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生活は大きく変化しました。今回のNRI 未来
創発フォーラムでは「新型コロナウイルスと経
済社会のパラダイムシフト」をテーマに、デジ
タル化の急進展が我々の生活や仕事、そして
価値観に及ぼす影響を分析するとともに、ポス
トコロナ時代のビジネスのあり方を展望し、国・
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ポストコロナ時代に向けたデジタル社会資本の整備
此本 臣吾

地方自治体によるデジタル社会資本整備の重
要性について提言しました。
また、シェアリング･エコノミー研究の第一

本代表の江田麻季子氏との特別対談を通して、
ポストコロナ時代に向けた社会・経済のあり方
について考察しました。
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ジタル空間を介した人と人との触
れ合いです。2 つ目は「適応力」で
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たなビジネス環境への適応を求め
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NRI未来創発フォーラムについて
NRIは企業理念「未来創発」に基づき、社内外の専門家・有識者
による日本や世界の未来の姿を考えるためのビジネスフォーラムを、
毎年秋に開催しています。

いってほしいと強く思います」と語った。
柔軟で新しい働き方の必要性
続いて此本が「働く側におけるグ
レート・リセットでは、どの辺がポイン
トになると思われますか」と問いかけ
ると、江田氏は「これまでは、学ぶ機
会も制度も、同じ企業に長く勤めるこ
とが前提になっていましたが、技術が
広がり様々なビジネスモデルが出てき

2020 年は「新型コロナウイルスと経済社会のパラダイムシフト」
をテーマに、ハイブリッド開催
新型コロナウイルスによって世界が未曾有の危機にさらされた
2020 年は、
「新型コロナウイルスと経済社会のパラダイムシフト」を
テーマに設定しました。デジタル化の急進展が我々の生活や仕事、
価値観に及ぼす影響や、ポストコロナ時代のビジネスのあり方など
について考察し、国・地方自治体によるデジタル社会資本整備の重
要性について提言を行いました。
今回は、新型コロナウイルスの影響により、これまでと開催方式
を変更し、会場とオンラインのハイブリッド開催としました。

ている中では、働く人がいかに新しい

会場となった東京国際フォーラムでは、ソーシャルディスタンス

スキルを身につけていくかが重要なポ

を確保しながら着席できるよう、聴講できる人数を制限しましたが、

イントになると思います」と語った。

オンラインによるライブ配信では多数の方にご視聴いただきました。

「北欧などではすでにテレワークが
定着していますが、日本が今後テレ
ワークを取り入れた働き方を定着させ
ていくためには、どんなことが必要だ
と思われますか」と意見を求めた此本
に対し、江田氏は「女性と男性が家事
や教育、介護などを共有していくこと
です。実際に仕事と家庭のバランスを
とる中で、柔軟な新しい働き方の必要
性が認識されていくと思います」と語
る。
「他社もやっているからという同
調圧力では、いずれ元に戻ってしまう
でしょう。従業員やその家族がより幸
せになる働き方に変えていくには、経
営者の判断が肝心です」
。
これを受けて此本は「テレワークで
なければできなかったこと、テレワー
クであったからこそできたことの価値

また、会場では安心して聴講いただけるよう、入念な感染症予防
対策を実施。スタッフはマスクとフェイスシールドを装着し、受付カ
ウンターにもビニールカーテンを設置し、受付や会場内の距離確保
も徹底しました。来場者にも検温や消毒、マスク着用にご協力いた
だき、無事に開催することができました。
NRIは、
「未来社会創発企業」として、これからも社会提言活動
を続けていきます。

を、皆が認識することが必要だと思い
ます」と強調した。■
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