブロッ

クチェーンによる電力のトークン化など、より柔軟

で分散的なエネルギーの流通が実現すれば、無駄の

ない電力配分が期待されます。これまでは地方部の

巨大な火力発電所や原子力発電所が大都市のエネル

ギーを支えてきましたが、これからは一つひとつの

都市のなかでどのようにエネルギーをつくっていく

かが問われていくのかもしれません。

よりよい生産と消費

　環境問題と都市の活動を考えるなかで、大量生

産・大量消費という行為は悪しきものとされがちで

す。たしかにそれは無駄が多く、資本主義的な生産

と消費を突き進めていったことが環境負荷を高めて

いたのも事実ですが、より長期的な視点で持続可能

な都市をつくっていくためには、消費がよりよい環

境へとつながっていく仕組みをつくらなければいけ

ないでしょう。生産と消費の好循環が生まれ、よい

ものをどんどんつくっていくことがよりよい廃棄へ

とつながっていく時代を想像することも可能なはず

です。

　それはより多くの領域で循環型の社会をつくって

いくことだといえるかもしれません。モノの生産と

消費だけではなく、回収や分解の循環まで都市の中

で行われていけば、製造や飲食のエコシステムも変

わっていくでしょう。たとえば将来的にはレストラ

ンや商業施設のなかに植物工場があり、食材が“店

産店消”できるようになるかもしれませんし、あら

ゆる電化製品は分解されることを前提としてつくら

れるようになるかもしれない。植物工場や都市農園

のような形で食糧の生産を大都市の中で行なう手段

が模索されているように、今後はレアメタルを回収

する都市鉱山やプラスチックを回収する都市油田

のように、都市は消費だけの空間ではなく生産や回

収まで賄うシステムを備える場所になっていくので

す。

　これもまた、人々が都市の中で主体的に生きてい

くことと関係しています。とくに大都市圏において

は、人々がもっぱら消費する立場で都市に関わって

いました。もちろん多くの人が生産に従事している

ことは事実ですが、製造においてもサービスにおい

ても機械化によって人の姿が見えなくなっており、

IoTや AIによる自動化もその流れを加速させてい

ます。テクノロジーの発達した未来の世界を想像す

るときに、人があれこれ動かずとも自動的にパーソ

ナライズされたサービスが提供される生活を思い浮

かべる人は少なくないかもしれませんが、それは一

見便利な生活でありながら、人が消費するだけの存

在になっている。よりよい生産を取り戻すことが、

主体的に生きることなのかもしれません。

人間中心からはなれて

　SDGsのような目標によって国や企業の活動も活

発化しており、将来的には脱炭素化社会も実現して

いくでしょう。再生可能エネルギーのみで生活を成

立させられる都市も現れてくるかもしれませんし、

自然災害による被害も最小限に留められるように

なっていくかもしれません。

　一方で、環境のことを考えるときに人は人間中心

的な視点をもってしまいがちです。たしかに巨大化

した産業や資本主義によって社会が動かされている

なかで改めて人間を中心に据えて世界を捉えること

は重要ですが、同時に、人間以外の動物や植物につ

いても考えなければサステナブルな都市は生まれな

いでしょう。それは必ずしも動物や昆虫にとって住

みやすい都市をつくることを意味するわけでありま

せん。都市の中で暮らす動物の生態に着目すること

で豊かな環境をもった場所を見つけだすこともでき

れば、動物の視点から都市を捉えなおすことで人間

の活動からでは見落とされていた価値が見えてくる

かもしれません。野生動物と人間の生活圏が近づけ

ば新たなウイルスが登場するリスクも高まるのであ

り、人間の住みやすさだけを考えていると結果的に

住みやすさが低減していくことになるでしょう。自

身もまたひとつの種である人間が多様な生物と共生

する環境をつくったときに、はじめてサステナブル

な都市が生まれるのです。
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地 域

循環する

小さな経済

自律分散型のテクノロジーが社会へ広がっていく

と、地方と首都圏の関係性は変わっていきます。大

都市に小都市が従属するのではなく、それぞれが独

立しながらもつながりあう小さな経済圏が生まれて

いくのであり、地域内で循環する新たな経済の形が

模索されていくことになるでしょう。

　これまでの社会では大きな都市を中心として経済

圏が広がり各都市が成長していくことが多いといえ

ますが、必ずしもそれだけが成長の形ではないはず

です。近年論じられているようなデジタルテクノロ

ジーによる自律分散型の社会が実現すれば、大きな

都市に依存することなしに、あるいは大きな都市を

モデルとすることなしに大小さまざまな規模の都市

が独自に成長していくことが期待されます。

　デジタルテクノロジーによる変革を想像すると

き、わたしたちは大都市の先端的な地域に近未来的

なビルが立ち並ぶ様子を思い浮かべてしまいがちで

す。しかし、その実大都市は人口も多く複雑なシス

テムが絡み合って動いており、簡単には変革を起こ

せないことも事実でしょう。むしろ地方部こそが先

端的なテクノロジーの実証実験を行ないやすい環境

なのかもしれません。

　少子高齢化や人手不足を考えてみても、首都圏よ

りも地方部の方が先に大きな問題へ直面していま

す。離れたところに住む高齢者をどうケアするの

か、障害をもつ人々とどうよりよく過ごしていける

のか。海外でも高齢者の孤独にフォーカスしたサー

ビスは増えており、IoTによって高齢者の体調を都

度確認するものや遠隔コミュニケーションを可能に

するものもあれば、将来的にはペット型ロボットや

介護型ロボットを通じて高齢者のセンシングが行わ

れる可能性もあるでしょう。また、地方ならではの

取り組みとしては IT企業のサテライトオフィス招

致などが日本でも以前から行われていますが、就労

者を呼び込むだけではなく、新たな世代を生むため

に教育移住を推進するような取り組みも表れていま

す。地方の教育を充実させていくことは、これまで

の都市とは異なるモデルでコミュニティが生まれて

いく可能性を示唆してもいるでしょう。

　これまでと異なるモデルという意味では、通貨に

ついても同じことが言えそうです。国内外を問わず

30～ 40年前から地域通貨の検討は進んでいます

が、とくに近年はブロックチェーンを活用した暗号

通貨の導入が試みられています。もちろん単に地域

通貨をつくるだけで地域が活性化されるわけではあ

りません。重要なのは従来ひとつのものとされてい

た資本主義や経済が複数化していくことが重要なの

でしょう。それはこれまで動かしがたかったシステ

ムやプラットフォームがテクノロジーによってより

個別的に・可変的になっていくことでもあります。

都市はプラットフォーム化していくのであり、実践

の進む地域通貨もその一部として捉えられるべきで

しょう。

新しい循環型経済

　こうした動きは、自治体や企業が主体となった街

づくりとは異なる動きにもつながっているはずで

す。市民が主体的に動くことで生まれる新たな経済

「シビックエコノミー」は数年前から日本でも話題

になっていますが、今後この流れはさらに加速する

でしょう。大企業が地域の課題を解決しにくるので

はなく、民間・行政・第三セクターの枠を超えて市

民が「主体性」を取り戻す動きはこれからの都市全

体において重要な考え方ですが、とりわけ大都市よ

り地方において活性化する兆しがあります。

　孤食を避けるための地域のハブとなる場づくり、

空き家問題のためのリノベーション、市民出資によ

るエネルギーの事業と地産地消、地域の人と素材に

こだわるものづくり、生産者と消費者（地方と都会）

を深くつなぐメディア──規模の大小はあれど、い

ずれもパブリックマインドをもち、柔軟にその地域

に溶け込んで「新しい循環」を生んでいます。

　もちろん小さな経済圏がただ閉じたネットワーク

として散在してしまえばかえってそのポテンシャル

は狭められてしまいます。小さな経済圏の小ささを

保ったまま接続可能性を上げていくことがこれから

の地域経済に求められていくことなのかもしれませ

ん。そのうえで、デジタルツインや高速通信技術は

都市のネットワーク構築に力を発揮するはずです。

　地域の小さな経済圏というと昔ながらのローカル

なコミュニティを思い浮かべてしまうかもしれませ

んが、しばしばそれは閉鎖的なものでもありまし

た。他方で現代社会はそうした閉鎖性を取り払って

きた一方で、かつて地域がもっていたコミュニティ

やつながりが失われています。いま生まれようとし

ている小さな経済圏とは、このふたつのフェーズの

失敗を回避するものだといえるかもしれません。そ

こでは一人ひとりが自分はこの地域で暮らしている

のだという所属意識がもてると同時に、外部から来

た人であっても自然にコミュニティに入っていける

ような環境がつくられている。これまでは住民と労

働者と観光客などある土地を訪れる人がいくつかの

レイヤーに分けられることも多かったかもしれませ

んが、地域のコミュニティが育っていけばこのレイ

ヤーも融解してしまいうるのです。

デジタル特区としての地方

　ここまで述べてきた地域の変化は、同時に並行し

ながら進んでいくでしょう。高齢者の増加と労働

人口の減少によってインフラの再編が進み、地方

で ICTの導入が加速すると、次第にロボットと高齢

者が共生する地域が増えていくかもしれません。AI

を使った最適化によってインフラが改良されると、

自律走行車の導入も進んでいきます。自律走行車と

は大都市内の移動手段ではなく、公共交通機関の少

ない地方でこそ活躍するものになっていきます。こ

うした変化を通じて地方のイメージが変わっていけ

ば、大都市から移住する人々も増えていく可能性が

あります。

　あるいは、さらにテクノロジーの導入が進むと、

各地域がデジタルツイン化されていくことで、人口

が減少した限界集落はデジタルツイン上でマネジメ

ントされていくかもしれません。地域は一種のデジ

タル特区としてさまざまな実証実験が行われる場と

なり、いくつもの独自の経済圏がつくられていくで

しょう。これまでの都市が首都圏と地方という二項

対立によって語られてきたとすれば、各都市が小さ

な経済圏をつくっていくことはその対立から脱しよ

うとすることであり、そこに暮らす人々にとっては、

より主体的に自らが暮らす場所としてその地域と向

き合っていくことにつながっていく動きなのだとい

えるでしょう。



［48］ ［49］

FUTURE CITY FORECAST vol. 1

娯 楽

エンタメは

空間に実装される

スポーツやエンタメといった娯楽を楽しむことは、

スタジアムや劇場など決まった施設に集まることを

意味しなくなっていきます。これからの娯楽は日常

生活のなかにどんどん入り込んでいくでしょう。そ

してそれはただの消費の場ではなく、新たな技術の

実証実験の場としても機能していくかもしれませ

ん。

　さまざまな産業と同じく、新型コロナウイルスに

よって娯楽産業は大きな変革を迫られています。従

来は街づくりにおいてもたくさんの人があつまるス

タジアムや娯楽施設が重要な役割を担うと考えられ

てきましたが、コロナ禍においてはたくさんの人が

同じ場所に集まることが難しくなっており、娯楽も

多様化を求められているといえるでしょう。

　もちろん長期的な都市の未来を考えれば、再びス

タジアムのような物理的空間が求められるようにな

ると考えられます。ただし、そのあり方はこれまで

とは異なっているかもしれません。たとえばコロ

ナ禍以前からスタジアムはショッピングモールやオ

フィスと同じく多機能化が進んでいると言われてお

り、高齢者用の住宅やショッピングモールが併設さ

れたスタジアムもつくられています。さらにはアプ

リやビーコンなどテクノロジーの導入によって豊か

な体験をつくりだすスマートスタジアムの開発も各

地で進んでいます。これまではスタジアム／ショッ

ピングモール／オフィス／レストランなど機能と空

間がつねに紐付いていましたが、これからはさま

ざまな施設が多機能化していくことでどの空間もプ

ラットフォームのような存在になっていくでしょ

う。また、スタジアムに実装される娯楽コンテンツ

を考えるうえでは、eスポーツの成長が予想されて

います。すでに eスポーツによる地域活性の事例

は存在しており、今後は非首都圏の都市が積極的に

ゲームを取り入れていくことが増えていくかもしれ

ません。

　娯楽産業をスタジアムなど物理的な空間の制約か

ら解き放つひとつのテクノロジーが、ARや VRと

いった XR技術です。まだ試行錯誤の段階にはある

ものの、体験型 VRコンテンツへ注力する映画館も

あるほか、映画や演劇の領域でも XRを活用した没

入型の体験が注目されています。現在は視覚と聴覚

へ訴えかけることが多い XR技術も、今後は嗅覚や

味覚へと拡張されていくでしょう。この技術が力を

発揮するのは、映画館や劇場の中だけではありませ

ん。XRが生む豊かな体験はエンタメコンテンツだ

けではなく公共サービスなどにも導入されうるもの

です。娯楽とは単にエンタメコンテンツを通じて都

市に実装されるだけでなく、コミュニケーションの

ためのツールとして都市の中に広がっていくのかも

しれません。娯楽の視点から都市を眺めれば公園だ

けでなくさまざまな場所が遊びのための空間として

捉えなおせるように、娯楽は都市の機能を拡張して

くれるものでもあるでしょう。街づくりを進める立

場からすると、遊びのための空間を増やしていくこ

とはときにノイズを増やすことにもつながるかもし

れませんが、市民が主体的に都市とかかわるために

は娯楽が必要なのです。

一人ひとりが創造性を発揮する

　市民がより主体的に都市へかかわっていくこと―

―それは一人ひとりが創造性を発揮していくことで

もあるでしょう。しかし、これまでの都市は市民か

ら創造性を奪ってきたともいえます。インフラの整

備や巨大な商業空間によって人々は便利な生活を享

受できるようになり、そこには一見多様な選択肢が

用意されているように思えますが、人は与えられた

選択肢を選ぶことしかできず創造性を発揮すること

が難しくなっています。あるいは、現代のようにさ

まざまなサービスがプラットフォーマーに独占され

ている状況にあっては、プラットフォームに適応す

ることしかできなくなっていくのも事実でしょう。

加えて環境問題と関連する資源の問題や大都市の

ジェントリフィケーションなどさまざまな問題が発

生することで、都市は人々がなにかをつくる場所で

はなくなろうとしています。

　こうした状況を変えていくべく、これからの娯楽

は進化していく必要があります。たとえばデジタル

ツインの整備やものづくりのデジタル化により、場

所や資源の制約から解放されることで、それぞれ

の都市で地域性豊かなコンテンツが各都市から生ま

れてくるでしょうし、既存の空間を塗り替えていく

ような体験が発明されていくでしょう。とくに娯楽

の領域ではこれまで優れたコンテンツが生み出され

るのは資本の集中した大都市圏であり、もっぱら大

都市から地方へと“輸出”されるようにして娯楽コ

ンテンツは広がっていきました。こうした構造が変

わっていくと、より個々の都市の可能性が引き出さ

れていくかもしれません。人々が主体的に都市にか

かわっていくためには、一人ひとりがその都市への

愛着をもっていく必要があります。だからこそ、こ

れからの都市は単に便利で快適な生活を人々に提供

するだけでなく、何がその都市ならではの魅力なの

かを明らかにしなければいけないでしょう。都市の

アイデンティティが問われているのです。

都市を変えていくツール

　かように、居住や仕事などその他の領域の活動が

既存の境界線を融解させるように広がっていったよ

うに、娯楽もまた段階的に都市の中へ広がっていく

といえそうです。現在すでに野球やサッカー、コン

サートなど限られた目的のために使用されるスタジ

アムは限界を迎えつつあり、とくに新たに建設する

際は周囲の住民との合意形成も困難になっていま

す。そのため既存のスタジアムの多機能化や既存の

施設のスタジアム化など、これまでの娯楽空間は地

域コミュニティや経済と連携しながら都市のツール

のひとつとして各所に実装されていくでしょう。並

行して進化していくであろう XRコンテンツが普及

していけば、現実空間とサイバー空間の重ね合わせ

によって都市そのものが一種のスタジアムとして機

能することもありえるはずです。

　さらに技術が発展していけば、デバイスを身体に

埋め込むことでどんな環境でも XRコンテンツを楽

しめるようになるかもしれません。現に BMI（Brain 

Machine Interface）のように脳へのアプローチは近

年研究が加速しており、人が脳に電極を挿して生活

することも決して非現実的なビジョンではなくなろ

うとしています。その結果、介護のように負担のか

かる仕事もゲーミフィケーションなど娯楽要素に

よって負荷を軽減することもできるかもしれません

し、街のどこでも演劇やコンサート、スポーツの試

合を体験することだってできるはずです。娯楽とは

都市の中に置かれたコンテンツではなく、空間や

サービスに実装されることで市民参加を促すツール

となるのです。
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ていかねばならないはずです。例えば仕事ひとつ

とってみても、AIやロボティクスによって仕事の

量が減れば、わたしたちが“主体的”に何をしたい

のか問われるようになります。それはよりクリエイ

ティブな活動なのかもしれないし、あるいは社会奉

仕の活動なのかもしれません。あるいはデジタルプ

ラットフォームが多くの都市で整備されモビリティ

のあり方も変われば、実質的にはどの都市でも同じ

ように生きていけるようになるでしょう。そのとき

初めてわたしたちは「なぜその街で生きるのか」「な

ぜその街を選ぶのか」を自分自身に、都市に問いな

おしていくはずです。人々の気持ちを動かすために、

未来の都市はこれまで以上に個性を重視していく必

要があります。

未来へと踏み出すために

　ICTのようなデジタルテクノロジーは、こうした変

化を促すことで、わたしたちの価値観そのものを変

えていきます。集団行動についていけない子どもが

落ちこぼれとされるのも、東京で暮らすことが先端

的で文化的だとされるのも、満員電車に乗って会社

まで通うことも、あるいは自分の過去や祖先の記憶

を忘れてしまうことや病気や怪我によって身体が動

かなくなることも、所詮は旧来的なテクノロジーの

上に成り立っている考え方にすぎません。「義務教育」

や「首都」、「記憶」といった考え方さえもテクノロジー

は変えてしまうのです。2035年、わたしたちは「学

校」や「会社」といった概念を懐かしく思うように

なるかもしれません。現代のわたしたちが「物々交換」

や「文通」といった振る舞いに古臭さと懐かしさを

覚えるように。学校や会社の考え方そのものが変わっ

てしまった都市を考えることと、ただ新たな建物の

つくり方や空間演出について考えることの間に雲泥

の差があることはいうまでもありません。

　しかし、放っておけば自然にこうした大きな変化が

生じるわけではないことに注意しましょう。「FUTURE 

CITY FORECAST vol. 1」はいくつかの未来を描いて

いるものの、人々がまったく異なる方向に舵をきれば

多拠点生活も仕事の自動化も行政のデジタルプラッ

トフォームもすべて実現しないはずです。たしかに

未来はすでにわたしたちの世界のなかにあり、均等

に配分されていません。だからただ未来が均等に配

分されるのを待つのではなく、どの未来を望むのか

意志を表明しなければいけないのです。

　わたしたちは、どんな都市で生きていきたいのか、

どんな都市を求めるのか、考えなければいけません。

そして未来の都市を望み、行動を起こさねばならな

い。そんな“主体性”の先にしか、未来の都市は生ま

れえないのです。だからこそ、わたしたちは「FUTURE 

CITY FORECAST vol. 1」を通じて、未来についてもっ

と考えなければなりません。さまざまな可能性を考

えるうえで、多くの事例を知ることは非常に有用で

す。どんなに素晴らしい未来のアイデアも、無から

突然生まれるものではありません。それにわたした

ちが「未来」と呼ぶものは、現代日本に暮らす人々

にとっての「未来」になりがちです。オルタナティ

ブな可能性を知ることは、オルタナティブな未来へ

進むことを可能にしてくれるはずです。

　ただ“予測”するのではなく、未来に“希望”を

もち、“期待”するために。わたしたちがどんな都

市に、どんな世界に住んでいきたいのか考えるため

に。この資料を通じて、わたしたちは「予測」から

「ビジョン」へと踏み出しましょう。「FUTURE CITY 

FORECAST vol. 1」とは、未来に向かって進むため

の最初の一歩でしかないのですから。

　いま、世界中の都市は変革を迫られています。

そして、その変革はすでに始まりつつあります。

「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」が予見している

のは変革の一端にすぎず、デジタルテクノロジー

によって世界は指数関数的に変化していくでしょ

う。とりわけ DTCのような次世代デジタルプラッ

トフォームの基盤となる技術が実装されることで、

その変革はより一層激しくなっていくはずです。

言うまでもなく、こうした変化にさらされているの

は日本だけではありません。欧米や中国はもちろん

のこと、たとえば今後 20年でアフリカの多くの都

市がドラスティックに変わっていくと予想されてい

ます。そしてデジタルテクノロジーによってすべて

が多様なまま同時につながるような世界にあって、

日本で「街づくり」を考えることは「日本の街づく

り」だけを考えることを意味しません。

　少子高齢化が激しく多くの問題に直面している日

本は「課題先進国」と呼ばれることも少なくありま

せん。ならば、この国で都市の抱えるさまざまな課

題を解決すること、新しい生活や文化のあり方を提

案すること、人がその人らしく生きられる場所をつ

くることは、さまざまな国の都市を変えていくこと

にもつながっていくかもしれません。日本でつくら

れたアプリケーションやプラットフォーム、あるい

は考え方そのものの輸出や海外でのローカライズは

増加しうるはずです。

　人と人が、コミュニティとコミュニティがつなが

りあえば「国」という区分けの意識も希薄になるか

もしれないでしょう。そこでわたしたちは、本当の

意味で多様な人々との共生を求められることになる

はずです。もちろん、その過程でわたしたちが多

くの困難に直面することはいうまでもありません。

「FUTURE CITY FORECAST vol. 1」はあくまでも楽観

的に未来を描いていますが、自然環境や国際政治の

変化によってさらに厳しい状況のなかで生きていか

ねばならなくなる可能性もあるでしょう。たとえば

オゾン層の破壊などを通じて紫外線が強くなった場

合、わたしたちは地上を離れ地下で生きていくよう

になるかもしれません。さまざまなケースについて

想像を巡らせるためにも、いますでに起きている多

様な事例について知ることは重要です。

主体性が意味するもの

　わたしたちは再び「主体的」という言葉に立ち戻

らねばなりません。主体的という言葉はいささか抽

象的に聞こえるかもしれませんが、それは現在検討

が進む「スマートシティ」のような概念や町おこし

とも無関係ではないでしょう。スマートシティとは

「○○したいから住む場所、○○という働き方をし

たいからいる場所」として定義づけられるからです。

そしてこれからの都市は組織からの「この街で○○

をしたい」という期待に応えつづけねばならないは

ずです。

　わたしたちがしたいことをする、生きたい方法で

生きることをこれからの都市は支えることになるで

しょう。それこそが「主体的」という言葉が意味す

るものです。思い返せば、これまでの都市とはわた

したちから主体性を徹底的に奪っていたのかもしれ

ません。多様な人々は類型化され、同じシステムの

なかにはめこまれ、まるでロボットのように生きさ

せられていたのかもしれないのですから。そんな時

代がようやく終わりつつあります。

　この変化についていくために、国家や行政機関、

企業だけでなくわたしたち一人ひとりも意識を変え
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