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生活者起点で捉えるスマートシティ3.0
～スマートシティからサステナブルシティへ〜
シニアパートナー

田村 誠一

第三世代に突入したスマートシティ
2019 年 8月、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省は
「スマートシティ官民連携プラットフォーム」 を設立。 本年 4月、国
土交通省は 「先行モデルプロジェクト」 15事業の実行計画を公
表、総務省は 「データ利活用型スマートシティ推進事業」 を公募
するなど、スマートシティをめぐる動きが活性化している。

生活保障はもちろん、老朽化する生活インフラの維持すら容易
でない。 「スマートシティ 3.0」 は、生産年齢人口 3割減社会にお
ける持続可能な都市の再創造に他ならない。

Smart City Strategy Index (SCSI)

スマートシティが脚光を浴びるのは初めてではない。 2000年
代末、再生可能エネルギーとエネルギー管理技術の発達に伴
い地球環境との共生を志向した第一世代。 2010年代半ば、ビッ
グデータ解析によるエネルギー分野以外の社会課題解決を志
向した第二世代。 今回は、いわば 「スマートシティ 3.0」。 分野横
断のデータ利活用による都市機能の最適化を志向している。

都市機能の最適化は、特定分野に対する特定ソリューションの
導入だけで実現できるものではない。 例えば、eモビリティの導入
自体は容易でも、高度な交通管理システムとスマートグリッド （需
要と共有双方から電力の流れを制御する次世代送電網） 接続な
くして、最適化には程遠い。 基盤となるデータ分析プラットフォー
ムやセンサーネットワークも不可欠だ。 様々な活動を有機的に連
携させ、同時並行で進行させる包括性が求められる。

都市 機能の最適化は、 課 題先進国日本の喫緊課 題だ。
日本の生産年齢人口は 1995年をピークに減少が続き、2030年
に 2017年比で 9.5%減、2055年には 33.8%減が予想される。

ローランド ・ ベルガーは、スマートシティ戦略を 6 つの適用
分野と 6 つの促進基盤からなる 12 指標 (Smart City Strategy
Index (SCSI))に分類、2017年、世界 87都市のスマートシティ戦
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SCSI 2019 上位 15都市

戦略の包括度 [ 12指標の加重平均 ]
1 位 ウィーン（墺）
74
2 位 ロンドン（英）
76
3 位 セントアルバート（加）
72
4 位 シンガポール（星）
69
5 位 シカゴ（米）
69
6 位 上海（中）
68
7 位 バーミンガム（英）
67
8 位 重慶（中）
66
9 位 深圳（中）
65
10 位 パリ（仏）
63
11 位 大連（中）
63
12 位 ソウル（韓）
62
13 位 サンタンデール（西）
62
14 位 広州（中）
61
15 位 ダバンゲレ（印）
61

戦略の実行力

小
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略の包括度を評価した。 1位はウィーン。 シカゴとシンガポール
がこれに続いた。 次いで 2019年、世界 153都市を対象とした第
2弾を公表。 1位はウィーン。 ロンドンとセントアルバート （カナダ）
がこれに続いた。 A 1
ウィーンは、2015年に策定したスマートシティ戦略を、2018年
にデジタル視点で更新。 ステークホルダーとの関係はじめ、実効
性や計画性の評価も極めて高い。 ロンドンとセントアルバートは、
ITや分野横断のイノベーションが高く評価された。 153都市の内、
60点以上を獲得した包括度の高い都市は 15都市。 調査対象の
10%（前回調査では 7%）に過ぎず、平均スコアは 41点（同 37点）
に留まった。
指標別に見ると、促進基盤の評点は総じて高く、適用分野の評
点が低い。 適用分野の中では、行政サービスやモビリティ領域が
先行し、健康／医療、施設／住宅、教育分野に遅れが目立つ。
構想設計や IT基盤導入、提供者起点の実証実験偏重では、都
市機能の最適化は覚束ない。 今こそ実行 6 つの適用分野を有
機的に連携させ、生活者起点の持続可能な都市づくりに真正面
から向き合うべきだ。

戦略実行力にも大きなばらつき
課題は、適用分野の包括度の低さに留まらない。 戦略は実行
されなければ無意味だ。 戦略実行力を、能力 （導入責任の明確
化）、範囲 （旗艦プロジェクトの導入分野）、進度 （旗艦プロジェク
トの進捗）、管理 （モニタリングの仕組み） の 4項目で評価すると、
SCSI上位 15都市ですら、及第点は 8都市に留まった。 A 2

先行するのは、ウィーン、シンガポール、ロンドンの 3都市。ウィー
ンは Smart City Vienna Agencyの指揮下、デジタル医療、スマー
ト信号、デジタル行政など多岐にわたる旗艦プロジェクトが進行
し、公共データのオープン化でも先行、各プロジェクトの個別進
捗に加え、CO2削減といった長期目標の進捗も定量化している。
シンガポールは、「スマート国家」 構想に係るリー ・ シェンロン首
相の発言 （“シンガポールは世界で傑出した都市として、我々の
生活をより快適かつ持続可能なものとし、想像も超える未来を作
り出す”） に全てが凝縮されている。 ロンドンは CDO （最高デジタ
ル責任者） を任命、スマート道路の導入や都市データエコシステ
ムの構築に注力するとともに、各プロジェクトの進捗をオンライン
でリアルタイムに公開している。

高まる民間企業への期待
スマートシティ戦略の導入難易度は高い。 都市ごとに目指す
場所も道筋も異なり、先行事例の模倣は役に立たない。 実現に
多くの時間と資金を要するうえ、規制が行く手を妨げる。 急激な
変化は、市民や利害関係者の抵抗を引き起こす。 小粒の実証
実験でお茶を濁したくもなる。
しかし、補助金頼みの実証実験に持続性はない。 官民双方が
生産年齢人口 3割減社会に向き合い、都市を再創造する覚悟
が必要だ。 日本には、鉄道網の発達とともに形成された独自の都
市 OSが存在する。 官の全体構想力、民の事業モデル構築力、
両者を繋ぐ鉄道事業者の都市 OS 創造力を総動員すれば、包
括性と実行力を伴った、スマートステーションを中心とするサステ
ナブルシティを実現できるはずだ。
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