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Future of Cities
日本のスマートシティにグランドデザインを
4つの「結ぶ」で、持続可能な都市を創る
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1. 世界の潮流：グランドデザイン型開発思想
スマートシティのコンセプトは、2010年頃から世界中に広がった。2050年には世界人口の7割が都市に住むともいわれ
急速に進む都市化がその背景であり、都市課題を解決する挑戦が世界中で行われている。
最近の事例として、2019年にAlphabet社傘下のSidewalk Labsが発表した1,500ページにも及ぶトロントウォーターフロント
再開発マスタープランがある。このプロジェクトは、同社いわく「21世紀の都市生活の新しいスタンダードを創る」ものとし
て、その技術はもちろんのこと都市デザイン・建築術・政治的プロセス・財務計画といった都市計画の各要素において最先
端の知見が詰め込まれており、世界で広く参照されていくことが見込まれる。これは大企業主導型の典型である。
もう1つの類型に、国家主導型(国家の強い統制下の官民一体型ともいえる)があり、中国やシンガポールがあげられる。
中国では、政府が次世代人工知能発展計画におけるスマートシティ領域の担当にアリババグループを指名し、例えば杭
州では道路の運行状況をリアルタイムに検知し信号の点灯時間を自動制御することで渋滞が大幅に削減される等、革
新的な成果が出ているとされる。
このように、部分的な課題解決の積み上げではなく、都市全体のグランドデザインを描き、強いリーダーシップで推進さ
れる事例が出てきたのが、昨今の大きな特徴である。2010年代後半に入り、人工知能・IoT・ビッグデータの活用による革
新的なインパクト創出が実現可能になったことがその背景にある。

2. 日本におけるスマートシティの現状と直面している構造的課題
一方、日本も、特定の課題を特定の技術・サービス等によって改善を図る従来の取り組みから、本質的な都市変革に目
を転じようとしている。政府は、「社会のあり方を根本から変えるような」「丸ごと未来都市」を創ることを目的に、従来の
国家戦略特区制度を基礎としつつ、より迅速・柔軟に都市開発が進められる法制度の整備に取り組んでいる。他方、経
団連がSociety 5.0に向けたアクションプランの中でスマートシティの実現を掲げており、産業界の中でも重要命題としての
位置づけが明確になっている。今後、政府が実現に向けた具体的な道筋を示し、また企業にも大規模な投資を行っていく
ことが期待され、世界をリードするインパクトを創出すべく、アプローチと目指す姿を改めて熟慮する好機となっている。

だが、日本固有の構造的課題が立ちはだかり、ハードルは決して低くない。
その1つは、超高齢化や大都市圏への人口流出等、都市の持続可能性の危機を招く成熟先進国型の社会課題を多く抱
えている点である。これらの解決は単なるスマート技術の導入だけでは達成できず、複数の絡み合った問題に向き合う
必要がある。また、都市部だけでなく周辺部も含めて解決策を検討しなければならない。
もう1つは、社会的風土である。スマートシティ実現には、自治体・企業・市民等の個別の取り組みを1つのグランドデザイ
ンにまとめる推進者が不可欠である。だが、冒頭の海外事例で述べた大企業主導型・国家主導型のような強力なリー
ダーシップは諸外国と同じレベルでは日本では期待しがたく、また馴染みにくい。
都市のあり方を根本的に変える技術もそれを支える機運も資本も十分にあるにも関わらず実装や事業化が進まない、
これは日本のスマートシティのパラドックスとも言うべき状態である。

3. 抜本的な都市変革のための4つの方法論
これらの構造的課題を打破するには、どのように取り組むべきか。デロイト トーマツの考える4つの方法論を以下に記載
する。

3-1. 異なる価値を結ぶ　～トータルバリュープロジェクトデザイン～
社会課題を解決し、都市の持続可能性を実現するには、現在の都市が有する「価値」を将来にわたって維持・増加できる
仕組みを創ることが必要になる。この価値とは「経済的価値」のみならず、定量評価が一般的に難しい「社会的価値」（図
表2）の双方を指している。従来、経済的価値（とそれを追求する行動）と社会的価値には潜在的なトレードオフ関係があ
り、経済的な豊かさの向上の影で社会的価値が失われるといったことが往々にして起きてきた(図表3)。社会的価値にも
着目することが都市の持続可能性の源泉であり、ステークホルダーが共通の尺度で比較・評価できる指標を設計するこ
とが、これら2つの異なる価値のトレードオン実現の第一歩となるだろう。

図表1：日本のスマートシティが直面する2つの構造的課題

図表2：社会的価値の例

図表3：経済的価値と社会的価値の潜在的なトレードオフの例

●都市の持続可能性の危機を招く成熟先進国型の社会課題を多く抱えている
●社会的風土として、一極型トップダウンリーダーシップが成立しにくい

●まちの賑わい
●市民の健康増進
●景観や教育に豊かさをもたらす文化財
●豊かな自然環境
●活発な人的コミュニティ
●市民生活の中に根付いた芸術や伝統芸能
●地産地消の消費生活
●自発的な互助や分かち合いの仕組み

●大規模商業施設の建設により、地元商店街の賑わいが失われる
●都市への若者の流出により、コミュニティの世代間ほう助力が崩れる
●観光振興に伴う観光客の増加により、住民の生活圏や自然環境が侵害される
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3-2. 都市と資本を結ぶ　～スマートシティファイナンス～
都市が持続可能なものであるためには、現在の都市が有する「価値」に対する投資が持続的になされる仕組みの整備
が不可欠である。上述の通り、定性的で投資の対象外として捉えられるのが一般的な社会的価値を見える化（定量化）
することにより、純粋に金銭的リターンを求める投資家だけでなく、社会的価値の実現に意義を見出す投資家を集める
ことが可能になるだろう(図表4)。この�ソーシャルファイナンス�と呼ばれる社会的価値を考慮した資金供給を、公共セク
ターや民間セクター(事業会社・金融機関)からの通常の資金供給と組み合わせることで、スマートシティプロジェクトを
支える資金調達（スマートシティファイナンス）が実現すると考えられる。

ソーシャルファイナンスには、多様な投資家が参画し小口の資金も含むため、典型的には資金を集約しファンドとして組
成することが効果的・効率的であろう。このようなファイナンススキームやルール設計を通じた新たな資本市場の創出
は、上述のプロジェクトデザインと表裏一体のアプローチである。

3-3. 人と人を結ぶ　～コミュニティ起点のクロスセクター連携～
スマートシティは、社会課題の解決であり、高度技術活用であり、企業投資であり、金融であるため、自ずと多くのステー
クホルダーが関わるところに最大の特徴がある。このような中では、都市の公共性を保ちながら、組織や人材、技術等の
リソースを有機的に結び付け、クロスセクター連携を促進する機能が求められる。
クロスセクター連携の形として、従来は企業コンソーシアムが多く組成されてきたが、実質的な成果の創出に至らない
段階にとどまっているものも少なくない。スマートシティという事業の性質が正しく理解されず適切な社内支援がなされ
ない、企業間の既存のしがらみに囚われて行動が制約される等が典型的な要因となっている。
例えば、スマートシティ推進の主体を行政だけでなく民間との共同で組成にするといった、従来の民営化や民間委託、
PFIとは異なる官民連携により、真に都市全体の価値向上に直接的な利害をもった主体を創出することが可能と考えら
れる。この主体に各ステークホルダー単独ではできない問題解決を支援するプレイヤーが媒介することで、事業の推進
が期待できる。

3-4. 都市とデータを結ぶ　～まちづくりと都市OS構築・活用戦略の一体化～
地域格差等の構造課題を解決するには、単一地域ではなく、都市とその周辺部を含む広域で都市運営・機能を最適化す
ることが求められる。だが、行政区域の壁に加え、単一地域でさえも様々なシステムや仕組みが分野毎に存在する等の
ハードルも多い。分野や都市をまたいだデータ連携や利活用を可能にするシステムとして、都市オペレーティングシステ
ム（都市OS)と呼ばれる機能を導入し、仮想的に構造変革を行うことはスマートシティプロジェクトにおいて重要な要素
の1つである。
一方で、先に述べた方法論が今日の社会課題に対する直接的な処方箋だとすると、都市OSはそれらを実現するための
強力な手段ともいえる。�スマートシティ�を単純な都市のデジタル化による効率化・合理化と見るような捉え方をすれ
ば、都市OSの構築自体が目的化してしまい、その都市OSは肥大化・ハコモノ化しかねない。現在必要な都市機能は必ず
しも将来必要とは限らず、他方不足することも大いにあり得る。都市の単位や必要な機能が有機的に変化することを見
据え、様々なシステムやデータもそれに応じることのできるよう高い可変性をもたせることが重要である。

4. おわりに
都市が変革期を迎える中、デロイト トーマツも果たすべき役割の変革に挑んでいく。監査・保証業務、リスクアドバイ
ザリー、ファイナンシャルアドバイザリー、コンサルティング、税務・法務を含むプロフェッショナルファームとしての総合力
や、社会的公正を追求するグループの中立性と強固なネットワーク、さらに、データアナリティクスやサイバーセキュリティ
等の高度な専門知見や、グローバルにおける実績を結集し、特定の領域に依らない都市全体のグランドデザインを提案
することで、持続可能な都市の実現に寄与することを目指す。
これは専門家主義への自戒でもある。特定のインダストリーやプロダクトの専門家は重要だが、それは持続可能な都市
の実現という大きなテーマの中では個別最適しか提供できていなかったのではないかという自省がある。真に知見を統
合し、都市の単位で語ったサービスを提供できるプロフェッショナルとして、本質的な都市の変革に貢献していく。
最後に、あえて特に与するべきステークホルダーを挙げるとすると、それは将来の住民かもしれない。これは都市の持続
可能性に重きを置くという目的意識と表裏一体である。近代的都市化が達成した経済合理的な価値を保持しつつ、その
中で喪失されつつある社会的価値にあらためて着目し、双方の価値を次世代に継承していくことで持続可能性を向上
させたいと考えている。デロイト トーマツの活動がその一助となれば幸いである。

図表4：ソーシャルファイナンスにおける投資家

●大企業（ESG、SDGsに係る投資予算を含む）
●地域の企業、篤志家、住民
●行政
●関係人口（クラウドファンディングを通じた投融資 等）

United Nations Department of Economic and Social Affairs, “World Urbanization Prospects The 2018 Revision”
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf

WATERFRONT Toronto, “Sidewalk Labs’ Proposal: Master Innovation and Development Plan”
https://quaysideto.ca/sidewalk-labs-proposal-master-innovation-and-development-plan/

新華社通信報道, “阿里云ET城市大脑成为国家AI开放创新平台”
http://www.xinhuanet.com//tech/2017-11/16/c_1121966278.htm

内閣府, “「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会”
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity.html

一般社団法人 日本経済団体連合会, “Society 5.0－ともに創造する未来－”
https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/095.html
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『Future of Cities　日本のスマートシティにグランドデザインを
日本のスマートシティ市場の俯瞰』

スマートシティ関連ビジネスにおいては、住民をはじめとするステークホル
ダーの総体としての都市が抱える課題、すなわち都市固有の社会課題に直
接深く向き合うことが重要である。また、課題解決に資する、リアルとデジタ
ルの双方に跨ったソリューションの創出のためには、企業間や官民間の連
携が不可避である。このような環境において、企業や自治体の担当者には、
自らのドメインを超えて広くスマートシティ市場を俯瞰し事業を構想する能
力が求められることになるだろう。
本レポートでは、デロイト トーマツでスマートシティ関連業界の支援を行う専門
家のインサイト(洞察)を、下記の6つのドメイン(20のテーマ)に分けて概説す
る。読者の事業を一歩推進する一助となれば幸いである。

モビリティ： まちづくり・移動体・公共交通
環境・エネルギー： エネルギー・サーキュラーエコノミー
経済： 金融・不動産・建設・都市データプラットフォーム・製造業・物流・農業
行政・教育： 自治体行政（ICTの活用・住民参画・データ利活用）・教育
生活・健康： ヘルスケア・観光
安全・安心： サイバーセキュリティ・防災／減災／復興

※本レポートは適時アップデートを予定しています
※本レポートをご希望の方は、以下のメールアドレスにご連絡ください

jpdtfutureofcities@tohmatsu.co.jp

関連資料のご紹介

Future of Cities（スマートシティ）における各種レポートに関するお問い合わせは
以下のメールアドレスにご連絡ください。
jpdtfutureofcities@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツにおけるFuture of Cities（スマートシティ）に関する取組みは
以下のホームページをご参照ください。
www.deloitte.com/jp/future-of-cities
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