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　都市をめぐる状況は、刻々と変化しています。た

とえばこの数年を振り返ってみても、新型コロナウ

イルス（COVID-19）の感染拡大によってわたしたち

の働き方や暮らし方は大きく変わり、リモートワー

クはすっかり当たり前のものとなりました。リモー

ト化の進展にともない、移住を決意したり都心と

地方の2拠点生活へ切り替えたりした人々も少なく

ないでしょう。あるいは近年メタバースが注目され

ているように仮想空間の活用も進みつつあり、人々

の生活は物理的な都市空間と仮想空間を往復するよ

うにして広がろうとしています。もちろんあらゆる

産業でDX（デジタル・トランスフォーメーション）

が進んでいくことも、都市空間のあり方を変えてし

まうでしょう。他方で気候変動に伴う環境リスクも

ますます大きなものとなっており、都市全体が環境

問題と向き合っていく必要性も高まっています。

　こうした社会の変化を受けて、街づくりのあり方

も変わっていくでしょう。住宅やオフィス、商業施

設、公共施設などさまざまな空間はデジタル化され

ていきますし、公共交通機関のシステムも変わって

いくかもしれません。しかし、言うまでもなく単に

デジタル化を進めたり新たなツールを導入すれば豊

かな都市空間がつくられるわけではありません。た

くさんの機能をもった近未来的な施設をつくっても

都市が変わるとは限りませんし、IoTやAIを活用すれ

ば生活の利便性は向上していくかもしれませんが、

その結果一人ひとりの人々が幸せに暮らせるとは限

らないでしょう。新たなテクノロジーというツール

が増えているからこそ、街づくりを進めていくため

の「ビジョン」がこれまで以上に重要なものとなっ

ています。そのためには数年先の都市計画を考える

だけではなく、10年、20年と長期的な未来を見据え

たうえで現在の街づくりと向き合わなければいけな

いはずです。

　わたしたちNTTアーバンソリューションズは、人

の気持ちに寄り添った街づくりを進めていきたいと

考えています。都市のなかで暮らす多様な人々一人

ひとりが幸せになるためには、どんな体験をつくり、

どんな価値を生み出していくべきなのか。人を起点

とした都市のあり方を考えていくことで、一人ひと

りのウェルビーイングも高まっていき、社会全体が

豊かになっていくはずです。

　現代の街づくりが関わる領域は非常に広範だから

こそ、わたしたちは「FUTURE CITY FORECAST 2021」を

通じて、これからの街づくりを考えていくうえで重

要となる価値やテーマを提起したいと考えていま

す。「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つの価値と、「グリー

ン」「モビリティ」「ナチュラル」という 3つの領域

における変革――わたしたちはこの価値とテーマか

ら未来の都市のビジョンを描き出し、街に集まる

方々や地域を支える方々とともに、一つひとつの街

や人に寄り添った街づくりに取り組んでいきます。

4つの価値と

3つの領域から

見える未来
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　豊かなコミュニティをつくっていくことは、豊か

な都市を実現することでもあります。コミュニティ

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。社会のリモー

ト化が進むとともに仮想空間の体験が充実するなど、

一見、物理的な空間で集まる必要がないように思えて

しまう状況だからこそ、人と人をつなげるコミュニ

ティの重要性は高まっていきます。

　これまではオフィスや商業施設など「建物」「空間」

として捉えられてきたものも、これからは人やコミュ

ニティの観点から捉えられるようになるでしょう。商

業施設は単なる消費の空間ではなく人と人が触れ合

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。リモート化や仮想空間の活

用によってこれまで場所と結び付けられていたよう

な機能が分散化していくからこそ、コミュニティを育

む場としての都市空間が重要になっていくのです。

　AIや IoT、5Gなどさまざまなテクノロジーを使った

DXは既存のシステムや産業のあり方を大きく変え、

都市にも大きな影響を及ぼすでしょう。もちろん自動

化や最適化によって個々人はより快適な生活を送れ

るようになるかもしれませんが、個人に豊かな体験を

もたらすだけではテクノロジーのポテンシャルが発

揮されていないといえるのかもしれません。個人では

なくコミュニティへと価値をもたらすことで、都市全

体がより豊かな空間へと変わっていくはずです。

　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一

人ひとりが自分らしく生きられる環境をつくること

で、豊かなコミュニティも生まれるでしょう。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。

ただ新たなライフスタイルや働き方を提示すること

ではなく、新たなコミュニティの形を提示することが

街づくりの実践になっていくのかもしれません。魅力

あるコンテンツも空間も、コミュニティなしではあり

えないのですから。

　先端的な技術の研究開発や領域を超えた共創が求

められる現在、あらゆる企業や自治体がイノベー

ションを求めています。とりわけ環境問題をはじめ

とする社会課題が深刻化していき、都市においても

多くの課題が顕在化していくなかで、イノベーショ

ンなしにこれからの都市を考えることはできないで

しょう。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のようなテクノロジーを活用することでサプラ

イチェーンやロジスティクスの効率化が進めば、人

口の少ないエリアでも大都市圏と変わらないような

サービスを享受できるようになるかもしれません。

　都市の課題を解決することや新たな産業を創出す

ること、企業の生産性を向上させることなど、イノ

ベーションがもたらす影響は非常に大きなもので

す。たとえば次世代型のインテリジェントビルはク

リエイティブなオフィスを実現し、そこで働く人々

の創造性を引き出してくれるでしょう。オープンイ

ノベーションを創出するワークプレイスがあれば、

企業や自治体の壁を超えた共創も生まれていくで

しょう。さらに仮想空間の活用が進んでいけば実空

間とサイバー空間を問わず都市は実証実験のフィー

ルドとなっていくはずです。

　もっとも、イノベーションとは単に最先端の技術

を開発することや、スタートアップやベンチャーを

増やすことによって起きるものではありません。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。どのような社会や都市を実現したいか考

えること、そのためにどんなテクノロジーを活用し

うるのか考えることを通じてしか、イノベーション

は起きえないでしょう。イノベーションを考えるこ

とは、未来の社会を考えることでもあるはずです。

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、別の

都市の可能性を常に考えつづけることなのです。

個 性 と 活 気 の 創 出

コミュニティ

先 端 技 術 に よ る 課 題 解 決

イノベーション

都市を支える4つの価値
未来の都市はどんな価値を提供するのでしょうか。経済規模の大きい国際色豊かな都市

であっても、ローカルなコミュニティに支えられた小さな都市であっても、わたしたち

は4つの価値が重要だと考えています。どんな取り組みを進めていくにせよ、この4つ

の価値を都市へ実装していくことがわたしたちの役割でもあるはずです。
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　街に集い、働き、住まう人それぞれの、多様なラ

イフスタイルに寄り添う環境を整備していくうえ

で、都市におけるダイバーシティの実現は必要不可

欠なものとなるでしょう。これまでの都市は多くの

場合マジョリティのニーズを中心としてつくられて

きたかもしれませんが、人種や国籍はもちろんのこ

と、多様な個人のニーズに合わせた街づくりが求め

られていくはずです。

　ダイバーシティの実現は、わたしたちが掲げるほ

かの3つの価値とも深くつながっています。まずコ

ミュニティを考えてみれば、たとえ多くのコミュニ

ティが生まれたとしても構成員が同質的であればか

えってコミュニティは貧しいものになってしまうで

しょう。イノベーションを考えるうえでも、異なる

価値と価値や企業同士がつながらなければ、大きな

影響力は生まれえません。都市環境を考えてみても、

同質的な環境は脆弱なものとなってしまい、さまざ

まな変化に柔軟に対応することはできません。ダイ

バーシティを前提とすることで初めて豊かなコミュ

ニティが生まれるし、大きな価値を生むイノベー

ションが実現し、環境に合わせて変化しつづける都

市が可能となるのです。

　コロナ禍を経て社会のリモート化や分散化が進ん

でいることは、ダイバーシティを実現するチャンス

のひとつだと言えるかもしれません。これまでは都

心部の大きなオフィスに通い、集合住宅や建売住宅

のようにある程度フォーマット化された住環境で暮

らす人が少なくありませんでしたが、リモート化に

よって人々の働き方は多様化しているでしょう。2

拠点生活や地方への移住を選びやすくなれば、人そ

れぞれが自身の好みや環境に合わせて暮らし方を考

えられるようになっていきます。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ること

は、都市におけるダイバーシティの実現と不可分に

あるのかもしれません。

　さらに近年は人間のダイバーシティだけではなく

動植物のように人間以外のダイバーシティを考える

ことも重要となりつつあります。動物や植物にやさ

しい都市をつくることで、人間がより暮らしやすい

都市をつくることも考えられるでしょう。イノベー

ションを考えることが別の都市のあり方を想像する

ことであったように、ダイバーシティの実現を考え

ることもまた、自分とは異なる他者を想像すること

で、別の都市空間を想像することなのです。

　現代は「VUCA」の時代と言われ、わたしたちは

不安定（Volatility）で不確実（Uncertainty）で複雑

（Complexity）で曖昧（Ambiguity）な環境のなかで暮ら

しています。COVID-19によってわずか 2年で人々の

生活が大きく変わり、働き方やライフスタイルがそ

れ以前とは大きく異なってしまったように、日々わ

たしたちの生活は大きく変わってしまう可能性に曝

されています。気候変動や異常気象の増加、災害の

発生など、これからもリスクは増えていくことが予

想されるでしょう。

　そんな環境に対応していくためには、都市のあり

方そのものを変えていかなければいけないのかもし

れません。もちろんどんな災害や事故が起きても変

化しない頑丈な都市をつくれたらさまざまなリスク

に対応できるかもしれませんが、そんな都市をつく

ることはほとんど不可能でしょう。仮に実現したと

しても、頑丈な都市とはときに硬直化し、ダイバー

シティやイノベーションに乏しい空間となってしま

うはずです。これからの都市はむしろ、環境の変化

に応じて柔軟に変化していくレジリエントな場所に

ならなければいけません。

　第一に、環境負荷低減を実現し、災害対応力を備

えた、安心して暮らせる空間をつくる必要がありま

す。たとえばオフィスビルの ZEBや住宅の ZEH採用、

人流情報などの活用による省エネや脱炭素化、効率

のよいエネルギーネットワークの構築は、環境負荷

を下げていきます。あるいは非常時のエネルギーリ

ソースの最適制御や最先端のソリューションを備え

た建物設備は、災害への対応力を高めていくでしょ

う。

　わたしたちが掲げている 4つの価値は、相互につ

ながりあっています。レジリエンスを達成するため

にはイノベーションが必要となりますし、ダイバー

シティを豊かにし、さまざまなコミュニティを増や

していくことは都市を柔軟にしていくでしょう。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に合わせて変

化していくかもしれません。レジリエンスを実現し

ていくことは、自律分散的な都市を実現していくこ

とでもあるはずです。

多 様 な 生 の エ ン パ ワ ー メ ン ト

ダイバーシティ

環 境 と 持 続 性 の 調 和

レジリエンス

 06   07  

 FUTURE 

 CITY 

 FORECAST 

   

 2021 



グリーン・モビリティ・ナチュラル

　これからの都市や街づくりの変化を考えていくうえで、今回わたしたちは3つの領

域に着目したいと考えています。1つ目は「グリーン」。気候変動をはじめとする環

境問題が深刻化するなかで、持続可能な都市をつくるうえで、環境やエネルギーと関

わるこの領域は無視できないでしょう。2つ目は「モビリティ」。自律走行車の実用

化や普及はもちろんのこと、シェアモビリティやパーソナルモビリティ、ドローンな

ど、モビリティの形態が多様化していくなかで、移動が変わっていくことは都市の形

を大きく変えていきます。最後は「ナチュラル」。AIや5Gなど新たな技術が次々と登

場するなかで、多様な人が技術とナチュラルに混じり合う環境をつくっていくことは、

都市に大きな影響を与えるはずです。

　この3つの領域は一見バラバラに思えるかもしれませんが、相互につながっている

ものです。たとえばグリーンとモビリティはエネルギー効率のいいモビリティの普及

によって環境負荷が下がるようにエネルギーの点でつながっており、グリーンとナ

チュラルにおいては、多様な人々が疎外されずに暮らせる都市をつくることで環境の

面から見てもレジリエンスが高まると言えるでしょう。さらにモビリティとナチュラ

ルではよりインクルーシブな都市空間をつくるためにもモビリティの変化が求められ

ると言えます。グリーンとモビリティとナチュラル、一つひとつの領域の中で変化が

進めば進むほど、ほかの領域での変化も進み、都市全体が変わっていくことになるで

しょう。とりわけデジタル化が進みあらゆる情報がつながりあう現代社会においては、

領域を超えたつながりがますます増えていきますし、つながりを生み出すことでさら

に価値を連鎖させていくことが重要となるのかもしれません。

　わたしたちは「FUTURE CITY FORECAST 2021」を通じて、この3つの領域から生まれる変

化が2040年の都市へどのように影響していくか考えていきます。ひとくちにグリーン

やモビリティといっても、変化にはいくつかの方向性がありますし、その先にはさま

ざまな社会像がありえるでしょう。本書では3つの領域をさらに3つの変革に分類し、

それぞれの変革の先にある2040年の社会像を捉えていきます。これからの都市や街づ

くりを考えるうえでは、もちろん現在の課題や技術の開発状況から未来を考えること

が有用です。しかし、同時に遠い未来を構想しそこからバックキャスティングするこ

とでこれからの都市を考えることもできるはずです。「FUTURE CITY FORECAST 2021」では

まず2040年の社会へとつながる変化を考えたうえで、2021年現在からどのようにそん

な未来へつながりうるのか検討を進めていきます。

 3つの領域から
都市は
変わる

　

3つの領域の3つの変革

　ここでは3つの領域それぞれの変革を概観しておきたいと思います。まずグリーン

では「循環するエネルギー」「地域を支える生態系」「ロスのない物質循環」という変

革を設定しています。グリーンという領域を考えるうえでエネルギーの問題は避けて

通れませんし、環境問題に取り組む過程では地域の生態系と向き合わなければいけな

いでしょう。いま以上に仮想空間の活用が進んでいくことを考えれば、グリーンの問

題とは仮想空間にない魅力を都市の中に見出していくことにもつながりそうです。他

方でフードロスや産業廃棄物の問題や温室効果ガスの削減を考えるうえで、都市にお

けるさまざまな「ロス」を考えることも重要です。今回はこれら3つの視点からグリー

ンという領域を捉えることで、より持続可能な都市のあり方を構想していきます。

　次にモビリティでは、「一人ひとりの多様な移動手段」「モノではなくサービスが移

動する」「情報の移動で都市がつながる」の3つを設定しています。これらはそれぞれ「人

の移動」「モノの移動」「情報の移動」と対応しています。モビリティと言われるとつ

い人の移動ばかりを想像してしまいがちですが、3種類の移動それぞれが異なった影

響を都市に及ぼすでしょう。人については移動手段の多様化によってライフスタイル

の変化が想定されますし、モノについてはロジスティクスの変化や建物のあり方が変

わることで人と都市の機能のつながりが変わっていきます。情報の移動については、

デジタルツインや仮想空間の活用はもちろんのこと、データ処理がより高度化してい

くことで、人やモノの動き方にも影響を及ぼしていくでしょう。

　最後のナチュラルは「技術と人がシームレスにつながる」「持続的なウェルビーイ

ングの支援」「多様な生を取り込むインクルージョン」。人が無意識に高度な技術を活

用できる環境の構築と、さまざまなレベルでウェルビーイングを実現すること、どん

な存在であっても疎外されずに都市の機能を享受できること――ひとくちに「ナチュ

ラル」といっても多様な解釈がありえますが、今回はこれら3つの観点から変革を検

討しています。これらはグリーンやモビリティと比べれば空間的スケールが小さなも

のだと言えるかもしれませんが、他方で多様な個人一人ひとりと向き合う必要のある

領域でもあり、都市の基盤をつくっていくものなのです。

　本書にまとめられた変革の可能性は、どれも別の方向性を向いているようで、どこ

か共通する部分が少なくないようにも思えます。さまざまな方向から未来を考えるこ

とで、2040年の都市の姿が浮かび上がってくるのかもしれません。
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3領域の変化が
都市の9シーンにもたらすもの
３つの領域から生まれる変化は、都市に何をもたらすのでしょうか。都市を９つのシー
ンに分けたうえで、各シーンにどんな変化がもたらされうるのかを俯瞰します。

グリーン モビリティ ナチュラル

環境負荷の低い／リサイクルさ

れた新素材を活用した

建物の利活用

住環境と結びつく交通網の利用

による快適な生活の享受

IoTを中心とした

データドリブン

ヘルスケアサービス

環境負荷を下げるオフィスや

モビリティの利用による

働きやすさの向上

物流ネットワークの

最適化を通じた

仕事効率の向上

住居とオフィスの境界を

なくす

リモートワークツール

自治体と連携した

サーキュラーエコノミーの実践

公共交通網の再編による

都市交通の最適化

医療機関との連携を通じた

ヘルスケアの

プラットフォーム

施設全体を通じた

クリーンな空間の提供

自律走行する

小型モビリティによる

物流ネットワーク

IoTやブロックチェーンによる

ロジスティクスの最適化

地域に調和した

環境負荷低減のための

観光コンテンツづくり

モビリティで街や

商業施設をつなぐ

観光ネットワーク

住民も観光客も等しく

地域に溶け込む情報基盤

自然環境と調和した

サービスによる

QOLの向上

医療機関の

モビリティ活用による

ヘルスケアネットワーク

社会的ウェルビーイングを

達成する包摂的な

ヘルスケアサービス

新たな素材や

新たな空間の活用による

循環型施設の実現

バッテリーの改良や

自動化を通じた

環境負荷の低い交通網

都市環境に溶け込む

ICT技術による

環境問題への対応

地域の内部で完結する

サーキュラーエコノミーや

エネルギーネットワークの構築

自転車や

小型モビリティを通じた

地域の回遊

センシングを通じた

地域環境の可視化

環境負荷の低い

小型モビリティを通じた

新たな移動体験の創出

移動を手段とするのではなく

目的とする楽しみ

現実空間と仮想空間を

シームレスにつなぐ

XRプラットフォーム

居

住

仕

事

行

政

商

業

観

光

福

祉

環

境

地

域

娯

楽
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これからの都市を考えるうえで、自然環境を無視する

ことはできません。単に環境負荷を減らしたり資源を

保護するだけではなく、都市の発展と環境の持続性を

両立するためには何が必要となるのでしょうか。

G
   R
 E
     E
 N

い
か
に

持
続
可
能
な

都
市
を

つ
く
る
の
か

価 値 を ド ラ イ ブ す る 3 つ の 変 革

 [1]循環するエネルギー

 [2]地域を支える生態系

 [3]ロスのない物質循環

都市の中のエネルギーは効率化され循環するようになっていくで

しょう。ただ効率化によって環境負荷を下げるのではなく、人々の

行動が循環を加速させるようになれば、人々が自由に活動すること

が環境をよくすることにつながっていき、創造性を発揮すればする

ほど自然も綺麗になっていく都市が実現するかもしれません。

仮想空間の活用をはじめとするリモート化や分散化が進んでいくことで、

各都市の自律性は高まります。それぞれの都市の中でエネルギーや食と

いった資源が循環する仕組みが生まれ、人々は自分の暮らす地域の生態系

を身近に感じながら暮らせるようになるでしょう。一つひとつの都市が固

有の文化や環境を育み魅力的な生態系をつくっていくようになるのです。

環境負荷を削減し持続可能な都市をつくるうえでは、人やモノの動き

を無視することはできません。これまでは自動車を中心とした交通網

による移動がさまざまなロスを生んでいましたが、これからは多様な

モビリティの活用によって人とモノが動けば動くほど資源の再利用も

進み、その土地ごとの自然と調和した街づくりが実現するはずです。

グ リ ー ン
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環境への配慮が創造性を阻害する
　自然環境との調和をめざすうえで、製造業の環境

負荷や家庭ごみによる海洋汚染、廃棄物処理による

CO2排出などは都市において重要な問題だ。大量生

産・大量消費を批判する声は高まり、ものづくり企

業は製品や製造プロセスの変化を迫られている。そ

れに伴って、物理的な作品を制作する個人の活動に

も厳しい目が向けられ、徐々に制約を受けるように

なった。アーティストやデザイナーといった狭義の

クリエイターはもちろんのこと、ビジネスパーソン

や専門知識をもった人々の存在はコミュニティを活

性化し、産業の競争力にも繋がるにもかかわらず、

環境配慮を理由に個人の自主的な活動が萎縮してし

まう状況があった。

働きながら誰もがクリエイターになる
　そんななか、とある都市では 20年がかりの施策

の連鎖を通じて、「廃棄物利用」と「個人の創造性」

を軸とした街づくりを成功させた。

　この街に住んでいる人の多くは、企業で働きながら

クリエイターとしての顔をもっており、街で入手でき

る材料を使って自由に制作活動を行っている。なぜな

らここでは、植物性原料からできた新素材や、廃棄物

から作られた再生プラスチックなど、製造プロセスを

通じてCO2を固定できる素材が入手できるからだ。

　自治体が廃棄物の分別と再利用に力を入れたのを

きっかけに、この街には循環型の新素材を開発する

企業が集積し、その素材に関心をもつ人々のコミュ

ニティが形成された。この街ではごみ処理施設が一

種のイノベーションハブとなっており、さまざまな

企業がクリエイターを巻き込んで組織や働き方を活

性化している。

循環型の創造性が街を豊かにする
　また、人々は自身の専門知識や技術を活かしたワー

クショップなどを通して自治体の教育・福祉にも関

わり、自分の制作を続けながら生計を立てる手段も

豊富に用意されている。また、ブロックチェーンを

利用して循環型の制作プロセス自体をオルタナティ

ブなアート市場での価値に反映できる仕組みもある。

　市内にはパブリックアートや先進的な建物が多数

存在するが、これらも単なるランドマークや観光施

設ではなく、環境再生や廃棄物利用などの先進事例

でもある。建材と芸術文化の豊かさに後押しされて、

自分の家を自分でつくる人は多く、家づくり・街づ

くりを趣味として移住してくる人も増えている。こ

の街では、すべてのアートが循環型であり、すべて

の循環型の取り組みがアートの側面をもっている。

 [1]循環するエネルギー
都市の中のエネルギーは効率化され循環するようになっていくでしょう。

ただ効率化によって環境負荷を下げるのではなく、人々の行動が循環を加

速させるようになれば、人々が自由に活動することが環境を良くすること

につながっていき、創造性を発揮すればするほど自然も綺麗になっていく

都市が実現するかもしれません。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎創造的な廃棄物活用が行政を変える◎
海洋プラスチックや廃棄物処理のCO2排出といった問題が深刻化する中で、

街のクリエイターたちが廃棄物再利用の取り組みを始めた。あるアーティス

トは、植物性原料により炭素固定するプラスチックを使って作品を制作。工

芸職人やデザイナーは、植物材料を使った自転車などの製品を開発した。そ

の流れに自治体も動かされ、機械学習で廃棄物を識別するシステムをごみ処

理施設に導入した。

[2026–2030]

◎環境装置が観光価値を高めていく◎
廃棄物再利用の気運は、パブリックアートや建築の分野にも波及した。海辺

の新たなランドマークとなる展望施設は、太陽光や波力エネルギーを利用し

て海水を浄化する環境装置としての役割も備えている。市内の建設プロジェ

クトでは再生プラスチックを利用した構造体は当たり前になり、CO2吸収装

置を取り入れたユニークな外観の建物も現れた。

[2031–2035]

◎あらゆる活動は環境の再生につながる◎
ごみやCO2を吸収する素材や制作プロセスは、一般の人々にまで広がった。

ひとつひとつの作品のごみ・CO2排出量が定量化され、ブロックチェーンで

記録されて作品の価値に反映できるようになった。簡単に加工できる循環型

資材キットが販売され、それを使いこなす消費者のコミュニティも形成され

た。市内では、あらゆる人々が環境負荷をかけず、むしろ環境を再生させな

がら働けるようになった。
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「食」と「コミュニティ」が
街の魅力となる
　2040年の世界ではメタバース（仮想空間）が発達

し、その中でさまざまな取引や知的生産が行われる

ようになった。その結果、メタバースにはない従来

の現実の都市の魅力とは何かがより厳しく問われて

いる。現実の都市ではメタバースと違ってモノや人

が移動するため、エネルギー消費とCO2排出量の観

点でも都市は不利になる。それを背景に、各都市が

生き残りをかけて独自の価値を磨く時代になった。

　そんななか、とある都市は 20年がかりの施策の

連鎖を通じて、「食」と「コミュニティ」を軸とし

た街づくりを成功させた。

　この街の魅力が特に表れるのは、昼や夜の食事ど

きだ。市場やレストランには、その街でしかまず見

かけない多種多様な野菜が並ぶ。それはビルの余剰

熱や余剰エネルギーを利用して屋内の垂直農園で作

られた、“街育ち”の新鮮な食材だ。食材が豊かに

なれば料理の種類も増える。この街では住民も観光

客も、世界旅行をしているかのように多様な食文化

を楽しめる。それに伴ってビジネスやコミュニティ

も多様化した。

サステナブル投資が街の景色を変える
　この街の建物は太陽光パネルや風力発電タービン

に彩られ、統一感のある街並みが広がっている。垂

直農園も含め、屋内外は緑に溢れている。情報過多

のメタバース上での生活に疲れた人々は、この街に

やってきて心と身体を休ませる。こうした景観と緑

を実現したのは、行政と事業者によるまちづくりプ

ラットフォームだ。そのメンバーはコロナ禍を機に

20年前からノウハウを共有し、サステイナブル投資

の歩調を合わせて相互作用を生み出してきた。投資

の成功はさらなる投資を呼び、コミュニティを強固

にする。まちづくりプラットフォームは、最終的に

街全体の廃棄物・CO2排出をコントロールする統合

システムの運用にまで乗り出した。

メタバースと共生するために街の魅力を引
き出す
　いまや、この街でつくられる再生可能エネルギー

の量は需要を上回りつつある。余剰エネルギーを利

用した無料の電動モビリティが数多く設置され、住

民や観光客は全身で風を切って通勤や買い物、散策

を楽しめる。排出と汚染はゼロに近づき、日々の楽

しみは無料に近づいた。それを競争力の源泉として、

街はメタバースと共生していく活気を保っている。

 [2]地域を支える生態系
仮想空間の活用をはじめとするリモート化や分散化が進んでいくからこ

そ、翻って一つひとつの都市の固有性やローカルなコミュニティの重要性

は高まります。人々は自分の暮らす街の生態系と蜜に暮らせるようになり、

仮想空間で自由な活動を楽しむ一方で、ウェルビーイングを実現する場所

として都市は機能するようになるでしょう。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎街のあちこちが食の生産現場へ変わる◎
コロナ禍をきっかけに苦境に立たされた一部の事業者が、空きスペースを屋

内農場に転用可能な栽培システムを導入し、余剰の熱やCO2を利用して高付

加価値の野菜を生産しはじめた。そうした取り組みは次第に広がり、市内の

事業者が自治体を巻き込んで「循環型街づくりプラットフォーム」を設立し

た。事業者はノウハウを共有し、食材の流通や廃棄物回収で協力を始めた。

[2026–2030]

◎サステナブル投資は遍在する◎
循環型街づくりプラットフォームは景観整備にも乗り出した。既存の建物に

後付けでき、デザイン性にも優れた太陽光発電システムや風力発電システム

を駆使することで、再生可能エネルギーを取り入れつつ統一感のある都市景

観をつくり出すことに成功した。また、大型で高効率の屋内農場も街なかに

現れ、サステナブル投資が都市内で連鎖しはじめた。

[2031–2035]

◎加速するエネルギーの都市内連携◎
成功事例ができたことで、新築物件でもサステナブル投資が加速した。微細

藻類を組み込んだ構造体や地下農業システムを持った建物が次々と実現し、

緑に溢れた都市景観は住民のメンタルヘルスにも好影響を与えるようになっ

た。また、再生可能エネルギーを都市内で融通し合う仕組みも浸透。余剰電

力は路上の電動スクーターなどに供給され、無料で気軽に散策できるモビリ

ティが街中に広がった。
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物質が循環する都市のあり方
　2040年の世界では宇宙ベンチャーの隆盛を受け、

宇宙ステーションの開発やスペースデブリの問題な

どが注目を浴びていた。宇宙の暮らしでは、モノの

移動や資源利用を最適化することで、生活用品の生

産・使用・廃棄・再利用のサイクルを制御すること

が重要だ。そんななか、とある都市は 20年がかり

の施策の連鎖を通じて、「物質循環」と「エコツー

リズム」を軸としたまちづくりを成功させていた。

その地方都市は、閉鎖系の生活モデルにヒントを与

える未来の暮らしのプロトタイプだとして、称賛を

受けることとなった。

いつのまにか環境への貢献が進んでいく
　この街を訪れる旅行者は、初めはエコな取り組み

に気づかない。まず自動運転の遊覧船でクルージン

グすると、文化施設や街の歴史を案内してくれる。

じつはこの船は、船底の機構が河川のゴミを集める

モビリティ・ロボットなのだった。街でシェア自転

車を探すと、荷台にリユース容器が乗った数台に

かぎって無料で借りられる。生活者の家族がシャン

プーや洗剤の空き容器を返却している様子を街で見

て、納得する。人流と物流を兼ねたシェアライドな

のだ。街外れのコテージへ移ると、そこは遊覧船か

ら回収された廃棄物由来の資源からつくられた建物

だった。資材・建設・解体まで、建物のライフサイ

クルの全過程が省資源化されており、太陽光パネル

の電力生産量が負荷を上回る。新築中の一角を見れ

ば、ブロックのように成形されたモジュール型の部

材を、ロボットアームが積み上げている。この工法・

資材は、移築するときも無駄がない。そのため、自

治体はこの仮設住宅を、移住者予備軍の「試住」に

用いて人を呼び込む。

移動が加速すればするほど街は豊かになる
　この街独自の官民連携が、観光業者と地域振興を

緊密に繋ぐ。それを支えるように、近隣の農村部や

街中の各所もプラットフォームのうえで連携。デジ

タルツインのフードロス抑制も手伝って、地域内の

食料自給率と地産地消の度合いは著しく高められ

た。

　地域のなかをモノが巡る。それが文化的な価値と

なり、人の巡りもいっそう強まる。物質循環とエコ

ツーリズムがみごとに連携した一事例だ。日本のサ

テライトである地方の暮らしは、ひいては地球のサ

テライトである宇宙にまで影響を及ぼすだろう。

 [3]ロスのない物質循環
環境負荷を削減し持続可能な都市をつくるうえでは、人やモノの動きを無

視することはできません。これまでは自動車を中心とした交通網による移

動がさまざまなロスを生んでいましたが、これからは多様なモビリティの

活用によって人とモノが動けば動くほど資源の再利用も進みその土地ごと

の自然と調和した街づくりが実現するはずです。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎エコツーリズムが生む豊かな体験◎
コロナ禍による国内旅行の需要増加を受けて、民間事業者がエコツー

リズムに力を入れ始める。ツーリストは地域の資源問題・解決に関し

て啓蒙されながら、遊覧船でクルージングやシェアライドを楽しめる。

リユース容器の返却ボックスが街中にあるため、生活者は自然に利用

している。

[2026–2030]

◎自治体の参画がエコと地域を結びつける◎
官民の連携が強まり、自治体もエコツーリズムの地域振興に積極化。

地域内の資源利用がさらなる最適化へ。プラゴミの建築資材への転用

やネット・ゼロ以下の建築生産など。これらの背景には、地域ごとに

土地固有の自然エネルギーを活かす街づくりビジョンがあり、自然愛

の考え方が膾炙する。

[2031–2035]

◎価値をつなぐプラットフォームの誕生◎
デジタル化の取り組みが集積したことで、それらを地域内でまとめ上

げるプラットフォームが成立。水耕栽培や農場との連携を伴う都市

OSやAIによる廃棄物の自動監視システムが導入された。それらに加え

て、山火事予測に伴うレジリエンスと防災意識の向上にもつながった。
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S L I C E  O F  L I F E

2040年の
とある日常

　32歳の長谷川沙織は、東京に本社を構える素材

メーカーに勤務している。

　彼女はつい最近、とある県のA市にある新素材開

発拠点に転勤することになった。

　県庁所在地から電車で2駅。A市にたどり着くと、

沙織はMaaSアプリで新しい職場までの道順を検索

する。すると、ちょうど駅前ロータリーから乗合タ

クシーが出発するところだった。

　電気ワゴン車は6人ほどを乗せて定刻通りに出発

した。自動運転車なので運転席はなく、フロントガ

ラスの手前にはスクリーンがついている。そこには

昼のニュースが流れていて、車がいま市内のどこを

走っているのかを示す地図も表示されていた。

　しばらく走ると、ワゴン車は路肩に静かに停車し

た。しかし誰も乗り降りする気配はない。不思議に

思って窓の外を見ると、路肩で小ぶりなロボットが

動き、ワゴン車の後部にプラスチック製の箱のよう

なものを取り付けていた。

　あれはなんだろう、沙織が訝しんでいると、タク

シーの乗客の一人に声をかけられた。買い物帰りら

しい様子の年配の女性だった。

「あなた、観光で来たの？」

「いえ、転勤です。これから職場と寮に挨拶に行く

んですが……あれはなんですか？」

　沙織はワゴン車の後部を指差した。

「あら、珍しい？　市内を回るついでに、リユース

容器を回収してるだけよ。ほら、こういうやつ」

　女性は自分の買い物袋からボトルを取り出してみ

せた。彼女によれば、この街では飲料や食品のかな

りの割合が、洗浄して繰り返し使えるリユース容器

に入って売られている。街全体では毎日膨大な量の

ボトルやトレイが回収ボックスに入れられるため、

専用の収集車を補うかたちでバスやタクシーも使わ

れているとのことだった。

　これが、噂に聞くA市の資源循環の取り組みか―

―と沙織は思った。自分がその中枢に向かっている

とは知らずに。

　沙織は約束の時間通りに職場に到着した。しかし、

自分が間違った場所に来てしまったのではないか

と、しばらく疑ってしまった。通用門からはゴミ収

集車が出入りし、バスやタクシーも次々と停車して

はリユース容器のボックスを路肩に置いていく。ロ

ボットがそれを受け取って、敷地内に運んでいく。

　そこはどう見ても、街外れのゴミ処理施設だった。

「長谷川さん、こっちこっち」

　呼ばれた方を振り向くと、何度かリモートで面談

をした上司の天野光晴が手を降っていた。つまり、

ここは確かに自分の新しい職場なのだ。

「いつも驚かれるんだよねえ」と天野は言った。「で

も新素材開発拠点を置くには一番合理的な場所なん

だ。何しろ、ここにはA市中から資源が集まってく

るからね」

　高品質の再生プラスチック。生ゴミや植物性原料

でできた有機素材。この拠点で研究開発している技

術の多くは、たしかにゴミを資源に変えるものだ。

　天野に導かれて、沙織はゴミ処理施設の建物に

入った。そこは外側の印象とは全く異なり、紛うこ

となき先端オフィスだった。会議室では年齢も服装

も様々の男女がテーブルやホワイトボードを囲み、

ラボには試作品や 3Dプリンタが並んでいる。あち

こちに、絵画や彫刻を始めとした芸術作品も飾られ

ている。事務机とリモート会議用スペースが並ぶ本

社とは異なり、スタートアップのオフィスに来たよ

うな雰囲気だった。

「まるでアートギャラリーですね。社外の方がよく

いらっしゃるからですか？」

「あれ、本社で聞いてない？　これは君の同僚たち

の作品だよ」

　果たして天野の言う通りだった。その日のうちに

挨拶した同僚の大半は、本社ではなかなか見かけな

い種類の人々だった。彼らは週 4日は会社で働き、

残り3日は自分の制作活動に当てる。アーティスト

やデザイナーもいれば、伝統工芸の職人もいる。た

だし普通と異なるのは、この拠点で研究中の新素材

を制作に使う点だ。彼らはここで新素材開発に携わ

ると同時に、それをいち早く活用する創造的な消費

者でもある、というわけだ。

「自分の作品がCO2を排出したり自然を汚したりす

るのが、我慢できなかったんだ」

　なぜこの拠点に集まったのかを尋ねると、同僚の

一人はそう打ち明けた。

　天野は最後に、沙織が暮らす社員寮も案内してく

れた。教えてもらうまでもなく、沙織は察した。こ

の建物もまた、ゴミ処理施設で生まれた再生素材で

作られているのだ。

　一週間後、沙織の歓迎会が開かれた。ほかの拠点

と合同での会なので、場所はA市内ではなく県庁所

在地の駅前ビルだ。「グリーンビル」の名で親しま

れるその建物は、名前の通り微細藻類を詰め込んだ

光合成パネルに覆われていた。

　乾杯の後、サラダが運ばれてくると、沙織はその

新鮮さに驚いた。それはまさにこのビルの中で、再

生可能エネルギーを使って育てられた野菜だ。その

エネルギー源には、A市のゴミ処理施設でのバイオ

マス発電も含まれていた。

　リモート勤務ではなく、実際にここに移住してよ

かった――と沙織は思った。この街では、物質循環

が芸術や食といった潤沢な文化を生み出している。

「仕事は楽しい？」

　同僚の質問に、彼女は心からうん、と答えた。
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モビリティの発展は「人」の移動だけではなく「モノ」

や「情報」の移動も変えていきます。さまざまなモビリ

ティやそれを支えるネットワークが進化していくこと

で、より多くの価値や体験がつながっていくはずです。
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モ ビ リ テ ィ

価 値 を ド ラ イ ブ す る 3 つ の 変 革

 [1]一人ひとりの多様な移動手段

 [2]モノではなくサービスが移動する

 [3]情報の移動で都市がつながる

モビリティの開発が進むことで、人々はこれまで以上に多様な移動

手段を使い分けながら暮らせるようになるはずです。自動車や自転

車はもちろん、徒歩から船、ドローン、果ては宇宙船まで――ひと

つのモビリティで移動が管理されるのではなくさまざまなモビリ

ティがあることで、人々は街の隅々まで楽しめるようになります。

社会の自律分散化が進んでいくことは、これまで土地や建物に固定されて

いたサービスも分散していくことを意味します。オフィスや住宅、飲食店、

公共施設といった空間が街の中に広がっていけば、人々はわざわざ出かけ

ずともサービスが人々の元へ移動してくれるようになるでしょう。既存の

建物はさまざまなサービスのプラットフォームになっていくのです。

AIや IoTなどを通じたデータの活用は、人々の移動のあり方を変えていき

ます。単に用事を済ますだけの移動はむしろデータのやり取りによって解

決するようになり、人々は移動を「手段」ではなく一種の「目的」として

楽しめるようになるでしょう。いずれは道路がなくなるなど都市のインフ

ラそのものも変わっていくかもしれません。
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宇宙とロケットは身近な存在に
　2040年の世界では各国政府だけでなく民間企業に

よる宇宙開発プロジェクトが広がっている。国際宇

宙ステーションでは居住モジュールの研究が進み、

軌道上で組み立てられる宇宙探査機も実現しつつあ

る。商用宇宙ステーションの計画も視野に入ってき

た。

　繰り返し使用可能なロケットの技術が確立し、地

球上の主要都市を数十分で繋ぐ都市間ロケットも一

部実現した。政府要人や民間の富裕層にとって、宇

宙旅行は身近なものになっていた。また、各地の空

港でも従来型の航空機を使って人工衛星などを打ち

上げ可能になり、「宇宙港」として知られるように

なってきた。

MaaSの発展から移動が変わる
　しかし日本では、宇宙開発への市民の関心はあま

り高くなかった。日本発の宇宙開発ベンチャーも健

闘しているとはいえ、数は少ない。宇宙開発に携わ

りたいと考える子どもも他国ほどは増えていなかっ

た。そんななか、とある都市では 20年がかりの施

策の連鎖を通じて、誰もが宇宙開発を日常生活の延

長に感じられる、イノベーションが停滞しない街づ

くりを成功させた。

　この街では観光業が盛んで、空港へのアクセスも

便利な立地にある。しかし鉄道やバスといった公共

の市内交通は弱いため、早くからMaaSを推進して

きた。その中で、さまざまな「寄り道」の情報を提

供できるMaaSアプリと連携したことが、街の発展

に繋がった。

宇宙が交通手段のひとつに
　観光客や地元住民は、MaaSアプリを使って市内の

小型モビリティ、乗合バス、貸し出しボート、モノ

レール、小型航空機、旅客機などのさまざまな移動

手段を組み合わせる。その際に最短経路だけでなく

「知らない道を通りたい」「特定の場所を経由した

い」といった条件が付けられるのがこのアプリの特

徴だ。アプリには経路上の施設やスポットの情報も

表示されるが、このデータは住人や事業者の投稿を

通じてボトムアップに収集されている。つまり、地

元の事業者がローカルな情報を活かして人を呼び込

める仕組みになっている。

　このMaaSアプリはあらゆる移動手段を網羅して

いるので、宇宙港や都市間ロケット、民間宇宙旅行

に関する情報すら検索できる。電車やバスなどと同

じように、宇宙への移動も人々の身近なモビリティ

のひとつとなったのだ。

 [1]一人ひとりの多様な移動手段
モビリティの開発が進むことで、人々はこれまで以上に多様な移動手段を

使い分けながら暮らせるようになるはずです。自動車や自転車はもちろん、

徒歩から船、ドローン、果ては宇宙船まで――ひとつのモビリティで移動

が管理されるのではなくさまざまなモビリティがあることで、人々は街の

隅々まで楽しめるようになります。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎多様な移動形態の発見◎
「寄り道を重視したMaaSアプリ」が登場。このアプリでは、「街の名所を巡る」

「知らない道を歩く」などのさまざまな条件でルートを検索できる。このア

プリは利用者の口コミや事業者の営業情報などを集め、「街の細かな知識を

ボトムアップで集積」していく機能も持っている。このアプリと提携し、都

市の文化・経済の活性化に利用しようとする街づくり事業者も現れた。

[2026–2030]

◎移動手段も地域ごとに多様化◎
寄り道アプリは公的な交通手段だけでなく、街ごとの特色ある移動手段も検

索可能にした。そうした地域密着型モビリティの周辺事業者も、地元に関す

る知識や経験をアプリに投稿。一般的な地図アプリでは素通りしてしまう観

光客や住民の心を掴むことに成功した。MaaSアプリは利用者に「移動距離・

手段に応じたマイル」を付与することで、移動そのものを楽しむ人を増加さ

せた。

[2031–2035]

◎あらゆるモビリティが現実化◎
あらゆる移動手段に関心を持ち、移動そのものを楽しむ文化が広がると、新

たな交通インフラ整備に対する住民の関心も高まった。自治体が検討する「空

飛ぶタクシー」や「乗合VTOL」といった空のモビリティに対しても意見が寄

せられ、議論を踏まえたインフラ整備が可能に。かつては夢物語と思われて

いた新モビリティが、いまやMaaSアプリを通して触れられる現実的な交通

手段になった。生させながら働けるようになった。
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コンパクトシティは可能なのか？
　人口減少と高齢化がさらに進行するなかで、縮小

時代に適応した本格的なコンパクトシティへの移行

が進んでいった。しかし自動運転車は普及してきた

ものの、まだインフラ・制度設計は追いついておら

ず、一般に浸透したとは言いがたい。日常的な移動

手段を自動車に依存していた人々は足を失い、活気

を失ってしまった街も多い。

サービスが人へ近づいていく
　しかしとある地方都市は 20年がかりの施策の連

鎖を通じて、車を持たずに徒歩で豊かに暮らせる街

づくりを成功させた。この街では、あらゆるサービ

スがモビリティによって街の中を動いているのだ。

街の各所にある空き地や広場には、自動運転車によ

るフードトラックや商店、ヘアサロン、移動診療所、

自治体の出張所などが定期的に訪れ、住民のニーズ

に柔軟に応えているサービスのオンライン化だけで

はなくこうしたオフライン空間の活用により、街の

あちこちにコミュニティも生まれていった。自家用

車の交通が減った車道は歩行者天国に変わり、近隣

住民がのびのびと散歩や運動を楽しむ空間になって

いる。昼夜を問わず小型の自動配送カートが走り回

り、見回っているため、女性や子供も安心して外出

できる。電動車椅子や小型モビリティを使えば、交

通事故を恐れず安全に足を伸ばすこともできる。身

体の不自由な人向けに、遠隔操作式の分身ロボット

まで用意されている。

流動しつづける都市
　車依存が減るにつれて、住民の歩行量は増加。高

齢化が進むなかでも、健康に街を歩き回れる高齢者

は増えている。移動診療所が街を回ることで、病気

の早期発見や予防が進み、医療費の増大にも歯止め

がかかった。

　この街づくりの起点となったのは、地元大学と事

業者が連携して立ち上げたリサーチプロジェクト

だ。このプロジェクトは自動車に依存した街の問題

を早期に洗い出し、街のさまざまなサービスが移動

体となって流動する都市像を構想したのだった。こ

のような成功事例はいまやこの街を超えて広がり、

気候変動による水害に悩む沿岸地域では船を使った

水上都市として実現しはじめている。

[2]モノではなくサービスが移動する
社会の自律分散化が進んでいくことは、これまで土地や建物に固定されて

いたサービスも分散していくことを意味します。オフィスや住宅、飲食店、

公共施設といった空間は街の中に広がっていけば、人々がわざわざ出かけ

ずともサービスが人々の元へ移動してくれるようになるでしょう。既存の

建物はさまざまなサービスのプラットフォームになっていくのです。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎草の根の都市課題発見◎
人口減少と高齢化に悩む地方都市で、地元大学と街づくり事業者が中心と

なった「都市の課題リサーチプロジェクト」が立ち上がった。その結果とし

て明らかになった課題は、多くの住民の生活が自動車に依存していること。

車優位で歩きにくい街は、健康上や治安上の問題も生む。それを解決するた

め、まずは「電動車椅子や護身用ウェアラブルデバイスのレンタルサービス」

が始まった。

[2026–2030]

◎カーフリーなライフスタイル◎
街づくり事業者は、大学とのリサーチの成果を踏まえてMaaSを組み込んだ

「カーフリー集合住宅」を展開しはじめた。その周囲を皮切りに、「リモート

運転式・自律運転式の小型配達カート」も導入。食品や商品の配達需要に対

して人手が足りない状況が解決され、地元の飲食店や商店の売上も増加した。

また、配達カートは街を見回る防犯機能も兼ねるようになった。

[2031–2035]

◎サービス移動体が街に遍在◎
車を持たない暮らしが広まるにつれ、街のさまざまなサービスが住民の近く

に出張・巡回するようになった。「フードトラック」や「移動ヘアサロン」

に加え、医療機関は「自動運転車を使った移動診療所」を開始。さまざまな

サービス移動体が集まる空き地や広場は住民の交流の場となり、自治体は出

張所を出して細かな住民ニーズを拾い上げるようになった。
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移動の価値が問われる時代へ
　2040年の世界では気候危機がますます問題視され

ており、人流や物流といった移動に関する炭素排出

を避ける動きが強まっている。また、ポストコロ

ナの趨勢は、人とモノの移動を抑えつつ情報の移

動に価値を見出した。くわえて、グローバル・サウ

スの低賃金労働のうえに築かれた搾取的なサプライ

チェーンへの批判と改善の声も高まるなど、さまざ

まな観点から移動の価値が見直されていた。

「物質転送」で移動が消える
　そんななか、とある都市は 20年がかりの施策の

連鎖を通じて、「移動の削減」と「物質転送」を軸

とした街づくりを成功させていた。

　移動の削減を担う生産拠点として、デジタル・ファ

ブリケーション機材を擁する公共施設が住民の支持

を得ている。ここで造られるものの一例として、土

の住宅がある。地域近郊の川床から採集された土を

建材にしており、輸送や物流に伴う炭素排出を大き

く削減できる。

　物質転送を担うのも、ファブ施設の存在だ。図面

データの送受信に応じた現地素材の加工で生産が行

われるため、モノの移動に代えてモノの転送が実現

された。例えば、空気膨張式でカバンに入るサイズ

に圧縮可能な電動スクーターが、デジタル・ファブ

リケーションによって制作される。このようなパー

ソナルモビリティが個人のもとへ転送されてくるこ

とで、人々はラストワンマイルを自由に移動できる。

これと軌を一にして、物質転送が物流の退潮を招い

た結果、街から自動車がなくなる景観を導いた。カー

フリーの住宅や職住近接によって、この街では炭素

排出が大幅に削減されている。他方で、転送できな

い食料品などはドローンが運搬する。

人が動かないファブシティの完成
　もともと、この街は ICTを用いた人流の最適化に

地道に取り組んできた。移動店舗にとってのバス停

や民間の乗り合いバスのマッチング、移動手段に応

じたマイル付与のプラットフォームなどだ。これら

の取り組みが集積したことで、移動を根本から削減

するファブシティの構想に舵を切ることができた。

そして、モノが生産・流通されたのちゴミが排出さ

れる20世紀型のライフスタイルから脱却を遂げた。

 [3]情報の移動で都市がつながる
AIや IoTなどを通じたデータの活用は、人々の移動のあり方を変えていき

ます。単に用事を済ますだけの移動はむしろデータのやり取りによって解

決するようになり、人々は移動を「手段」ではなく一種の「目的」として

楽しめるようになるでしょう。いずれは道路がなくなるなど都市のインフ

ラそのものも変わっていくかもしれません。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎最適化が移動を減らす◎
ICTによって移動に関する無駄を減らし、最適化を行う動き。ひとつの乗用

車や移動体のなかになるべく多くモノと人を集めるプラットフォームならび

にインセンティブ設計や、スマートでグリーンな経路検索が流行。電子廃棄

物の移動がもたらす不公正な現状に関するプロジェクトが啓蒙的な役割を

担った。

[2026–2030]

◎人の移動はデータの送受信へ◎
最適化のみならず、大規模輸送そのものを減らす方向で ICTの利用へ。個人

のスケールではノート PCサイズのキックボード、地域スケールでは自走式

の配達カートやドローン着陸の駅などが実装。テレプレゼンスで接客するロ

ボットカフェが一世を風靡したことも後押しして、人の移動は徐々にデータ

の送受信に取って代わる。

[2031–2035]

◎多様な都市構造の採用◎
移動削減の流れに不動産事業者も参加し、カーフリーな都市景観の実現へ。

自動車に不便な都市構造をあえて採用し、かつての公道といった公共空間が

ゴーストキッチンへリデザインされるなどの事例も。街中の移動体はスクー

ターとドローンが主なものとなり、それらが物質転送しきれない食料品など

の運搬を担う。
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2040年の
とある日常

　青木歩は、X市に住む小学4年生だ。

　歩は幼い頃から、自動車というものにあまり馴染

みがない。住宅街と学区内の移動は、徒歩や自転車、

または畳んでカバンにしまえる小型電動モビリティ

で事足りる。荷物は自動電動カートやドローンが運

んでくるし、単純な製品は 3Dプリンタなどですぐ

に出力できる。どうしても車が必要なときには、住

宅街の外れに 24時間いつでも使えるシェアカーが

停まっている。歩は、ほぼ完全なカー・フリー・エ

リアで生まれ育ったのだ。

　夏休みが始まって間もなく、歩は困り顔の父親に

呼び止められた。

「おじいちゃんが、早く歩に会いたいって言って聞

かないらしいんだ」

　おじいちゃんというのは歩の母の父のことで、商

業や観光の中核である Y市を挟んだ向こう、Z町に

住んでいる。

「僕は土曜までは仕事があって、歩を送っていけな

い。だけどおじいちゃんが納得しなくてね、歩なら

一人で来られるだろうって言うんだ」

「自転車で行くってこと？」

「まさか」と父は驚いた顔をした。「道路は危ない

んだぞ。グルグルで調べて、公共交通機関を乗り継

いで行くんだ。僕は、まだ歩には早いと思うんだけ

どなあ」

　グルグルも公共交通機関も、歩には耳馴染みのな

い言葉だったが、その響きには冒険の匂いがあった。

歩は渋る父を押し切って、明日行くよ、と祖父に電

話したのだった。

　グルグルというのはMaaSアプリの一種だった。

電車やバスだけでなく、乗合タクシーや小型モビリ

ティ、シェアサイクルまで含めて最適な移動手段を

調べ、簡単に予約できる。歩が祖父の住所を入力す

ると、数秒でルートと乗り継ぎの案内が表示された。

　翌日の昼下がり、歩はリュックサックを背負って

父に挨拶すると、家を飛び出した。アプリの指示通

りに自転車をしばらく漕ぐと、学区の外れに目的の

停留所があった。気が急いたからか、少し早めに着

いてしまった。

　手持ち無沙汰になった歩は、グルグルを立ち上げ

てメニューを開いてみた。その中に気になる項目が

ある。「検索条件：寄り道」。試しに押してみると、

不思議な文言が目に飛び込んできた。

　――宇宙に寄り道？　ロケット打ち上げを見に行

こう！

　宇宙というのは、歩にとっては理科の教科書の中

の言葉だった。なんとなく惹きつけられてその言葉

に触れると、「ルート条件を変更しました」と表示さ

れた。何かまずいことをしてしまったか、と一瞬焦っ

たが、電動マイクロバスがやってくる音に心配はか

き消された。地図上のゴールは変わらず祖父の家を

指していた。だから大丈夫だろう、と歩は思ったのだ。

　バスから電車に乗り換え、一駅で降りて Y市の駅

前広場へ。

　次に何に乗るんだったかとアプリを見ると、そこ

には「人力車」と表示されていた。

「お、君が青木歩くんかな？」

　声に顔を上げると、そこには半袖の Tシャツを来

た若い男の人が立っていた。黒い幌のついた大きな

車椅子のようなものを引いている。どうやらこれが

人力車なのだった。

「ええと、ルートは……なるほどね、ロケットか」

　歩を座席に乗せると、青年は手元を軽く確認して

走り出した。日よけの下に涼しい風が吹き込んでき

て、歩は夏休みらしい開放的な気分になった。

「君、宇宙に興味あるの？」と青年が訊く。

「ううん。おじいちゃんちに行くだけ」

「見ればきっと興味出てくるさ。午後の打ち上げは

もうすぐだ」

　人力車は街を抜けて、海の見える広い道路に出

た。家の周りでは見かけないさまざまな種類の自動

車が、彼らを追い抜いていく。そして海岸の向こう、

半島のように突き出した場所が、きらきらと光って

いた。

　それがロケットだった。ごうごうと音がしたかと

思うと、銀色に輝く鉛筆が、尻から火を噴き出しな

がら垂直に飛び上がった。そして見る間に雲を突き

抜けて、歩には見えない遙か高みへと消えていった。

「あとはこれに乗れば、おじいちゃんの家だよ」

　人力車の青年は歩の頭を撫でると、一台の大振り

な自動車に乗せてくれた。

　中には白衣を来た男女が乗っていて、歩を見ると

微笑んだ。

「あら、君が歩くんね」と女の人が言った。

「どうして知ってるの？」

「君のおじいちゃんと友達だから」

　車は Z町の古い住宅街に入った。X市や Z市と比べ

ると人けは少ないが、町のあちこちの空き地や広場

にお年寄りが集まっているのが見える。どの場所に

も大きめの車が停まっていて、それが喫茶店や床屋

の代わりになっているようだった。

　歩の乗った車は、町の一角の駐車場に滑り込んだ。

どこか見慣れた場所だ。祖父の家はすぐ近くだった。

　女性は車のドアを開くと、駐車場の隅でベンチに

座る人に声をかけた。

「青木さん、お孫さん来ましたよ！」

　すると祖父は立ち上がって、にっこりと笑いなが

らこちらに手を振った。

　歩を運んできた車は、移動診療所だったのだ。祖

父の定期検診が終わると、歩は手を繋いで一緒に夕

方の町を歩いた。

「歩、この夏はどこに出かけたい？」

　祖父の質問に、歩は咄嗟に答えた。

「宇宙！」
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人にとって、テクノロジーはもっとナチュラルなものに

なっていくでしょう。それは意識せずともテクノロジー

の恩恵を受けられることでもあり、どんな環境でも等しく

サービスを享受できる環境を生み出すことでもあります。

N
    A
 T
  U
R
 A
   L

一
人ひと

り
に

豊
か
な

体
験
を

ナ チ ュ ラ ル

価 値 を ド ラ イ ブ す る 3 つ の 変 革

 [1]技術と人がシームレスにつながる

 [2]持続的なウェルビーイングの支援

 [3]多様な生を取り込むインクルージョン

これからの都市で暮らす人々は、無意識に先端的な技術の恩恵を享受

できるようになります。大仰なデバイスを使わずとも多くの情報にア

クセスできますし、高齢者や障害をもつ人々とのデジタルデバイドも

発生しません。仮想空間の活用も広がりゆくなかで、現実空間とサイ

バー空間も自由に行き来しながら暮らせる日が近いかもしれません。

人々がナチュラルに暮らせるようになることは、持続的なウェルビーイ

ングを実現しながら生きていけることです。ただ心身の不調を予防する

のではなく、地域や社会とのつながりを育みながら生きていくことは

人々の人生観を変えていきます。自分のことだけではなく次世代を考え

ながらよりよく生きていける環境へと都市は変わっていくのです。

これからの都市空間は、もっとインクルーシブなものになるでしょう。

どんな人でも等しくサービスを享受できる環境をつくることは、都市を

“ナチュラル”な空間に変えていくことです。ときには人間だけではな

く動植物も含めた多様な存在を包摂する空間をつくっていくことで、人

間にとっても住みよい都市が生まれるかもしれません。
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仮想空間とのナチュラルな融合
　2040年の世界では仮想空間が発達し、その中でさ

まざまな取引や知的生産が行われるようになった。

それは現実の都市を代替するというより、現実のコ

ミュニティやコミュニケーションを補助する役目を

担っている。街づくりや地方自治においても、仮想

空間上で多様な意見を拾い上げて議論する試みが盛

り上がっている。つまり、街づくりを成功させるた

めには老若男女が仮想空間にアクセスできる環境を

整えることが重要になってきた。

仮想空間を使ったリモート化の加速
　そんななか、とある都市は 20年がかりの施策の

連鎖を通じて、老若男女を問わず誰もが現実と仮想

空間を横断して街づくりに参加できる環境を実現し

た。

　この街では、現実の商店と仮想空間上のショップ

がデータを共有して販促改善に繋げたり、現実の病

院ではカバーできない地域や患者をオンライン診療

所でカバーしたり、現実のオフィスとオンラインオ

フィスが連動して業務を行ったりと、両者を生かし

たさまざまな組み合わせが試みられている。最新機

器を使って全身で仮想空間に没入する人もいれば、

スマホやノート PCの画面を通じて簡易アバターで

活動する人もいる。

現実との境界線がなくなる
　特に、地方自治や街づくりにおいては、年齢や経

済状況によらず多くの市民が仮想空間上での議論に

参加する。従来のウェブ会議に比べて直感的に参加

でき、さまざまな資料を囲んだ話し合いが可能な上、

場所や移動のコストがかからない。地図や模型が必

要になるワークショップでは、こうした性質は大き

な優位性になる。

　自治体や街づくり事業者は、早くから仮想空間活

用の意義に気づき、市民の誰もが自然な形でアクセ

スできる環境を整備してきた。10代や高齢者が集ま

る別々のSNSに目をつけ、そうしたコミュニティを

巻き込んだ街づくりを構想。特別な機器がなくても

仮想空間に触れられるサービスを広め、インフラ整

備や教育プログラムでデジタルディバイドの解消に

努めてきた。いまやこの街の市民も事業者も障害を

感じることなく仮想空間にアクセスし、現実の空間

と同じように使いこなしている。

[1]技術と人がシームレスにつながる
これからの都市で暮らす人々は、無意識に先端的な技術の恩恵を享受でき

るようになります。大仰なデバイスを使わずとも多くの情報にアクセスで

きますし、高齢者や障害をもつ人々とのデジタルデバイドも発生しません。

仮想空間の活用も広がりゆくなかで、現実空間とサイバー空間も自由に行

き来しながら暮らせる日が近いかもしれません。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎SNSと連動した街づくり◎
青年～壮年層を中心とした従来の SNSだけでなく、「10代向けに特化した

SNS」や「高齢者に特化したSNS」が発達。それぞれが年代ごとに特有の楽

しみや悩み、問題意識を共有するウェブ上のコミュニティを形成した。街

づくり事業者もこれに目をつけ、「年齢別の声をすくい上げた地域計画や

事業開発」に取り組みはじめた。学校や病院を軸として、SNSと連動した

街づくりが始まった。

[2026–2030]

◎公的機関のリモート活用◎
仮想空間に触れるための「メガネ型デバイス」や「直感的に操作できるコ

ントローラー」、「AR投影デバイス」といった最新機器が登場した。しか

しこうした機器を持つ人は少数派。特別な機器のない多数の人々向けに、

「テレビや低スペックPCを通して仮想空間にアクセスできるサービス」も

広まった。企業や学校でのメタバース活用も本格化した。

[2031–2035]

◎包摂的な仮想空間の誕生◎
仮想空間上のコミュニティは市民の声を反映した地方自治や街づくりを加

速したが、年齢や経済状況によって活動に参加しにくい世帯も存在した。

それを解決するため、自治体や企業は「無償でのネットインフラ整備」や「老

若男女が参加できる起業・市民活動支援プログラム」を整備。簡単にアバ

ターを作成・運用できる仕組みも確立し、誰もが仮想空間に触れられる環

境が整ってきた。
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ウェルビーイングからウェルダイイング
　2040年の世界では、先進国の諸都市で高齢化を背

景とする多死社会が到来していた。とりわけ日本は

年間約 160万人もの死者を有する。ここでの主な問

題は、未来の子どもたちにとって、死にゆく世代が

良き子孫としてバトンを渡せるかどうかだ。ウェル

ビーイングの追究に留まらず、いわばウェルダイイ

ングな逝き方が求められる世界になっていた。

オープンな介護が死を豊かにする
　そんななか、とある都市は 20年がかりの施策の

連鎖を通じて、「ウェルダイイング」と「オープン

な医療・介護」を軸としたまちづくりを成功させて

いた。

　将来世代の負担を増やすまいとする年長者は数多

く、この街の ICTはその支援に事欠かない。身体に

身につけるアシストスーツは、生涯現役を掲げる老

年労働者にとって「ピンピンコロリ」の自己決定を

下支えする。病床に伏したとて、ベッドに装着さ

れた排泄ケアシステムや個別の排泄ルーティンの

データが介助者の負担を減らす。多様な被介助者の

ニーズに合わせて介助者をマッチングするプラット

フォームにより、ネグレクトは減少した。このプラッ

トフォーム上では、患者と医師を繋ぐオンライン診

療にも、孤独を防ぐSNSにも、データの授受や相互

運用が可能になっている。死後においては、遺族に

役立つサービスとしても機能する。行政府や金融機

関、病院、葬儀場などと連携し、事務的な手続きを

円滑化できるものだ。

先人の死が都市を支えていく
　葬儀関連の満足度の高いサービスとして、21世

紀に発明された新たな葬送が注目を浴びている。土

壌葬と呼ばれるクリーンなそれは、従来の土葬の一

環で用いられる化学薬品で地下水を汚すこともな

く、火葬の燃焼に伴う温室効果ガスも生じない。都

市景観に組み込まれた公園タイプの墓地は、この街

にとってモニュメンタルな場所である。夜にライト

アップされる公園の灯火は、葬られた遺体がバクテ

リアによって有機的に分解される過程で生じるバイ

オガスに由来する。有機分解で墓地を削減する都市

計画は、墓地不足にあえぐ多死社会の日本の都市部

で支持を得た。夜毎に死者を弔う夜景が情緒的な価

値を帯びる。

　上の世代の看取り方や送り方をよく心得たこの街

の人々は、自分たち自身の番になっても、下の世代

に好ましい逝き方を選ぶことができる。

[2]持続的なウェルビーイングの支援
人々がナチュラルに暮らせるようになることは、持続的なウェルビーイン

グを実現しながら生きていけることです。ただ心身の不調を予防するので

はなく、地域や社会とのつながりを育みながらいきていくことは人々の人

生観を変えていきます。自分のことだけではなく次世代を考えながらより

よく生きていける環境へと都市は変わっていくのです。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎ ICTによる年長者のエンパワー◎
生涯現役でいられるための基盤整備をしたり、孤独と向き合うサービスを

拡充したりといった、年長者のエンパワーに向けた ICTの活用へ。肉体の

面ではアシストスーツ、精神面ではデジタルデバイドの乗り越えによる子・

孫および同世代間の交流促進、住居面では被介助者にも介助者にも優しい

家具が提供されていく。

[2026–2030]

◎領域横断的な公共サービス◎
行政府や病院などの諸機関を跨ぐインターオペラビリティが可能にした、

オープンな介護や予防医療のプラットフォーム整備。被介助者と介護士間

でのパーソナライズ前提の人材マッチング、患者と医師と医薬品提供者間

でのオンライン診療サービス、故人と遺族と葬儀屋と行政府間での事務処

理の授受が進む。

[2031–2035]

◎次世代に生をつなぐ街へ◎
個人の領域であったりデジタル・プラットフォームの領域であったりした

変化が、実空間の都市景観にまで染み出していく。認知機能に優しい居住

空間が建ち並ぶ。墓地不足の解消という都市計画上の問題解決が情緒的な

価値を帯び始め、省スペースかつエコな葬送が流行。死を受け容れる準備

を積極的に行う街が完成する。
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社会課題解決と事業化の困難
　2040年の世界では、社会の中核を担うようになっ

た Z世代がさまざまな領域でクリエイティビティを

発揮し、社会起業家として活躍する。気候危機や社

会的不公正など、SDGsに枠づけられたように、課題

は数多い。取り組みを促す啓発や人材育成、チーム

ビルディングなどはウェブ上で自律的に行われるも

のの、投融資ほか経済基盤が伴わず事業頓挫の例が

多かった。

生態系を守るための新たな制度づくり
　そんななか、とある都市は 20年がかりの施策の

連鎖を通じて、「企業の認証・評価制度」と「寄付」

を軸としたまちづくりを成功させていた。この地

方都市の住民は、企業と個人を繋ぐ寄付プラット

フォームに親しみがあり、地元の社会的な問題解決

に支援を惜しまない。かねてより少額寄付アプリや

小規模農家に向けたマイクロインシュアランスを盛

り上げる動きがあり、これが奏功した。ESG投資や

ダイベストメントにくわえて、Z世代に特有の「消

費によるアクティビズム」の時流に乗ったかたちで、

日本型のイノベーション拠点が生まれた。

　ここで創業され有力な寄付先として認定を受けた

環境系スタートアップのうち、水産養殖向けの海洋

データサービスがある。給餌の最適化が主な事業だ

が、この街の評価制度にしたがえば、寄付者はつぎ

のようなところをチェックする。例えば、プラスチッ

ク製のブイや魚網を使わず代替的な手法が採られて

いる点で評価。漁具に由来する海中のプラスチック

汚染は深刻であり、ヒトを含めた生態系を汚してし

まう。

動植物との共生が景観と経済を変える
　海洋生物に限らず、多種共生の観点で評価される

起業の例を見てみたい。ミツバチの巣に IoT技術を

導入し、蜂の受粉管理をするというものだ。ダニの

蔓延を防いだり、作物の収穫量を高めたりできる。

多種共生に配慮すると、結果としてヒトの持続可能

性にも影響を及ぼすのだ。

　これら優良寄付先を認証・評価する制度は、もと

は街なかの建築設計を評価するものから始まった。

それぞれの住空間が炭素排出その他のグリーンな指

標に沿っているか、人間の健康や多様性に配慮され

ているかといった点から認証・評価を受け、街の景

観が優しいものへ変わっていった。いまやこの街は、

多様な人々にも生物他種にも社会起業家が奉仕する

緑のクリエイティブ・シティとなった。

[3]多様な生を取り込むインクルージョン
これからの都市空間は、もっとインクルーシブなものになるでしょう。ど

んな人でも等しくサービスを享受できる環境をつくることは、都市を“ナ

チュラル”な空間に変えていくことです。ときには人間だけではなく動植

物も含めた多様な存在を包摂する空間をつくっていくことで、人間にとっ

ても住みよい都市が生まれるかもしれません。

2040年はどんな都市になる？

[2021–2025]

◎次々と生まれる新たな認証制度◎
認証・評価と寄付プラットフォームの整備へ。仕組みの基となったの

は、住環境を評価するWELL認証、LEED認証。追い風となったいくつ

かのムーブメントとして、Bコーポレーション、ESG投資、ダイベス

トメント、消費によるアクティビズムなどがある。

[2026–2030]

◎都市計画に「社会的正義」を◎
起業家育成の人づくり。起業支援と次世代型の STEM教育や世代間の

デジタルデバイド解消に街ぐるみで注力をする。また、ダイバーシティ

とソーシャル・ジャスティスを都市計画に組み込む動きも。

[2031–2035]

◎多様な種との共生◎
イノベーション拠点として街の評判が高まり、グッドプラクティスと

起業家コミュニティの集積へ。企業活動では、ダイバーシティ配慮の

対象が拡大するかたちで、マルチスピーシーズ人類学や多種共生の機

運が高まる。
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S L I C E  O F  L I F E

2040年の
とある日常

　鷺沼リョウは、地方の漁村を拠点とする IT企業に

勤めている。リョウは都市部から地方へ出てきた I

ターン者のエンジニアだ。水産養殖のDX推進に励

む22歳、入社1年目のフレッシュマンは、ちょっと

したミスで先輩から怒られながら仕事を学ぶ。

「また餌やりルーティンに誤差出てる！」

「あ、すみませ……ごほっ」。喘息の小発作。吸入

器を手に取る。

　眼を休めてディスプレイから視線を移すと、晴天

の海辺が目の前に開ける。養殖場だが、ブイの類い

は見られない。マイクロプラスチックの流出を抑え

たり、海鳥が海洋ゴミを誤飲するのを避ける取り組

みの一環だ。プラスチックを飲み込んだ経験はリョ

ウにないが、呼吸器の異物感は子供の頃から馴染み

があるので、誤飲するクロサギに同情してしまう。

リョウの会社は、生物他種に配慮しながら海洋事業

を行っている点で街から評価・認証を受けている。

「あんたまた怒られてたねえ」。休憩室でコーヒー

を手渡される。現場担当の年長社員で、筋組織をア

シストする外骨格が目立つ。おばあちゃん子だった

リョウは、年配の女性と馬が合う。「田舎に移住して、

新しい職場で、たいへんねえ」

「医師だった祖母の薦めもあったんです」

　水や空気のきれいな農村へ就職してはどうかと

“主治医として”意見したのは、亡き祖母だった。リョ

ウは、彼女の最期を思い出していた──。

　ご冥福をお祈りします、と人工音声は言った。い

わく、祖母が亡くなった。

　ウェルダイイング・プランナー。そう自己紹介し

たAIアシスタントから、リョウは両親とともに説明

を受けていた。ウェルダイイングというのは、ウェ

ルビーイングの延長上で「良い逝き方」を求める考

え方であり、その手助けをするのがプランナーだと

いう。

　年間 150万人超が死亡する 2040年の日本では、葬

儀・葬祭や死後の事務処理は高度に進化していた。

プランナーの指示のもと、死亡届や銀行口座の凍結

と解除、不動産の名義変更など、さまざまな手続き

がオンラインで処理できた。デジタル行政府が各所

と連携しているのだ。

「リョウくんもおばあちゃんにはよく診てもらった

ねえ」。病気がちだったリョウは、つねに祖母の心

配のタネだった。成人式の晴れ舞台を見て、よくぞ

ここまで成長してくれたと涙した祖母の泣き笑いを

憶えている。

　遺品整理のため実家の鷺沼家で顔を合わせた母

は、息子とともに故人を偲んでいた。使い込まれた

VR器具を二人は見つめた。祖母はリモート・ワー

ルドに診療所を設ける開業医だった。小児科を専門

とし、20-30代の若い親世代を中心に予約が絶えな

かった。

「オンライン診療のいいところは」と、医師モード

の祖母は、かつて得意げに主張した。「身体がしん

どい患者さんらのエネルギーも、移動の炭素排出も

なくせるところね。つまるところ、無駄がない」

「米寿まで頑張るつもりだ、ともおっしゃっていま

したね」。看護師は親しみを込めてあだ名で呼ぶ。

「“シラサギ先生”の口癖でした」

　実際は御年 80で没したものの、死の前日まで診

察をしていた。それほど続けられたのは、リモート・

ワールドならではだろう。それは、老若男女に最先

端のリモート・ワールドを行き渡らせた街づくりの

成果でもある。

「ご遺書によりますと」。プランナーは言った。「鷺

沼さまは、自身のご遺体に関してエコ葬を希望し、

ご葬儀も不要とのことです」

　事実、“立つ鳥跡を濁さず”が座右の銘だった。

あくまで無駄を嫌う人だった。たしかに、葬儀の類

いは、祖母にとっては無駄と映るかもしれない。け

れども、祖母に別れを言いたい人は多いはず。リョ

ウはそう考えた。

「考えがあるんです。ひとつ提案をしてもいいです

か」

　医療器具が並ぶリモート・ワールドのなかに、色

とりどりの花々が献じられている。リョウは知った

──三次元画像のボクセル製であっても、花は美し

さを損ねない。空間を満たす音響は、水鳥の鳴き声

のフィールド・レコーディング。また、それをサン

プリングした楽曲が晴れやかに響く一幕もあった。

池と同化した診察台から飛び立つ白鷺は白衣を纏

い、長い首もとに聴診器が見える。ボクセル・スケッ

チブックには、「シラサギ先生ありがとう」と覚え

たての書き文字が綴る。

　リョウの提案。それは、祖母と関わりのあった人々

とヴァーチャル上で行う別れの会だった。会場はも

ちろん、鷺沼診療所。世話になったという患者や子

どもたち、看護師や同業者など多数が訪れた。

　若い世代による弔意の表明は活気に溢れ、職場で

は若者扱いされるリョウすら驚いた。幼少期からリ

モート・ワールドとボクセル造形に親しんだ子らは、

故人との思い出を創意豊かに表現した。作品たちは

遺族へNFTとして提供されたが、リョウはこの日の

空間をそっくり保存しておくことにした。

　最後の仕上げとばかりに遺体のエコ葬に立ち会っ

たリョウは、祖母の遺志の徹底ぶりに感心した。土

葬に伴う化学物質が土中の虫や微生物に負担をかけ

ることも、火葬で大気を汚すことも避けた結果、エ

コ葬が選ばれたということだった。エコ葬にあって、

遺体は嫌気性の微生物によって分解され、有機資源

へ変わる。

　──リョウは職場の海辺で鷺を見つけるたび、白

衣の白鷺が重なって見える。次世代にも生物他種に

も“跡を濁す”ことなく逝った祖母の死生観は、自

分のなかにも息づいている。
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 「FUTURE CITY FORECAST 2021」は、2021年現在から2040年の未来の可能性を構想するもの

です。グリーン・モビリティ・ナチュラルという3つの領域を通じて提示している9

つの未来像のなかには、現実離れしているように思えるものもあるかもしれませんが、

2040年までの 20年で社会は大きく変わってしまうかもしれません。今回わたしたち

が構想した9つの変革はまったくの無からつくられたものではなく、2021年時点です

でに存在している先端的な事例や2021年時点でのさまざまな未来予測をベースとしな

がらつくられました。本章では3つの領域を振り返りながら、2040年につながる変化

の兆しを整理していきます。

 　まずグリーンについて考えるうえでは、現時点でもすでに環境にまつわるさまざ

まな未来予測が行われています。世界人口の半分が水不足に苦しむ、巨大地震や新型

感染症が発生するなど、なかには悲劇的なものも少なくありません。他方で、こうし

た予測に対応するために世界各国でさまざまな動きが進んでいることも事実です。地

域のエネルギー自給率を100%まで高める取り組みや人工光合成技術、都市農業のた

めのシステム開発など、より持続可能な社会をつくるための動きは今後さらに強まっ

ていくでしょう。こうした変化を踏まえると、個々人が時間をかけながらこれまでの

ライフスタイルを見直していく可能性や、ひとつの組織や建物だけではなく地域全体

がつながりながら環境問題へと対応していく必要性、新たな社会インフラをつくって

いく重要性が浮き彫りになっていくはずです。それこそが新たなエネルギー循環の仕

組みであり、地域の生態系とつながる街づくりであり、あらゆるロスを削減していく

都市レベルの連携だと言えるでしょう。

 　モビリティについても、すでにさまざまな動きが世界中で進んでいます。自律走

行車の実用化によって移動時間を自由に活用できるようになることが予測されている

ほか、空飛ぶ自動車の登場やラストワンマイル向けモビリティ、高齢者向け小型モビ

リティなど、これまでとは異なる移動手段が増えていくことはもはや自明と言えるで

しょう。新たなモビリティが増えていけば、インフラの再編も求められます。EVの普

及に伴う充電ステーションの拡充やシェアリングモビリティのための拠点を整備して

いく必要がありますし、他方でこれまで使われていたインフラの保守にかかるコスト

も決して無視できないレベルになっていくはずです。並行して事業用のモビリティや

公共交通機関を EVへと切り替えるような動きも各国で進んでおり、環境とのつなが

りから進んでいく変化も少なくありません。これらの兆しから2040年の未来を考えて

2040年の
都市に
向かって

いくことで、より多様なモビリティが普及している世界や、自動車が走る道路をネッ

トワークとしてつくられてきた従来の都市とは異なる都市のあり方が構想されていく

のです。

 　また、ナチュラルの領域においては、仮想空間の広がりやウェルビーイングを重

視する動きの高まりが大きな変化と言えるでしょう。この数年でメタバースという言

葉はすっかり市民権を得ましたし、VR/ARコンテンツの増加やアバターの活用、ビジ

ネスやエンタメのリモート化を通じて、ますます仮想空間は人々にとって身近なもの

となろうとしています。しかし、だからといって人々の活動がすべて仮想空間へ移行

してしまうことはないし、現実空間の魅力がなくなっていくわけでもありません。行

政機能のオンライン化や遠隔医療の普及を念頭に置けば、仮想空間とはむしろこれま

での都市空間から疎外されてしまいがちだった人々を包摂するために活用できるツー

ルだと捉えられうるはずです。より包摂的な都市空間をつくることは、もちろんウェ

ルビーイングの実現にもつながっていきます。健康医療分野はさらに市場が拡大して

いくことが予測されており、医療や福祉はわたしたちの社会にとってより重要な領域

になっていくでしょう。2021年時点ではウェルビーイングに貢献する産業はまだ周縁

的なものかもしれませんが、20年後にはむしろウェルビーイング産業こそが社会の中

心となる可能性もあります。とりわけ日本のように少子高齢化が進んでいくことが予

測されている社会においては、単に長生きすることだけでなく、よりよく生き、より

よく次世代へと自身の生をつなげるような考え方が模索されていくはずです。今回ナ

チュラルの領域で構想した3つの変革も、こうした現在の潮流の先に位置づけられる

ものだとわたしたちは考えています。

　2040年の社会像を構想するという営みは遠い未来を考えることのように思えます

が、2021年現在の社会にはすでに多くの兆しが見られることも事実です。「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（The future is already here, it's just not 

evenly distributed yet）」。かつてSF作家のウィリアム・ギブスンはそう語りましたが、街

づくりを考えるうえでも同じことが言えるのかもしれません。わたしたち一人ひとり

が、2021年の社会からさまざまな未来の可能性をすくいあげ、2040年の社会を考える

ために。誰もが自分の暮らす「わがまち」の「みらい」を主体的に想像できる社会を

つくるために。「FUTURE CITY FORECAST 2021」は、さまざまな未来の可能性を提示したい

と考えています。
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Q1_ NTTアーバンソリューションズグルー
プらしい街づくりとは？

 

都心のまちだけではなく、郊外、地方、でNTTの関

連アセットが有効活用されつながっている世界に貢

献していること。

 竹内義晴

 ［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

 

社会課題解決が世間的に注目される前から、プロ

ジェクトの社会的意義についてもまじめに取り組ん

できた会社だと思います。マジョリティだけではな

く、一人ひとりの声を見逃さない、取りこぼさない

という精神が根底にあると思います。

 蕪木美穂

 ［NTT都市開発 (株 )　日比谷プロジェクト推進室］

 

誠実さ、テナント目線のビルつくり

 堤義明［NTT都市開発 (株 )　ビル事業本部］

 

「温故知新」と「ユーザー視点」。その場所 /建

物を取り巻く歴史を大切にしながら、その街で過

ごす人にとって快適な街づくりを目指しているこ

と。

 久保田雄也［NTT都市開発 (株 )　ビル事業本部］

 

「不動産開発× ICT／エネルギー＝NTTらしい街づ

くり」であり、NTTらしさとは、そこで働く人、住

まう人、集う人にフォーカスし、関与する人々すべ

てが充実感・幸せ感を感じられる、そんな街づくり

を通じて当該社会に貢献すること。

 田畑善基

 ［NTTアーバンソリューションズ (株 )　北海道支店］

 

Q2_ これまでの街づくりで印象に残ってい
る出来事は？

 

地域に根差し、ICT活用によりそれぞれの課題を解

決したユニークな街づくりの提供

 佃総一郎

 ［NTT都市開発 (株 )　グローバル事業推進部］

 

住まう人がこの家を選んでよかったと感じ、ずっと

快適に過ごせることを願い、多様な立場のメンバー

で物件一つひとつに向き合っている瞬間。

 鎌田理紗［NTT都市開発 (株 )　住宅事業本部］

 

自治体からの信用力があるため、NTT東西支店と連

携しながら自治体と会話がしやすいこと。

 中島大介
 ［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

 

商業的な街づくりだけでなく、そこに住む人が自分

の街を誇りに思えるような（シビックプライドの醸

成）街づくりとしてハードだけでなくソフトとして

のコミュニティ形成など持続的な運営を可能とする

「街づくり」を行ったこと。

 藤原功典［NTT都市開発 (株 )　住宅事業本部］

 

スタジアムを中心とした街づくり案件やスポーツク

ラブとの連携で街づくりをしたい、という熱い思い

を持った人と出会い、議論できたこと。プレイヤー

ファーストでサッカーそのものをきちんとできるこ

とはもちろん、おじいちゃんやおばあちゃんが孫と

一緒に観戦に来て楽しめるような文化が定着し、誰

もがサッカーを通じて家族のきずなや交流、健康増

進にも貢献できるような、サッカーが街の文化の一

つとして定着していくことを熱心に考え実行してい

くそんな人と出会え、我々が貢献できる、と確信で

きた時、意気投合して語り合える時、何物にも代え

がたい幸福を感じる。

 高田照史［NTTアーバンソリューションズ (株 )

 デジタルイノベーション推進部］

 

Q3_ 街づくりに取り組むうえでどんな考え
方を大切にしていますか？

 

いま取り組んでいる日比谷 PJで大切にしているの

は、「閉じられた街区を、公園のような開かれた街

区にする」ということです。日比谷PJの土地は、日

比谷公園の目の前という立地にもかかわらず、特

定の人のみが出入りする閉じられた街区になってま

す。日比谷公園へ日比谷通りを跨いで大きな橋を

架けて物理的に公園と都市をつなげながら、街区内

に公園のようなパブリックな場所をいくつも創り出

し、それらを建物の機能と連携しながらつなげてい

くことで、日比谷公園から延長した開かれた街区を

つくることをチャレンジしています。

 吉川圭司

 ［NTT都市開発 (株 )　都市建築デザイン部］

 

開発物件とターゲット層に合わせて不動産の付加価

値サービスを選択し建築実装できるようにする不動

産以外の付加価値サービスを提供すること。

 吉村有史

 ［NTT都市開発 (株 )　都市建築デザイン部］

 

街を深く理解するために，歴史・文化を学び、現地・

現物・現実から街を捉え，丁寧にひもとく

 坂巻哲［(株 )NTTアーバンソリューションズ総合研究所

 街づくりリサーチ部］

 

街には色々な人が住んでいるので、若い人の意見も

年配の人の意見も幅広く意見を大切にする。

 馬場崎忠利

 ［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

 

アーバンソリューションズとしてNTTグループや協

業パートナーと、どう連携し、価値提供できるかを

いつも念頭におき、案件に取り組んでいます。

 松田庸宏

 

 

わたしたちが考える
わたしたちと街づくり

わたしたちはただビジョンを掲げるだけでなく、さまざまな領域から街づくりに取り組

んでいます。NTTアーバンソリューションズグループらしい街づくりとは、いかなるも

のなのでしょうか。現場の声から、わたしたちらしい街づくりの形を浮き彫りにします。
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［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］



 「街づくり」が関わる領域は、ますます広がろうと

しています。住宅やオフィス、商業施設といった空

間をつくることはもちろんのこと、地域に新たな産

業やコミュニティをつくること、あるいはそこで暮

らす人々の創造性を引き出していくことも街づくり

の役割と言えるかもしれません。さらに近年メタ

バースのような仮想空間における活動が広がってい

ることや、デジタルツインのように現実空間と仮想

空間をつなぐ技術の活用が進んでいくことを考慮す

れば、もはや街づくりとは物理的な都市空間のみに

とどまらないものになっていくでしょう。加えて近

年加速しているリモート化が進んでいけば、これま

でのように中央の大都市と地方の中小都市という二

項対立も容易には成り立たなくなっていくかもしれ

ません。

　人々の暮らしが変わっていき都市空間に求められ

るものが多様化していくからこそ、わたしたちは一

人ひとりに寄り添った街づくりに取り組んでいきた

いと考えています。一人ひとりの生活者の目線から

街づくりを進めていくことは、個人を起点として豊

かな体験と価値を紡いでいくことでしょう。住居か

ら駅、駅からオフィス、オフィスから商業施設、商

業施設から駅……とひとつの旅のように連なってい

く生活者の行動に対して豊かな体験を提供すること

は、さまざまな価値を連鎖させていくことでもあり

ます。オフィスでの体験を買い物の体験へとつな

ぎ、買い物の体験を住居での体験につなげる。価値

が連鎖していく過程では、ときにそれぞれの街の文

化や歴史ともつながるような体験を生むこともある

でしょう。

　今年の「FUTURE CITY FORECAST 2021」で掲げた「グ

リーン」「モビリティ」「ナチュラル」という 3つの

領域は、こうした価値の連鎖がさらに広がっていく

場といえるでしょう。居住や仕事、娯楽や観光など

都市はさまざまなシーンから構成されていますが、

グリーンやモビリティといった領域を起点とした体

験をつくっていくことで、さらにその価値は都市全

体へと広がっていくはずだとわたしたちは考えてい

ます。

　「FUTURE CITY FORECAST 2021」とは、「わがまち」の

行く末を考えるためにつくられたものです。わがま

ちとは、わたしたちの街であり、あなたたちの街で

もあります。固有の歴史や文化をもった街を誰も「わ

がまち」と呼び、主体的に未来を考えていくために。

わたしたちはこれからも一人ひとりに寄り添いなが

ら、街で暮らすさまざまな人々とともに、街づくり

に取り組んでいきます。

価値と

体験は

連鎖してゆく
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蕪木 美穂［NTT都市開発 (株 )　日比谷プロジェクト推進室］

鎌田 理紗［NTT都市開発 (株 )　住宅事業本部］
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小室 恵一郎［NTTアーバンソリューションズ (株 )　デジタルイノベーション推進部］

坂巻 哲［(株 )NTTアーバンソリューションズ総合研究所　街づくりリサーチ部］

清水 美可子［NTTアーバンソリューションズ (株 )　デジタルイノベーション推進部］

高田 照史［NTTアーバンソリューションズ (株 )　デジタルイノベーション推進部］

田口 泰啓［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

田畑善基［NTTアーバンソリューションズ (株 )　北海道支店］

竹内 義晴［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

佃 総一郎［NTT都市開発 (株 )　グローバル事業部］

堤 義明［NTT都市開発 (株 )　ビル事業本部］

中島 大介［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

中村 健大［NTT都市開発 (株 )　ビル事業本部］

馬場崎 忠利［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

藤原 功典［NTT都市開発 (株 )　住宅事業本部］

増留 綾花［NTT都市開発 (株 )　商業事業本部］

松田 庸宏［NTTアーバンソリューションズ (株 )　街づくり推進本部］

丸山 達也［NTT都市開発 (株 )　住宅事業本部］

光石 将隆［NTT都市開発 (株 )　商業事業本部］

吉川 圭司［NTT都市開発 (株 )　都市建築デザイン部］

吉村 有史［NTT都市開発 (株 )　都市建築デザイン部］
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