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1.	スマートシティの動向
　ここ数年デジタル化、デジタル・トランスフォー
メーション、IoT などがメディアでよく取り上げ
られている。社会全体のデジタル化に向けた施策
は、日本が欧米やアジアに後れをとることなく社
会を高度化する上で非常に重要な取り組みであ
る。しかし日本におけるデジタル化の議論は主に
行政や企業を中心に行われてきた感があり、市民
がデジタル化の意味合いを深く理解しているとは
言い難い状況にあった。そこに今回の新型コロナ
ウイルス感染症拡大の危機が起こり、改めて市民
を含めた “社会全体のデジタル化” の重要性につ
いて再考させられることとなった。
　政府も本年 7 月 17 日に「骨太方針 2020」「統合
イノベーション戦略 2020」「IT 新戦略 世界最先端
デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本
計画の変更について」などを相次いで閣議決定を

している。新型コロナ感染症拡大の危機を受け、
デジタル技術とオープンデータを利活用すること
でニューノーマルに対応した安全で安心な暮らし、
豊かさを実感できるデジタル社会を実現すること
がうたわれている。
　そして、このデジタル技術を導入し、都市レベ
ルで社会システムの高度化を実現する仕組みがス
マートシティである。スマートシティ、最近はスー
パーシティとしても取り上げられており、ここ近
年のトレンドだと思うかもしれない。また、政府
が推進するプロジェクトでは「データ利活用型ス
マートシティ事業の推進」「AI やビッグデータを
活用して社会の在り方を根本から変える都市設計」
などが強調されているので、スマートシティとは
デジタルを中心とする先端技術を導入した都市と
考えられている傾向がある。
　しかしスマートシティは欧米を含めて 10 年以
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上前から展開されてきた概念であり、必ずしもデ
ジタル技術だけをソリューションとして対象とし
たものではない。例えば日本では 2010 年前後に
スマートコミュニティとしてプロジェクトが進め
られ、横浜市、豊田市、けいはんな学研都市、北
九州市でスマートグリッドにより地域のエネル
ギー効率化を実現する「エネルギーマネジメント
システムの構築」が目指されていた。
　当時、HEMS（Home Energy Management System）、 
BEMS（Building Energy Management System）、
CEMS（Community Energy Management System）
という用語を聞いた方も多いだろう。ただ残念な
ことに 2016 年ころからあまり話題に上らなく
なってしまった。その代わりメディアを賑わした
のがクラウドコンピューティング、ビッグデータ、
IoT などであった。特に IoT で新規事業を興すべ
く多くの IT 企業がこの分野に参入した。
　ところが 2018 年ころから 2019 年にかけて再び
“スマートシティ” が注目されるようになった。な
ぜ改めてスマートシティなのだろうか？　結論か
らいうと欧米では環境配慮型のスマートシティに
より、都市の発展に加え市民生活の利便性向上を
実現する具体的な成果が出始めていたからだ。そ
して、国際競争、都市間競争上の観点でもスマー
トシティが重要なテーマとして認識されている。
企業にとってはセンサーで収集した都市データを
活用し、都市資源の最適化を図るビジネスは大き
な事業機会となる。そしてここには日本の課題も
隠されている。
　スマートシティとは換言すれば、前述のように
世界的に都市化が進展する中で、先進技術を活用
し持続的な次世代型社会システムを構築すること
に他ならない。ということは本来明確なスマート
シティという市場やサービスというものは存在し
ない。あくまでもスマートシティを構築するため
に有用な技術、ソリューション、サービス、その
関連市場が存在するということになる。ところが
2010 年から大手企業にてスマートシティ事業部、
スマートシティ・ソリューションなるものが検討

された。スマートシティという巨大な市場が将来
展開されるという見込みがあったのかもしれない
が、結局関連事業を拡大することができず、多く
の企業が事業部を解体してしまった経緯がある。
そして、スマートシティは都市全体を対象とする
ため、領域横断で関係する部署も多岐にわたる。
ところが日本では縦割り組織の弊害から、プロジェ
クト全体を構想し、異なる要素の統合化により事
業に結び付けることが難しかった。そのため多く
の企業は縦割り構造の中で、事業部門を横断した
組織的対応ができなかった。
　海外では 2000 年初頭から都市スマート化の可
能性に気がつき、2010 年ころは日本と同様、エネ
ルギーマネジメント領域からスマートシティを進
展させた（図表 1）。日本と異なることは、しっか
りとエネルギー分野のスマート化に対応し、そこ
からビッグデータ、IoT の技術を応用して上位層、
例えば環境や交通、ヘルスケアなどに結び付ける
取り組みをしたことだ。特に実証実験に関する経
験やノウハウを分断させることなく蓄積していっ
た。したがって、欧米では日本が停滞した時期に
多くの実証実験が行われ、最近はそこで検証され
たソリューションが社会に実装されスマートシ
ティが見える形で発展し始めている。
　日本も新型コロナウイルス感染症危機に伴うデ
ジタル化推進、地方創生の文脈でスマートシティ
に再び注目が集まっており、補助金を活用した規
制緩和と実証実験の推進、収益に貢献するビジネ
スモデルの模索などの取り組みが始まっているが、
欧米と比べると数年から 5 年程度遅れた状況と
なっている。

2.	スマートシティの課題
　前項で触れた通り、日本も 5 月のスーパーシ
ティ法案の成立に伴い、来春に向け対象エリアの
選定が行われる予定である。一方スマートシティ
の実現を計画している自治体やスマートシティ向
けの事業創出を検討している企業をコンサルティ
ングしている立場から懸念していることは、現状
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日本ではスマートシティ、スーパーシティを成功
に導くための取り組みが不十分であるということ
だ。スマートシティに関わる事業者も横断的に課
題を共有し、解決策を模索しているが、事業を成
功に導くことができる体系をまだ見いだせていな
い。これは日本社会の構造にも関係していること
なので、解決は容易ではないが、打破しない限り
価値のあるスマートシティを日本で実現すること
は難しい。
　特に厄介なことは、スマートシティのプロジェ
クトを展開する場合、多くの利害関係者と連携協
働して進めなければならないということ、つまり
公的セクターにおける構造的問題、スマートシティ
向けのソリューションを提供する事業者の組織的
問題、そして都市の主役である市民の参画形態の
在り方を同時に解決しなければならないというこ
とだ。一つの可能性として海外で成功しているス
マートシティの事例から日本が対処するべきアプ

ローチを考察することができる。中でも小国で限
られた資源にもかかわらず巧みな知恵で対処して
いる北欧の事例は参考になるだろう。
　北欧のフィンランド、デンマークは人口がそれ
ぞれ、約 550 万人、570 万人と福岡県程度の規模
しかない。しかし社会保障制度が充実、デジタル
化で欧州トップクラス（デジタル経済と社会イン
デックス 2020：フィンランド 1 位、デンマーク 3
位、／ 2020 年国連世界電子政府ランキング：デ
ンマーク 1 位、フィンランド 4 位）となっている。
さらに重要なことは、デジタル化が進展している
だけでなく、そこで暮らす国民の幸福度も世界トッ
プクラスであることだ。（2020 年国連世界幸福度
ランキング：フィンランド 1 位、デンマーク 2
位、）もちろん両国の都市はスマートシティ・ラン
キングでも上位に位置付けられている（スマート
シティ・インデックス 2019、IMD ＆ SUTD：コ
ペンハーゲン 5 位、ヘルシンキ 8 位）。

図表 1　スマートシティの推移

2010～2015年 2016～2018年 2019～2020年

SC黎明期 SC発展期 SC成長期

エネルギー中心  
取り組みは進展
するが部分最適型

ブーム再燃
実証の進展

社会動向
■ 世界的な都市化の進展とエ
ネルギー問題（先進国の都
市化率70～80％（2010年））

技術動向
■ スマートグリッド
■ ITS
■ eヘルス 

課題
PoCと社会実装
市民参加を模索
ビジネスモデル未完  

キーテーマ
低炭素
循環経済
市民中心

欧州

国内 

■ センサーと解析技術
■ 人工知能
■ 自動化技術

■ オープンデータ
■ クラウドコンピューティング
■ IoT

■ IoTなどのプラットフォームを
活用した実証によるSCモデ
ルの高度化

■ SC実証に基づいた社会実装
の進展、データ利活用型シス
テムのさらなる実証 

■ BREXIT、難民問題、トランプ大統
領の誕生に伴い都市管理の重要
性に沿う形でSCも進展

■ 社会課題解決と都市の持続的成
長にSCが有効なアプローチであ
ると認知され、市場規模も2023年
で1,895億ドルと予測（注2）

■ スマートグリッドの実証と導
入によるITシステムの都市
機能への組み込み

■ 藤沢SST、柏の葉SCなどが進展、
会津若松、高松などのデータ利
活用型SCの実証が進展

■ 国土交通省SC公募、総務省
データ利活用SC、内閣府スー
パーシティ、Society5.0

■ スマートコミュニティの展
開（横浜市、豊田市、けい
はんな学研都市、北九州市）

エネルギーを軸に
多用なテーマ 

社会実装と収穫  

 

多様な実証  
数年のギャップ

（注1）

Ｓ
Ｃ
の
取
り
組
み

（注1）SC =スマートシティ
（注2）出所：IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide

出所：筆者作成
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　北欧のスマートシティにおける成功要因から学
べることは、①ビジョンの策定、②社会インフラ
とデータ連携の体系（含む収益化）、③市民の能動
的な参画である（図表 2）。
　①のビジョンの策定は、欧米では 20 〜 30 年先
の都市ビジョンを明確に定め、それと連携する形
でスマートシティ戦略を構築していること。例え
ばコペンハーゲンでは 2025 年に世界で初めての
カーボンニュートラル首都の実現を目標に掲げて
いる。首都であるコペンハーゲン市のこの大胆な
目標をエネルギー分野の構造改革や効率化だけで
は達成できない。そこで ICT を含めたスマートシ
ティが重要となる。日本に置き換えると、自治体
の都市総合計画、都市計画マスタープランとスマー
トシティが連携同期しているイメージだ。しかし
日本ではスマートシティの計画が市の総合計画と
密接に連携しているとは言い難い。特にスマート
シティ・ソリューションが数値目標を含めた形で、
総合計画に導入されるにはもう少し時間がかかり

そうだ。
　②の社会インフラとデータ連携の体系とは、エ
ネルギー＆環境を含む社会システムのスマート化
を進め、そのスマート化された基盤を発展させて
交通、医療などのインフラをデータ連携により高
度化していること。日本のように 10 年前のスマー
トコミュニティ実証で構築したプロジェクトと、
ここ数年盛り上がっているデータ連携基盤を別物
として分けるのではなく連続した体系として進め
ている。ここでもコペンハーゲンの事例を参照す
ると、技術の導入により都市のインフラ運用費用
が大幅に削減できるモデルが提示されている。
LED を利用したインテリジェントな街灯ソリュー
ションを導入することで市の照明コストを約 80％
削減できるとの試算がある。その運用費用の削減
分で環境や医療などのスマート化を進めるという
アプローチだ。必然的にエネルギーなど基盤イン
フラの市場規模は大きいので関わる事業会社の早
期収益化も可能となる。

図表 2　海外事例から導くスマートシティ構築の重要成功要因

明確なビジョンの策定 社会インフラ＋データ連携 市民を含めた協議会1 2 3

■ デンマークの場合：コペンハーゲン
気候プラン2025により、2025年に
カーボンニュートラルの首都を実現
することを明示

都市の進むべき方向性、
ビジョンを定め、SCはそ
れを実現する手段

データ利活用の前に、社会
インフラの高度化、エネル
ギー環境に対応した施策
→ 事業モデルの構築 

プロジェクトの初期段階か
ら市民をダイナミックに巻き
込む、対話と合意プロセス

大学
研究機関企業

市民

自治体

Dynamic 
Overlay

■ フィンランドの場合：国家人工知能基
盤であるAuroraAIを構築中。当初より
市民を参画させるプロセスを組み込む

■ デンマークの場合：アルバーツルンド
市にあるインテリジェント街灯システ
ムは、単に照明データを収集解析す
るだけでなく都市全体の照明コストを
80％削減する

照明のLED化

照明コスト減

導入費用へ転化

多様サービス展開（注1） （注2）
（注3）

（注1）コペンハーゲン市ホームページ
（注2）DOLLホームページ
（注3）Business Finlandホームページ

出所：筆者作成
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　③の市民の能動的な参画は、従来までの産官学
を中心とした進め方に市民を積極的に招く形でプ
ロジェクトを進めること。日本では安易に市民を
巻き込むと問題解決が複雑になるとの認識があ
る。しかし、アルファベット（Google の親会社）
傘下の Sidewalk Labs がトロント市におけるス
マートシティ「未来都市プロジェクト」の撤退を
発表したように、今後はデジタル技術の普及、個
人情報保護の関係から市民との対応を誤るとス
マートシティプロジェクトそのものが頓挫してし
まうリスクがある。この点スーパーシティの公募
においても住民合意を得ることが条件に定められ
ている。しかし考慮しなければならないことは、
住民におもねる形での住民合意にもリスクがある
ということだ。この点、北欧では「人間中心コン
セプト」で市民が初期フェーズからプロジェクト
に関与するが、実は、市民には「義務と責任を有
する」という前提条件が組み込まれている。市民
は受益者であると同時に、都市を発展させるため
に汗をかいて貢献しなければならないのである。
　このように異なる利害関係者をスマートシティ
という一つの体系を通じてまとめ上げるには、従

来とは異なる進め方が必要となる。これを実現す
るためスマートシティプロジェクトにおいて新し
い “社会デザイン” という考え方を体系化するべ
く現在弊社で研究を行っている。

3.			スマートシティで創造する新しい	
社会システム

　最後にこれからのスマートシティ、都市のスマー
ト化がもたらす未来社会について考察してみた
い。スマートシティは①地球温暖化やこれから頻
発する自然災害、想定外の危機に対応できるのか？ 
②永続的に人類を幸福に導くことができるシステ
ムになり得るのか？ということ。
　①の温暖化や危機対応に関して、ここでも新型
コロナウイルス感染症危機は重要な示唆を提示し
てくれる。昨年末までスマートシティを推進して
いた国と新型コロナウイルス感染症との関係を俯

ふ

瞰
かん

してみると一つの傾向が見えてくる。
　現時点（2020 年 8 月 28 日現在）で比較的うま
く危機に対処できている地域がスウェーデンを除
く北欧諸国と日本である。対人口比の感染者率、
死亡率とも低い水準となっている（図表 3）。ちな

2020年8月28日現在

感染者数 死亡者数 感染率 / 人口 死亡率

世界全体 24,299,923 827,730 0.32% 3.41%

日本 65,573 1,238 0.05% 1.89%

米国 5,765,325 178,561 1.75% 3.10%

中国 90,301 4,722 0.01% 5.23%

韓国 19,077 316 0.04% 1.66%

シンガポール 56,572 27 0.97% 0.05%

英国 330,372 41,477 0.49% 12.55%

オランダ 68,556 6,209 0.40% 9.06%

スペイン 429,507 28,996 0.92% 6.75%

UAE 68,511 378 0.70% 0.55%

フィンランド 8,019 335 0.14% 4.18%

デンマーク 16,627 624 0.29% 3.75%

ノルウェー 10,505 264 0.20% 2.51%

スウェーデン 83,898 5,820 0.84% 6.94%

図表 3　コロナ感染症状況

（注）人口統計値はWorld Population Prospects 2019を参照
出所：筆者作成
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みに、スウェーデンはご存じの通り北欧で唯一集
団免疫を確保するべく都市のロックダウンを行わ
ない政策を採ったが、結果的に高齢者を中心に多
くの犠牲を出している。
　欧米諸国でスマートシティを積極的に推進して
いた米国、英国、オランダ、スペインなどは、感
染者数、死亡率とも高い水準で推移している。感
染率の問題は専門家による分析過程であり、風土、
文化風習、人種の特性、移民を含めた人口動態な
どにより異なるため評価が難しいが、それでもこ
れら欧米の国では都市のスマート化＆デジタル化
だけでは新型コロナウイルス感染症危機に対し十
分機能しなかったことを示している。例えば環境
問題に加え病気を含む社会課題対策としてのレジ
リエンス戦略を策定していたブリストルがあるイ
ギリスなどは感染率、死亡率を含めて深刻な打撃

を受けている。
　その点フィンランド、デンマークは若い女性首
相の指導力、明確な戦略、そしてスマート化によ
るデジタルインフラを最大限活用することで適確
な危機対応を行い経済的な打撃を最小限に抑えつ
つ、コロナ感染症を制御している（図表 4）。スマー
ト化、デジタル化を危機対応に活かしているとい
うことだ。
　一方アジアでは、スマートシティに力を入れて
いた中国、韓国、シンガポールは当然ながら欧米
諸国よりも低い感染率、死亡率にある。しかし、
ここで考えなければならないことは、社会制度、
特に民主主義とスマートシティとの関係性だ。確
かに中国、韓国、シンガポールは、デジタル技術
を積極的に利用することで感染拡大を抑えてい
る。ただしそれは危機対応のためにはある程度民

図表 4　デンマークのコロナ感染症対策

＜8月28日時点＞ 
デンマーク：感染者数16,627人、死者数624人 死亡率3.75%  
日本：感染者数65,573人、死者数1,238人 死亡率1.89%（出所: WHO）

強力なリーダーシップ
＜フレデリクセン首相＞

明確な戦略
＜国民（高齢者）を守る＞

デジタルインフラ
＜威力を発揮した
CPR番号＞

出典：DRホームページ
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-holdt-ogsaa-pressemoede-boernene-se-det-her
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主主義が犠牲になっても構わないとの政治的判断
も含まれているだろう。一方北欧では、どのよう
な事態になっても高度な民主主義は守らなければ
ならないとの哲学がある。その意味でフィンラン
ドやデンマークはスマートシティのデジタル技術
を利用しながらも北欧民主主義を維持し、うまく
危機に対応できた好事例といえる。
　日本はデジタル化の遅れによる特別定額給付金
のオンライン申請における混乱、遠隔診療導入の
遅れ、紙と印鑑文化による出勤問題など改善しな
ければならないことは多くあるが、それでも国民
の高い危機対応能力で急速な感染拡大を防いでき
た。これが意味するところは、日本が北欧のよう
に戦略的にデジタル化、スマートインフラを活用
すれば、他のアジア諸国とは異なる形で感染拡大
を防ぎながら、管理型ではない日本型民主主義が
確立できる可能性があるということである。
　環境＆エネルギーとスマートシティについては、
欧州委員会は 2050 年までに EU 域内の温室効果
ガス排出をゼロにする「欧州グリーンディール」
を政策に掲げており、スマートシティにより脱炭
素を加速させることは重要なテーマとなってい
る。コペンハーゲンも 2025 年のカーボンニュー
トラルを実現するために都市のスマートシティ化
を進めていることは前述した通りだ。スマートシ
ティはすでに地球温暖化に対処する上で重要な取
り組みの一つとして位置付けられている。
　そして、②のスマートシティは人類を幸福に導
くことができるシステムになり得るのかとの問い
である。最近になり世界の主要都市も市民参加や
市民の幸福度を追求するスマートシティコンセプ
トを打ち出している。しかし、どの都市も人間中
心スマートシティ、市民参加型スマートシティに
ついての明確な定義は示していない。またトロン
トの事例でも明らかになったデータ利活用におけ
る個人情報保護の問題、世界の都市で実証が展開
されつつある 5G、ロボット、人工知能を含めたス
マートソリューションなど先端技術においては、
まだ市民がその価値を十分に享受できている事例

はほとんどないのが実態だ。
　フィンランドやデンマークは、スマートシティ
の前提として高福祉国家の体系が確立しており、
北欧型民主主義を基盤にした、人間中心、市民参加、
地方自治などの理念が体系化されて組み込まれて
いる。両国は本年の国連世界幸福度ランキングで
1 位、2 位の位置にあり、国民の幸福度が高い国
である。その意味で現状、産業経済を含めた国の
発展、スマートシティを支えるデジタル化による
危機対応、国民の福祉と連携する形での都市スマー
ト化において北欧型は一つの方向性を示している
といえる。もちろん北欧のスマートシティが全て
の面で優れているわけではないので、あくまでも
現時点においてバランスの取れた社会システムと
いう観点で参考になる事例といえよう。
　それでは、スマートシティは将来どのような形
態で発展するのだろうか？　また、言葉の通り「ス
マート・賢く」、私たちの世界を豊かで幸福なもの
に導いてくれるのだろうか？
　これからデジタル化が進展し、センサーで集め
られる膨大なビッグデータがスーパーコンピュー
タ、量子コンピュータ、人工知能で解析されるこ
とに鑑みると都市基盤のデジタル化と高度化は否
応なく進行し、Society5.0 で提言している CPS（サ
イバー・フィジカルシステム）が近い将来具現化
するだろう。ただし技術がどれほど発達し、それ
が日常生活の隅々まで展開されたとしても、そこ
で生活し利用するのは私たち人間である。したがっ
て本来は「スマートシティで豊かになる」のでは
なく、「スマートシティにより豊かで幸福な人間社
会を創らなければならない」のだと思う。そのた
めには個別技術、ソリューション、アーキテク
チャーなど個別の設計は重要だが、技術やソリュー
ションを軸とした議論を超えた形で、私たちが実
現したい未来社会の姿を考え直す必要がある。そ
の場合、大切なことはこれまでに先人が創り上げ
てきた日本の歴史を踏まえ、わが国独自の理念を
進化させる形で技術やソリューションと融合させ
ることだと考えている。

スマートシティが導く次世代型社会システム
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　小職が所属する部門では、本年 7 月 28 日、日
本経済新聞の朝刊に広告を掲載した（図表 5）。そ
こで私たち日本人が目指すべき未来社会について
まとめてみた。それは「共

ともうみ

生の社会システム」で
ある。古事記では共生を「ともうみ」と訓

よ

んでい
たらしい。異なる文化を受け入れ、新しい価値を
生み出すというまさしく現代のスマートシティに

通じる考え方だ。私たちは日本人の成り立ちを記
した「古事記」に立ち返り、そこからスマートシティ
で実現する未来社会を構想するべきであろう。そ
して人間中心スマートシティについては、社会保
障先進国北欧と日本的な要素を組み合わせて構成
要素を策定した（図表 6、注：ちなみにここでの
人間中心とは、人間のエゴを追求するモデルでは

図表 5　三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが目指す未来社会

出所：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

図表 6　人間中心スマートシティ
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出所：筆者作成
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なく、森羅万象を含めた包括的な概念である）。こ
れらは初期的なものであり、今後具体的なプロジェ
クトを通じて、適宜修正していく予定である。い
ずれにしても技術の進化はとどまることはない。
たとえ近い将来、高度なデジタル化により完全に
自動化されたスマートシティが出現したとしても、
ここに記した「共

ともうみ

生の社会システム、人間中心ス
マートシティの基本理念」だけは堅持して、次世
代のリーダーに引き継いでいきたいと考えている。

　最後に一般社団法人スマートシティ・インス
ティテュートの紹介をさせていただきたい。
　三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング株式会
社と株式会社日本経済新聞社は、日本のスマート
シティの拡大と高度化に貢献することを目的に
2019 年 10 月「一般社団法人 スマートシティ・
インスティテュート（Smart City Institute Japan）」
を設立した。主な活動内容は、①世界の先進的な
スマートシティに関する最新情報や推進ノウハウ

の収集・分析・共有と、②日本におけるスマート
シティ推進に向けてのディスカッション・提案・
提言である。2020 年 8 月現在の会員数は中央省
庁・地方自治体・企業など 288 団体を数えるまで
になっている。6 月には特別フォーラム「日本型
スマートシティアーキテクチャの実装に向けて」
を Web 開催し、当日は延べ 7,200 名の方にご視聴
いただいた。（https://channel.nikkei.co.jp/e/
scij2020）。また、スマートシティに取り組む各
方面の専門家を招いたウェビナーを 4 月より毎日
開催、放送回数はすでに 70 回を超えるなど精力
的に活動している。活動状況については、同社団
法人の HP（https://www.sci-japan.or.jp/）を、
またウェビナーの一部は YouTube で一般公開 
しており（https://www.youtube.com/channel/
UCuv0theDkUMADjkkkqtE8FQ/videos）、ぜ
ひご覧いただけると幸いである。

スマートシティが導く次世代型社会システム


