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「渋谷の窓から見た長崎の未来」第５回
After/With Coronaとイノベーション   Re:Meet LIVEを例に

元 長崎県副知事　　藤　井　　　健
（株式会社東急総合研究所　顧問）　　　　

１．はじめに

　前回は、「オープンイノベーション」を取り上げ、オープンイノベーションとは何か？　何故、
オープンイノベーションが世界規模で進行しているのか？　オープンイノベーション促進のため
には何が必要か？　について述べさせて頂いた。
　そのエッセンスを要約すると、以下の通りである。
•オープンイノベーションとは、自前主義、垂直統合型のクローズドイノベーションと異なり、
外部の人材や知財、様々な業種、業態の知恵を積極的に取り入れ、或いはそれらを融合させて
イノベーションを起こす方式である。
•経済社会の進展に伴い、イノベーションの大企業独占が崩れ、人材、技術、知財、設備等多く
のリソースが外部利用できるようになったことが、イノベーションをクローズドからオープン
に転換させてきた大きな要因である。更に、自動車産業におけるCASE（ケース。Connected 
通信、Autonomous 自動運転、Shared シェアリング、Electric 電動化の頭文字）に代表され
るように、縦割りの産業構造が業種横断的に再編される動きが今後あらゆる業界で進んでいく。
このため、業種、業態の垣根を越えたオープンイノベーションでなければ対応できず、クロー
ズドからオープンへのイノベーション転換の流れは、今後更に加速していくと考えられる。
•オープンイノベーションでは、バックボーンの異なる多様な人々が化学反応を起こしながら共
創しなければならず、そのためには、イ）フェース・ツー・フェースで共創できる「場」の存
在と、ロ）新しいものを産み出し、事業化を支援する「コミュニティー」、の二つが重要な役
割を果たす。
　このうち「場」としては、化学反応につながる高い density 密度と proximity 近接性を有
する「イノベーション・ディストリクト」（Innovation Districts）と呼ばれる都市エリアが重
要となっている。一方、「コミュニティー」では、起業家や起業経験者、投資家などの緩やか
なつながりと、Diversity and Inclusion（ダイバーシティ アンド インクルージョン）と言わ
れる多様性を積極的に受容する文化が重要である。

　前回このように書いたが、コロナによって、我々は、これまで経験したことのない大きな変化
に直面している。このため、読者の中には、前回の内容、特に、オープンイノベーションにとっ
て、「フェース・ツー・フェースで共創できる場」の重要性、中でも「高い密度と近接性を有す
るイノベーション・ディストリクトと呼ばれる都市エリア」が重要という点については、疑問を
感じた方もおられるのではないだろうか？

１．はじめに
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　今回のコロナで、テレワークが一挙に進み、世界規模でデジタルシフトが起きている。米国で
は、コロナの影響で自動車のインターネット販売が急増しているという。アミューズメントでも、
４月下旬に人気ラッパー、トラヴィス・スコットが、マルチプレイゲーム「フォートナイト」で
バーチャルコンサートを開催したが、同コンサートには全世界から1,230万人もの観客が集まっ
た。これまで経験したことのない急速なサイバー空間の拡大が進行しており、物理的な都市と無
関係に、かなりのことがデジタルの世界だけで処理できるようになる可能性が生じている。この
ことは、人々の価値観や常識を変え、フェース・ツー・フェースのリアルなやりとりの重要性を
低下させ、物理的な都市の意義を小さくしていくようにも思える。
　一方、コロナとの戦いが長期化し、三密回避が謳われる中、在宅勤務拡大と相まって「高い密
度と近接性を有する都市」を人々は避けるようになっていく可能性がある。世界規模の都市化と
移動拡大が、今日のイノベーションをもたらした。同時に、それらによって今回のコロナがもた
らされた。大都市への集中は、パンデミックリスクを更に増大させる。このため、都市機能の分
散化が不可避となり、密度と近接性は、高めるのではなくむしろ低下させていかなければいけな
いのではないか？　そのような考え方が広まっていくであろう。
　そもそもAfter/With Coronaで、スタートアップのような小さな企業は軒並み苦境に立たされ
ていて、オープンイノベーションどころの話ではなくなっているのではないか？　そう思う方も
おられるだろう。イノベーションを取り巻く状況も、前回述べた時とは劇的に変化しているので
ある。新型コロナの長期化で、長崎をはじめとして多くの人々が明日をも知れぬ苦境に陥ってい
る。医療面だけでなく経済面でも命の危機に瀕している方が多数おられる。その危機を回避する
ために、あらゆる努力を傾注していかなければならないことは言うまでもない。しかし、大きな
危機に直面し、社会も大きく変わらざるを得なくなっており、それが新しい可能性を拓こうとし
ていることにも目を向けなければならない。
　社会課題はイノベーションの母である。新型コロナは、次々と新たな課題を社会に突き付けて
おり、今後、イノベーションのカンブリア大爆発とも言うべき様々な革新がもたらされる可能性
がある。
　そこで、今回は予定を変更して、渋谷を舞台にAfter/With Corona対策の中から生まれた
「Re:Meet LIVE」（リミートライブ）というプロジェクトを例に、コロナによってイノベーショ
ンがどう変わっていくのかについて、考えてみたい。リミートライブは、後に述べるように、ア
イディアから商談、実施に至るまで、このコロナ禍の中、全てフルリモートで行われているプロ
ジェクトである。今後のパンデミックリスクを抑えていくためには、先に述べた通り、都市機能
の分散が重要な政策課題になっていくと考えられるが、その実現には、サイバー空間でのイノベー
ションの可能性を高め、都市機能が分散化された中でも活発なイノベーションを起こせるように
していくことが重要になると考えられる。リミートライブの事例は、この点において様々な示唆
を与えてくれる。リミートライブの事例を詳しく見ながら、イノベーションにおけるリアルとデ
ジタルの関係はどう変化していくのか？　更に、これまでイノベーションの中心舞台であった都
市はどのようになっていくのか？　について、考えてみたい。
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２．COVID-19とイノベーション

　まず、COVID-19がイノベーションにどのような影響を及ぼしているかから見てみよう。
COVID-19で世界的経済縮小が起きる中、多くのスタートアップ、ベンチャーも急速な業績悪化
に直面している（電動キックボードのBird 400人解雇、Airbnb 業績悪化等）。また、これまで活
発に行われてきたアクセラレータープログラム等のイベントも、web開催で対応しているものの
従来のようなリアルな場面で投資家やメンターとベンチャーが出会う機会が無くなり、オープン
イノベーションの停滞も懸念される。ベンチャーキャピタルへのリスクマネー流入も減少してい
て、今回のコロナは、イノベーションの面でも深刻な影響を及ぼしている。
　しかし、一方で、様々な課題が発生し、既存の枠にとらわれない、スピーディーかつ斬新なア
イディアが各方面で求められており、これに応えようとするスタートアップ、ベンチャーの活躍
も多くみられるようになっている。
　テレワークやweb飲み会等で一挙に広まったテレビ会議システムZoom（ズーム）も、2011年
に中国系エンジニアのエリック・ヤンが創業したスタートアップである。また、ワクチンや新薬
開発、検査キット、人工呼吸器、遠隔診療等の需要が急増する中、これら分野でも多くのスター
トアップ、ベンチャーが存在感を発揮している。
　例えば、米国のワクチン開発の先頭を走っているモデルナ社は、前回ご紹介したボストンのイ
ノベーション・ディストリクトの一つ、ケンドール・スクエア地区に立地するスタートアップで
ある。mRNA（メッセンジャーRNA）という新しい手法を使って、これまでの方法では考えら
れないスピードでワクチン開発を進めている。従来の方法は、不活性ウィルスを培養する必要が
あったが、mRNAではその必要がなく、短期間での開発、製造が可能と言われている。今年の
１月10日に中国政府はCOVID-19のDNA情報を公表したが、モデルナ社はこれを利用して開発を
進め、３月には臨床試験を開始し、５月18日現在、投与した45人全員が抗体獲得したことを発表
した。
　人工呼吸器でも米国GM（ジェネラル・モータース）が生産に乗り出したことが広く報道され
たが、この呼吸器も、2012年創業のVentec Life Systems社というベンチャーが作成したVOCSN
という製品をGMが共同生産するものである。VOCSNは、総計25kgにもなる人工呼吸器、酸素
濃縮器、咳止め、吸引、ネブライザーの５つの医療機器の機能を、持ち運び可能な８kgのコン
パクトな機器に集約した画期的なもので、これをGMのラインで生産することで短期間での大量
供給を可能とし、３月20日の生産発表からわずか１ヶ月後の４月16日に３万台の出荷を実現させ
ている。
　この様に、社会があらゆる面で大きく変化する時代においては、従来にない新たな方法を迅速
に実施していく必要がある。スタートアップだからこそ、既存の枠に捉われない新機軸を打ち出
すことが容易だし、様々な技術、リソースを活用・融合させるオープンイノベーションだからこ
そ、スピーディーなプロジェクトが可能となる。
　また、ネットの特性を活かして、ハッカソン、アイディアソンもこれまでは考えられなかった

２．COVID-19とイノベーション
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グローバルな規模で行われており、エストニアでは100か国から12,000人が参加し500プロジェク
トが提案されたGlobal Hackが、ドイツでは４万３千人が参加したドイツ政府公認のハッカソン
The #WirVsVirus Hackathon が開催されている。
　新型コロナは、イノベーションに対しても大きな試練を与えているが、同時に様々な分野でイ
ノベーションの爆発的拡大をもたらす可能性がある。After/With Coronaでは、医療、健康だけ
でなく、生産、流通、行政、教育、都市等あらゆる場面で変革が求められる。イノベーションが
それに応えることで、問題解決と未来創造を同時に実現していく道を模索すべきであろう。

３．Re:Meet LIVE とは

　このような、新型コロナに対応したイノベーションの事例の一つに、現在、渋谷を舞台にプロ
ジェクトが進んでいる「Re:Meet LIVE」（以下、リミートライブ）がある。リミートライブで起
こっている出来事は、After/With Corona 下でのイノベーションの在り方に多くの示唆を与えて
くれる。そこで、以下、リミートライブを紹介しながら、これからのイノベーションについて考
えてみよう。
　リミートライブとは、オンライン握手会等アイドルやタレントがファンと直接会話するイベン
トをネットで行えるようにするWebサービスである（図）。開発を進めているのは、株式会社ヴァ
レント（東京都）代表の柴美津恵さんだ（写真）。

　このプロジェクトは４月17日の「SHIBUYA QWS（キューズ）」でのオンラインイベントをきっ
かけにスタートし、完全リモート環境の中、僅か１週間でプロトタイプが完成し、５月８日には
プロジェクト発表、５月29日には実際にアイドルに使ってもらう公開デモの実施、という異例の
スピードで進められているものである。
　コロナ禍で、エンタメ業界は極めて厳しい状況に置かれている。アイドルやタレントは、ライ

３．Re:Meet LIVE とは
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ブイベントを行えず、収入機会が閉ざされるとともに、握手会やサイン会も行えないことから、
ファンとのつながりが持てない状況が続いている。リミートライブは、オンライン上で模擬的な
握手会やサイン会を実施できるようにすることで、このようなアイドルやタレントの苦境に応え
ようとするものだ。プロジェクトを推進している柴さんは、デジタルクリエイターを育成してい
るデジタルハリウッド（東京）が運営する起業家養成ブログラミングスクール「G's ACADEMY 
TOKYO（ジーズアカデミー）」（東京青山）の受講修了生で、G's ACADEMY TOKYOが
SHIBUYA QWSのパートナーとなったことから、柴さんもQWSとの関わりを持ち、それがきっ
かけで今回のプロジェクトがスタートした。
　SHIBUYA QWSは、この連載でも度々紹介しているが、東京渋谷に2019年11月にオープンし
た渋谷スクランブルスクエア東棟の15階にある共創施設である。５大学（東大、東工大、早稲田、
慶応、東京都市大）がここを連携拠点としていて、いわばイノベーションのスクランブル交差点
を目指す会員制施設である（図）。

QWSプロジェクトベース QWSスクランブルホール
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　柴さんが修了した G's ACADEMY TOKYO は、こ
の QWS の BOOSTER PARTNER となっている。
BOOSTER PARTNERとは、QWSの一角に入居し、
QWSメンバーの活動を加速（ブースト）する役割を
担うパートナーメンバーである。G's ACADEMY 
TOKYOは、自身の卒業生のクリエイティビティを加
速するとともに、BOOSTER PARTNERとしての役
割を担うため、卒業生から選抜されたG's Creative 

Garageという研究機関を2019年10月にQWS内に設置している。柴さんは、そのG's Creative 
Garageの一期生として、QWS会員のメンター役となって会員サポートを行っていた。
　その様な中、今回の新型コロナで、QWSが臨時休館となってしまう。しかし、オンラインで
の活動継続を求める要望が会員から多数寄せられ、QWSでは、休館後も様々なオンラインイベ
ントが開催され続けた。その一つがQuestion Fridayである。Question Fridayとは、毎週金曜の
夕方、会員のため行われるオンライン上の交流イベントである。柴さんは４月17日のQuestion 
Fridayにメンター役として参加し（写真）、そこで、リミートライブのアイディアを提案し、そ
のアイディアに多くのQWSメンバーが反応し、プロジェクトがスタートした。

　その直前、柴さんは、自身が修了生であるG's ACADEMYのオンラインハッカソンにも参加
していて、そこでオンライン握手会のアイディアを思い付き、ハッカソンメンバーにそのことを
語ったが、採択されずに別のプロジェクトを進めた。しかし、17日のQuestion Fridayに参加し
た柴さんが改めてオンライン握手会のアイディアを語ると、自身の友人に苦境に立たされている
アイドルがいる参加メンバーから、オンライン握手会を是非実現して欲しいとの発言がなされ、
それを皮切りに様々な意見やアイディアが出され、活発な議論が起こる。例えば、そもそも握手

４月17日のQuestion Friday、web画面

QWSクロスパーク
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会の本質的価値は、物理的に握手できること以上に、アイドルと１対１の時間を共有できること
にあり、「１on１で独占するプレミア感」を出せれば、サービスとして十分成立するのではないか。
また、400回以上握手会に行った経験があるメンバーからは、握手会では待ち時間が重要で、そ
こでファン同士チャットしたり、様々な楽しみ方をしている、そんな体験を再現することが重要
との意見。更に、アイドルのささやきなど、オンラインを活かして普段近づくことのできない距
離感を体験出来るようにしたらどうか？との意見等様々な意見が出され、その後のLINEWorks
のグループトークの立ち上げにつ
ながる。
　柴さんは、出されたアイディア
を、握手券の代わりに整理券を発
行する機能、待ち時間をアトラク
ションとする機能、ファンがイヤ
ホンで音声を聞くことを前提とし
た「ウィスパーボイス」機能等様々
な機能として具体化し、それをプ
ログラムで形にして、１週間でプ
ロトタイプを作成しメンバーに示
した（写真）。
　それと並行して、柴さんは、QWSメンバーだけでなく、G's ACADEMYメンバー、「運営者ギ
ルド」（Webサービスの運営に必要な知見を共有できる場として作られた、運営者のためのコミュ
ニティー）、以前の会社の同僚とのネットコミュニティー、ツイッターという５つのコミュニ
ティーとの間でオンライン上のやり取りを続ける。そのやりとりを通じて、ビジネスモデルのア
イディアを深め、芸能プロダクションへの働きかけ等を行い、課金システムや主催者サイドの管
理ツールまで完成させ、後に述べるように、今回のプロジェクトの大きなターニングポイントと
なる５月８日のプレスリリースにこぎづける（https://remeet.live/）。その後、G's ACADEMY 
TOKYO同様、BOOSTER PARTNERである弁護士法人「三浦法律事務所」及び経営支援を行
う「みらいコンサルティング」、QWSのコミュニティマネージャーである星川和也氏等の助言を
得ながら更にビジネス化に向けた検討を進め、５月29日には、八王子のご当地アイドルとして活
躍している「８princess（エイトプリンセス）」とのオンライン握手会を実際にデモンストレーショ
ンとして開催するところまでたどり着く（https://remeet.live/channel）。
　柴さんは、既に事務所等様々な方面からオファーを受けているが、その中で、単なるアイドル
のオンライン握手会だけでなく、海外遠征中のスポーツ選手や地方のご当地キャラ、入院中患者
等身体的理由で今までイベントに参加ができなかったファンへのエンターテインメント提供、ビ
ジネスコミュニケーションの活用等様々な場面での利用についての提案、アイディアを頂いてい
るという。リミートライブは、ネット上のサービスだが、架空のゲーム世界と異なり、直接タレ
ントとリアルな時間を共有する、いわばリアルの世界が拡大した「拡張デジタル」とも言うべき、

リミートライブ整理券チケット発行画面
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これまでに無かったサービスである。これに伴い、通常のネットサービスには無いユニークな機
能も備えられていて、例えば、順番にオンライン握手の時間を待つだけでなく、ディズニーリゾー
トのファストパスの様に、プレミアで順番を飛ばせる特典が得られる機能や、タレントのサイン
やメッセージが加わったプレミアムグッズを作成購入できるECカートの機能を開発予定だ。更
には海外展開の話まであり、新しいアミューズメント文化が産まれる契機となる可能性がある。

４．重要となる熱量を持ったマルチ・コミュニティー

　さて、リミートライブの例から、我々は何を学ぶことができるであろうか？
　第一に、After/With Corona対策のための、デジタルを活用したリアルな問題の解決に資する
イノベーションの重要性である。緊急事態宣言による外出自粛の効果もあり、現在、新型コロナ
の新規感染者数は減少に向かっており、特に、長崎では、全国的に見ても感染者数が低い水準に
抑えられている。しかし、第二、第三の波が懸念されており、新型コロナとの戦いは長期戦にな
らざるを得ない。その中で、経済社会活動と感染症対策の両立を図っていく必要があり、医療、
防疫対策だけでなく、生産、流通、行政、教育、都市、アミューズメント等あらゆる場面で変革
が求められる。これら変革の舞台は、リアルな世界である。このリアルな世界の活動が、social 
distanceを実現しながら、例え外出自粛が必要になっても事業継続できるようにしていかなけれ
ばならない。それを可能とするのが、デジタルの力である。
　例えば、デジタルは、移動や物理的接触を減少させ、感染拡大を抑制しながら、様々なサービ
スの維持継続を可能とさせる。リミートライブは、まさに、この物理的接触を軽減させるもので
あるが、キャッシュレス決済やネットによる宅配サービスも、移動や物理的接触の減少に寄与す
る。リモートライブもこのデジタルの力を、リアルなアイドルの苦境改善に役立つようにした。
　更に、デジタルの活用は、感染症により指数関数的に増大する需要の処理においても、重要な
役割を果たす。今回、保健所の新型コロナ受診相談窓口に電話しても回線がパンクしてつながら
ず、その結果PCR検査が遅れ、死亡するケースが生じた。報道によると、当時、世田谷区相談窓
口の電話は、人口94万人の世田谷区民に対してわずか３回線であったという（世田谷区は、その
事件を受けて回線を倍増すると発表したが、倍増しても６回線に過ぎない。）。感染症は、指数関
数的に拡大するため、このような事務作業の急増が様々な場面で生じ、これがボトルネックを産
む原因となってしまう。このような問題を解決する上でも、デジタルの力を積極活用していくこ
とが重要である。
　例えば、今回のコロナでは、数万件の医学論文をAIに学習させ、これによりオンラインでコ
ロナの受診支援を行うサイトが各国で設けられた。我が国でも、国立研究開発法人医薬基盤・健
康・栄養研究所が、米国のスタートアップSensely（センスリー）社が開発したアプリを利用して、
人工知能アバターを利用した新型コロナウイルス感染症の相談補助システムを公開している
（https://www.nibiohn.go.jp/sip/2020/03/006319.html）。仮に、これらをAPIという仕組みを使っ
て他のサービスでも利用できるようにすれば、例えば、これを問診代わりにして、ある程度のス

４．重要となる熱量を持ったマルチ・コミュニティー
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クリーニングをかけてから電話の順番を調整する、といったシステムを構築することも不可能で
はないであろう。更に、このようなデジタルでの受付を、MaaS（マース：モビリティ・アズ・ア・
サービスの略。デジタルを活用してマイカー以外の移動をシームレスにつなぐ仕組み）と組み合
わせることができれば、感染リスクを抑えながら必要な車を手配し、PCR検査センターまで移動、
検査結果により病院や隔離施設に当該車で移送し、入院手続き等必要な事務処理やお金のやりと
りを患者と直接接することなくリモートで行う、といったサービスも実現できる可能性がある。
このような通院と配車サービスの連携は、元々、政府のスーパーシティ構想で既に謳われている
サービスでもある（政府インターネットテレビ：「スーパーシティ」で実現する私たちの暮らし
－データ連携基盤 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20575.html 参照）。After/With Corona
対策のためのデジタル活用による問題解決は、次世代のスマートシティを先取するものでもある。
　遠隔教育、遠隔診断、健康管理等でも様々なトライ・アンド・エラー、これまでにない新しい
仕組みが必要となるであろう。After/With Corona対策は、医療や教育分野だけでなく、商業や
交通、観光、更には、リミートライブが取り組んだアイドルの苦境改善まで、社会のあらゆる分
野に及ぶであろう。しかも、そのソリューションは、事態が刻々と変わる中実施される必要があ
るため、何よりもスピードが求められる。
　新しい仕組みづくりと、スピードは、本来は、スタートアップ、オープンイノベーションの得
意分野である。その特性を活かして、After/With Coronaへの対応と、地域でのイノベーション
促進を同時に実現することを目指していく必要がある。

　第二は、スピードの重要性である。
　この連載の第３回目で、自動車の配車アプリを提供するUber（ウーバー）の事例を紹介したが、
ウーバーでも、会社設立からサービス開始までに要した期間が、僅か１年であったことを紹介し
た。しかし、リミートライブでは、それを上回るスピードで開発が進められていて、最初にアイ
ディアが浮かんでから１ヶ月半で公開デモンストレーションにまでたどり着いている。この様な
スピードが可能となった要因には様々なものがあるが、大きなポイントとは、５月８日のプレス
リリースであるという。
　通常、開発途上の新しいwebサービスのアイディアがプレスリリースされることはない。アイ
ディアが模倣され、別の業者に先を越されてしまう恐れが生じてしまうからである。しかし、今
回、柴さんは、敢えて進行しているプロジェクトのプレスリリースを行った。それは、リミート
ライブが、単なるお金儲けのためでなく、危機に瀕しているアイドルやイベント関係者に握手会
という労働できる場を作ることで助けになれば、という強い思いがあったからだと言う。また、
プロジェクトを公開することで、イベント関係者の注目を集め、現場のニーズに即した必要な機
能やビジネスモデルを提供しやすくなる、との考えもあったからだという。
　プレスリリースに際しては、配信サイトを手掛けるPR TIMES社のサービスを利用したという。
このサービスは、ホームページへの掲載だけでなく、300社もの関係企業へのメール配信も含まれ、
これを通じて、プロジェクトに対する認知度が一挙に上がり、アイドルだけでなく、スポーツ関
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係者や行政からも注目されたという。また、多くの方がリミートライブに対し、それぞれ勝手に
妄想を膨らまし、様々な使い方や拡張性が提案されたという。プレスリリースは、リミートライ
ブをいわば一種の「社会プロジェクト」に昇華させたと言って良い。
　この結果、実際に握手会を実施してきた現場関係者の多様なニーズが寄せられ、リミートライ
ブの機能向上のスピードアップが図られた。また、プレス公開したことで、競争相手が現れない
うちに一刻も早くゴールにたどり着かなければ、というモチベーションが柴さんや周りの関係者
で共有され、結果、スピーディーな開発を促したという。
　ソフトウェア開発の世界では、始めにリリースを行い、エンドユーザーを巻き込んで開発する
手法を「アジャイル開発」という。柴さんの今回の手法は、ある部分アジャイル開発に共通する
側面がある。アジャイル（Agile）とは、「素早い」「機敏な」「頭の回転が速い」という意味だが、
アジャイル開発は、ソフトウェアの計画段階で厳密な仕様を決めずに、だいたいの仕様と要求だ
けを決め、それをリリースして顧客ニーズをくみ取るとともに、小さな単位で計画→設計→実装
→テストを繰り返し反復しながら開発していくという方法だ。リミートライブはこのアジャイル
の「テスト」部分をファンとタレントの強い結び付きを信じ、性善説でイベントの開催を企画し
てもらう事で極力減らし、さらなるスピードアップを果たそうとしている。リミートライブの今
回の開発は、ある意味一歩進んだ「社会的アジャイル手法」を採ったと言っても良いであろう。
この様な手法は、激しく状況が変わり、その影響が広く社会広範に及ぶ新型コロナの様な危機に
こそ、大きな効果を発揮すると思われる。

　最後に、マルチ・コミュニティーの重要性を指摘しておきたい。
　今回、柴さんは、QWS、G's ACADEMY、運営者ギルド、以前の会社同僚とのコミュニティー、
ツイッターという５つのコミュニティーとのやり取りを通じて、プロジェクトを形にしてきた。
柴さんにとって、この様な「マルチ・コミュニティー」とのつながりが、今回のプロジェクトを
進める上で無くてはならない最重要要素であったという。
　例えば、仮に、G's ACADEMYだけでQWSとのつながりが無かったら、アイディアが展開す
ることもなく、リミートライブは実現しなかったであろう。また、５月８日のプレスリリースま
では、柴さんは一人で開発を進めていたが、プレスリリース後は問い合わせが急増し、とても一
人で対応できなくなっていった。その時、G's ACADEMYや以前の会社同僚とのコミュニティー
に助けを求め、チームで対応できるようになったことが、様々な機能アップやビジネスモデル構
築に大きく貢献したという。
　この様に、複数のマルチ・コミュニティーと関係を持つことが、イノベーションでは大切だと
いうことだ。しかし、柴さんによると、それだけでは不十分で、マルチ・コミュニティーに加え
て、「熱量」のあるコミュニティーと関係を持つことが極めて重要であると言う。例えば、G's 
ACADEMYは、東京表参道駅徒歩３分の好立地に、24時間オープンの「GEEKのためのコミュ
ニティスペース」（GEEK：ギークとは「テクノロジーに熱中してモノづくりをする職人のよう
な存在」の意味）を開設している。ギークと言われる方は、寝食も忘れて没頭するからこそ「ギー
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ク」となる。G's ACADEMYは、そのような熱量を持った「ギーク」が24時間集まる熱量を持っ
た場所であり、だからこそ、その場所を介して形成されたコミュニティーも熱量をもったものに
なっているという。
　QWSも、何か新しいものを創造しようとする熱量を持った会員が集まるコミュニティーであ
る。だからこそ、Question Fridayでの柴さんの投げかけに対して、多くの会員が反応し、
LINEWorksのグループトークまで立ち上がった。今回のビジネス化に当たって、柴さんは、何
度も疑問や壁にぶつかったという。その時、QWSのコミュニティマネージャーの星川氏にダイ
レクトメッセージを投げると、明け方４時近くでもアドバイスが返ってきたという。イノベー
ションでは、このような熱量が欠かせない。
　この様に、熱量のあるマルチ・コミュニティーとの関係を持てるようにすることが、今後、デ
ジタルシフトが進む中で、イノベーションにとっては益々重要になっていくであろう。

５．イノベーションにおけるリアルとデジタルの関係、都市機能分散の可能性

　今回、柴さんは、この様なコミュニティーのメンバーとのやりとりを、全てフルリモートで、１ヶ
月間家から一歩も出ることなく行った。具体には、Facebook Messengerというアプリを使い、
30近いチャンネルでやり取りをしていると言う。このため箸を持つ時間もない状況が続いていて、
柴さんにとってもこの様なチャットの嵐は初めての経験だという。この様にネットだけでイノ
ベーションが進む現象は、柴さんの周りの知り合いの間でも急速に広がっているという。イノベー
ションの世界でもデジタルシフトが進行しているのである。このため、一見、今後のイノベーショ
ンは、リアルな場所を必要とせず、完全ネットだけでも成立してしまうかのように思われてしま
う。しかし、そのように単純なものではないと柴さんは感じている。何故なら、リアルかリモー
トかに関わらず、熱量のあるコミュニティーが大切だが、熱量のあるコミュニティーは、純粋ネッ
トだけで形成するのは難しく、何等かのリアルな場を伴う必要があると思えるからだという。
　G's ACADEMYのコミュニティーもQWSコミュニティーも、サイバー空間上に突然現れたの
ではなく、リアルなG's ACADEMY、リアルなQWSという場所に、熱量を持った人が集まり、
その場所を介して形成されたコミュニティーである。だからこそ、そのコミュニティーも熱量を
持ったものとなっている。逆に言うと、熱量のあるコミュニティーが無い場所、都市は、そもそ
もイノベーションにとっては価値の無い存在でしかない。これは、どんなに立地が良く、立派な
キャンパスがあっても、優秀な教授陣や学生がいない大学に価値がないのと同様である。
　この様に、リアルな場所、都市も、熱量のあるコミュニティーを有している限り、これからも
イノベーションで重要な役割を担っていくことになると考えられる。今後、自粛解除がなされる
と、フルリモートでイノベーションに関係していた者も、ネットだけでは伝わらない五感を通じ
た体験を求めて、徐々にリアルの場、リアルの都市に戻っていくであろう。しかし、フルリモー
トで進められたリミートライブの例からも分かるように、リアルな場、都市がこれからもイノベー
ションで重要な役割を担い続けるためには、その機能がサイバー空間上でも発揮できるようにし

５．イノベーションにおけるリアルとデジタルの関係、都市機能分散の可能性
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ていかなければならない。サイバー空間でもその熱量が伝わり、化学反応が促され、人々の可能
性が広がっていくのでなければ、場所や都市はイノベーションにおいて重要な役割を果たしてい
くことはできないであろう。リアルな場、都市のデジタル面での機能拡張が、今後は不可欠となっ
ていく。
　では、具体的にはどうしたら場所や都市がデジタル面で必要な機能拡張を可能とすることがで
きるのか？
　一つには、今回のQWSが進めているように、webでも様々なイベントや交流会を開催するなど、
オンライン上での存在感を高めていくことが考えられる。しかし、それだけでは必要な化学反応
を起こすことはできない。その場合鍵となるのは、「コミュニティーとコミュニティーを結ぶネッ
トワーク」であると考えられる。
　例えば、今回のリミートライブでも、ビジネス化に当たって、契約や知財といった専門分野で
の法律事務所や経営コンサルタントからのアドバイスが必要とされたが、先に述べたように、
QWSでは、「三浦法律事務所」と「みらいコンサルティング」がBOOSTER PARTNERとなっ
ていて、柴さんはQWSのコミュニティマネージャーの星川氏を通じて、様々な相談をオンライ
ンで行うことができた。このことは、見方を変えると、QWSをハブとして会員コミュニティー
と「三浦法律事務所」、「みらいコンサルティング」といった支援者コミュニティーが「ネットワー
ク」されていたから可能であったと考えることができる。ネットワークには、ノード（結節点）
とリンク（つながり）が必要だが、星川氏がノードとなり、それぞれのBOOSTER PARTNER
にリンクを張っていたと言うこともできるであろう。QWSがこの様なリンクを多数持ったノー
ドとなることは、QWSのハブとしての機能を高めることになる。
　このように考えると、これからの都市は、リアルの世界だけでなく、デジタルの世界でも、熱
量をもった人が集まり、熱量を持ったコミュニティーが形成され、そのコミュニティーが、都市
内外のコミュニティーと、どれだけネットワーク化され、どれだけ多様なチャンネル、リンクを
張れるかが重要になってくるように思われる。地方と大都市、地方と地方がネットワーク化され、
イノベーションを支えていく「熱量のあるリアル、デジタルの両面を持つ、ネットワーク化され
たマルチ・コミュニティー社会」。これがAfter/With Coronaの目指すべき姿と言えるのではな
いであろうか？
　「はじめに」で述べたように、パンデミックの危険性が高まる中、都市機能の分散化がこれか
らの大きなテーマの一つとなっていくであろう。これは、長崎を含む地方や大都市近隣の郊外に
とって大きな追い風である。しかし、いくら機能分散の必要性を唱えても、魅力ある地方と、そ
こで生活できる働く基盤が無ければ、分散は実現しない。今日、イノベーションは重要な雇用基
盤となっている。イノベーションでも分散化が図れなければ、機能分散も実現しないであろう。
そのためには、地方も大都市郊外も、リアル、デジタル両面で多様な内外のコミュニティーとネッ
トワークでつながれるようになるか否かが重要となってくると考えられる。その意味で、リミー
トライブのケースは、長崎にも重要な示唆を与えてくれるのではないだろうか。


