
背幅 8.1㎜ 表紙 B 案

STI Roadmap to Achieve the Sustainable 
Development Goals

－ The Road to 2050 －

日本工学アカデミー
科学技術イノベーション 2050 委員会 (STI2050) The Road to 2050 @ STI2050, EAJ

持続可能社会に向けた科学技術・イノベーションロードマップの提言



■1
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要旨

「2050 年に向けて技術の棚卸しを含む現状把握をした上で、2050 年の目指すべ

き将来像に向けて必要な技術、それを実現するための「科学技術・イノベーショ

ヱ（Science, technology and Innovation, STI）」ロードマップを描くこと」を目

的とし、深刻化する COVID-19 の影響を受け、

・スマートな都市、快適で強靭な人間居住の実現

・持続可能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現

・可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現

の 3 つの課題に絞り、検討を行った。 
人々と社会、政策決定者、科学界の相互の理解と信頼を増強し、世界が今後直

面する新たな事象に柔軟に対応できる知識を基盤とする社会の高度化を実現する

ための方策を示すとともに、エネルギー・食料・水の関係は、相互にシナジーや

トレードオフを有するが、Sufficiency という概念を導入し、世界の全ての地域に

おいて、カーボンニュートラルと Energy Sufficiency を達成するためのロードマ

ップを提示した。さらに、将来の都市像として、サイバー・フィジカル空間をう

まく活用し、人間を中心に幸福を追求し、平時における快適性と、アウトブレイ

ク時における安全・安心の確保を目的とする「マルチ AI ネットワーク都市」を提

案する。

Recommended citation: 
科学技術・イノベーション 2050 委員会: 持続可能社会に向けた科学技術・イノベーション

ロードマップの提言. The Road to 2050, 日本工学アカデミー、2022
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1. はじめに ～巻頭言に変えて～

2015 年国連総会において「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ(アジェン

ダ 2030)」が参加 192 ヵ国の全会一致で合意され、このアジェンダに掲げられた

持続可能な開発目標(SDGs)の実現のために Society5.0 を推進するという決意を日

本経済団体連合会(経団連)は示し、2017 年に抜本的に企業行動憲章を改訂しまし

た。また、年金基金や再保険など大口の長期投資家は企業に環境、社会、ならび

に企業ガバナンスへの積極的な取り組みといった非財務価値の情報開示を求める

ようになり、短期的で利己的な利益を追求する企業は長期の投資対象から外され

る方向にあります。

一方で、積極的な防災投資によるインフラ整備とリスクマネジメントの向上に

よって自然災害による人的被害は世界的にも長期的に軽減傾向にありますが、経

済的被害は増大し、特に人為的な地球温暖化に伴う気候変動の悪影響が顕在化し

つつあり、全球平均気温の上昇を産業革命以前に比べて 2℃あるいはより低い水

準に抑えようというパリ協定が 2015 年に国連気候変動枠組み条約で採択され、

2016 年には発効しました。 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書などによってパリ協定の実現に

は今世紀の後半には温室効果ガスの排出を世界全体としてゼロにする必要がある

ことが科学的に明らかとなり、先進各国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を国

全体としてゼロにする、すなわちカーボンニュートラルの実現を目指すことを表

明し、そのマイルストーンとして 2030 年までに達成しようという野心的な削減目

標を掲げています。

2019 年末から世界に広がった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延を

受け、いまだに収束の見通しが明確に立たない中でも、望ましい未来社会の実現

のために、そうした長期的な視野に立った取り組みを政府や自治体、企業、大学

や研究所が行う必要がますます強まっています。しかも、カーボンニュートラル

な社会の実現はもちろんのこと、アジェンダ 2030 が目指すより良い世界への変革、

格差のない社会の実現には情報通信技術の発達と普及が大事な役割を果たす様に、

望ましい未来社会の実現には、ビジョンの共有に加えてそれを具現化する新たな

技術や制度が不可欠です。

日本工学アカデミー(EAJ)では、こうした問題意識から、2017 年に「SDGs に

おける科学技術イノベーションの役割」(武田晴夫リーダー)プロジェクトを開始

し、「我が国の科学技術イノベーションに関する様々な SDGs 戦略を、政府およ

び各府省庁が確実に政策化し、実行することを目指し、EAJ が主体的に関与する

組織」として「持続可能社会創生特別委員会（仮称）」を創設すべきと、2019 年

に提言しました。この提言を受けた特別委員会として名前を改めて発足したのが

「科学技術・イノベーション 2050 委員会」(STI2050 委員会)です。本委員会は

2019 年 11 月に理事会制定で設置され、EAJ 内外の有志のメンバーで議論を重ね

て参りました。設立時に構想していた論点は次の通りです。 初の 3 点は、国連
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気候変動枠組み条約 COP23 の後、2018 年の COP24 に向けて行われた気候変動

対策に関する取組意欲の向上のための「タラノア対話」の 3 ステップを借用しま

した。

(1) 我々はどこにいるのか?の観点で、現状把握

(2) どこへ行きたいのか? の観点で、今後目指すべき将来像（目標）の提示

(3) どうやって行くのか?の観点で、達成に向けた行動の具体案を議論

(4) 技術が支える社会イノベーションのロードマップの構築

(5) 持続可能な社会を実現するためのアクションプランの作成・提言、見直し。

2050 年、2100 年にどんな未来社会を実現するのか、工学の夢を語り、国内外

で提案されている未来像をレビューして 2050 年あるいは 2100 年の望むべき将来

像を定め、その実現に向けて必要な社会の構造的転換を促すために鍵となる技術

やニッチ技術を特定すると共に、そうした技術が支える社会イノベーションのロ

ードマップを描き、22 世紀に向けて持続可能な社会を実現するためのアクション

プランの提言を目標として、現状の技術開発の展望から想定される 2030 年、

2040 年の未来予測に加えて、歴史を振り返り、人類の変わらない欲望や習性を踏

まえて、どんな「より良き世界」を実現したいか理想の未来像を描き、その実現

に向けて今なすべき技術開発を考える俯瞰的なアプローチを組み合わせようと努

力しました。

こうした議論の中で、2050 年に向けた技術ロードマップ全体を俯瞰するのはと

ても無理だ、という当たり前の共通認識となり、論点を 3 つに絞ろうとしました。 
 化石燃料依存の経済システムから脱却する技術

 貧困・格差の解消に資する技術

 人生の質(Quality of Life)の飛躍的向上に資する技術

当初はこれらの 3 つの技術的側面について議論を深め、鍵となる技術を見定め

て、2050 年のより良い社会の実現に向けた技術ロードマップを構築する予定でし

た。しかしながら、深刻化する COVID-19 の影響を受け、全面的に見直した方が

良いのではないか、という意見が多数を占め、2020 年 8 月に外部識者の方々のご

講演を受けるワークショップを開催すると決め、そのために新たに絞ったテーマ

が次の通りで、本報告書の 3 つのグループに対応しています。 
 スマートな都市、快適で強靭な人間居住の実現

 持続可能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現

 可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現

ボランタリーな委員会活動では、なかなか時間が自由に割けない状況も多い中

で、参加会員の皆様、特に各章の主要執筆者の皆様の高い使命感と志によって他

に類を見ない報告書としてまとまったのではないか、と思います。本報告書が、

これからの日本ならびに世界の技術開発に少しでも貢献し、より良い未来社会の

構築に役立てば、EAJ STI2050 委員会として本望です。 後になりましたが、ワ

ークショップで講師をお勤めいただいた先生方、委員の皆様、献身的に幹事をお

務めいただいた、有川太郎委員、亀井未穂委員、平川祥子委員、そしてこうした

機会をくださった中村道治委員(EAJ 前会長代理)に深い敬意と感謝の念を申し上

げます。ありがとうございます。

 EAJ STI2050 委員長 沖 大幹 
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2. 2050 年の未来社会を考える 

2.1. 背景 
1970 年に設立されたローマ・クラブは「人類の危機に関するプロジェクト」を

立ち上げ、その分析依頼に対する報告書として、主担当者のデニス・メドウズ博

士(Dr. Dennis L, Meadows)が「成長の限界」を 1972 年に刊行した[2.1.1]。その日本

語翻訳版の後書きに、当時ローマ・クラブ東京事務所会長の安川氏により、その

経緯が詳しく記載されている。 
 
ローマ・クラブの危機感は、近年における科学技術の進歩のもたらす恩恵を理

解した上で、その恩恵の背後に隠れた副産物としての各種不調和の存在であった。    
1970 年当時は、 
 

① 核戦力のエスカレーション 
② 人口増大 
③ 広がる環境汚染 
④ 天然資源の枯渇 
⑤ 都市化の進行 
⑥ 増大する社会不安 
⑦ 青少年の疎外感 
⑧ インフレの蔓延 
⑨ 伝統的な価値の崩壊 

 
とされており、特に、「豊かさへの指向は、人類全体の幸福に必ずしも結びつく

ものではない」と危惧されていた。 
 

これらは、マサチューセッツ工科大学(MIT)による全地球的システムのモデル化

の研究成果であるが、50 年経過した 2020 年において、環境汚染や都市化の進行

による影響、伝統的な価値の崩壊による地方格差など、日本の社会においても、

当時の懸念が顕著に表れている。また、さらなるグローバル化が進むなか、より

精緻な全地球的システムのモデルを構築することが重要であると考えられる。 
 
メドウズ博士は、その報告書のなかで、成長から世界的な均衡への移行を訴え

る一方で、人間の価値に対する難しさについて、「すべての人にすべてのことを

大にすることができないと社会が認識するや否や、社会は選択に迫られる。」

と述べている。そして、地球が有限であるために生じるトレードオフ関係を重視

し、現実的な代替案を明確にし、社会的目標を確立する。そのためには、長期的

な目標を定め、それと両立しうる短期的な目標を設定することが大事であると説

く。メドウズ博士は、その後「カブ・ヒル・コーハウジング」[2.1.2]というプロジ

ェクトのなかで、地区の外部と相互依存を保ちながら、できるだけ地区内で生産

と消費の循環（地産地消）が可能な暮らしの試みと、持続可能性の研究と次世代

のリーダーの育成を目指して、カブ・ヒルという集落を開拓した。ただし、メド

ウズ博士はその完成をみることなく、2001 年に亡くなっている。その後も、その
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プロジェクトは進められおり、ウエブページ(http://www.cobbhill.org/)にて、その

生活の様子が報告されている。 
 
また、2009 年に、Rockstöm et al.は、地球の限界（Planetary Boundaries）と

いう概念を発表した[2.1.3]。 
① 気候変動（Climate change） 
② 生物多様性の損失率（Rate of biodiversity loss） 
③ 生物地球化学的循環境界(Biogeochemical flow boundary (窒素循環 (Nitrogen 

cycle)、リン循環 (Phosphorus cycle)) 
④ グローバルな真水の利用 (Global freshwater use) 
⑤ 土地利用の変化 (Change in land use) 
⑥ 大気エアロゾルの負荷 (Atmospheric aerosol loading) 
⑦ 化学汚染 (Chemical pollution) 
⑧ 海洋酸性化 (Ocean acidification) 
⑨ オゾンホール ( Stratospheric ozone depletion) 

 
の 9 つが指標となっている。そのなかで、生物多様性、生物地球化学的循環がか

なり危険域まで達しており、気候変動ならびに、土地利用も危険度が増している

とされている[2.1.4]。 
 

そうした中で、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継とし

て、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」が発表され、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標

として，持続可能な開発目標(SDGs)が設定された。17 のゴール、169 のターゲッ

トから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」こ

とを誓っている[2.1.5]。 
 
その目標に向けた取り組みをしていく中で、ロードマップとして位置づけられ

るものの一つに国際応用システム分析研究所 (International Institute for Applied 
Systems Analysis、IIASA)が出した報告書がある(2018[2.1.6], 2019[2.1.7])。The World 
in 2050(TWI2050)というタイトルの報告書には、6 つの変革が 2030 年の目標到達

に有効であることを示し、また，Saches et al. (2019) [2.1.8]は、その 6 つの変革と

SDGs の 17 のゴールとの関係を数値で関連付けている。6 つの変革とは、以下に

示す通りである。 
 

① 人間の能力と人口動態（Human capacity and demography） 
② 消費と生産（Consumption and production） 
③ 脱炭素とエネルギー（Decarbonization and energy） 
④ 食料、生産県、水（Food, biosphere and water） 
⑤ スマートな都市（Smart cities） 
⑥ デジタル革命（Digital revolution） 

  
これら 6 つの変革を、Sustainable Development Pathways (SDPs)として位置づ

け 、 そ れ ら に つ い て ど の よ う に 変 革 し て い く か に つ い て 、 the Shared 
Socioeconomic Pathways (SSPs) (Riahi et al., 2017) [2.1.9]に基づき考察している。
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例えば、1) Human capacity and demography では、人口統計に基づき、教育レベ

ルの向上がもたらす影響を示している。さらに、6) Digital revolution については、

特に、2019 年の報告書でもとりあげており、あらゆる分野におけるデジタル化が、

SDGs の目標達成において必須であると述べている。また、そのような社会にお

ける人類のあり方について、ホモデジタル（Homo digitalis）と呼び、地球変動に

関するドイツ諮問委員会  (The German Advisory Council on Global Change 
(WBGU))などで議論されている[2.1.10]。 

 
そのようななか、2020 年に COVID-19 の世界規模の感染が生じ、IIASA は、

TWI2050 の第三弾[2.1.11]を出し、その中心となるテーマは、「効率性（Efficiency） 
から充足性（Sufficiency ）へ」というものであった。これは、50 年前のメドウズ

博士の報告書に対する一つの回答であるとも言える。豊かさを指向し、経済的合

理性を追求することから、「充足性」を考えることで、人類全体の幸福を実現し

ようとするものである。本報告書においても、その考え方を踏襲する。 
 
2.2. 委員会設立の経緯と目的 

「2050 年に向けて技術の棚卸しを含む現状把握をした上で、2050 の目指すべ

き将来像に向けて必要な技術、それを実現するための「科学技術・イノベーショ

ン（Science, technology and Innovation, STI）」ロードマップを描くこと」を目

的とし 2019 年 11 月に，委員会が設立された．国内外で提案されている未来像を

レビューして 2050 年あるいは 2100 年の望むべき将来像を定め、その実現に向け

て必要な社会の構造的転換を促すために鍵となる技術やニッチ技術を特定すると

共に、そうした技術が支える社会イノベーションのロードマップを描き、22 世紀

に向けて持続可能な社会を実現するためのアクションプランの提言を目標として

いる。 
 
2.3. 解決すべきテーマ 

委員会では、解決すべきテーマや課題を特定し、それに向けた必要技術を特定

し、そこへ向けたパスウェイを考えていくことを目指し、このロードマップおよ

びアクションプランの策定に向け、これまで 7 回委員会を開き(2019 年 8 月 6 日、

9 月 25 日、11 月 19 日、2020 年 1 月 8 日、2 月 26 日、4 月 22 日、6 月 11 日)、
委員会として取り組むべきテーマを 3 件程度に絞り込むための議論を行った。 

 
UNFCCC COP24 に向けて行われた気候変動対策に関する取組意欲の向上のた

めの「タラノア対話」に倣い、(a) 我々はどこにいるのか?（ "Where are we?"）
で、現状を把握し、(b) どこへ行きたいのか?（ "Where do we want to go?"）で、

今後目指すべき将来像（目標）を定め、(c) どうやって行くのか? （"How do we 
get there?"）で、その達成に向けた行動の具体案を議論するというステップを踏

んだ。 
 
2020 年 1 月の段階である程度課題選定まで行っていたものの、2019 年 12 月よ

り発生した COVID-19 による影響が日本でも本格化したことにより、課題選定に

おける議論が変化し、議論を見直し、結果、以下の 3 つに絞られた。 
 

(1) スマートな都市、快適で強靭な人間居住の実現 
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(2) 持続可能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現

(3) 可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現

COVID-19 の前後において、どのように議論が変化したのか、ということにつ

いて 後に少しご紹介したい。

  委員会では、「2050 年に向けて解決すべきテーマ・課題」、「それに向けて

必要と考えられる技術」について、第 3 回委員会にて宿題とし、2020 年の年明け

の第４回委員会にて議論した。その際、「2050 年に向けて解決すべきテーマ・課

題」については、

・世界平和

・脱炭素社会

・100 歳社会

・安定的な食

・レジリエントでサスティナブルな社会

・QOL の向上

・金融革命

・幸福度の向上

などが、キーワードとして挙がっていた。コロナ禍以前では、社会的に、気候変

動、人口減少、高齢化、働き方改革、自然災害などの課題にどう対処するかとい

う点に主眼が置かれていることがわかる。一方で、コロナ禍が本格的となったあ
との議論においては、上述の(3)で挙げられている。「可視化されたエビデンスと

多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現」に集中した。気候変動対応とも

関係するが、デジタル化社会におけるガバナンスのあり方は、持続的な社会を構

築するうえで、重要なカギとなるという意見が多かった。

そのため、本報告書では、まず、ガバナンスの実現からはじめ、次に、水・食

料・エネルギーのネクサス問題を取り上げ、 後に、豊かさの指向と、トレード

オフになりがちな、すべての人々の幸福を実現するための都市の未来像を記載し
た。なお、本報告の一部は、国連の Interagency Task Team（IATT）が出した

SDGs のための 新技術報告書に掲載された。 [2.3.1]

なお、SDGs は持続可能な開発のための 2030 アジェンダに掲げられており、 

2030 年が目標年であるが、本報告書では、その趣旨に沿ったより良い社会の構築

に向けた長期的な目標の象徴として SDGs を用いている箇所もある。 
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図 2.3.1  STI による誰も取り残さない共創社会に向けた STI2050 委員会の取り

組みの位置づけ 
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3. 可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンス

3.1. はじめに 「ガバナンスはどういうもので、何を目指すか」 

3.1.1. 本章の意味 
本委員会は、2050 年の目指すべき将来像に向けて必要な技術とそれを実現する

ための「科学技術・イノベーション」ロードマップを描くことを目的として活動

している。具体的には、スマートな都市と快適で強靭な人間居住の実現、持続可

能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現、と言う２つのテーマとと

もに、それらのテーマを含む今後のプロジェクトを進める上で必要となる共通テ 

ーマとして、可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンス

の実現を選んだ。

このテーマは委員会の第 3 グループで扱うこととした。将来の社会とその課題

を展望し、社会の発展や課題の解決に必要な技術に関わるロードマップを描く場

合、技術そのものにとどまらず、幅広い視野と考察が必要になるというのが、こ

のテーマの問題意識である。

3.1.2. 何故今、可視化されたエビデンスとガバナンスが課題か 
科学技術は人間の知的活動の産物と言える。人間は個々人を構成要素として、

複数の個人が集まり、社会を形成する。従って、科学技術はその時の社会のあり

ようと極めて強く関係する。今日の科学技術の基礎となる近代科学の発祥は、西

欧における近代国家の形成の時期、いわば西欧型民主主義の登場、及び産業革命

と時を同じくして 17 世紀半ばから 18 世紀初頭に起こっている。これまでの科学

技術は、主として西欧型の民主主義を共通の価値とし、産業革命による経済の発

展が著しい社会の中で発展してきた。では、今日の社会の状況はどうか。民主主

義は先進国では標榜されているが、そこにも分断が深刻な問題となり、一方、権

威主義、専制主義の国々が現れ、途上国の将来に影響を与えている。一方、先進

国では右肩上がりの経済成長が鈍化し、格差が拡大している。このような世界の

中で、人々の価値観は多様化し、人々や社会の求めるものはかつての経済成長が

物質的豊かさをもたらすというような単純なものから大きく変化している。言う

なれば、社会は人々にとっての幸福は多様であり、できるだけ多くの人々に 大

ではないが、相応の幸福をもたらすことを目指す必要がある。

社会と関連の強い科学技術もこのような社会の変化に応じて、できる限りの人

の希望を如何に叶えるか、を人々が納得できる事実を示し、選択しうる 良の方

法とは何かについての選択肢を示すことが求められる。さらに、そのようなプロ

セスを科学技術だけではなく、人々や社会の参画を得て進めていくことが求めら

れる。科学技術の発展が社会に大きな影響をもたらす以上、このようなプロセス

は、科学技術と社会の「関係者がその相互作用や意思決定により、社会規範や制

度を形成し、強化し、あるいは再構成していく」ガバナンス（Wikipedia）であり、

関係者がプロセスに参画し、行動していく仕掛け、プラットフォームの形成が重

要となる。
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そこで、まず科学技術と社会の関係の変化が複雑化の状況を簡単に振り返り、

対して AI の活用に代表される今日の 先端の科学技術が状況を可視化し、人々の

多様な要請や価値観を把握していく例を示します。その上で、科学技術と社会の

関係の一つの重要なプロセスである科学的助言についての国内外での進展を、科

学技術者と政策立案者、アカデミーと議会、といった視点から示すとともに、世

界が直面した問題への科学技術の対応の直近の例として新型コロナウイルスの例

を取り上げる。それらを踏まえ、科学技術と社会の関係のより良いガバナンスの

確立に向けてのロードマップの提示を試みる。

3.1.3. 20 世紀の科学技術と社会 
科学技術と社会の関係は、20 世紀後半から極めて相互に強く関連し、複雑にな

ってきた。20 世紀前半までは科学技術の研究成果が、社会のプレーヤー、すなわ

ち産業界や公的組織、に活用されて社会へ広まっていくという、いわばリニアモ

デルのような展開が代表的だった。しかし、科学技術と社会の関係は双方向に影

響し合うものになってきた。一つの例を挙げれば、前世紀の公害問題があるが、

科学技術の主産物が社会にもたらす効用だけではなく、そのプロセスで生まれる

副作用が社会に与える負の影響が問題となった。同時に、産業革命以来、技術の

進展は生産性や効率の向上を実現し、同じ資源や労力に対してより高い経済的価

値を生み出すことを追求してきたが、社会や生活のレベルが一定の豊かさを得る

に従い、量的な目標の追求だけでなく、質的な目標にも視点が移ってきた。つま

り、経済的な価値という単一基準ではなく、様々な価値観に基づく目標が追求さ

れるようになってきた。

例を挙げれば、1990 年代に地球環境が大きな問題となると、すでに経済発展を

成し遂げた先進諸国は、地球環境をこれ以上破壊させないために、経済発展のた

めの開発をある程度抑制せざるを得ないとしたが、これに対し、開発途上国は、

すでに様々な開発を行った先進国に地球環境の破壊の責任があり、経済発展が不

十分で、引き続きそのための開発が必要である国々の権利が奪われるべきではな

い、との立場の違いがある。

先進国では科学技術や開発の持つ便益と弊害が認識され、弊害の 小化が求め

られるとともに、価値観が多様化したのに対し、世界の過半では経済発展の恩恵

が十分に及んでいなかった。この容易に解決出来ない状況が「持続可能な開発」

という言葉に込められた。

3.1.4. 21 世紀に入って科学技術と社会の関係の変容－SDGs の登場 
「持続可能な開発」が孕む世界での複雑な課題は、21 世紀に入り、世界中の相

互依存は人々の往来、物流、経済等のグローバル化に伴い環境だけにとどまらな

い、地球規模問題としてより顕著となってきた。持続可能な開発の観点からは、

世界での開発レベルの格差が課題となり、ミレニアム開発目標 Millennium 
Development Goalsが掲げられた。この中では開発途上国の状況の改善を中心に 8
つの目標を掲げた。
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その中で、例えば、基本的人権に関わり、地域紛争などの引き金にもなり得る

極度の貧困（日に1.9ドル未満で生活）を見れば、1990年の人口比36％から2015
年には 10％へと大きく改善した。ただし、いまだ 7 億人の人々が 貧困状態に置

かれているのも事実である。

その後、2015 年にはミレニアム開発目標の成果を受け、未達の目標はさらに強

力に取り組むとともに、先進国にも関わる世界共通の目標として持続可能な開発

目標 Sustainable Development Goals: SDGs が国際連合で採択された。SDGs は

17 の目標からからなり、その下に 169 のターゲットを掲げている。17 の目標は、

様々な関係者の提案を包摂する形で形成され、169 のターゲットは相互に複雑に

関連している。SDGs は利害得失が複雑に入り込んだ目標の解決に対しては、こ

れまでの延長での対応だけでは解決が困難と認識され、新たな工夫が求められて

いる。このため、科学技術とそれによる新たなイノベーション（以下、科学技

術・イノベーション）に大きな期待が寄せられた。これは、これまでのより高い

経済価値の創出だけではなく、相互に背反する目標の達成に対して、相乗効果を

示す方法や 適化の達成など、より高度な解決を求めている。例えば、都市問題

は貧困、食料、産業、環境などの多くの課題の複合課題としてとらえられるし、

食料、水、エネルギーの確保は相互に強い相関を持ち、一つの課題の解決を 大

化すれば、他の課題には悪影響をもたらすことは明らかである。人々の趣向が求

める食材の供給を 大化すれば、大量の水やエネルギーを消費し、バランスが崩

れる。このような互いに相反する課題の解決には、まずその相関関係を明解に示

し、どのような代替手段やあるいは新たな方法を生み出して対応するか、が科学

技術・イノベーションに求められる。

地球規模問題に対してここまで科学技術・イノベーションへの期待が大きく、

かつ顕著に著されたのは初めてである。一方、科学技術は分野毎に研究開発が進

められてきたが、前出のような複雑な課題に対処していくためには、ここの分野

だけでは対応出来ないし、それでは部分 適の解しか生み出せない。そこで、科

学技術やそれに携わる者に対しても、分野を越えて、言わば「越境」を積極的に

認める俯瞰的な取り組みや視座が求められる。

3.1.5. 「ガバナンス」の要請 
SDGs と科学技術・イノベーションは、従来とは異なるマネジメントを求める

ことになる。つまり、本報告のタイトルにもある、多様な価値観を認めた上で、

それらに対する社会の評価を加味し、かつデータや客観的事実に基づき、解決策

ミレニアム開発目標 Millennium Development Goals の 8 つの目標

目標 1：極度の貧困と飢餓の撲滅

目標 2：初等教育の完全普及の達成 
目標 3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上 
目標 4：乳幼児死亡率の削減 
目標 5：妊産婦の健康の改善 
目標 6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止 
目標 7：環境の持続可能性確保 
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の候補を求め、それを社会に問い、一定の合意を形成しつつ実行に移していくと

言う段取りである。これは新たなガバナンスと言って良い。

3.1.5.1. 科学技術に求められるガバナンス 
まず、科学技術及びそれに関わる者にとっての必要とされるガバナンスから話

を始める。先にも述べたとおり、現在直面する多くの課題は複雑で、複数の観点

や分野が関わるので、単純な目的の追求だけでは課題の解決に結びつかない。ま

ず、前節の 後に述べたとおり、科学技術に関わる者は、課題に対する理解をす

ることが求められる。当たり前のようだが、意外に容易ではない。なぜならば科

学者、技術者は他に比して特定の分野や課題について特段の関心を持ち、多くの

知識を獲得し、科学技術的な成果として結実させているからである。それだけに

彼ら自身が取り組む課題の重要性への認識が高いのは当然である。さらに、より

社会に近い科学技術分野、例えば様々な工学分野では、現実的な社会課題に取り

組んでおり、より俯瞰的な視座で研究開発が進められている。しかし、さらに関

係のある他分野や社会課題が自身の研究開発の外にあるのではないか、と言うこ

とに一層の想像力を発揮すべきである。

このため、様々な課題に取り組むプロジェクトを進めるに当たっては、より俯

瞰的な視座を得る工夫を盛り込むことが考えられる。一例としては、ある課題に

取り組むに当たり、その中心になる分野の関係者に加えて、例えば社会課題に関

心を持つ分野外の関係者、特に人文学、社会科学の分野の関係者や NGO、NPO
等の識者に議論への参画を得て、プロジェクトの構想段階からより俯瞰的な構想

に仕上げることが考えられる。これまでは、ある構想の案を決定する段階で、コ

ンセンサスを目指す会議への参加やパブリックコメントを求める方法や、構想の

終段階で倫理的、法的及び社会的課題（ELSI）の観点からの検証を行うのが主

であった。しかし、構想段階からより多様な意見を求めていくことで、より今日

の社会の課題に応える解決に的確に到達出来ると考える。

そして、プロジェクトの遂行や成果のとりまとめに当たっては、社会への実装

に向けて関係者以外の人々、特に政策決定者や事業者などの実務に当たる人々に、

何がわかっていて、何を行うことが肝要かなどについて丁寧に説明し、理解を得

ることが社会実装に不可欠となる。

3.1.5.2. 社会の側にも求められるガバナンス 
一方、科学技術・イノベーションによる課題の挑戦に対して、その成果を享受

する社会の側にも求められるものがある。科学技術に携わる者が幅広い関係者を

交えて構想を立てたとしても、その成果を如何に現実の社会で実現するかは、多

くの場合科学技術関係者の手を離れ、政策決定者、事業者などの手に委ねられる。

これら政策決定者や事業者など社会の側にも科学技術・イノベーションの成果

の活用にあたって、重要な事柄がある。まず、現時点で何が理解され、何が可能

になっているかを予断なく理解することである。特に、事態が重大であればある

ほど、解決を強く求めるため、簡単に理解出来ることに目が向きがちだが、事実

を捨象することや安易な判断は排するべきである。当たり前のようだが、現実に

は頻繁に起こり、例えば、科学的な数字や事実を示しても、実施者が別の理由を
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優先してそれらを捨象してしまうことは少なくない。例えば、 近起きたアパー

トでの階段崩落は、設計者は金属材料による施行を考えていたが、実際には何ら

かの理由により木材により施行され、事故につながった。

政策決定者や事業者は科学技術・イノベーションにより得られた解決方法を十

分に尊重し、それと異なる方法をとろうとするときには、十分な検討とその変更

について明確な説明を行う姿勢が必要となる。 もちろん、科学技術・イノベー

ションによる方法が、現実社会で実現可能ではない場合もあり得るので、その場

合は科学技術に携わる者も含めた検討が必要となる。

例としては災害時の疾病者への対応のトリアージが代表的に上げられるが、用

意出来る医療資源に対して専門家の観点から優先順位をつけざるを得ないことが

挙げられる。

これまで以上に課題が複雑になり、関わる科学技術も多岐にわたり、難しくな

っている今日、社会の側に立つ政策決定者や事業者も科学技術・イノベーション

の複雑さ、奥深さに心をめぐらし、対処の選択を考える必要がある。

さらに言えば、科学技術・イノベーションからの課題解決への提案はあくまで

科学的助言であり、解決策の決定の責任は、第一義的には政策決定者や事業者に

あることも明確に理解されるべきである。

3.1.5.3. ガバナンスの前提 
以上に述べた科学の側、社会、特に政策決定や事業実施の側に求められるガバ

ナンスを実現する上で前提となることが、科学と社会の関係についての人々や社

会の大きな理解と合意である。

第一に、人々が科学と社会の関係について関心を持つことである。政策決定や

事業実施については選挙や製品やサービスの選択の際に考える機会があるが、科

学についてはどうか。例えば、科学の持つ固有の不確実性、確率性、現代科学の

不完全性が良く知られているが、「絶対」や「完全」を期待する人々は多い。医

療や薬も含め科学に基づく様々な対応は便益とリスクの選択である。科学は魔法

ではなく、リスクを 小化しつつ便益を得る試みを繰り返していることなど、科

学の本質を人々が理解することである。もちろん、科学の側が丁寧に説明する努

力が前提となる。

第二に、科学は政策決定や事業実施の中で、重要ではあるが、一つの要素でし

かないことである。簡単な例を挙げれば、COVID-19 では科学の観点から感染症

学が求める も有効な措置であっても、経済活動をほぼ完全に止めることは出来

ない。日本の緊急事態宣言でも欧米のロックダウンでも、リスクを伴っても 低

限の活動を許容され、そのことで感染拡大の抑制に余計に時間を要した。

以上のような社会と科学の相互に理解し合った関係がガバナンスの前提となる。
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3.1.6. 緊張感と相互の尊重の上に成り立つ科学技術・イノベーションのガバナンス 
以上をまとめれば、科学技術に関わる者は社会が直面する課題の様々な側面を

理解しようとして想像力を発揮する覚悟、そのためには多くの人との協働をいと

わない姿勢が求められ、かたや政策決定者や事業者などは複雑な課題には単純な

解決法は難しく、相反する事態への選択も含め、厳しい決定の責任を負わなけれ

ばならない、と言うことである。

これまでの経験に目を向けて、2 つの事実を振り返りたい。 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を機に起こった東京電力福島第一原子力発電

所の事に関連して、一つは科学者、技術者の対応、もう一つは事業者の対応であ

る。

3.1.6.1. 科学技術関係者の対応の課題 
原子力事故とその後の放射能の拡散に直面して、主として放射線に関わる研究

者が数多くマスコミに登場し、また個別の政治家の質問に対応した。これは、そ

れまで安全とされていた原子力の事故と放射線という見えない脅威に遭遇して大

きな不安を感じ、事実を知りたいという人々や社会に対して、これらに関わる専

門家として少しでも役に立ちたいという気持ちからの行動であったが、問題は原

子力という複雑な巨大複合技術に対して自身の専門に関わる部分をとらえて、全

体像に欠ける議論や専門用語を多用した難しい説明で、混乱を助長した面があっ

た。また、放射線の影響は、確率的であり、低線量では確定的な影響を断言しが

たいが、このような本質的に難しい現象について十分に理解を得ることは適わず、

むしろ様々な説明は不安を増す場合も見られた。

また、当時の世論調査を見ると、過半の人が原子力事故についての科学技術側

からの発信は十分でなく、一方、専門家の意見表明も多くの人々が要望している

との結果があった。これは然るべく発信を行ったという、科学技術側の一般認識

とはギャップがある。

この状況は、日本の科学技術に携わる者の側に十分な準備が出来ていなかった

ことによると考えられる。科学技術と社会の関係は、科学技術政策が始まった

1950 年代から、国民の理解と支持が重要とされ、1996 年に科学技術基本計画の

策定が始まる時期には国民の理解増進が唱えられた。しかし、それは、科学技術

は社会に役に立つことは所与として、そのことに人々の理解を求めることに始ま

っており、言わば知識の供給側の発想であり、人々や社会の疑問や問題意識に向

き合い、意見を十分聞きともに科学技術を進めていくという姿勢には欠いていた

と言える。政策決定者や事業者に対しても、便益や利点を中心に説明されていた

と考えられる。

これに対して、2013 年に日本学術会議は「科学者の行動規範」を改訂して、科

学的助言に当たっての科学者の姿勢について定めた。行動規範を 2005 年に研究不

正や研究費の不正使用が相次ぎ、科学界の社会からの信頼を回復するために定め

られたが、2011 年の東京電力福島第一原子力発電所事故の反省に基づき改訂され

たものである。
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科学技術に携わる者のガバナンスの原点はこのような点にあると考える。

3.1.6.2. 原子力技術を活用する側の課題 
原子力については様々な議論があり、今後のカーボンニュートラルを実現する

上で、どのように扱うかは様々な意見がある。

原子力発電は従来、 終的な廃棄物処理について政策の道筋が明確でないなど

様々な議論があるが、ここでは原子力事故を受けて、原子力発電は技術として安

全に制御出来得るか、と言う点をガバナンスの観点から検証する。

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、原子力は人類にとって制御可能では

ないという議論があるが、同じ炉型の原子炉を持つ東北電力女川原子力発電所で

は同様に厳しい状況にさらされながら初期の安全措置が機能して事故に至ってい

ないことから、事業者が適切なガバナンスを実践していれば制御可能と考えるべ

きである。ただし、女川発電所は設計、建設段階から過去の史実に基づき 大規

模の地震や津波を想定して対応したことが功を奏したと考えられるので、このよ

うな高度技術を活用するためのガバナンスは先にも述べたとおり構想段階から始

まっていると考えるべきである。

科学技術・イノベーションはますます高度化し、複雑になり、便益だけでなく、

リスクも内包する。その成果の活用に当たる者は、リスクを認識し、それを 小

化して、便益を 大化するガバナンスが求められる。

3.1.7. 「ガバナンス」の目指すもの 
科学技術・イノベーションを生み出す者、その成果を社会に実装する政策決定

者や事業者などが、前項に述べたガバナンスにより何を目指すかは、 も重要な

ことである。

SDGs は 2030 年までに地球規模の人間に起因する様々な課題を列挙し、解決を

目指す。ただし、全ての目標が 2030 年に完全に解決する工程を描いているわけで

はなく、2030 年までにどこまで改善するかの数値目標を掲げるなどしている。

2030 年は中継点であり、さらに先を見通した努力が求められている。 

そのような過程にある人類の行程を考えるときに、様々な発想が現れ、ガバナ

ンスにより大きな要請が現れる。そのいくつかに触れて、序章を閉じたい。

SDGs の先を見据えて検討を進める国際的な非政府公益団体である国際応用シ

ステム分析研究所（IIASA）他は「持続可能な開発」の実現に向けて、充足性

（Sufficiency）を提案している。これまで経済開発での一つの要請条件であった

効率性（Efficiency）に対しつつ、一方、際限のない欲求を抑制する概念と見るが、

少なくとも、人間としての基本的な要請（Basic Human Needs）を満たした上で、

バランスのとれた充足を目指す考え方である。「持続可能な開発」を具体化する

上で、先進国、新興国、開発途上国が地球という限りのある資源・環境の下でバ

ランスを持って進歩するために、さらに議論する価値のある考え方である。
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Sufficiency の議論を深める上で重要なことは、如何にこれからの行程に中で

人々の幸福を実現するかでもある。ただし、幸福は極めて主観的な面もあり、幸

福度を計測可能な形で示すことは、数多くの努力がなされているが、決定的な結

論には至ってはいない。しかし、少なくとも科学技術・イノベーションに関わる

ガバナンスが、人々や社会に忍耐や苦痛だけを強いるものであっては人々や社会

は受け入れがたいものとなる。人の幸福とは何か、如何にその実現に貢献するか

を視野に置いたガバナンスが求められる。その点で、2021 年に閣議決定された第

6 期科学技術基本計画は人々の幸福を視野に入れた政策展開を目指すと明記した

点で、時代を画したものとなると考えられる。

さらに、SDGs でも大きな課題となっているように、世界や社会の総体として

の福祉や幸福を追求しつつも、その中で大きな格差が存在すれば、紛争の原因と

もなり、総じて福祉や幸福度を減少させることになる。経済的には、富の偏在が

トリクルダウンにより社会の隅々に行き渡ることは難しく、また経済学者トーマ

ス・ピケティによれば資本論的には格差は増大する傾向にあるとのことから、格

差拡大への対処は意識的に掲げていくべき課題と考える。

3.2. 可視化されたエビデンスと多様な価値と幸福の位置づけ 
3.2.1. Well-being と QoL 

1946年における世界保健機関（WHO）設立時の憲章には、健康とwell-beingの

関係が以下のように示されている。‘Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.’ 。また

WHO は 1996 年に制定された WHOQOL-100 をさらに要約した WHOQOL-26
（2011）[3.2.1]を示した。この WHOQOL-26 では、生活の質（QoL）を「一個人が

生活する文化や価値観のなかで、 目標や期待、基準、関心に関連した自分自身の

人生の状況に対する認識」と定義し、身体的健康、精神的健康、社会関係と並ぶ

要素としている[3.2.2]。QoL に関しては、アマルティア・センの「潜在能力」に関

する研究がある。彼は QoL を、「何かをする」（doings）ことと「ある状態」

（beings）の組み合わせであり、「潜在能力」をそれら‘doings’と‘beings’を選択

する「自由」と位置づけ、それらを「生活の質」を達成するための要件をとして

示した[3.2.3]。 

2007 年、欧州委員会（EC）、欧州議会、ローマクラブ、経済協力開発機構

（OECD）、世界自然保護基金（WWF）によって、「Beyond GDP」の国際会議

が開催され、その後豊かさを計測する指標を構築する取組が各国で行われた。

2008 年フランスのサルコジ大統領は、Joseph Stiglitz , Amartya Sen および Jean 
Paul Fitoussi の 3 人に対し、経済パフォーマンスと社会的進歩の測定に関する委

員会（The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 
Progress 、 CMEPSP ） の 設 立 を 依 頼 し 、 CMEPSP は 12 項 目 の 推 奨

（Recommendations）や以下の評価指標を提案した。以下、CMEPSP メッセー

ジの一部を示す。「現在は人々が自らの意思決定をする目的で、より良い情報を

得るために統計を見る時代にある。その情報に対する要求に応えるべく、新しい

領域や現象をカバーする統計の供給が増加している。このような状況は、計測の

目的が単なる経済的な生産量の定量化ではなく、人々の well-being の計測へと移
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行すべき時期が来たことを示す。」このメッセージに応える形で、CMEPSP は

well-being の計測項目を以下のように提案している。 

a) 物質的な生活レベル（収入、消費、富）

b) 健康

c) 教育

d) 職業を含む個人的な活動

e) 政治的な影響力とガバナンス

f ) 社会と人間の関係や絆

g) 環境（現在と将来の状態）

h) 自然と経済の不安定

これら well-being に関する a)-h)の内、a)が従来の経済的な生産量と関連する指

標であり、それ以外の b)-h)はより広範囲に well-being を捉えている。この考え方

は、2015 年国連サミットにおける Joseph Stiglitz の発言‘SDGs are important in 
setting global norms‘ や Amartya Sen の 発 言 ’Democracy a key to achieving 
sustainable development’へと発展し[3.2.4]、これらの well-being に対する考え方は、

同年 9 月国連総会で採択された「SDGs」の実現目標である身体的、精神的、社会

的に良好な状態を表す概念に繋がった。上述した WHOQOL-26 における QoL と 
CMEPSP における Well-being を比較すると、前者の QoL は、一個人の人生の状

況に対する主観的な認識であり、一方、後者の Well-being は、意思決定のための

社会的な状態の計測から出発していることからも判るように、快適の観点からの

個人の状態である点が異なる。

3.2.2. 行政による QoL の展開 
米国では Johnson 大統領（1963～1969）は国民の QOL 改善の重要性を訴えた。

それに続き Nixon 大統領は 1968 年の大統領選で“We need a high standard of living，
but we also need a high quality of life…We need a strategy of quality for the70’s to 
match the strategy of quantity of the past”と訴えた。1968 年ランド研究所の Dalkey
は，市民生活の具体的 改善を図るために，QOL の整理を試み以下の 9 項目を提示

した[3.2.5]。それらは、Health，Status，Affluence, Activity, Sociality, Freedom，

Security，Novelty，Aggression（健康、ステータス、豊かさ、活動、社会性、自

由、セキュリティ、新規性、積極性）を個人の QoL の基本要素としている。

Nixon 大統領の‘a high standard of living’が、上述する CMEPSP(2009)に示された

指標の a)物質的な生活レベル（収入、消費、富）に相当し、”a high quality of life”
が b)-h)に相当する。また CMEPSP(2009)と Dalkey レポートに示される上述した

９個の要素とを比較すると、CMEPSP(2009)は対象が well-being、Dalkey レポー

トは対象が QoL という視点の差があるものの、項目的には共通点が多い。

3.2.3. 国家レベルの Well-being  
行政による行政のための指標から国民が主体となった Well-being の計測に先進

的に取り組んでいる英国を例に、その経緯と目的について述べる。英国では 1970
年代から Statistical Information Service 制度が始まり、1987 年の Our Common 
Future(Brundland)、1992 年の Rio サミットを経て、1996 年の SDI(Sustainable 
Development Indicators)、2001 年の Voluntary QoL Indicators さらに Sustainable 
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Development Indicators(SDIs) へと発展した。その後、2016年にSDGsとNational 
Well-being に分割され英国の SDIs としてのサービスを終了した。片方の National 
Well-being は Personal and economic well-being in the UK として現在も引き継が

れ[3.2.6]、2019 版の Dashboard of well-being indicators では、可処分所得、失業率

など economic に関するものが 8 項目、人生に対する幸せ度、不安度など personal
に関するものが 4 項目あり、合計 12 指標が経年変化とともに示されている(図 

3.2.1)。 

 
図  3.2.1 英国における  Personal and economic well-being（2019）  を示す

Dashboard[3.2.6] 

 
さらに 4 項目の personal well-being に関しては、2020 年の 3 月末時点で 2019

年の同時期に比べ幸福（happiness）  の割合は 1.1 % 減少し、心配・不安

（anxiety）の割合は 6.5 ％増加したが、これは英国における COVID19 によるロッ

クダウンの時期と一致する。一方、少し遅れた 2020 年の 7 月‐9 月の平均的な幸

福（Happiness）の割合は 2.1%増加しており、これはロックダウンが終了した時

期と重なる。これらの変化は図 3.2.2 に示すように、地域や都市別かつ経年的に

可視化され、行政のパフォーマンスと personal well-being の対比が判りやすく示

されている。 
 

 
図 3.2.2 英国における Personal well-being(2019-2020)の地域・都市別分布[3.2.7] 
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3.2.4. 地方政府の取り組み（英国 Bristol）  
ブリストル市は都市圏人口 76 万人（2017）、英国都市の中で住みやすい街と

して認識されている。同市は 2001 年より自らの local indicator に基づく QoL 調査

を中央政府に先駆けて開始している。この指標体系は、市全体に関する不平等や

不均衡を是正する情報源であると同時に、市全体の目標 One City Plan やこれに基

づく各種事業のパフォーマンスを測るモニター機能と位置付けられている。同市

の Quality of Life Survey 2020/21Priority Indicators: Briefing Report (Jan 2021)によ

ると、調査は無作為に抽出された 34 区、33,000 世帯を対象にオンラインと郵送

形式で行われている(図 3.2.3)。 

図 3.2.3 地方レベルの QoL 調査[3.2.8] 

このアンケート調査は 健康、ライフスタイル、コミュニティ、ローカルサービ

スなど 200 の指標に関連する 70 の質問より構成されている。市政府および関連団

体のパフォーマンスが不十分と判断される場合は担当する部署または機関の予算

を削減するなど、緊張感のあるシステムとなっている。COVID19 に関しては、幾

つかのキーワードから も重要なものを選択する形式で 4000 名の回答を得た。そ

れによると、business, community, family, health, jobs, local, normal, safe, support, 
social, stay, work などの言葉が上位を占めた(図 3.2.4)。注目すべきはこのような

困難時においても、市当局および関係機関が幅広く市民の生活をモニターしサポ

ートするシステムを保有し、それがガバナンスの中心である市民の行政への信頼

と参加意識に繋がっている点である。

図 3.2.4 Bristol Quality of Life survey 2020/21 の COVID19 アンケートのキーワ

ード[3.2.8]  
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3.2.5. 我が国の生活満足度と価値観 
生活の質や well-being を計測する指標群として、OECD の「より良い暮らし指

標（BLI：Better Life Index）」、国連大学（UNU）及び国連環境計画（UNEP）

の「包括的富指標（Inclusive Wealth Index）」、国連持続可能開発ソリューショ

ンネットワークの「世界幸福度（World Happiness）」などがある。我が国でも骨

太方針 2019において、「満足度・生活の質を表す指標群（ダッシュボード）」に

おいて多面的な評価を試みている。例えば、OECD の Better Life Index では、雇

用と収入から安全に至る QoL に関する 11 分野の定量評価があり、日本に関して

は、仕事と生活のバランス、住宅取得能力、性別による賃金差、屋外大気汚染へ

の暴露、性別による安心感の差、社会的交流、市民参加などに対する幸福度が低

いとの結果が出ている(図 3.2.5)。言い換えれば個人は、仕事に疲れ、住宅に不満

を持ち、性的な差別に苦しみ、環境特に大気の汚染および社会参加に改善の余地

があると感じていることが判る。これらの点に関し、本報告書第 1 章に示す「マ

ルチ AI ネットワーク都市」では、健康感を高めストレス低減するための歩いて暮

らせるコミュニティにより構成される生活圏のネットワークを提案し、それぞれ

のコミュニティが AI と人間が協力する低炭素かつ自律型の意思決定システムによ

って対話しながらの運営されることを提案している。すなわち、「マルチ AI ネッ

トワーク都市」の提案が、現在の日本人が持つ不満や不安を改善するための欲求

に合致し、常時と非常時を問わずガバナンスの向上に資する可能性を示している。

図 3.2.5  OECD Library How's Life? 2020 : Measuring Well-being, [3.2.9] 
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3.2.6. AI 時代の well-being 測定技術 
Well-being の一部である快適性を直接計測する方法の開発が進んでいる。図 

3.2.6 はその一例であるが、上段の湖畔の散歩道と下段のラッシュ時の駅コンコー

スの 2 本のビデオを見た時の表情の差により、AI の画像認識技術を利用し、歩行

快適性を推定している。中央の Lake Video の曲線（ブルー）が下段の Rash Hour 
の曲線（オレンジ）に比べて高く、実際に歩いた時には湖畔の散歩道のほうが高

い快適性を感じると予想できる（縦軸：快適性、横軸：時間）。 

 
図 3.2.6 表情による空間快適性の推定 

 
図 3.2.7 (左)は歩行者が歩行中の視線の先（対象）をアイトラック技術により示

したものである。また図 3.2.7(右)は UAV(ドローン)画像に含まれる人、バイク、

車を AI 画像認識技術により認識しカウントした結果である。これらの技術と表情

による快適性の分析と組み合わせれば、歩行中のどこで何を見て快適または不快

を感じるかを測定できる。 
     

 
図 3.2.7 歩行者の視点分析（左図）と上空からの物体識別（右図） 

 
さらに個人の健康状態に関しては、ウエアラブル端末や携帯アプリからのバイ

タルデータにより体温、血圧、運動量、代謝などが計測可能となっている。それ

らの健康状態とスマートフォンからの位置情報および上述した快適性の測定技術

を結び付ければ、人々の生活シーンごとの Well-being の変化をモニターすること

が可能である。特に COVID19の状況下において持続可能な都市を実現するために

は、感染リスクを避けつつ well-being を維持することが必要である。本報告書の 1
章にマルチ AI システムが提案されているが、その基本となるのはエビデンスベー

スの科学的助言を可能にするオープンプラットホームの構築であり、その中心と

なるのが画像認識技術を利用した well-being の測定とリアルタイムな可視化技術

である。 
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3.3. SDGs とパンデミック対応のために科学的助言システムの再設計を 
Science - Policy - Society Interface の認識 : リニアモデルからエコ・システムへ 

 
3.3.1. コロナパンデミックが迫る科学的助言システムの再設計―リニアモデルからエコシ

ステムへ 
「科学的助言は、政府が特定の課題について妥当な政策形成や意志決定をでき

るよう、科学者（技術者、医師、人文社会分野の科学者等を含む）やその集団が

専門的な知見に基づく助言を提供すること」と定義されてきた[3.3.1]が、これが今

再設計を迫られている。2019 年来のコロナパンデミックへの対応で、先進国を中

心に構築されてきた科学的助言システムは、総じて機能不全に陥った。現在も、

それぞれの国の政治・経済・社会・技術の実情に応じて、パンデミック克服のた

めに様々な努力が続けられている。この経験と教訓を踏まえて、中長期的に

SDGs ゴールの達成、将来のパンデミックへの準備に向けて、国連、IIASA（国際

応用システム研究所、OECD、国際学術会議 ISC）、政府科学助言国際ネットワ

ーク（INGSA）等で、科学的助言システムの再設計に向けて事例の収集・分析、

議論が深まっている[3.3.2]。わが国は積極的にこの議論に参画する必要がある。 
 
3.3.2. 科学的助言システムの歴史的変遷と SDGs とコロナパンデミックのインパクト 

議論の前提として、科学的助言システムの歴史的変遷を以下に簡単にまとめて

おきたい。 
 
科学的助言の理論的研究、システムの構築と実践が本格化するのは 1970 年代で

ある。それ以前も、科学的知見は様々な政策形成に用いられていたが、中立的で

正しい知識を生み出し課題に適用すればよりよい政策を導けるという単純なもの

であった。70 年代にはこうした素朴な構図が崩れ、科学と政策は判然と二分でき

るのか、科学は中立的客観的な知見を生み出し提供できるかが、問われるように

なった。この時期、政策研究の分野では、科学技術政策に大きく２つの柱がある

との認識が始まる。すなわち、”policy for science” 「科学（振興）のための政策」

と “science for policy”「政策（社会課題対応）のための科学」である。これは科学

的助言の目的を検討する際に重要な枠組みになって行く。わが国で、 終的にこ

の枠組みが法律に明記されるのは 2020 年の「科学技術イノベーション基本法」で

ある。これについては後述する。 
 
次に 70 年代以降の科学的助言システムの変遷について３つの時代に分けて概観

する。 
 
3.3.2.1. 1970 年代から 2000 年：重要性の認識の深まりと事例の蓄積 

この時期、公害や医薬品、食品安全の社会問題化(「沈黙の春」、「水俣病」

等)に伴って、リスク評価とリスク管理の制度作りが始まる。80年代には、地球温

暖化、感染症等の地球規模問題が国際政治で大きく取り上げられた。証拠に基づ

く政策形成が重視されるようになり、国内では食品安全委員会、医薬品医療機器

総合機構、地震調査研究委員会など、リスク・アセスメントとリスク・マネジメ

ントの制度体制が整備される。 
1999年には、国連ユネスコと国際学術連合（ICSU、現在は国際学術会議 ISC）

が共催した国際科学会議で、「２１世紀の科学と科学的知識の使用に関する世界
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宣言（ブダペスト宣言）」が採択された。伝統的な「知識のための科学」に加え

て、21 世紀の科学の責務として、「社会のための科学・社会における科学」が、

世界の科学コミュニティーで合意され、科学的助言の重要性も確認された。現在

も 2 年毎にこの宣言のレビューのため世界科学フォーラム(WSF)が開催されてい

る。 
 
3.3.2.2. 2000 年から 2010 年代：科学的助言システムの制度化の進展と国際ネットワークの

拡大 
21 世紀に入ると、多くの政府やアカデミーで、科学的助言の原則と方法、行動

規範等のシステムの整備が進み（参考）、科学的助言者や組織の国際ネットワー

クが一気に広がった。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（参考）科学的助言の世界共通の原則（注：今これ自体の見直しも必要になっ

ている）リスク評価とリスク管理の分離。国際水準の科学的知識の質の確保。客

観的な根拠を示す科学側の独立性と透明性確保。専門家や専門組織の適切な選定、

利益相反の回避。 
プロセスの公開。データの質と量の確保。社会とのコミュニケーション。政治

決定は科学的根拠だけでなく社会・経済・政治的要因に左右。双方のスピード感

や価値観の違いの理解と継続的な対話と信頼の形成。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
国際的には、外務大臣科学技術顧問ネットワーク(FMSTAN)と政府科学助言国

際ネットワーク(INGSA)が発足した。INGSAは、発足した 2014 年以後２年毎に総

会を開催（オークランド、ブリュッセル、東京（2018）、モントリオール(2021))
し、科学的助言システムのレビュー、各国への普及と実践を国際的に主導してい

る。2018 年には、ICSU(国際科学会議、1931 年発足)と ISSC(国際社会科学協議

会、1952 年発足)が合併し、国際学術会議(International Science Council、ISC)が
発足した。ISC は、変化の激しい 21 世紀に、科学の基盤と質を確保し、また様々

な社会的課題に対応するために自然科学と社会科学の異分野連携を促進すること

を目的としており、分野の細分化と文理の乖離を深めた近代科学 300 年の歴史に

転換を迫るものである。この時期、OECD は、「政策形成のための科学的助言」

(2015 年) [3.3.3]、「緊急時科学的助言」(2018 年)等、現在の科学的助言システムの

基礎となる報告書をまとめた。現在も「緊急時の科学動員」、「研究インテグリ

ティー」と科学的助言に関係するプロジェクトを積極的に進めている。 
 
2011 年に起こった東北大震災・津波・福島原発事故への対応を巡って、わが国

に科学技術への不信が増大し科学的助言機能の脆弱性は国際的にも批判された
[3.3.4] [3.3.5]。その反省から、原子力規制委員会が設置され(2012 年)、日本学術会議

は「科学者の行動規範」に「科学的助言」の項を新設した（2013 年）。2015 年

には外務大臣科学技術顧問と科学技術外交推進会議が設置され、科学的助言と科

学技術外交の世界サークルの主要メンバーになった。 
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3.3.2.3. 2010 年代から現在まで：SDGs は STI システムの変革を迫っている 
2010 年代になると、国連 SDGs 決議(2015 年)に見られるように、社会経済や科

学技術の目標が、経済的価値だけでなく生活の質、環境等の公共的社会的価値へ

大きく広がった。それに伴って各国の科学技術政策も科学技術イノベーション政

策に拡大し、社会変革型へ移行している。SDGs は、科学技術の目指す価値、方

法だけでなく、科学的助言システムにも大きな変化を迫って来たが、コロナパン

デミックはその変化速度を一機に加速し、技術面で AI・ビッグデータ等のディジ

タル技術がこの変化を支えると期待される。

わが国は、2020 年に科学技術基本法を大巾に改定した。旧法（1995 年）との

大きな差異は、目的に「科学技術の向上」に加えて「イノベーション」を立てた

こと、人文社会科学の振興を明記したことである。冒頭でのべたように、70 年代

から政策研究分野で提起されて来た科学技術政策の２つの柱”policy for science”と
“science for policy”が、わが国として初めて法律上明定されたといえる。これに基

づいて策定された科学技術イノベーション基本計画（2021 年から 2025 年）は、

社会の変革、well-being、人々の幸福という大目標を掲げ、従来の科学技術政策に

はなかった価値の追求を目指す。こうした内外の潮流は、科学技術のガバナンス

の改革、中でも科学的助言の目的、方法、守備範囲を拡大し、新しい方法や知識、

関係する組織と人材の能力向上を要請している。

3.3.2.4. 2020 年～：科学的助言に関する二つの国際的潮流の合流―パラダイムの転換 
世界の STI for SDGs 活動の理論と実践において大きな影響力をもつ国連科学諮

問委員会が、４年毎に発表する報告”Global Sustainable Development Goal” の
2015 年版と 2019 年版を、科学的助言という視点から子細に読んでみると、その

基 本 構 造 の 表 現 で あ る ”science-policy interface” が 、 ”science-policy-society 
interface”に変化していることに気付く[3.3.6]。2015 年版では、前述の科学的助言の

定義にみられるように、科学技術の側から専門的な知見を政策形成の側に提供す

ることに重心が置かれていることは否めない。リニアモデルである。しかし、こ

の 4 年間の STI for SDGs に関するロードマップの議論、実践事例の共有等を経て、

2019 年版では意識的に society が追加され、３者間の共創、エコシステムの形成

が欠かせないとの認識が深まったことを示している。

もともと、科学的助言は、ISC(旧 ICUS)、INGSA、先進国の科学アカデミー等

科学的知見を提供する側が中心になって、1980 年代から方法、規範等のシステム

を構築してきており、現在も活発な活動を続けている。一方で、SDGs の国連決

議以降、国連の科学諮問委員会、STI for SDGs フォーラム、IIASA が中心となっ

て、社会的課題解決の側から、科学的助言システムの構造と機能の重要性に注目

し分析をしてきた。この２つの流れが合流して、現在、科学的助言システムのパ

ラダイム転換、再設計の議論が進んでいると見ることができる。以下、 近の動

向を幾つか紹介する。

国連と IIASA は、SDGs ゴールの達成と将来のパンデミックへの対応を見据え

て、science - policy – society interface の構造が国・地方によって多様性であるこ

とを重視し、３つのセクターがゴール達成に向けて持続的に相互作用するロード

マップの作成と実践、多層レベル（global-regional-national-local）で地域の価値、

文化に配慮した連携を強調している[3.3.6] [3.3.7]。OECD は、今年２月に発表した基
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幹レポートである”STI Outlook 2021”において、新型コロナ感染症、SDGs 等の課

題対応のために科学技術ガバナンスの確立が重要とする大きな枠組みの下で[3.3.8]、

科学的助言システムの強化、ミッション志向政策の形成[3.3.9]、その基盤としての

デジタル技術、学際共創（TDR）[3.3.10]とフォーサイトの重要性を強調している。

一方、第４回 INGSA 総会が 2020 年秋モントリオールで、”Build Back Wiser : 
Knowledge, Policy, and Publics in Dialogue”を主テーマに開催された。コロナパン

デミックの教訓を踏まえて、科学的助言システムの構造転換と再設計について、

多様な組織と人々が国、地域の経験、事例、改革の提言などを持ち寄り議論し、

パラダイム転換の流れを加速することを目指した。筆者はこのプログラム委員を

務めたが、その趣意書は「科学的助言の将来の道筋は単一ではない。科学と政策

と市民社会の関係の多様な文脈と劇的な変化に対応するために複数の道筋がある

はずだ」と述べている[3.3.11]。 

3.3.3. SDGs とパンデミック対応に向けた科学的助言システムの再設計の方向 
ここで今まで述べて来たことを５項目に整理して、科学的助言システムの再設

計の方向についてのべる。工学アカデミーが、内外の関連組織と協働して新しい

時代の科学的助言システムを構築し実践することを期待したい。

3.3.3.1. 新しい時代の科学的助言エコシステムの構築 
コロナパンデミックは、政治と科学の架橋という従来の科学的助言のリニアモ

デルの弱点を露わにした。その教訓を踏まえて、今後は社会の多様な関与者が助

言プロセスに参画するエコシステムの構築が必要となり、その際、science – 
policy – society - interface という枠組みの認識が重要になる[3.3.2]。society の扱い

は難しい。society のもつ範囲、政治経済、文化は多様であり、国や地方がそれぞ

れの特徴、コンテクストに応じた実行可能な三者間の interface を詳細検討する必

要がある。さらに、科学的助言プロセスに市民が参加する重要性は以前から指摘

されて来たがプロセスの設計が困難で先送りされてきた[3.3.3]。今後の SDGs、パ

ンデミックへの対応を巡って今や正面から取り組む必要がある。図 3.3.1 は、

IIASA が提案する、ビッグデータ、AI などディジタル技術を活用した社会変革の

ための地方―国―世界ネットワークである[3.3.7]。こうしたデジタル技術を市民参

加のプロセスに導入することを検討する必要もある。
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図 3.3.1 A networked governance approach for societal transformation[3.3.7] 

 
3.3.3.2. 科学的助言の課題設定とロードマップの作成 

近年”Inclusive”と”resilient” が重視され、科学的助言の定義と範囲、目標が広が

り多様になる中で、助言組織の問題設定の能力と実践のプロセスが重要になる。

緊急時対応にくわえて、危機からの回復さらに将来のパンデミック、大災害等へ

の準備として、国、各セクターが連携してロードマップを作成し実行可能な中長

期戦略を策定する必要がある[3.3.12]。SNS 時代を迎えて、多様な価値をもつ関与者

間の対話、信頼の形成、相反する価値のトレードオフ分析、コンセンサス形成、

そのための人文学・社会科学の役割が重要になる。下図は、国連関係機関とわが

国がリードしてが作成したロードマップの作成と実践と評価のステップであり、

この中に科学的助言の機能を明確に組み込む必要がある。 

 
図 3.3.2 Six Steps and Core Inputs for Roadmaps, by UN IATT[3.3.12] 
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3.3.3.3. 科学的助言の枠組みの拡大と新技術の組み込み 
科学的助言は、リスク評価とリスク管理、リスクコミュニケーションという枠

組みから始まったが、現在は、地球規模問題やスマートシティー等の国・地方ス

ケールへ大きく枠組みが広がり多様化している。「地方 SDGs」にみられるよう

に、条件の異なる地方での社会的課題対応と科学的助言の実践例と経験の蓄積、

それらのメタ分析が重要になる。そのためには、ビッグデータ、AI 等のデジタル

技術、社会計測のためのセンサー技術、フォーサイトなど新しい方法を助言プロ

セスに組み込むことが重要になる。また、人文社会科学を含めた学際共創

（transdisciplinary：様々な学問分野と関与者の知識と経験の統合と連携）が重要

になる[3.3.13]。 
 

3.3.3.4. 科学的助言、science-policy-society interface を担う人材の育成確保 
多様でダイナミックな科学的助言活動に対応できる能力と気力をもつ人材の確

保育成が世界的に大きな課題になっている。国連と ISC は共同して、新しい時代

の科学者として次の４つのカテゴリーを提案している[3.3.2]。科学的知識の生産者

(generator) 、 統 合 者 (synthesizer) 、 仲 介 者 (broker) 、 コ ミ ュ ニ ケ ー タ ー

(communicator)である。EU も、同様な趣旨で「新しいタイプの政策のための科学

者」の育成を強調している[3.3.13]。これらの実現のためには、科学者個人の能力と

資質の向上にくわえて人材評価方法の改革、キャリアパスの確立が必須であり、

これは科学技術システム全体の改革に繋がる 
 
科学的助言の担い手として個々人に加えて、組織の能力向上あるいは集合知が

重要になる。工学アカデミーは、分野、組織、ジェンダー、世代、国境を容易に

越 え る こ と の で き る 特 徴 と 能 力 を も っ て お り 、 科 学 的 助 言 の 「 媒 介 組

織」”boundary organization” [3.3.2]として有効に機能することが期待される。 
 
3.3.3.5. 科学的助言の国際連携と国際競争とわが国の存在感 

近年、気候変動、SDGs、コロナパンデミック、大規模災害などの地球規模課

題が急増しており、政産学官市民セクターの分野や組織を越えた国際協調体制の

確立が必須である。下図に示すように、SDGs に関する各セクターの国際的なネ

ットワークとパートナーシップの拡大と組織化が急速に進んでおり、わが国の存

在感の維持増加には相当の努力が必要である [3.3.14]。また、コロナパンデミックで

機能不全に陥った各国の科学的助言システムの再構築が喫緊の課題になっている。

わが国もその教訓を踏まえて科学助言システムの強化に早期に取り組む必要があ

る。 
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図 3.3.3  SDGs とパンデミックを受けて科学的助言関係組織のパートナーシッ

プの深化[3.3.14] 
 
3.4. 科学助言における立法府との関係、不可欠な存在として機能する欧州のアカデミー  
3.4.1. 欧州におけるアカデミーと立法府の関係、興味深いことは何か 

科学助言を考える時、政府への助言だけではなく、議会との関係も大切である。

欧州の政治システムは、長い歴史の中で革命があったり、王政が存続したりと国

による相違も大きいが、相互に与える影響も大きく、結果的に政治のシステムを

国民自身が考えていくということには共通性がある。 
 
科学と政治の関係を考えてみると、米国での議会技術評価局（OTA）の誕生は

欧州に大きな影響を与え、OTA が廃止された後も欧州の多くの国では技術評価

（TA）を核として、政治との科学技術情報の共有、政治における科学技術につい

ての議論がさまざまな形で展開されている。 
 
日本工学アカデミー（EAJ）は 2017 年、国立国会図書館から「政策決定と科学

リテラシー」をタイトルとする調査研究を受託し、その一環として議会とアカデ

ミーの関係についての調査を行った。興味ある調査結果の一例として、スウェー

デン王立工学アカデミーが 1950 年代に議会と共同で科学に基づいて自由に政策議

論を行う「議員・科学者グループ」( RIFO)という組織を創設し、議員と科学者が

参加するセミナー、視察等を頻繁に開催し、議員と科学者の交流促進及び相互理

解を図っていることがあげられる。RIFO のメンバーは議員と科学者であり、約

500 名のメンバーのうち 100 名ほどが議員である(2017 年 10 月現在)。議員定数 
は 351 名であるので、三分の一近くがメンバーとなっている。王立工学アカデミ

ーが主催する年に一度の大きなイベントは、国会議員が議場の外で集まる会合と

してはスウェーデンで も大きなものといわれている。このような形での日頃の

議員とアカデミーの交流が、スウェーデンにおいて 2016 年、長期的なエネルギー

戦略に 8 つの与野党が初めて合意することのできた伏線になったものと言われて

いて、エネルギー担当大臣からも明確に評価されることになった。政策の方向性
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を決める上で重要な役割を持つ議会への情報提供、適切な情報に基づき議会の判

断が行われることが、国家の運営において重要であることの分かる一例である。

EAJ では立法府とアカデミーの関係構築の重要性を認識し、2019 年度にさらにい

くつかの欧州各国の状況を詳しく調査した。英国の場合を図にすると次のように

なる。  

 
図 3.4.1 イギリスにおける議会科学助言の流れ 

 
各国調査では興味深い点がいくつも見つかった。 
 

a) 欧州各国における議会と科学者の関係をみると、個別の科学者との関係ば

かりでなく、科学者の組織体としてのアカデミーと議会との関係が緊密であ

る。 
 
b) アカデミーの役割は、政策の選択肢の提案であり、議会が提案された選択

肢などを活用して議論し、政策を決定する。 
 
c) アカデミーは自然発生的な科学者の集まりが大きくなり、その後、国王な

どの承認を得たものが多い。したがって、政府の機関ではなく、独立した存

在であり、アカデミーの活動に議会、政府が影響力を行使しようとすること

は考えにくい。また、科学者が西欧社会を形作るうえで欠くことのできない

役割を果たしてきたこともあり、アカデミーには社会の一翼を担う存在観が

あり、一定の尊敬を得ている。 
 
d) 独立した組織としてのアカデミーに対して議会、政府は資金を提供してア

カデミーの活動を支えるとともに、提言を得ている。 
 
e) 科学者と国会議員との接点をつくる活動には着目すべきものがある。例え

ば、米国では 1973 年以来、米国科学振興協会（AAAS）が中心となって議会

科学技術政策フェロー制度が実施されており、毎年、30 人の若手研究者が 1
年間、議会調査室あるいは議員のもとで法案の作成や陳情の処理など議会の

現場を直接体験する活動をしている。これが 50 年近く続けられているので、
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米国では 2 か国語（科学の言葉と政治の言葉）を理解できる人材が科学者側、

政治家側でそれぞれ 1,000 人以上養成されていることになる。欧州でも英国、

EU においてペアリングスキームという制度が運用され、同様の目的を持った

活動が行われている。科学者と政治家を結ぶこのような地道な努力が長年に

わたって行われていることが日本の科学者、政治家には知られていない。 
 

以上のような議会との科学技術情報の共有、そのための人材養成にかかる欧米

諸国の議会とアカデミーの活動を図に整理すると次のようになる。  
 

 
図 3.4.2 議会への科学情報提供や人材養成（欧州 米国） 

 
上半分は科学技術情報の共有活動を表し、右側は議会サイドのイニシアティブ

で行っている組織、左側はアカデミー主体で行っている場合の組織の例を記載し

ている。下半分は研究者の政策・政治リテラシー向上のための活動の事例である。

上部の中央線に近い右側に議会図書館がある。わが国の場合は国立国会図書館が

ここに当てはまるが、国立国会図書館以外にこの図で表せる活動を行っている機

関はない。 
 
3.4.2. わが国の状況 

さてそれでは日本はどのようになっているのだろうか。下図に見るように我が

国では立法府に対して組織体としてのアカデミアが提言、助言する仕組みは今に

至るも整備されていない。 
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図 3.4.3 日本における議会科学助言の流れ 

 
近話題になることが多い日本学術会議は、日本学術会議法によって任務が定

められており、勧告、提言などの提出先は政府と法定されていて、もともと立法

府との関係は想定されていない。日本のアカデミーとされている日本学士院はそ

のような活動を行わないので、我が国においてはそもそも立法府と、科学者の組

織体としてのアカデミーとの接点が存在しない。そのため、アカデミーが提案す

る複数の選択肢を活用しながら議会が議論をして 適な政策決定をするというこ

とがわが国では起こりようがない。結果的には、我が国の立法府は政府からの情

報をベースに議論をすることになる。興味深いことはそのことが問題だと認識さ

れることがほとんどないことである。このことは科学者側に対しても、いま国民

が何を求めていて、科学のエビデンスに基づき何を政策として実現することがで

きるかを説明することのできる科学者を養成する機会がほとんどないという問題

を生んでいる。 
 
2020 年は、このような欠陥がわが国で表面化した年でもある。春先には、新型

コロナウイルス感染症への対応を巡り、感染症専門家の考えをベースとした施策

が成立すると、専門家が政策を決定するのはいかがなものかという議論が出てき

て、専門家と政策立案者の間の役割分担がしっかり行われていないことが露呈し

た。その後、経済など感染症以外の分野の専門家の意見も顕在化するようになっ

たが、このような状態をみて、政治学者の牧原出東大教授は、「感染症の専門家

とそれ以外の専門家の意見がともに出てくると、政治は自らに都合のよい意見を

待ち構え、それを利用することが起こる。すると国民の側からは政策決定過程の

不透明な状態へのフラストレーションがたまり、これが専門家と政府の双方に対

する不満、批判となって表れる。これが悪い方向に進むと、ポピュリズムの台頭

となりかねない。」という警鐘を鳴らした。秋に起こった日本学術会議会員の任

命拒否問題も突然に発生したように見えるが、これら双方の問題とも、日頃から
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科学者と立法府の間のコミュニケーションのチャネルが存在していないことが一

因ではないかと考えられる。

3.4.3. 取るべき方策 
このような事態に直面したからというわけではなく、日本工学アカデミーでは

冒頭で紹介したように 2017 年より立法府とアカデミアの関係を課題として取り上

げてきた。調査研究の結果を踏まえ、工学アカデミー会員と国会議員との間の対

話の会を開くこととし、第 1 回を 2020 年 12 月に「新型コロナウィルス後の科学

技術イノベーションの在り方」をテーマに行った。この会合において、一つのテ

ーマについて時間をかけて国会議員との間で意見交換を行うことについて、議員、

工学アカデミー会員の双方から有意義であるとの評価を得ることができたので、

さらに第 2 回を「日本の将来を担う若手研究者との共創」をテーマに 3 月に、第

3 回を「インクルーシブな STEM 教育研究環境構築に向けた共創」」をテーマと

して 6 月に行った。メディアからの関心にも高いものがあった。今後、会を重ね

経験を集積していく必要もあり、この企画がこれからどのような発展していくか

は分からないが、日本の政策決定システムにおけるミッシングリンクである立法

府とアカデミアの関係を作っていく活動となることを目指している。日本の政策

決定におけるガバナンスの改善には、指摘するだけでなく、実行して解決してい

くことが不可欠であり、日本工学アカデミーとしてはそのような努力をしていき

たい。

3.5. COVID-19 における科学と社会の関係についての課題 
3.5.1. 科学と社会の関係に変容を迫る大きな事象としての COVID-19  

2019 年末に中国で大規模に感染が広がった新型コロナウイルスは、世界に拡大

して大きな危機になった。COID-19 と命名された新型コロナウイルスは、1 年半

を経過した 2021 年半ばになっても各種の変異種の登場も相まって、いまだ十分な

収束が見通せていない。COVID-19 が世界の人々と社会に与えた影響は予想に違

わず大きい。

COVID-19 は、国境はなく、あらゆる人々が等しく直面し、生活様式とウイル

スの伝搬・拡散を密接に関係するため、人々や社会に喫緊のものとなっている。

さらに、今回は新型コロナウイルスの感染抑制という公衆衛生の実現、人と人と

の物理的な接触を伴う経済活動の実現、行動の自由やプライバシーの保護に関わ

る社会における人間権利の担保という、いずれも現代社会の必須要素の間のバラ

ンス（トリレンマの妥協点の追求）、それも時や場所に対応して弾力的に変化し

て対応することを迫られている。

一方、コロナウイルスはこれまでも知見があったが、今回の新型コロナウイル

スは感染力の強さやサイトカイン放出症候群（重症の病態はサイトカインストー

ム）を起こし肺などの臓器での疾患に至るなど、これまでのコロナウイルスとは

異なる未知の点が多く、学問や科学も大きな難題に直面した。このような状況下

で、学問や科学には然るべく対応することが暗に明に求められてきた。

COVID-19 は、人々や社会に大きな影響を及ぼす事象であり、それ自身が未知

の要素を多く持ち、その解決に向けて科学の果たしうる役割が大きく、また対処
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に当たっては科学と社会の多面的な関係が関わるという点で、2050 年に向けての

科学技術イノベーションのガバナンスを考える上で、典型的な例となり、科学に

とっても社会にとっても貴重な経験とみることが出来る。学問や科学と社会、と

りわけ政策決定の関係について、どのような課題が顕在化してきたか、内外の実

例を参照しつつ考えてみたい。

3.5.2. COVID-19 への科学と社会、政治の対応 
新型コロナウイルス危機に際して、国内外では、特に政治と科学の関係が様々

な展開を見せ、様々な評価や批判を受けている。政治における政策の決定に対し

て科学がいかなる科学的助言を行うか、その助言に対し政治がどのように対応し

ているかを、いくつかの例で見てみる。

3.5.2.1. 英国の例 
英国は、政府に対する科学的助言について経験を踏まえ、体制を整備してきた。

1990 年代に牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病を巡って、経口感染はしないとした科

学界の対応への反省から、政策への科学者のあり方について、首席科学者を中心

とした科学局、王立協会など科学界の様々な関係者の間で議論が深まり、2010 年

には”Guidance: Principles of scientific advice to government”がとりまとめられ、

科学的助言の役割と責任、政治からの独立性、透明性と公開性などが示された。

その後、首席科学者の下に各省の科学顧問を集めて緊急時に対応する体制

（SAGE; Science Advisory Group for Emergency）を整えた。SAGE は 2009 年以

降、エボラ出血熱やインフルエンザなどの感染症、アイスランドの火山灰、洪水

などへの対応で効果を上げた。特に、2011 年の東京電力福島第一原子力発電所の

事故では、公表されている核燃料の情報と気象予測から関東圏における放射能の

影響を推定し、東京及び近郊に滞在する英国人に退避する必要はなしとの情報を

いち早く発信したことが印象に残る。

さて、その英国の新型コロナウイルス対応だが、「科学に従った対応をとりな

がら後手に回った対策」（2020 年 8 月 7 日朝日新聞）と評される。SAGE では厳

しい措置に慎重な科学者の助言があったとされ、その結果、比較的緩やかな措置

で対処し欧州域で も深刻な被害を出した。ボリス・ジョンソン首相自らこれに

対する反省を述べている。英国の も整備された科学的助言システムも今回の未

知の要素の多い新型コロナウイルス危機に対しては 善の結果は導かなかった。

一方、首相科学顧問であるパトリック・バランス氏が議長である SAGE の会合は、

議事録、資料などが会合毎にまとめられ、ウェブでも閲覧が可能となっている。

これらが、過去の辛い経験に学び、将来に備えてシステムを改善していく英国の

科学的助言にとっては、首相も述べる検証に対しては重要な資料になったと考え

られる。

累積の感染者は約 445 万 5 千人余、死者は 12 万 8 千人（2021 年 5 月 12 日）に

及んでいるが、大規模な感染から生じた変異株への対処し、これまで 2 度のロッ

クダウン（イングランドは 3 度）を行いながら、国民へのワクチン接種を計画的

に進めてきた。これまでの経験から根拠を見出しつつ政策を進めてきた英国は、

現時点では、ワクチン接種による集団免疫の獲得を見据えて、2021 年後半での通

常生活への復帰を見通している。
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もちろん、英国とはコモンウェルス（英連邦）で関係の深いインドの変異種の

影響など今後も予断を許さない状況は続くが、英国の取り組みは今後の科学的助

言の改善や未来に起こりうる未知の事象への対応の大きな参考となることは間違

いない。英国は、2022 年春には独立調査委員会を置いて COVID-19 の対策を検証

するとされるので、科学と社会、政策決定の関係についても一層の進歩が期待さ

れる。 
 

3.5.2.2. スウェーデンの例 
スウェーデンも都市のロックダウンは採用せず、緩やかではあるがソーシャル

ディスタンスをとるなどの対策をとった。結果として、欧州の国々の中では大き

な死者数を出した。当初は新型コロナウイルスに対する集団免疫の獲得を目指し

たと言われたが、スウェーデン政府はそれを否定し、むしろコロナへの対応は短

期的に収束するものではなく、長期的な取り組みが必要で、人々の理解や社会生

活の状況も勘案して進めるとして、そのために科学者や専門家の意見を取り入れ

て政策決定したとされている。対策を率いる国家疫学者アンデシュ・テグネル博

士は国民への説明を頻繁に行っている。2021 年末からは感染が拡大しているが、

専門家と政策決定者が従来の対応の課題と政策の変更について丁寧に説明してい

る。その結果、政府の政策に対する国民の支持は著しく低くなることはないよう

である。 
 
専門家と政策決定者が人々に繰り返し、十分に時間をとって説明することの重

要性を示すものである。 
 

3.5.2.3. その他の国の例 
一方、世界では科学者や専門家の助言にほとんど耳を貸さない、若しくは助言

の活用を問題視される指導者もいる。特に、新型コロナウイルスを深刻に受け止

めなかった指導者の国では COVID-19 の感染が拡大した。 
 
学問や科学の観点から も大きな課題となるのは科学への懐疑論である。オー

ストラリアの環境学者ダナ・ヌッチテリによると、科学への懐疑論はまず「否定」

に始まり「責任転嫁」、「矮小化」、「対策の代償の批判」をへて「手遅れの悲

観論」に至るとされている（朝日新聞）。その典型的な例は地球温暖化への懐疑

論だとされるが、新型コロナウイルスでも同じようなことが起きている。 
 
米国での科学への懐疑論は典型だが、新型コロナウイルスへの対応ではトラン

プ政権は加えて科学を重視していなかったとされる。オバマ政権の科学技術担当

補佐官だったジョン・ホルドレン氏は前政権では科学が国の課題の対処にいかに

重要かを理解していたが、現政権では専門家が空席だったり、指導者の不興を買

わないよう沈黙したりしていると語っている。さらに専門家の意見を聞いて真実

を見極めるより、指導者の主張を真実として受け入れるなど社会の分断との関係

を指摘する。 
 
しかし、懐疑論への盲信は、その対極に来る科学への妄信とともに問題だが、

科学に対して懐疑的な議論がなされることは否定されるべきではない。科学に対
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する信頼が過剰なことも問題であり、一定の懐疑論があって、社会で様々な議論

がなされて、社会にとっては健全な姿であり、科学の発展にとってもより磨かれ

る。社会と科学の健全な関係は円熟した民主主義との関わりが強いと言えそうで

ある。 
 
米国では、トランプ政権で感染症対策の中心にいて、科学的な立場から助言・

発言をした国立アレルギー・感染症研究所アンソニー・ファウチ所長は、政権の

対策への批判などから一時政権から忌避されたが、ジョン・バイデン氏がドナル

ド・トランプ大統領に選挙で勝利して次期大統領に選出されると、バイデン氏の

医療顧問となり、バイデン政権でも感染症対策に携わることになった。科学者と

して、科学的根拠に基づいて発言・活動し、政策決定者におもねることがなかっ

たファウチ氏は科学的助言者としての一つの規範を示したと考える。匿名の脅迫

を受け、またトランプ政権からは公式に批判されるなど、厳しい状況にさらされ

ても「反科学」の風潮に真っ向から立ち向かった勇気も賞賛に値する。 
 

3.5.2.4. 日本の例 
COVID-19 に関して、日本政府では、内閣官房が厚生労働省などの他の省庁と

協力して、感染対策を行うため、2020 年 1 月に新型コロナウイルス対策本部を設

置し、2 月に 30 人以上のメンバーで新型コロナウイルス専門家会議を開催した。

専門家会議のメンバーのほとんどは医療関係者とウイルス学者で、医学的な助言

をすることが使命であった。専門家会議は感染状況を分析し、新型コロナウイル

スへの具体的な対策の提案をするために 善を尽くしたが、専門家会議が助言の

立場を越えて実際の政府の対策を決定しているという批判が出てきた。半年の活

動の後、2020 年 6 月に専門家会議はプレス発表を行い、当初求められた事務局の

提案に意見を示すだけでなく、自ら対応策を提案するほどに彼らは事態を懸念し

ていたと説明した。しかし、専門家会議は、どのような議論が行われたか、詳細

の議事録を残さないことになっており、政治家は常に「専門家の意見を考慮して」

彼らの政治的決定をしたと説明したので、社会は専門家がすべてを決めていると

見るようになった。 
 
日本における感染症対策はこれまでの経験から官僚機構を含む体制が政府の中

に確立されており、それが従来の感染症以上に早く、大きな影響をもたらし、未

知の要素も多い新型コロナウイルスに対して柔軟に対応できなかったとも見られ

る。専門家の対応は、現状の体制の中で「意見を言う」ことを越え、現状の変更

の必要性に対する意見に及んでいたとも見ることが出来る。 
 

大の問題は、政策立案者が科学的助言の扱い方にあると考える。COVID-19
の場合、政治家は常に「専門家の意見を考慮して」との枕詞をつけ政治的決定を

したと説明したが、専門家からどのような助言を受け、政策決定に助言のどの部

分を採用し、どの部分を採用しなかったかについて、明確に理由を示して適切に

説明しなかった。政治家の会見に立ち会ったプレスやメディアもこの点をはっき

り質問することは少なく、それでも明確な答えはなされなかった。このようなこ

とから、多くの科学者は、政治家が経済の活性化と言う大事ではあるが、感染拡

大の防止とは異なる目的について決定を下すために、専門家を言い訳として利用

していると感じた。 
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2021 年半ばまでに 3 回にわたる緊急事態措置を全国若しくは一部地域に適用し

たが、３回目の措置の適用に当たっては、当初の政府が専門家の委員会（新型イ

ンフルエンザ等対策有識者会議基本的対処方針分科会）に諮問した対応案に多く

の専門家が反対し、政府が諮問案を専門家の意見に沿った諮問案を出し直す、と

言う事態が起こった。結果として、感染防止により効果のある措置がとられたが、

政策決定者と専門家の関係についての課題が顕著となった。専門家は委員会の前

日に連絡を取り合い、どのような対処が適切かを話し合ったとされるが、本来専

門家委員会の会議で記録される議論がなされるべきではなかったか。政府の専門

家委員会への役割の認識が政府原案の追認にあったのではないか、との疑問が示

された。5月には日本化学療法学会の松本哲哉会長が講演で「現在、第 4波を迎え

ているが、変異ウイルスの影響もあり、重症患者の数は過去 多となった。流行

が繰り返されるたびに、より深刻な状況となっている。今も楽観的な見通しで様

子をみたいという声もあるが、緊急事態宣言や解除もあいまいな根拠でなかなか

共感を呼んでいないのが現実だと思われる。専門家の意見をより尊重してもらい

たい」と述べるなど、専門家の意見や学問や科学が示す事実に対する政府の対応

への疑問も示されている。 
 
先に挙げた英国では、透明性と開放性や政策決定の責任の所在を明らかにする

科学的助言の原則があるが、日本ではわずかに日本学術会議が「科学者のための

行動規範」を 2013 年に改訂し、「社会における科学」という章の下、科学者と社

会との対話の重要性を強調し、科学的助言の方法などを記述しているに過ぎない。

これは 2011 年の東日本大震災の直後に起こった原子力発電所の事故に対する政治

への様々な科学者のバラバラな対応を反省して改訂されたものである。しかしな

がら、英国のように科学的助言を受ける政府の側には、科学的助言を扱うに当た

っての基本を示す規定、例えば、「政府は政策決定の理由を公に説明すべきであ

り、特にその決定が科学的助言とは整合しない場合には、そう決定するに至った

証拠を明確に示すべきである」といった定めはない。政策決定に当たっては、科

学的助言は根拠の一つにすぎず、政策決定者は考え要る様々な事柄を考慮して決

定を行う。政策決定者は科学の限界を理解するとともに、決定の根拠を明らかに

し。意思決定の責任は決して科学的助言に求めるのではなく、自ら負うべきであ

る。 
 
3.5.3. COVID-19 で明らかになった科学と社会の関係における重要な課題 

COVID-19 のような未知の事態に対して、科学と社会の関係について様々な課

題が明らかになってきた。 
 
3.5.3.1. 社会からの科学への要請 

人々や社会は未知の事態に対して一体、科学に何を期待するだろうか。COVID-
19 やそれ以前の例を見つつ、大きく 3 点あると考える。すなわち、事態について

の情報の提供と科学の基づいた説明、事態の緩和や適応に直接に対応する研究や

開発、そしてよりよい政策決定への科学的根拠に基づく選択肢の提供（科学的助

言）の 3 つである。 
 

a) COVID-19 についての情報の提供と説明 
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未知の事態に対して、まず、人々や社会は何が起こっているかの情報や知

識が求める。一方、多くの場合、事態の展開への恐れや心配も手伝って、

様々な憶測や根拠のない言説が現れる。歴史を見ても、関東大震災後のデマ、

オルレアンの噂などがあり、 近で言えば都市伝説などがそれに当たるが、

近のソーシャルメディア発展などで疑わしい情報の急速な流布が問題とな

る。これに対しては、かつて魔女狩りに近代科学が対抗して沈静化した例の

如く、科学が体系的な知識に基づいて正確な情報をわかりやすく、迅速に伝

えることが求められる。 
東日本大震災時に起こった原子力発電所事故では、様々な研究者が自らの

研究分野から見た限られた知識で説明し混乱が起った。また、科学者が説明

したと考えていても社会には届かなかった。これに較べて、COVID-19 では

人々や社会への説明としては日本では正確な情報が発信されたと考える。も

ちろん、様々な偽情報が SNS では流布されたが、専門家の適切な説明が対抗

した。 
この中で特筆すべきは、感染症に直接関係する医学などの科学分野にとど

まらず、様々な分野の科学者がその知識や経験を活かして COVID-19 の多様

な側面から検討し、有用な意見が多数出されたことである。例えば、感染の

予測や沈静化のシナリオについては、医学者の西浦博氏の「接触の 8 割減」

の提案に加えて、数理科学や物理学者が人々の行動と感染予測について検討

結果を発表した。これらは概ね互いの予測を補完するものであった。これま

での科学研究の成果が活用されたもので、人々や社会の生活変容をもたらし、

政策の決定へも影響したと考えられる。 
今回の科学者からの社会への情報提供や説明は評価されるが、今後、様々

な検証がなされ、より体系的で、正確かつ謙虚な情報提供の実現への努力が

はかられることを期待したい。 
 

b) COVID-19 への直接的対応 
次に、人々や社会は、直面している緊急事態に対して、科学と科学者が状

況の緩和と適応のために対策を提示することを期待する。 
2017 年の国際連合での持続可能な開発目標（SDGs）についての議論の際、

科学技術イノベーションフォーラムの議長のケニアのマカリア・カマウ氏国

連大使は、SDGs に示される世界共通の問題に直面している今日、社会はこ

れまで科学活動に大きな資源を投資してきたのだ、科学は可能な選択肢を提

供することが期待されていると述べた。 
コロナウイルスへの対応では主役は医学関係者である。医学分野、特に臨

床分野の人々は、患者の治療とケア、感染の検査と調査に専念している。臨

床以外の医学分野では、多くの研究者がコロナに対する医薬品やワクチンの

候補の開発などに挑戦している。ウイルス学などの基礎研究分野では、感染

力や感染のメカニズムなど、コロナウイルスの特性の解明に取り組んでいる。

これはより良い対策を考える上でも基本的な知識となる。 
さらには、医学以外の科学分野でも、前述の数理科学、物理学の例も含め、

多くの科学者や研究者が自身の知識や能力を活用してコロナウイルスに取り

組んでいる。また、京都大学の山中伸弥教授は、大学の研究室の PCR 能力を

利用して PCR テストの機会を拡大することを提案した。これらの取り組みは、
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当初、既存の資材を使って開始するか、既存の研究資金を振り向けることで

始まったが、社会に高く評価される。 
ただし、重要な点は、特に日本では様々な関係者の努力にもかかわらず、

新型コロナウイルスの研究やそれに対するワクチンの開発が欧米先進国に較

べて遅れたとされることである。この背景について、政策の問題でもあった

と考えられるが、後に論じたい。 
 

c) COVID-19 への対応政策への科学的助言 
科学が COVID-19 をめぐる政策に対しては如何に対応したか。 
英国の状況で述べた通り、欧米では政策に対する政府の科学顧問や専門家

会議と助言の仕組みが整備されている国が多く、さらに助言に関わる基本的

事項や助言者に求められる条件、さらに政策決定者が科学的助言をどのよう

に扱うかが定められている。英国のガイドライン等、米国連邦政府の規定な

どがその例である。 
振り返って日本では、科学助言体制は依然未整備である。科学的助言につ

いては、2010 年に内閣府で有識者による検討会が報告書を出したが、政権交

代などもあり実現しなかった。わずかに、日本学術会議が 2013 年に改定した

「科学者の行動規範」に科学的助言に関する規定があるのみである。 
すでに述べた通り、日本における COVID-19 に関わる政策決定者と専門家

の関係では、科学の専門家の意見を政策のどの部分に採り入れ、どの部分は

その意見とは異なる観点から判断したかについての明確な説明が政策決定者

から示されなかったため、例えば、専門家が全てを決めているのではないか

と言う疑問や専門家の意見を十分に尊重していないなどの意見が出るなど、

関係の未整理の状況を呈している。先に述べた日本学術会議の「科学者の行

動規範」には「政策立案･決定者に対する科学的助言」という項目があり、

「科学者は、政策立案･決定者に対して科学的助言を行う際には、科学的知見

が政策形成の過程において十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の

唯一の判断根拠ではないことを認識する。科学者コミュニティの助言とは異

なる政策決定が為された場合、必要に応じて政策立案･決定者に社会への説明

を要請する」との記載がある。これはあくまで科学者の行動のあり方を示し

たもので、政策決定者の行動を規定するものではない。また、この行動規範

が科学界全体に広く共有されているかは不明である。 
科学と政策の関係、特に意味のある科学的助言が円滑になされ、よりよい

政策の実現につなげるために、科学界、政策決定者が共有できるルール化が

不可欠である。 
 

3.5.3.2. 未知の課題に対応できる行政の対応の探求 
政策決定の問題は、政策決定者、詰まるところは政治が自らの責任をどう考え

るかが重要な点だが、行政体制の問題もある。今回の COVID-19 は、感染症対策

に関わる行政と言うことで、新型インフルエンザなどの経験と実例があり、この

点では事故は起こらないとされた安全神話を暗黙の了解としていた原子力発電所

の事故とは異なり、それは少なくとも研究者の情報提供や関連研究の展開はより

よく進んだ。しかし、行政については大きく３つの問題がある。 
 

a) 行政体制の構築と柔軟性 
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社会が直面する課題に対して､政府は行政体制を構築して対応する。様々な

対策を効果的に執行するためにはしっかりした行政体制の構築は不可欠であ

る。 
感染症対策については、過去の経験に基づいて築かれた堅固な体制が気づ

かれていた。ただし、その堅固さ故に、未知の要素の多かった COVID-19 に

十分に対応できなかった面があると考えられる。累次の世界的流行が起きた

インフルエンザへの対応にはワクチン、検査の体制や手法が確立し、またエ

ボラ出血熱、SARS、MERS の流行からは逃れた日本は、確立した行政体制

の維持に終始して、新たな事態への危機感や柔軟性を持ち得なかったと考え

られる。 
既存の感染症への確実な対応体制と未知の感染症への対応への柔軟性は相

容れない点も面も少なからずあるとは承知しつつ、グローバリゼーションの

進展による世界の交流の拡大を考えると、新しい感染症も含まれる様々なリ

スクの世界への拡大が予見される。困難であっても対応が求められる。 
b) 行政への改革の提案とその実施のモニタリング 

感染症行政に対しては、日本では大きな被害を出さなかった 2009 年の新型

インフルエンザの世界的流行を受けて、将来、同様の事態が起きた場合に必

要な備えを展望した 2010 年の専門家の報告書の内容について、行政は実現の

機会を逸した。そこには感染症検査の体制（危機管理、PCR などの検査等）

の強化、水際対策の強化、ワクチン開発体制の強化など実現していれば、

COVID-19 の対応で問題と認識されている事項がすでに盛り込まれていた。

実際は、報告省の内容は実現しなかったばかりか、感染症研究所や保健所の

定員削減が行われるなど体制の弱体化に向かっていた。 
これは残念な前例ではある。何故、この報告書の内容が実現できなかった

かは検証が必要であるが、一方、行政に改革に対する根拠のある提案には積

極的な取り組みは引き続き期待される。また、提案に基づく改革は、その効

果の継続的検証も含め、モニターしていくことが不可欠である。 
 

c) 実業行政を補完する科学技術イノベーション政策と科学界 
直接の感染症対策ではないが、先に述べた科学技術政策と科学界の暗黙の

共鳴による「はやり」の研究への集中が、未知の事象への対応の能力を大き

く欠く結果となった。政策面は、「選択と集中」を強調する余り、科学の幅

広さを毀損し、科学界の意思決定に影響を及ぼした点、つまり「はやり」の

研究をすることが評価につながると言った雰囲気を作り出したことである。

一方、科学界からは科学技術政策が「すぐ役に立つ」研究に偏りすぎている、

との苦言があるが、科学界も論文の引用度を過剰に評価するなど「はやり」

の研究に研究者、特に若手を誘導したことがある。いずれにせよ、政策の方

向性と科学界の「不可解な」意思の暗黙の意思の一致の結果、本来あるべき

科学の幅広い展開が実現できず、今回のような未知の事象に遭遇した際に対

応できる科学的能力を十分に涵養できていなかったと見られる。科学界は､行

政を批判するだけではなく、単に自らの関心のある研究を自由に行いたいと

言う点だけではなく、科学研究の意義、奥行きや深さと可能性を社会との関

係という視点から社会に対してわかりやすく解き、かつ科学者にも社会の中

の科学の意味と視点を涵養していく努力を行うべきである。行政や政策をよ
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りよい方向に持っていくために、今後はますます人々や社会の意思や考えが

重要となるからである。

後に、今回 COVID-19 を対象とした医学分野を始めとした科学研究のか

なりの部分は、科学者の自発的行動によるものであり、本来の研究のための

資源、時間と能力を振り向けて対応している。社会はこの行動だけを評価し、

感謝するだけではなく、常日頃から幅広い分野にわたる質の高い研究と科学

者の志の高さを理解し、その意味と重要性を尊重するとともに、行政は必要

な費用を賄って、彼らの努力に報いるために財政的措置をとることが必要で

ある。

3.5.3.3. COVID-19 に見るガバナンスの課題のまとめ 
COVID-19 は今後ますます重要となる多様な価値観の受容と、それを受け止め

た上でのよりよいガバナンスを考えていく上で貴重な機会と経験を提供している。

これまで述べてきた世界及び国内の事例から、課題と科学技術イノベーショ

ンが果たしうる可能性を以下にまとめる。

a) 課題に対する多面性の認識の共有

COVID-19 は、感染が拡大して対応が始まった段階から、まず感染防止と

経済の関係（ディレンマジレンマ）、さらには行動の自由と言った人々の自

由との関係とのトリレンマが問題とされたが、科学と他の側面、若しくは異

なる科学の関係（例：感染症学と経済学）等の問題の多面性をまず共有する

と、その一つを選択するという解決は 善でないことを科学はもとより、

人々や社会の共通認識とすることがガバナンスを築く第一番目の点である。

この問題に関しては科学、特に現実問題に向き合う工学が俯瞰的な見方を示

しうる可能性がある。

b) 科学の視点の明確化

人々や社会が状況を自ら納得して判断し、政策決定者がよりよい政策を立

案する、若しくはより正確に政策判断の根拠を示すためには、そのための根

拠となる事実やその解釈を正確に示すことが重要と考える。その中には、あ

る時点で何がわかっていて、何がわからないか、解釈の前提がいかなるもの

かを適切に示すことが含まれる。その際、科学的な視点からの見解は､事実と

科学的知識を持ってまず示されるべきである。もちろん､ 終的な判断は他の

様々な根拠を含めてなされるべきことは前提として、である。すなわち、科

学的な視点からの見解が他の意見と相容れないであろうことをあらかじめ忖

度したり、ましてや 終的にとられる可能性の高い判断に沿うように科学的

見解の一部のみを示したりすべきではない。

様々の見解を総合して政策を決めるのは政策決定者の責任であり、科学は

底に踏み込むのは適切ではないし、もしそうすれば科学はその結果に対し本

来取り切れない責任を社会に対して追うことになることを認識すべきである。

c) 科学と社会のコミュニケーションの確立

科学と社会のコミュニケーションは、如何に科学の意義や本質を社会に対

して伝えるかに第一に腐心すべきである。
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その中には科学が持つ固有の不確実性、確率性、現在の科学の不完全性も

含まれるべきで、現時点で科学では何が理解され、可能で、何が未達かを明

確にし、科学がもたらす効能とリスクがあることを示すことが必要である。

そして、科学者が何故科学ともすれば従来の科学技術コミュニケーションは、

「無知な人々を啓蒙する」と言わんばかりの上から目線の理解増進から始ま

って、科学の楽しさや効能のみを喧伝する活動が目についたが、やはり科学

は人間にとってどのような知的活動か、科学者は何を志して、目指すのか、

科学の可能性と限界を明らかにしつつ、社会の側の科学への見方と科学の側

の社会の見方の両方を切磋琢磨して向上していくべきである。 
この際、科学者の側の社会を見る視点の広さや志の高さが問われるのは言

うまでもない。 
 

d) 科学的助言の作法 
科学的助言について、科学者と政策決定者が共通してその意味、扱いを共

有することが、今後科学技術イノベーションが社会や政策に強い関係を持つ

と考えられる中で重要である。英国の科学的助言のガイドラインの制定はこ

の際の重要な参考となる。その上で、科学界、社会でそれをどのように共有

していくかの仕組みも必要である。 
また、科学的助言が形成される過程の記録、つまりどのような事実やデー

タに基づき、どのような議論がなされたか、後に検証可能な仕組みを盛り込

むことは経験を将来につなげる点で不可欠である。 
 

e) 科学技術イノベーション政策の要諦の再確認 
科学技術イノベーションは今後ますます社会の変容、発展に重要な役割を

果たすと見られている。ただし、現時点で誰しも将来を見通せているわけで

はない。従って、個々人や研究グループは取り組むべきテーマを絞り込めた

としても、研究に関わる機関や政府がある時点で将来に向けて少ない選択肢

に絞り込み、資源を集中することはリスクが大きくなる。もちろん、社会が

持つ資源は有限であり、その有効な配分は、特に税金を原資とする公的機関

では求められる。また、「選択と集中」が皆無である政策は、政策意図が不

明確であるばかりか、研究現場での緊張を著しく損ねる。 
それでも、今後多様な価値観が社会の中に存在し、将来がその中で 適解

を求めて行くのだとすれば、過度に「選択と集中」を行うことは多様性を否

定し、可能性を潰す結果になる。科学界は､選択・集中と多様性の確保のバラ

ンスをとることを単に要求するのではなく、将来の社会に対しての多様性が

果たす役割を示しながら、過度な「選択と集中」を回避し、将来の様々な可

能性を追求する裕度を持つ科学技術イノベーション政策の実現に知恵を絞る

必要がある。 
 

f) 行政の柔軟性への提案 
科学的助言の一つではあるが、科学技術イノベーションが従来に増して社

会の中で大きな役割を担うならば、その仕組みについても科学界は積極的に

述べていくべきである。行政組織は､決まったことを着実に実行することはそ

の性格上得手であるので、柔軟な対応は難しい。そのことも踏まえて、共創

的な提案が望まれる。 
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また、具体的な提案については、実現やその後の効果についても科学界と

しても継続的に検証していくことが重要である。

3.6. 将来における科学助言の目指すべき方向と技術的ロードマップ 
今後、科学技術が人類社会の直面する問題に的確に対処、応答していくために

は、当該問題に関連する事実やデータに基づいて、社会を構成する様々な人々や

考えを包摂しつつ、科学技術関係者が政策、研究開発、具体的な対処を体系立て

て進めることが必要となる。すなわち、事実やデータなどの可視化されたエビデ

ンスの収集と提示、多様な価値観を許容できる社会の構築、及びそれらに基づく

体系だったガバナンスの実現に向けて、工学アカデミーとしてとりうる行動を幅

広く挙げ、ロードマップの構成を試みる。

１． 地球温暖化など地球規模課題への対応など多様な価値観の許容の展開：社会

への働きかけと国際活動への参画

① SDGs の目指す将来の意義の社会への普及

シンポジウムなどの公開討論の機会、ウェブなどでの発信

② SDGs の実現への活動と達成過程の評価

工学アカデミー会員による検討の継続

工学アカデミー及び会員個人としての国際活動への参画

２． ガバナンスを実現する文化の涵養

① 社会と人々：共創に向けての科学の意義の受容と社会の多様な意見の発掘

課題に対する多面性の認識の共有、科学の視点の明確化の必要性（エビデ

ンスを提供する科学）、科学と社会のコミュニケーションの展開

② 政策決定者等：政治家、官僚など科学的助言を受けて政策決定に携わる者

との交流、政策、行政への要請

③ 科学界：社会の多様性の受容、政策の理解についての工学アカデミーとの

交流（日本学術会議、科学の非営利団体との協力の下で）

３． ガバナンスのシステム化

① ガバナンス、特に科学的助言に関する助言する科学技術者、助言者を受け

る政策決定者等の立場、関係、責任についてのガイドラインの試案の策定

と政府における制定に向けての働きかけ

② ガバナンスの対象とするグループの規模とガバナンスの効果の検証（各種

政策を対象として）

③ ガバナンス、特に科学的助言に関する方法論の深化と関与者の能力向上

４． ガバナンスの効果の評価に資する科学技術の実証

エビデンスの可視化、多様性の許容によりガバナンスがもたらす効果の評価

法を試行。
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例：科学技術イノベーションの目標の一つとなった人々の幸福を、AI を使っ

て工学的に計測する試み 
 

この提言案で目指す社会、政策決定、科学との関係の将来像は以下の通り。 
 
様々な社会問題の解決に科学技術は大きな可能性を持ち、社会からの期待を受

けているが、今後の社会と科学技術の建設的な関係を考える時、社会も科学界も

科学技術に関する事実を共有することが重要となる。つまり、現在の科学技術の

限界、第一に自然には固有の不確実性があるとともに、科学技術では確率的に事

柄を明らかにすること、第二に科学技術は発展途上で、現在わかっていることだ

けですべてを明らかには出来ない、つまり間違う場合もあること、第三に同じ事

実、データなどに基づいても個々の科学者により解釈が異なり、導き出される結

論も異なることがあると言う、三点である。これらの理解が共有されれば、科学

技術に対する過剰な期待や公開される研究成果に対する過剰な反応、恐れは抑制

され、また科学技術者も謙虚な姿勢で自身の研究を進めることが出来、また政策

決定者がより正しい、合理的な判断を下す環境が整う。 
 
科学界は、社会の中の科学を意識し、多様な価値観を許容し、理解する科学者、

技術者からなるコミュニティを目指す。その上で、人間の知的活動としての幅広

く奥深い科学の意義を社会に伝え、その日々の研究の蓄積から、地球規模課題な

ど社会が直面する様々な課題について、説明・理解や予測を含む知識や情報を提

供し、科学技術的な可能な対策の選択肢を提供するとともに、政策の決定に対し

てエビデンスを提供しよりよい政策の決定を支援する。 
 
人々や社会は、多様な価値観を許容しつつ、科学の提供する知識や情報を下に、

課題に対し感情に加えて、知性にも基づく意思決定を行う社会への深化を目指す。 
 
政策決定者は、人々や社会が持つ多様な価値観を認識しつつ、科学界から提供

されるエビデンスを十分に尊重しつつ、他の根拠も踏まえて、自らの責任で決定

を行い、その決定に至る過程や根拠を人々、社会や科学界に明確に説明する。 
 

このような関係の構築は、人々と社会、政策決定者、科学界の相互の理解と信

頼を増強し、世界が今後直面する新たな事象に柔軟に対応できる知識を基盤とす

る社会の高度化を実現する。ただし、どの一つの要素が欠けても、科学の社会と

の乖離、ポピュリズムへの転落、政治の停滞などが起こりうる。 
 
このような知識を基盤とする社会は、新たな事態への様々な挑戦や行動を許容

し、規定概念に挑む人々やグループを支援する社会となる。また、このような努

力は失敗も含めて今後科学技術イノベーションを基に発展を図る途上国への重要

な参考例ともなると考えられる。 
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図 3.6.1 期待されるガバナンス像 
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図 3.6.2 STI によるガバナンス実現にむけたロードマップ 
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4. 2050 年の世界のエネルギー・食料・水 ネクサス 
～エネルギーに焦点を当てて～ 
  

先進国及び開発途上国・新興国のいずれにおいても、エネルギー・水・食料に

ついて、持続可能な社会・地球環境・経済のバランスに配慮しつつ、適切に人々

の sufficiency を満たすこと、すなわち「2050 年の世界のエネルギー・食料・水ネ

クサス」を追求することは、現在の世代にとって極めて大きな課題である。 
 
この３つの要素を個別に見ると、まず、エネルギーは、その供給ネットワーク

構築のためには巨大なインフラが必要であり、また需要サイドにおいても、エネ

ルギーの利用形態も様々であり利用者の数が極めて多いことから、供給形態の変

化への対応は必ずしも容易ではないとされてきた。確かに、近年、分散型エネル

ギーシステムが技術的にも経済的にも実現可能となってきているが、全体として

見れば、大きな社会・経済システムであることに変わりはない。食料については、

その土地の自然条件（気温、降水量、土壌）や居住する人々の食文化が様々であ

ることや、品種改良等には一定の時間がかかることにも留意しなければならない。

水については、これまた、自然条件（気温、降水量、河川の状況、地下帯水層の

状況等）と地域の農業・生活等の需要パターンや産業構造・汚染の状況にも大き

く左右される。また、更に重要なことは、この 3 者の間の相互のシナジーやトレ

ードオフである。例えば、食料生産・流通には水とエネルギーの投入を必要とす

る。飲料水の生産や排水の浄化にもエネルギーが必要である。また、エネルギー

を得る過程では水を用いることが必要なプロセスも多い。 
 
こうした中で、特にエネルギーの問題は、社会・地球環境・経済のバランスに

配慮しつつ、地球環境問題の解決のために、カーボンニュートラルを今世紀半ば

までには実現することが世界の共通認識となりつつあり、各国が密接な協力のも

と、地球全体として合理的な形で複雑な諸問題を工学的に解決すべき典型的な課

題の一つである。そこで本章ではエネルギーの問題に焦点を当て、以下の検討を

行った。 
 

(1) 各国が直面している課題と政策、取り組み状況のレビュー 
 

(2) 「2050 年から遠くない時期」までに、グローバルなカーボンニュートラルを

達成し、「2050 年までのなるべく早期」に、世界の全ての地域において

Energy Sufficiency を達成することための次の 5 原則の策定 
 

① 先進国と開発途上国・新興国がエネルギー・環境政策のみならず、産業政策、

農業・食料政策、都市政策、交通政策、技術政策等を議論する場（FICNES: 
Forum for International Carbon Neutrality and Energy Sufficiency（仮称））を

設立すること。 
② 特に貧困な後発の開発途上国については、当面の間、Energy Sufficiency の

達成を優先させつつ、長期的視点からカーボンニュートラルを目指す政策に

シフトするのを許容すること。 
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③ 開発途上国・新興国のうち、大きな人口（2050 年に 1 億人超）を抱え、既に

高い経済成長率を実現しつつある国は、カーボンニュートラルと Energy 
Sufficiency を同時達成する方策を講じるよう、世界が支援と投資を行うこと。 

④ 再生可能エネルギーやエネルギーの貯蔵・運搬インフラについては、地域の

特性を活かすとともに複数国間のインフラ構築についても①の FICNES で議

論し、国際的な合意形成と投資促進を行うこと。 
⑤ 世界は、CO2 排出量・吸収量のモニタリング、新技術の円滑な開発・普及の

枠組みの設計・構築、原子力の安全確保、過渡的な化石資源の管理、CO2 の

吸収メカニズムの解明、こうした分野への優れた人材の確保と人材育成を行

うこと。 
 

(3) ５原則に基づき、カーボンニュートラルと Energy Sufficiency の同時達成を目

標とすることが求められる具体的国名を、4 基準を設けて選定、課題解決に向

けた協力関係の在り方を考察（この中で、「特に重要な協力対象国」として、

インド、ナイジェリア、パキスタン、インドネシア、エジプト、フィリピン、

ベトナムの７か国を挙げた。） 
 
(4) 「エネルギー供給」「エネルギー需要」「エネルギー流通」の 3 側面について

現在提唱されている各種技術オプションについて考察を加え、持続可能な社会

を作るための工学にとっては重大な課題を抽出 
 
(5) 個別技術については技術的な有効性と習熟度が明確でなく、絞り込みを行う段

階ではないため、「政策・国際協力面」、「人材育成面」、「技術評価システ

ム面」、「投資誘導スキーム面」の４要素を含む『政策枠組みロードマップ』

を策定するとともに、タイムスケールと課題を明らかにするため、技術の大枠

に関する『技術ロードマップ』を策定した。これらについては、関連するコミ

ュニティによる継続的なアップデートが必要であるとともに、この両者を必ず

「一対」のものとして議論を展開していくことが重要である。カーボンニュー

トラルと Energy Sufficiency の実現には、トップダウンとボトムアップの双方が

必要だからである。 
 
(6) 後に、以上を踏まえた、「エネルギー＝食料＝水」NEXUS の実現に向けた

考察をまとめる 
 
4.1. はじめに 

IPCC（Inter-governmental Panel on Climate Change）の第 1 ワーキンググルー

プが 2021 年 8 月に発表した 新報告によれば、「地球の平均気温 1.5℃上昇は、

2021～2040 年にも起きる可能性がある」とされている[4.1.1]。これまでの報告にお

ける見通しよりも約 10 年早いこととなり、地球温暖化が近年加速していることを

物語っている。こうなると、パリ協定で合意されたいわゆる「1.5℃シナリオ」の

実現も、これまで考えられてきた以上に難しくなってくると考えられるのに加え、

水や食料の確保にも更に大きな影響を与えるということも容易に予測できよう。

こうしたことを考慮すれば、エネルギー・食料・水について全体 適を見つける

ことは容易ではない。また、その実現には、極めて多額の投資と、時間を必要と

すると考えられる。今日（2021 年）から変化を起こそうとしても、「新しい世界」
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を作るには 低でも30年間程度の時間を要すると考えられる。となれば、「2050
年の世界のエネルギー・食料・水 ネクサス」のあり方は、我々工学者にとっては、

今取り組むべき「喫緊の課題」と捉えるべきである。 
 
以下は、特定公益社団法人日本工学アカデミーに設置された「科学技術イノベ

ーション 2050 委員会」の中の第 2 ワーキンググループにおいて議論した内容を

（エネルギーに焦点を当てて）とりまとめたものである。   
 
4.2. エネルギーに関してターゲットをどこに置くか？  

「世界」は多様である。その多様性は今後も残るであろうし、我々は、必ずし

も一様な社会を実現することが適切かつ現実的とは考えていない。国・地域の特

性を勘案した多様性のある将来像が重要と考える。とは言え、具体的な議論を進

めるために、まずエネルギーに関する我々のターゲットを設定することが必要で

ある。 
 
エネルギーに関して第一の課題が、化石燃料の燃焼により生ずる CO2 を主な要

因とする地球温暖化（気候変動）問題であることは言を俟たない。既に EU、日本

及び米国が 2050 年までの実質 CO2 排出量ゼロを達成することを表明したのに加

え、目下 大の CO2 排出国である中国も 2060 年までの達成を表明している。ま

た、Climate Ambition Alliance によれば、既に世界の 120 か国以上が 2050 年まで

のカーボンニュートラル達成を表明している[4.2.1]。ただし、いわゆるパリ協定に

おける「附属書Ⅰ国（主に先進国）」からの排出量が約 40％、「非附属書Ⅰ国

（主に開発途上国・新興国）」からの排出量が約 60％（そのうち約半分が中国）

であること[4.2.2]や、後者は一般的に人口増加率・経済成長率ともに高く今後の排

出量の増加ペースも大きい[4.2.3]と考えられること等を勘案すれば、全世界ベース

での実現は容易ではないことから、ここでは「2050 年から遠くない時期までに、

先進国のみならず開発途上国・新興国を含めたグローバルでのカーボンニュート

ラルを達成する」ことを目標とすべきと考える。なお、そうなれば現在カーボン

ニュートラルをコミットしている主として先進国の対応のみでは世界のカーボン

ニュートラルは実現できない。これらの先進的な対応を行っている国においては、

自国のカーボンニュートラル達成に加え、カーボンネガティブを目指しての対応

が必要となってくると考えられる。 
 
一方で、世界におけるエネルギー供給は、万人が等しくアクセスを得られてい

るものとは言い難い。例えば、図 4.2.1 に示されるように、近年においても、特

にサブサハラ・アフリカ諸国を中心として電力へのアクセスを有さない人たちが

約 7.7 億人存在[4.2.4]しており、SDGs の第 7 目標である「エネルギーをみんなに、

そしてクリーンに」は達成されていない。我々としては、ここで  ”Energy 
Sufficiency”という概念を「誰もが 低限かつ安価なエネルギーにアクセスするこ

とができる」状態を表わすものとして新たに導入するとともに、「2050 年までの

なるべく早期に、世界の全ての地域において Energy Sufficiency を達成する」こ

とを目標として打ち出すべきと考える。なお、我々先進国に生活する者にとって

は、Energy Sufficiency を「開発途上国にとっての到達目標」としてのみ捉えがち

であるが、同時に sufficiency という概念は「足るを知る」即ち「過剰消費や無駄

な消費を抑制し、必要 小限のエネルギーにより文化的な生活を送る」ことでも
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ある。このことから、現在の先進国におけるエネルギー消費の見直しも行わなけ

ればならない。 
 

 
図 4.2.1 世界の人口比電力普及率 (2018 年) 

Source: World Bank (2018) Access to electricity (% of population) 
 

（ 注 １ ） IIASA （ International Institute for Applied Systems Analysis ） の 
“Innovation for Sustainability – 3rd Report Prepared by the World in 2050 
Initiatives”によれば、「DLS “Decent Living Standards”（ 低限の生存基

準）を超えて各種サービス（水、食料、医療、エネルギー等）が提供さ

れる状態を”sufficiency” level 」と規定している。[4.2.5] 
  

（注２）なお、Sufficiency level は個人・社会・文化の違いにより変化するので、

一概には決め難い。一般には、①パレート効率（ある個人の充足が他人

の充足を奪わないこと）、②地球の資源・環境制約（planetary boundary）

の範囲内であること、という 2 種類の社会的・環境的制約が存在すると

される。[4.2.6] 

 
（注３）Sufficiency level を具体的に記述することは容易ではないが、WG2 にお

いては「現在の中所得国～具体的にはタイやマレーシアの地方都市の状

況が、供給安定性及び価格面の双方から考えて、そういう状況に該当す

るのではないか」との見解が分科会内では概ね支持された。なお、この

両国は一人当たり GDP が約 8,000～11,000 USD の水準である。更に、

中国も一人当たり GDP は概ねこの水準であり、平均的に見ればやはり 
energy sufficiency を達成していると見られる。ただし、中国国内でも沿

海部の大都市と農村部及び内陸部では大きな経済格差があると考えられ

るため、ここではタイやマレーシアにおける平均的な地方都市の水準を

概ね sufficiency level であると想定することとした。 
 

（注４）単位量あたりの CO2 排出削減のための限界費用は、明らかに先進国＞新

興国≒中進国＞開発途上国・ 貧国となるため、経済学的にはこの政策

は efficient なものとは言えない。すなわち、全世界ベースでの CO2 排出

量を 小化するためには、経済合理性に基づいて判断すれば、排出削減
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のための限界費用の低いところから削減すべきであるからである。この

ジレンマを解決するためには、先進国ほど、新技術により「導入・運転

コストが低く、CO2 排出量の少ない」エネルギー需給構造を実現する必

要がある。 
 

（注５）World Bank “Access to electricity”によれば、2019 年時点において、電気

へのアクセスを持たない人口が国の総人口の 50％を下回っているのは、

全世界に 29 か国存在する。そのうち 2 か国（ハイチ及び北朝鮮）を除け

ば、全てがサブサハラ・アフリカ諸国である。[4.2.4] 
 
4.3. カーボンニュートラル達成及び Energy Sufficiency 達成に向けての世界各国の政策の

レビュー 
 

4.3.1. 現時点での日本及び世界の CO2 排出状況と今後の排出量予測 
 
2018 年における日本の CO2 排出量は、図 4.3.1 に示す通り、世界で 5 番目であ

る。また、世界の排出国は、多い順に①中国（28.2%）、②米国（14.5%）、③

インド（6.6%）、④ロシア（4.7%）となる。この 4 か国で世界全体の半分を超え

る量を排出している。また、個別の国の排出量はこれらよりも小さいものの、欧

州はドイツ、英国、イタリア及びフランスの 4 か国の合計で 5.2%となる。世界全

体のカーボンニュートラル達成にはこれらの国々のカーボンニュートラル化が極

めて大きな意味を有する。なお、これら諸国のうち、インドは 2070 年の、ロシア

は 2060 年のカーボンニュートラルの達成を表明している。排出量の多寡を決める

要素は、人口、経済規模、産業構造（鉄鋼や化学等の Carbon-intensive な産業の

比率等）、エネルギー供給構造、エネルギー消費効率、エネルギー取引市場の効

率性、国土面積と自動車保有台数、平均気温等であると考えられるが、いずれに

せよ、そうした複合的要因については短期間に大きな変化を実現することが困難

であることも明らかである。 

 
図 4.3.1 日本の CO2 排出量のセクター別内訳(2018 年)と世界の国別 CO2 排出量

(2017 年) （出典：経済産業省資料） 
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また、図 4.3.1からも明らかなように、現時点においても、パリ協定の「附属書

Ⅰ国（主に先進国からなる）からの排出量が世界の約 40%であるのに対し、「非

附属書Ⅰ国（中国やいわゆる開発途上国を多く含む）」からの排出量が世界の約

60％を占めている。特段の対応が講じられない場合には、2050 年における温室効

果ガスの排出量の相当部分が中国（中国は 2060 年のカーボンニュートラル達成を

宣言しているが、2050 年の時点では削減中とは言え、相当量を排出していると見

られる）及びいわゆる開発途上国／新興国によるものだということが明らかであ

る。 
 
なお、パリ協定以前の分析ではあるが、 OECD が 2011 年秋に発表し

た、”OECD Environmental Outlook to 2050”の予測では、2050 年における温暖化

効果ガスの世界における排出量を 81Gton（CO2 換算）としている[4.3.1]。この時点

では世界におけるカーボンニュートラルに向けての具体的な動きは殆ど見られな

かったと考えられることから、この数値をベースライン（あるいはほぼ無対策時）

シナリオと考えることが適当かも知れない。 
 
図 4.3.2 に示した米国 EIA（U.S. Energy Information Administration）の予測で

は、2018 年から 2050 年までのエネルギー起源 CO2 の排出量の伸びを世界全体で

年率 0.6%増、OECD 加盟国で年率 0.2%減、非 OECD 加盟国で年率 1.0%増とし

ている[4.3.2]が、この場合の 2050 年における排出量を約 41Gton としている。 
 
更に、国際エネルギー機関（International Energy Agency, IEA）は、2020 年秋

に発表した ”Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector” において

は、各国が既に実施中ないしは公表した政策を実施した場合（Stated Policies 
Scenario (STEPS)）には、世界のエネルギー起源 CO2 の排出量は 2020 年の

34Gton から 2030 年に 36Gton に増加し、その後 2050 年までほぼ同程度の水準で

推移するとしている。また、各国がカーボンニュートラル実現に向けてのプレッ

ジを約束年限までに完全に実現したと仮定した場合（Announced Pledges Case 
(APC)）には、2030 年の排出量は 30Gton で 2050 年には 22Gton に減少するとし

ている[4.3.3]。 
 
これらの数字の間には、予測の前提条件も異なることから当然ながら大きな乖

離がある。現実には、特に人口が大きく、かつ人口増加率の高い開発途上国にお

いては、労働力供給面での人口ボーナス、投資が拡大した場合の相乗的なインプ

ット拡大による成長速度の増大、消費者の購買力向上や産業構造転換によるエネ

ルギー消費の拡大等も予想されることと、上記 U.S.EIA や IEA の分析は、未だ研

究開発途上ないしは商用化以前の技術の実現を前提としているため、実際の排出

量については、更に上振れする可能性があることも念頭に置きつつ対応を考えて

いくべきと考えられる。なお、日本の高度成長期（第 1 次石油ショック以前）の

エネルギー消費量の GDP 弾性値は１を超えていることから、特に開発途上国にお

ける排出量の伸びは、更に大きな数字となることもありうると考えられることに

留意すべきである。 
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図 4.3.2 U.S.EIA による 1990 年から 2050 年のエネルギー起源 CO2 排出量予測 

 
また、当然のことながら、パリ協定の目指す「2℃／1.5℃シナリオ」実現のた

めには、これまでの延長線上の社会構造・技術体系を前提とすることはできない。

図 4.3.3 は、過去の温暖化効果ガス排出量の増加トレンド、2030 年における予想

排出量（現行政策ケース）と特に「1.5℃シナリオ」実現に向かう場合に達成すべ

き排出量を比較したもの[4.3.4]であるが、これから分かるように、およそ人類がこ

れまで経験したことのないドラスティックな社会変革と技術革新がなければ到底

実現はできないものと考えられる。 

 
図 4.3.3 2℃／1.5℃シナリオ達成の困難さ （出典：Climate Action Tracker） 

 
4.3.2. カーボンニュートラル達成に向けての各国の取組み状況（EU・米・日本・中国） 
4.3.2.1. EU 及び欧州諸国 

2020 年 2 月、欧州理事会は 2030 年の温暖化効果ガスの削減目標として 1990 年

比で 55％削減すること（intermediate target of an at least 55% net reduction in 
greenhouse gas emission by 2030）に合意した[4.3.5]。それ以前の 40％削減目標
[4.3.6]から大幅な積み増しを行った訳である。ただし、合意形成の過程でポーラン

ド、ハンガリー等の中・東欧諸国からは「削減目標は野心的であり、その達成の

ためには化石燃料の天然ガスと原子力の導入が必要（具体的にはこの 2 つの選択
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肢を EU taxonomy 上、green と分類すること）」との強い主張があり、結果的に

は、目標文書中に「技術の中立性」との文言が入ったとの経緯があるとの報道が

なされている。ただし、2021 年 6 月に欧州委員会で採択された タクソノミー委任

法（Taxonomy Delegated Act） 

では、依然として天然ガスと原子力が「気候変動の緩和や適応に実質的な貢献

を行うことが可能な経済活動」であるかについては明確にしておらず、欧州委員

会としては、これらを「タクソノミー の技術的基準を満たさないものの温室効果

ガス削減に貢献するもの、として 補完的委任法（complementary Delegate Act ）
の中でカバーすることになるだろう」と言及している。 [4.3.7]（更に正確には、

「天然ガスについては依然として議論があるので現時点では タクソノミーに含め

ない」、「原子力については含めることに大きな障壁はない」としている。
[4.3.8]）。なお、2019 年における EU の総 終エネルギー消費量に占める再生可能

エネルギーの割合は 19.7％であり[4.3.9]、2020 年の目標値である 20％をほぼ達成

している。また、欧州委員会は 2020 年 10 月に「EU における再生可能エネルギ

ーと省エネルギーに関する強い市場の存在だけでは、資本集約的で長い胚胎期間

を持ち、新たな市場ダイナミクスと低い投資利益率（ROI）という特徴のあるこ

れら技術への投資を十分に集めることは難しいことから、更なる政策的支援が必

要である」と提言するとともに、「特に洋上風力発電とそれを用いた水素製造に

ついては、欧州は先行者としての優位性（first mover advantage）がある」と分析

している[4.3.10]。 
 
個々の EU 加盟国における状況は多様である。仏は、「原子力オプションを

大限活用しつつ、水素を導入する」方針で、特に原発の余剰電力を用いて水電解

で水素を生産する[4.3.11]、との考えを有している。独は、これまで太陽光・風力と

いった再生可能エネルギー導入の推進力となってきた「EEG サーチャージ制度」

の見直しが予定される中、再生可能エネルギーへの投資のインセンティブの維持

に必要となる高水準の FIT（電力料金への賦課金）と、それに伴う褐炭火力等の

既存電源の稼働率維持の関係に関する議論が高まっている[4.3.12][ 4.3.13]。また、特

に今後は、更なる再生可能エネルギーの導入に際しては、国内エネルギー供給と

雇用の重要な一部分を占める褐炭の扱いが焦点となると考えられる。ただし、産

業界では、水素製造・貯蔵・利用、燃料電池自動車、大規模高圧直流送電等、各

種の取組みが活発化している。 
 
EU から脱退した英国は、寧ろ温暖化対策の面ではより大きな自由度を獲得して

いる。2020 年 11 月、ジョンソン首相は「グリーン産業革命に向けた 10 ポイント

計画（Ten Point Plan）」を発表[4.3.14]したが、なかでも北海沖の潤沢な風力資源

を背景に「2030 年までに洋上風力を現状の 4 倍（40GW）にする」、「 low 
carbon 水素の生産を拡大し、2023 年からは全世帯の都市ガス網に水素の混合試

験を行う」、「2030 年までに北海に CCS クラスターを 4 か所設置する」等の野

心的な政策を打ち出している。2021 年 11 月にグラスゴーで開催される COP26 に

おいては、2030 年までに 1990 年比で 68％削減（以前は 57％）という高い目標

を打ち出すことが可能となったとしている。 
 

- 62 -



 

The Road to 2050 @ STI2050, EAJ 

■63 

4.3.2.2. 米国 
トランプ前政権によるパリ協定の離脱の後、バイデン大統領は就任当日にパリ

協定復帰を宣言した。また、米国も EU や日本に続き、遅くとも 2050 年までに

CO2 排出量ネット・ゼロを達成することを表明した 4.3.15]。バイデン政権の打ち出

した政策は、「環境正義」と呼ばれる、気候変動や環境問題に現れる不平等の是

正を追求するもので、こうした問題で困窮している社会的弱者が政策のメリット

の相当部分を享受できるようにする、という方針である。一方で、その実行のた

めに 2 兆ドル規模のクリーンエネルギーへの投資を企図し、特に電力セクターに

ついては 2035 年までに CO2 排出量ネット・ゼロを達成するものとしている。 
 
一方で、米国の特徴は、連邦政府以外の主体による動きも非常に積極的かつ活

発であることである。例えば、2017 年 6 月にトランプ前大統領がパリ協定離脱宣

言を行った直後にブラウン前カリフォルニア州知事、ブルームバーグ元 NY 市長

が提唱して「アメリカズ・プレッジ」と称する企業・自治体・NGO・大学等によ

るカーボンニュートラル達成のための連携ネットワークが形成[4.3.16]されている。

既に、全米の 9 つの州が 2050 年（以前）までのカーボンニュートラル達成を目標

に掲げており、13 州は 100％再生可能エネルギーによる電力供給実現を掲げてい

る。加えて、特に IT 系大企業による脱炭素化投資の計画が続々と公表されており、

これに製造業も続いている。 
 
4.3.2.3. 日本 

日本は、菅総理大臣が 2020 年 10 月に国会の所信表明演説において「2050 年ま

でに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニ

ュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言 [4.3.17]した。日本政府が

2020 年 12 月に発表した「グリーン成長戦略」[4.3.18]においては、14 の分野が「重

要分野」とされている。この中で、エネルギー供給に関わるものが「洋上風力」

「燃料アンモニア」「水素」「原子力」であり、産業分野のエネルギー消費に関

わるものとして「自動車・蓄電池」「半導体・情報通信」「船舶」「物流・人

流・土木インフラ」「食料・農林水産」「航空機」があり、更にその他に「カー

ボンリサイクル」「住宅・建築物／次世代型太陽光」「資源循環関連」「ライフ

スタイル関連」というものが掲げられている。地熱が対象となっていない点等、

若干、技術的観点からは疑問がある部分もあるが、現在のエネルギー需給との連

続性等も勘案した上で、新技術の大胆な導入を想定したものであると評価できる。

総じて、「あらゆる方向から対策を講じて、そのベストミックスにより長期的視

点からのソリューションを実現する」ことを目的とした戦略と見られ、そういう

意味では、今後の研究開発投資と社会実装の促進が極めて重要である。 
 
2021 年 4 月、米国主催の「気候変動サミット」において、我が国は、菅首相が

2030 年時点での温室効果ガスの排出量を 2013 年比で 46％削減することを目指す

とともに、更に 50％削減の高みに向け挑戦を続けるとの新たな目標を表明 [4.3.19]

した。これについては、更に詳細な具体策は、現時点においては必ずしも明らか

にはなっていないが、政府の『経済財政運営と改革の基本方針 2021（骨太の方

針）』 [4.3.20] によれば、この目標の実現に向け、「①脱炭素を軸として成長に資す

る政策を推進する、②再生可能エネルギーの主力緑電源化を徹底する、③公的部

門の先導により必要な財源を確保しながら脱炭素実現を徹底する」という考えが
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示さるとともに、「グリーン成長戦略に基づき、洋上風力、水素、蓄電池など重

点分野の研究開発、設備投資を進める」という方針が示されている。日本政府は、

電力部門では非化石電源（特に再生可能エネルギー）の拡大、産業・民生・運輸

（非電力）部門では、脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネーショ

ン・合成燃料等による脱炭素化、そして更なる省エネの深掘りを中心として対応

策を講じていく方針と考えられるが、これは容易ではないものと考えられ、技術

的にも社会的・経済制度的にも抜本的なイノベーションが不可欠である。 
 
また、2021 年 10 月に閣議決定された、政府の『第 6 次エネルギー基本計画』

[4.3.21] によれば、2030 年度における我が国の一次エネルギー供給に占める再生可

能エネルギーの比率は約 20％程度とせねばならず、2030 年度の電源構成で見れ

ば再生可能エネルギー比率が約 36～38％程度となる。また、その内訳は「太陽

光：14～16％、風力：5％、地熱：1％、水力：11％、バイオマス：5％」とされ

ているが、同計画中にも「様々な課題の克服を野心的に想定した場合に、どのよ

うなエネルギー需給の見通しとなるかを示すもの」と記されている通り、極めて

野心的な数値と考えられる。また、2030 年度の電源構成中、原子力の比率を 20
～22%程度としているが、これは現時点での原子力発電所の稼働状況を考えれば

相当に大きな数値であり、この点からもこの基本計画を実際に実現するのには大

きなハードルが立ちはだかっていると考えられる。 

 
図 4.3.4 日本政府によるカーボンニュートラルの産業イメージ 

 
4.3.2.4. 中国 

2020 年 9 月、中国の習近平首席は国連総会において「2060 年までのカーボン

ニュートラル達成」と「2030 年までの CO2 排出量のピークアウト達成」を発表 
[4.3.22]した。中国は現在、世界全体の CO2 排出量の約 3 割を占めている 大の排出

国であるとともに、これまでは気候温暖化防止枠組み条約の締約国会議（いわゆ

る COP）においては、寧ろ開発途上国のリーダー的存在として「地球温暖化の原
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因は、産業革命以来 3 世紀近くに亘り、化石燃料を大量消費し CO2 を大量に排出

してきた先進国の責任が大きく、我々はようやく 20 世紀後半に成長軌道に乗り始

めたものであり、更に化石燃料を使う権利を有する」との趣旨の主張 [4.3.23][ 4.3.24]

の急先鋒を務めていた。また、これまでには中国における鉄鋼製品や繊維製品の

輸入は、いわば先進国の製造業を「肩代わり」するものであり、中国の大量の

CO2 排出量は、実際には日本や欧米における製造業の衰退に伴うものであり、中

国の排出量を抑えることは輸入国におけるこれら物品の消費を制約することに繋

がるとの趣旨の分析も行われている。[4.3.25] 
 
中国の方針の大転換の背景として考えられるのが以下の諸点であろう。 

1) 中国は、Si 結晶系太陽電池のバリューチェーン（多結晶 Si、ウエハ、セル、モ

ジュール等）の全て及び Li イオン電池において 7 割程度の世界シェアを占めて

いる。更に Li イオン電池用材料（正極材、負極材、電解液、セパレータ）でも

5～7 割程度のシェアを占めている。 
 

2) 中国は、青海省の Li や黒竜江省のグラファイト等の Li イオン電池製造に必須の

鉱物資源を自国で生産・調達可能であるのに加え、風力発電用発電機や EV・

FCV 用のモーター生産に不可欠の Nd-Fe-B 磁石に添加する重希土類（Dy 等）

の生産を世界でほぼ独占している。 
 

3) 中国は、長い海岸線を有し、風力発電には不利な大陸東端に位置するとは言え、

洋上風力のポテンシャルは大きい。また、政治体制的には、国策として水素ス

テーション・燃料電池自動車の普及等に向けてのインセンティブの強い政策を

講じることが可能であり、既に開始している。   
 

これらの産業・経済面の実態と踏まえるとともに、石炭消費やモータリゼーシ

ョンの進展に伴う国内の大気汚染に関する批判への配慮なども勘案して、中国と

しては、カーボンニュートラルを更なる輸出拡大・経済発展のドライビングフォ

ースとして捉え、一転して「攻め」の姿勢に転じたのではないかと見ることがで

きる。 
 
中国の国家電網公司が 2021 年 3 月に発表した「行動方案」[4.3.26]によれば、カ

ーボンニュートラルの実現のために、洋上風力発電・太陽光発電等の新エネルギ

ーの開発、西南地区の水力発電開発、沿岸部の原子力発電所の開発を進めるとと

もに、系統の調整能力を強化するために揚水発電所とピーク調整超能力強化のた

めの LNG 発電所の建設と蓄電設備の利用を推進するとしており、また、エネルギ

ー多消費型産業においても「電気で石炭・石油を代替」する方向性を打ち出して

いる。 
 
ただし、中国の経済発展を支えてきた、コスト的にも資源量にも圧倒的に有利

なエネルギー源である石炭（特に電力部門は、電源構成中の約 2/3 が石炭火力）

への依存からの脱却（CCS で CO2 を地中埋設するにせよ）や、いわゆる「西電東

送」と呼ばれる「人口の疎らな西部地域で発電を行い、需要地・人口密集地であ

る東部・沿海部に送る」という送電インフラ上の特性等を考えれば、その実現に

はまだまだ課題が残っていると考えられる。更に、「2030 年までの間は、引き続
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き CO2 排出量が増加する」前提となっていることから、全世界の CO2 排出量に占

める中国の比率は更に高くなることが明らかであり、そこから 30 年間でのカーボ

ンニュートラル実現については大きな困難が伴うと考えられることに留意すべき

である。 
 
4.3.3. COP26 会議と Glasgow Climate Pact について 

2021 年 10 月～11 月、英国グラスゴーにおいて開催された第 26 回国連気候変

動枠組み条約締約国会議（COP26）は、 終的に以下の 終合意[4.3.27]を得て閉幕

した。 
 

・近年の自然災害の頻発等を受け、気候変動の影響を「1.5℃に抑える努力を追求

することを決意」するとし、2022 年末までに各国の排出削減の目標等を検証し、

必要に応じ、強化することを各国に要請することとされた。 
 

・ 大の焦点になった石炭火力発電の扱いについては、インド等の 終局面での

主張により「排出削減対策が採られていない石炭火力発電の段階的な削減への

努力を加速する（accelerating efforts towards the phasedown of unabated coal 
power）」とされた。 
 

・開発途上国の気候変動対策を促進するため、先進国の年間 1000 億ドルの資金供

給を、2025 年まで着実に実施することされた。 
 

・パリ協定の「積み残し」であった排出削減量取引のルールについても、京都議

定書に基づいて認証された削減量を 2030 年の削減目標量に参入可能とすること

とされた。  
 
これらを含む 終合意文書は Glasgow Climate Pact と呼ばれるが、これらの政

府間の合意に加え、金融機関の有志連合（GFANZ: Glasgow Financial Alliance for 
Net-Zero）や ZEV（Zero Emission Vehicle）に関する政府・都市／地方政府・自

動車メーカー・物流企業器等による団体が独自の対応策についてコミットメント

を多く公表したのも特筆されるべき動きであると考えられる。 
 
4.3.4. Energy Sufficiency 達成に向けての各国の取組み状況 

開発途上国においても、Energy Sufficiency の達成は極めて優先順位の高い政策

課題であることは言うまでもない。ここでは、その「成功事例」として、タイの

過去の電化政策の事例 [4.3.28]を挙げる。 
 
タイ政府は 1970 年代前半に「全ての村を 25 年以内に電化する」との目標の下、

1973 年に『タイ村落電化加速国家計画』を策定し、地方配電公社（Provincial 
Electricity Authority、PEA）が中心となって、政府補助金や政策金融による低利融

資を活用して、着実に同事業を推進した。1972 年におけるバンコク首都圏以外で

の電化比率（人口ベース）は約 10%であったとされるが、1981 年には全国の電化

比率（村落数ベース）で 44%となり、1996 年には同じく 98%に達した。当初の

目標どおり、ほぼ 25 年間でほぼ全ての村落の電化が実現したことになる。なお、

1980 年代以降、タイにおいては日本企業の工場進出が非常に活発であるが、こう
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した投資環境の整備も電化を促進した要因の一つと考えられる。JETRO の行った

調査によれば、海外に進出した日本企業へのアンケート [4.3.29]でも、タイについて

は、電力に関する「インフラ未整備」との指摘がアジアで も少なく（タイ 5.1%、

ベトナム 22.5%、インド 61.2%、ミャンマー 83.7%）、産業用電力供給について

も相当の水準が達成されていることが明らかである。 
 
また、例えばインドにおいても、一人当たり電力消費量（2017 年）は

1,122kWh で、これは中国（3,762kWh）の 3 分の 1 以下、米国（12,988kWh）の

1 割以下、日本（7,836kWh）の 7 分の 1 程度であり、世界平均（3,104kWh）から

見てもやはり 3 分の 1 程度であるが、政府はこれまで 8000 万世帯に LPG 接続を

供給しており、更に現在 1000 万世帯への追加を行っている。また、2021 年度政

府予算では、今後 3 年間で 100 以上の地域に都市ガス配給網を拡大する予定だと

している。加えて、インドは石炭の確定埋蔵量が世界第 5 位（8.3％）、生産量・

消費量は世界第 2 日（それぞれ 9.7％、12.3％）である[4.3.30]ことからも、まだま

だ貧困層の多い同国内で Energy Sufficiency を追求するためには、安価でしかも

国内資源である石炭消費への依存を続けることが同国にとって必要な選択肢だと

考えられる。この点は、今後の世界のカーボンニュートラルの実現の観点からも

非常に大きな論点となるものと考えられる。 
 
マクロ経済的に見れば、いわゆる中所得国となったタイやマレーシア等におい

ては、国民一人当たり GDP が約 8,000～11,000 USD に達することから、国民一

人当たり GDP のこの水準は Energy Sufficiency をほぼ達成する水準であると近似

的には見ることができると考えられる。 
 
なお、電力へのアクセスは、ほぼ同時に通信網や情報へのアクセスを意味して

おり、この観点からも電力へのアクセスを確保することが、人々の生活の質を高

める上で極めて重要性を増しているということについても認識しておくべきであ

る。 
 
4.4. グローバルな戦略論（５原則） 
4.4.1. ５つの「原則」について 

4.2 で述べた「2050 年から遠くない時期までに、先進国のみならず、開発途上

国・新興国を含めたグローバルなカーボンニュートラルを達成する」ことと、

「2050 年までのなるべく早期に、世界の全ての地域において Energy Sufficiency 
を達成すること」の 2 点を実現するためには、以下の５つの「原則」をベースと

して戦略・戦術を構築していくべきと考える。 
 

【第 1 原則】先進国及び開発途上国・新興国が協力して、地球全体として合理的

な形でこの２目標を達成できるように、エネルギー・環境政策のみならず、産

業政策、農業・食料政策、都市政策、交通政策、技術政策等を議論する場

（Forum for International Carbon Neutrality and Energy Sufficiency: FICNES（仮

称））を設立すること。また、FICNES においては、当然ながら既存型の環境

問題（水質・大気・騒音等）についても配慮し持続可能な発展を企図するもの

とするとともに、長期的なエネルギー供給のセキュリティについても配慮する

ものとする。具体的には、例えば「気候変動の緩和及び、温室効果ガス排出量
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削減策並びに大気中からの除去について検討」する、IPCC の第 3WG を発展的

に改組するか、パリ協定との緊密な連携の下で独立して運営される形とするこ

とが適切ではないかと考えられる。これは、「政策形成に対する科学的助言」

のコンテクストからも極めて重要であると考えられ、いわば IPCC が「地球温

暖化に関するファクトと原因論に関する科学的知見の集積」の役割を担ってい

るのと同様、科学的知見をベースとしつつ、包摂的で持続可能なエネルギー需

給構造を実現するために、各種政策のグローバルな 調整 を行うことをミッショ

ンとするものである。 
 

【第 2 原則】特に貧困な後発の開発途上国については、当面の間、Energy 
Sufficiency の達成を優先させつつ、長期的視点からカーボンニュートラル実現

を目指す政策に次第にシフトしていくことを許容するものとすること。 
 

【第 3 原則】開発途上国・新興国のうち、大きな人口（目安としては、2050 年に

おける人口規模が１億人を超えていること）を抱え、既に高い経済成長を実現

しつつある国については、カーボンニュートラルと Energy Sufficiency の双方

を同時達成するための方策を講じるよう世界が支援と投資を行うものとするこ

と。なお、これらの国も、CO2 排出量及び GDP 水準に応じ、段階的な「時間的

猶予」は認められるが、いずれにせよ 2050 年から遠くない時期における世界全

体でのカーボンニュートラルの実現に向かうこと。 
 

【第 4 原則】特に焦点となる再生可能エネルギーの導入やエネルギー運搬・貯蔵

インフラの実現については、太陽光・太陽熱、風力、地熱、バイオマス、水力

等の導入に関し、地域の特性を活かした全体 適を目指すとともに、複数国間

を跨ぐインフラ（多国間送電網、CCS 施設と CO2 パイプライン等）の構築につ

き上記 FICNES の場を通じて国際的な合意形成と投資促進を行うこと。 
 

【第 5 原則】先進国及び開発途上国・新興国は、カーボンニュートラルの実現に

向け、各国の CO2 排出量及び吸収量（海洋を含む）のモニタリング、様々な新

技術の円滑な開発・普及のための枠組み（研究開発へのインセンティブと技術

普及のためのメカニズム）の設計・構築、原子力の安全確保、過渡的な時期に

おける化石資源貿易の管理、海洋・森林による CO2 吸収メカニズムの解明、こ

うした分野への優秀な人材の確保と人材育成等に協力を行うこと。 
 
4.4.2. カーボンニュートラルと Energy Sufficiency 同時達成が求められる重要国  

なお、上記第 3 原則に該当する「開発途上国・新興国のうち、大きな人口を抱

え、既に高い経済成長を実現しつつある国」であって、カーボンニュートラルと

Energy Sufficiency の同時達成を目標とすることが求められる具体的国名を、次の

4 つの基準に基づき選定するものとしたい。 
 

【第 1 基準】2050 年における人口規模予測値が、2 億人を超えている国。また、

それらに次いで 1 億人前後から 2 億人までの国は、今後の経済成長により大規

模な CO2 排出国になり得るものと考えられる。（人口予測としては、国連の 
World Population Prospects 2019 [4.4.1]を用いた。） 
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【第 2 基準】今後の経済成長のポテンシャルを示す近似値として、2012 年～2019
年までの 8 年間の平均 GDP 成長率（実質値）が、この期間の開発途上国・新興

国の平均値である 4.6％／年を超えている国。また、それらに次いで世界の平均

値である 3.4％／年を超えている国も、今後の著しい経済成長のポテンシャルを

有するものと見ることができる。（なお、2020 年は COVID-19 に伴い、各国と

もに経済成長がマイナスとなっている国が多いが、これは一種の異常値である

として算出から除いた。）（経済成長率のデータとしては、IMF の World 
Economic Outlook 2020  [4.4.2]を用いた。）  

 
【第 3基準】現在の 国民一人当たりの GDPがタイ、マレーシア、中国の水準（約

8,000USD～約 11,000USD）を大きく下回るとともに、電力にアクセス可能な

人口比率が低く、energy sufficiency 上、大きな課題があると見られる国。こう

した国では前述した通り、エネルギー・環境政策の遂行に際して、カーボンニ

ュートラルと energy sufficiency の同時達成を目指すことが特に求められる。

（国民一人当たりの GDP のデータとしては、これも IMF の World Economic 
Outlook 2020 [4.4.2]を用いた。電力にアクセス可能な人口比率のデータとしては、

World Bank の Access to Electricity [4.2.4]を用いた。） 
 

【第 4 基準】今回考察の対象とした国の中には、現在産業構造が農業中心であり、

殆ど CO2 を排出していない国もあるが、今後の経済成長と産業構造の転換を前

提とすれば、将来の排出量は決して少ない水準に留まるとは限らないものと考

えられる。とは言え、現時点での排出量は将来の排出量予測のための根拠とな

りうるため、当然ながら、これらが一定規模（例えば、現状で 1 億トン）とな

る国を優先すべきものとした。（CO2 排出量のデータとしては、IEA の World 
Energy Outlook [4.4.3]を用いた。） 

 
こうした基準を基に関係する国(ただし、先進国と見なされる OECD 加盟国やロ

シアを除く。また、中国は自ら 2060 年のカーボンニュートラル達成をコミットし

ていることから、あくまで参考(比較対象用)として掲載する)を下記にまとめた。 
 

【表１】カーボンニュートラルと Energy Sufficiency の同時達成に向け、重要な

協力対象国 
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（注 1） ナイジェリアの特に 2016～2019 年の経済成長率の低迷は、主に原油価

格の低迷によるものと考えられる。（ここでの検討対象外であるが、中

東湾岸諸国やアンゴラ、ベネズエラにも同様の傾向がみられる。） 
 
（注 2） ブラジルは、2050 年に人口 229 百万人に達すると予測されているが、同

国の 2019 年における国民一人当たりの GDP は既にタイを上回って

（8,798USD）おり、また、2019 年における同国の電力にアクセス可能

な人口比率は 99.8％に達している。こうしたことから、ここでは上記の

検討対象としては除外した。 
 
（注 3） またトルコも、2050 年に人口 97 百万人に達すると予測されているが、

同国の 2019 年における国民一人当たりの GDP も既にタイを上回って

（8,958USD）おり、また、2019 年における同国の電力にアクセス可能

な人口比率は 100％に達している。こうしたことから、ここでは上記の

検討対象としては除外した。 
 
（注 4） なお、イランは、2050 年に人口 103 百万人に達すると予測されている。

同国の 2019 年における国民一人当たりの GDP は 5,506USD であるが、

2019 年における同国の電力にアクセス可能な人口比率は 100％に達して

いる。また、極めて大きな産油・産ガス国であることから、ここでは上

記の検討対象としては除外した。 
 

これらから、前述の 4 つの基準をベースにすれば、日本にとってカーボンニュ

ートラルと Energy Sufficiency の同時達成に向けて「特に重要な協力対象国」と

して、1) インド、2) ナイジェリア、3) パキスタン、4) インドネシア、5) エジプ

ト、6) フィリピン、7) ベトナムの七か国を、また「重要な協力対象国」として、

8) エチオピア、9) コンゴ民主共和国、10) バングラデシュ、11) タンザニア、12) 
ケニアの五か国を挙げることができる。ただし、先述の【第3基準】【第4基準】

の関係からは、これら 12 か国のうち、コンゴ民やタンザニアについては、より

Energy Sufficiency に力点を置いた対策が必要であると考えられる。また、Energy 
Sufficiency について相当の水準にあると考えられるエジプト、インドネシア（特

にジャワ島）、フィリピン（特にルソン島）、ベトナムにおいては、よりカーボ

ンニュートラルに力点を置いた対策が必要であると考えられる。 
 
なお、現在のこれら諸国の CO2 排出量を考えれば、これらのうち、特にパリ協

定の「非附属書Ⅰ国」で中国に次いで排出量が多く、かつ、2050 年において世界

大の人口を擁すると考えられること、また、同国より下位の排出量の国々より

も圧倒的に大量の CO2（全世界の 6.9％）を排出していることから、インドの対策

は極めて喫緊かつ重要な課題であると言える。 
 
4.4.3. Energy Sufficiency 優先達成が求められる重要国 

一方で、Energy Sufficiency 達成をまず 優先課題とすべき国もあり、日本とし

ては、こうした国への協力を進めることが大きな課題である。以下にどういう国

を日本の協力対象として優先すべきかに関する選定基準を示す。 
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【第 1 基準】Energy Sufficiency の近似値として、「電力にアクセスできる人口比

率」を用いることとし、これが低い国（特に概ね 40% 以下）を対象とする。

（電力にアクセスできる国民の比率のデータについては、World Bank の 
Access to Electricity [4.2.4] を用いた。） 

 
【第 2 基準】2050 年における人口規模予測値が、1 億人未満 3 千万人(p)以上の国。

（人口予測としては、国連の World Population Prospects 2019 [4.4.1]を用いた。） 
 
【第 3基準】現在の 国民一人当たりの GDPがタイ、マレーシア、中国の水準（約

8,000USD～約 11,000USD）を大きく下回る国。（Per Capita GDP のデータと

しては、これも IMF の World Economic Outlook 2020 [4.4.2]を用いた。） 
 

【表２】 Energy Sufficiency の優先達成に向け、重要な協力対象国 
 

国名 電力にアクセス

可能な人口比率 
人 口 予 測 値

（2050 年） 
2019 年の国民一

人当たりの GDP 
 (%) （百万人） （USD） 
ベニン 40.3 24 1,217 
ブルキナファソ 18.4 43 718 
ブルンジ 11.1 25 310 
中央アフリカ 14.3 8 448 
チャド 8.4 34 861 
ギニア 42.4 26 981 
ギニア＝ビサウ 31 4 785 
リベリア 27.6 9 704 
マダガスカル 26.9 54 464 
マラウィ 11.2 38 371 
モザンビーク 29.6 65 484 
ニジェール 18.8 66 405 
ルワンダ 37.8 23 825 
シエラレオネ 22.7 13 547 
ソマリア 36 35 (N.A) 
南スーダン 6.7 20 275 
ウガンダ 41.3 89 770 
ジンバブウェ 41.1 24 860 

 

すなわち、この 3 つの基準をベースとすれば、日本にとって、Energy 
Sufficiency の達成をまず優先した協力を行うべき対象国は、上記の 18 か国（これ

ら諸国の 2050 年における人口の合計値予測は 6 億人）であると考えることが適切

である。これら諸国は、全てサブサハラ地域に位置しており、加えて、2019 年の

国民一人当たりの GDP も、ほぼ全てが 1,000 USD 以下となっている。こうした

国々は、仮に年率 5％の GDP 成長が 30 年間持続した場合であっても、経済規模
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は現在の 4.3 倍程度にしかならない。すなわち、こうした国々においては現在予

測できない水準の経済開発が実現しない限り、30 年後においても現時点のタイや

マレーシアにおいて実現されている Energy Sufficiency は実現できない可能性が

高いと見ざるを得ないこととなる。こうしたことを踏まえれば、これら諸国にお

ける電力インフラの確立等の Energy Sufficiency 確保は喫緊の課題であるととも

に、これら国々の自律的な経済発展のみでは Energy Sufficiency の達成は相当に困

難と見られることから、日本を始めとする先進国が積極的に関与し、実現に貢献

すべきであると考えられる。 
 
4.4.4. 化石資源生産国との協力関係 

また、現在の石油・天然ガス・石炭の生産国であり我が国への輸出国である諸

国（サウジアラビア、UAE、クウェート、イラン、イラク、ブルネイ、インドネ

シア、オマーン、カタール、モンゴル等）は、近い将来に我が国への「ブルー水

素（又はブルー・アンモニア）」の供給国となり得ることにも留意が必要である。

こうした国の多くは、化石燃料輸出により財政的には豊かであるとも言えるが、

一方で、あまりに急激な脱炭素化を指向すると、国内の政情が不安定化するとと

もに外貨の獲得源であるこれら化石燃料を国の経済開発に活用できないという問

題に直面する。このことから、こうした国に対しては、長期的視点から再生可能

エネルギー開発の協力を進めるととともに、ブルー水素やブルー・アンモニアの

安定生産・輸出が可能となるような水素・アンモニアの製造・輸出インフラ構築

及び CCS/CCUS 施設の実現等の技術協力を進めるべきである。 
 
4.4.5. CO2 吸収源として広大な熱帯雨林や大規模な藻類繁殖圏・珊瑚礁を有する国との協

力関係 
更に、カーボンニュートラル実現に向けては、技術的・経済的・社会的に極め

て高いハードルが存在することを考慮し、世界で も大きな CO2 吸収源であるア

マゾン流域、カリマンタン島、コンゴ盆地の熱帯雨林ジャングルの吸収量をいか

に保全・拡大するか、という観点も非常に重要である。一方で、特にアマゾン流

域については、近年その一部が森林伐採等により CO2 吸収源としてよりも排出源

となっているとの研究結果も発表されている [4.4.4]のに加え、カリマンタンではパ

ーム油のプランテーションの拡大等による森林面積の急速な縮小が指摘されてい

る。また、これらの森林における生産物は世界市場に輸出されていることからも、

世界の経済開発がこれら諸国における CO2 吸収源を減少させていると見ることも

できる。こうした熱帯雨林による CO2 吸収力の保全という観点から、ブラジル、

インドネシア及びマレーシア、コンゴ民といった国々との間での、熱帯雨林の保

全、管理及び再生に関する協力が重要である。また、同様に大きな CO2 吸収源と

なっていると考えられる大規模な藻類繁殖圏・珊瑚礁の保全、管理及び再生につ

いても関係国との間で協力を行うことが重要である。 
 
4.4.6. これら重要国における対応策・協力策の具体例 

以下に、カーボンニュートラルと Energy Sufficiency の同時達成に向けて「特

に重要な協力対象国」のうち、インド、ナイジェリア及びインドネシアにおける

対応策や協力策の具体的方向性を示す。これらについては更なる専門的検討が必

要となる。 
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4.4.6.1. インド 
基本的には「あらゆる対応策」を講じることが必要となるが、 Energy 

Sufficiency に関しては、現政府が進めている「電力や都市ガスへのアクセス向上」

を進めることが 重要である。特に、同国は広大な土地と豊富な太陽光をベース

にした太陽光発電のポテンシャルは大きく、かつ、風力発電も、現在の同国の再

生可能エネルギー供給量の中では太陽光を上回っている。加えて、特に南部にお

ける風力のポテンシャルは大きく、今後の発展が期待される。更に、ローカルエ

ネルギーとしては、家庭や商業施設の食品生ゴミや家畜の糞尿等を活用したバイ

オガスの利用拡大についても注目されている（在来型の環境問題の解決にも資す

る）。これらによるカーボンニュートラルと Energy Sufficiency の同時達成に向

けての試みが重要である。 
 
同時に、エネルギー消費部門では、石炭火力及び鉄鋼・化学等の重化学工業の

脱炭素化、高速（電気）鉄道による大量物流システムの確立、民生部門での省エ

ネ機器（特に LED 照明やインバータ付きエアコン等）の普及、廉価で小型の電気

自動車の普及等が課題となる。 
 
4.4.6.2. ナイジェリア 

大産油国であり、石油生産セクターからの CO2 排出量が大きいと考えられるこ

とから、その排出量の抑制については、CCS/CCUS 適用のフィージビリティをま

ず検討することが重要である。同国はアフリカ 大の産油国であると同時に、石

油資源の賦存量も多く、今後の経済開発には引き続き石油の果たすべき役割は大

きいものと考えられる。一方で、同国は石油依存型の経済構造を改革する必要性

は十分に認識しており、若年齢人口も極めて大きいことから今後の産業の多角化

が焦点となる。また、特に農村部の Energy Sufficiency の観点からは再生可能エネ

ルギー（太陽光、風力等）の開発が重要である。更に、2050 年には、約 4 億人の

人口を擁すると予測される大国であることから、エネルギー消費部門では、民生

部門での省エネ機器（特に LED 照明やインバータ付きエアコン等）の普及、廉価

で小型の電気自動車の普及等が課題となる。同国においては、伝統的に南部と北

部の人種・宗教問題と経済格差が問題となっており、これが政治的安定や外資導

入に関しての一つのハードルとなってきたことから、国土全体の調和の取れた開

発が 重要課題である。 
 
4.4.6.3. インドネシア 

再生可能エネルギーの普及が大きなカギを握る。化石燃料生産については、天

然ガス（特に CO2 を除去したグリーン天然ガスや、更にはグリーン水素の生産）

の利用・輸出を拡大させるとともに、国内での貴重なエネルギー源である石炭を

CCS/CCUS 等によって CO2を排出させずにどう継続利用できるかが重要である。

モビリティについては、やはり廉価で小型の電気自動車の普及が重要である。更

に、同国特有の事情として、森林伐採・破壊・火災及び泥炭地の破壊（火災）・

分解により発生する CO2 が全体の排出量の中で極めて大きな比率を占めているこ

とを挙げることができる [4.4.5]が、同国においても (1) 森林伐採の抑制、(2) 泥炭地

の火災防止、(3) 泥炭地の改良、(4) 持続可能な森林管理、(5) 劣化森林の再生、と

いった対策により大幅に排出量を削減することが可能であるとの見解が示されて

いる。加えて、同国の豊富なバイオマス資源を適切に活用（木質バイオマスによ
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る火力発電、ジェット燃料製造等）することにより、化石燃料起源の CO2 を削減

することが可能であると考えられる。 
 
4.5. 技術論 

以下、「エネルギー供給」「エネルギー需要（産業・交通・民生）」「エネル

ギー流通」及び「CO2 固定化」の４側面について現在提唱されている各種オプシ

ョン（オルタナティブ）について考察を加える。 
 
4.5.1. エネルギー供給構造をどう変えていくか？ 

各国の講じようとしている対策や IEA の報告書等によれば、今後のエネルギー

供給構造は概ね次のような方向に進もうとしていると考えられる。 
 

1)  各国とも、一つのエネルギー源に依存することは現実的ではないと考えており、

複数の選択肢を組み合わせ、その国の立地条件、現在のエネルギー供給構造と

の連続性等を考慮して、新たなベストミックスを構築しようとしているものと

考えられる。技術についてもコストや適応可能性についても未知数の部分が多

い以上、現時点での「決め打ち」は危険であり、あらゆる選択肢に取り組む必

要がある。 
 

2)  将来の選択肢としては、再生可能エネルギーはどの国も重視している。また、

太陽熱・太陽光や風力等の変動の大きな電源については、送配電グリッドの強

化と蓄エネルギー（蓄電池、気体水素を有機水素に変換して液体状態で貯蔵等）

のためのインフラの重要性が強く認識されている。また、特に過去 20 年間の再

生可能エネルギーの中心は、太陽光発電と陸上風力発電であったと考えられる

が、近年、洋上風力への期待が特に膨らんでいる。加えて、蓄電池については、

更なる研究開発の重要性が共有されている。また、国によっては、再生可能エ

ネルギーは分散・独立型のインフラとして運営されるものも相当割合になると

考えられている。 
 なお、工学側から見れば、再生可能エネルギーの根本的な課題は、「エネル

ギー密度の低さ」を原理的には乗り越えられないことである。特に開発途上

国・新興国での立地を考える場合には、太陽光・太陽熱については低緯度で晴

天率の高い地域に、風力であれば緯度 30～60°の偏西風の吹く大陸西岸等に、

地熱であれば火山国に、バイオマスであれば植物の生育速度が速く降水量の多

い赤道地域を、といった具合に、当該地域の気象・特性に合致した再生可能エ

ネルギーに集中・特化することも必要であると考えられる。 
 

3)  熱源として用いられるエネルギーについては、燃焼による CO2 を発生しない

水素やアンモニアを用いることが提唱され、研究開発も進展している。水素の

製造については、石炭・褐炭・天然ガス等の化石燃料から製造し、CO2 は CCS
で地中埋設する「ブルー水素」、再生可能エネルギーや原子力により作られた

電力で水を電解して作る「グリーン水素」の二つが主な選択肢であるが、CCS
については地質的な立地制約とコスト面の課題が、また後者についても効率面

の制約とコスト面の課題が指摘されている。なお、アンモニアについては、輸

送・貯蔵に既存の各種インフラが活用可能で、かつ水素の場合と異なり、有機

水素キャリアからの水素の取り出しにエネルギーを使うことなく化石燃料との
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混焼が可能なことから注目されている。更には、回収した CO2 を水素と反応さ

せてメタネーションで合成メタンを作る手法等も提唱されている。 
 

4)  原子力については、原子力発電所の新設には、それを取り巻く社会的事情から

必ずしも前向きな国ばかりとは言えないが、より安全性を高めた新型炉の研究

開発が一部では進んでいるとともに、いずれにせよ電力供給の一定部分につい

ては原子力の役割を無視できないであろうと見ている国も多いと思われる。加

えて、今後カーボンニュートラルを追求していこうとする国の中には、有効な

選択肢の一つとして、少なくとも現時点ではこれを排除すべきでないと考える

国も多い。 
 

こうした見方を基にすれば、将来の世界のエネルギー供給構造は、以下の 5 本

の関係式を満たす解を求めることと等価である。 
 

(1) エネルギー供給量の必要量確保 

 
(Esustainable + Estorage) + Efossil + Enuclear > Demandpeak * Ks(p) 

（Ks は安全（余裕）係数） 

 

(2) エネルギー起源 CO2 の 小化・ネットゼロ化（カーボンニュートラル化） 

 
CO2fossil ≦ CO2ccs/ccus + CO2absorption 

 （CO2ccs/ccus は CCS/CCUS による人為的吸収量、 

CO2absorption は海洋・森林・珊瑚礁等の吸収量） 

 

(3) エネルギー供給のセキュリティ 大化方程式 
 

∫Rfossil・Dfossil dt ＋∫Rhyrogen・Dhydrogen dt 
＋∫Rrenewable・Drenewable dt ＋∫Rnuclear・Dnuclear dt ≦ LGDP 

(R は供給リスク関数、D は途絶ダメージ関数。dt は時間積分。 
L は許容される 大経済ロス) 

 

(4) エネルギー供給の sufficiency 確保方程式 

 
Esupply/Ppopulation ≧ Esufficiency 

(Esufficiency は一人当たりの sufficient なエネルギー供給量) 
 

(5) エネルギー供給の社会的費用 小化方程式 

 
Cenvir + Csecurity + Cinfra + Coperation ≦ B 

（Cenvir は環境コスト、Csecurity はセキュリティ対策コスト、Cinfra はインフラ構築

コスト、 Coperation はインフラ運営コスト、B は新しいインフラ利用の総便益） 
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4.5.2. エネルギー需要構造をどう変えていくか？ 
 世界のエネルギー需要構造について、工学的及び社会的・経済的に も重要な

課題と考えられるのは以下の点であると考えられる。  
 

1)  産業面では、まず、エネルギー多消費産業である鉄鋼業及び化学工業（これら

に窯業・ガラス・セメント、紙・パルプ等が続く）における化石燃料消費の大

幅抑制を可能とする新プロセスが実現できるか、という点が大きな課題である。

鉄源として用いられる資源は鉄の酸化物である鉄鉱石であり、その還元に炭素

（コークス）が用いられてきたのは、還元剤としての優秀さと発熱量にある。

我が国において NEDO と主要な高炉メーカが共同で取り組んでいる「Course 
50」というプロジェクトにおいても、酸化鉄の還元反応において高炉内で進む

3 種類の還元反応（CO ガス間接還元（発熱反応）、水素ガス間接還元（吸熱反

応）、炭素直接還元（非常に大きな吸熱反応））のうち、炭素直接還元の割合

を低減し、高炉全体として鉄の還元に必要な熱量を低減することによって CO2

発生量を抑えることを目的としており、目的としているのは CO2 発生量の 30％

削減である。すなわち、反応の性質上、水素によってコークスを完全に代替す

ることは極めて困難（そもそも還元剤を水素のみとした場合には、吸熱反応の

みとなり、高炉内の温度が低下し、還元プロセスの効率は低下する）とされて

いる [4.5.1]。このことからは、鉄鋼業という産業の体系や立地に関する条件が大

きく変化する可能性があると考えられる。 
 
また、石油製品は連産品であり、石油精製産業・石油化学産業は、 も軽質の

ナフサからエチレンやプロピレンを製造して種々のプラスチック製造の原料と

するとともに、軽質分から重質分までを、ガソリン、軽油、ジェット燃料、灯

油、重油、コールタール等に分留することによってぞれぞれの用途向けに生産

していることから、今後、この産業のカーボンニュートラルを進めるには、総

合的な石油製品・プラスチックのマテリアルバランスの大きな変化をも考慮し

て対応を行う必要がある。この場合、世界的にも原油及び石油製品・プラスチ

ックの需給バランスが大きく変化すると想像されるため、世界的な産業再編が

不可避となるとともに、価格体系の変化がもたらす影響についても検討を行う

ことが必要となることに留意すべきである。あるいは鉄鋼や化石燃料起源プラ

スチックの使用量を抜本的に減らす社会システムを構築可能か、という課題も

ある。 
 
鉄鋼については、社会のインフラに滞留している鋼材を電炉でリサイクルする

ことでバージン原料起源の鉄鋼の需要量や CO2 排出量を一定程度抑制すること

は可能と思われるが、世界のインフラ需要は開発途上国・新興国を中心にまだ

まだ旺盛と考えられるし、これによって抑制できる鉄鋼需要はそれほど大きな

ものとならない可能性もある。プラスチックについては、バイオ原料起源のも

のを増やすことがどこまで経済合理性を以て可能か、という課題に帰着すると

考えられる。加えて、これらのプロセスイノベーションを進めるアプローチと

並行して、鉄鋼製品やプラスチックに代わる材料を開発する、というプロダク

ト・イノベーションの視点も勿論考慮すべきであるが、鉄鋼については、強

度・耐熱性・成型加工性・コスト・原材料（鉄鉱石）の資源賦存量といった点

からは極めてハードルの高い課題である。 
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また、プラスチックについても、C（炭素）を出発原料としない材料に関する

学術体系・産業体系を構築するとなればこれもまた困難な課題と言える。更に

は、これまでエネルギー多消費型産業とは考えられていなかったが、近年急速

に電力消費量が増大し、今後もますます増大すると考えられるデータセンター

での電力消費をどうすれば抑制できるか、という課題にも取り組む必要がある。

また、セメント等には回収した CO2 を利用する CCUS を適用し、カーボンリサ

イクルを実現することも提唱されているが、コスト低減等、取り組むべき課題

は多い。 
 

2)  輸送手段（自動車、航空機、船舶等）のうち、特に自動車については、全て水

素化又は電化する（電源はカーボンフリーにした上で）方向と考えられる。自

動車の平均耐用年数は、我が国においては 12～15 年程度であり、2050 年まで

に 2 サイクルの更新が可能であるが、その他のモビリティは更に長いことに留

意すべきである。勿論、電化を進める場合には電源構成の脱炭素化が鍵となる。

加えて、エネルギー充填インフラ（特に水素）の建設には、政策的関与が不可

欠と見られる。なお、航空機や船舶等については、水素化や電化が技術的に必

ずしも容易ではない要素があることから、バイオマス燃料等も有効な選択肢と

見られる。既にタイやインドネシアにおいては、バイオマス起源の燃料による

発電インフラの建設やジェット燃料化の構想が進みつつあること [4.3.23]から、バ

イオマス資源のポテンシャルが高く、かつ、その商業的な大量栽培が可能とみ

られる東南アジア諸国等との連携を強化し、更にそれら諸国で生産・消費され

るバイオマス起源燃料に関連する CO2 削減分の一定部分を二国間クレジット制

度（JCM：Joint Crediting Mechanism）を用いて我が国の CO2 削減分とカウン

トすることも必要となる。更に長期的視点からは、現在の COVID-19 パンデミ

ックによりテレワークがハード面でもソフト面でも進んだことから明らかなよ

う に 、 教 育 ・ 就 業 ・ 商 業 施 設 ・ 生 活 に お い て ロ ボ ッ ト 、 ICT 及 び

AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/ER(Expanded Reality) を 大限に活

用して物理的な移動を極力少なくすることを前提とした新たな都市インフラを

どう構築すべきか、という課題も重要である。 
 

3)  いわゆる省エネの推進には、第一次石油ショックの後に日本が経験したように、

基本的には「エネルギーがエネルギー利用機器よりも相対的に高価になること」

と「エネルギー利用効率の高い機器が技術的に実現可能で、普及可能な価格で

提供されうること」の担保が必要である。経済全体のパフォーマンスを落とす

ことなく、それを可能とする経済システムの構築と投資の拡大（誘導）を実現

できるか、ということが課題となる。将来の需要部門における電化比率が高く

なると考えられることから、パワー半導体や蓄電池・キャパシタの進展が極め

て重要となると考えられる。開発途上国においても、産業用機器や家電製品等

の省エネ化が極めて大きな役割を果たすと期待される。 
 

4)  なお、こうした動きを進めていくならば、当然、都市・工場・学校・住宅・店

舗・病院・道路網といった「まちづくり」の面での徹底的な改革や、それに対

応した水・食料・エネルギー・情報等の流通のためのインフラのあり方が問わ

れてくることとなる。ここでは詳述しないが、これ極めて大きな要素であると

考えられる。ただし、留意事項として、特に民生分野においては、当然、ライ
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フスタイルの変革を伴う対応が増えていくものと考えられるが、固有の文化

（食生活や暦等）や宗教（各種の行事等）を尊重していくことも不可欠である。

こうした面での多様性をも将来型のエネルギー供給・利用インフラの中にうま

く取り入れていくことが課題となる。 
 
4.5.3. エネルギー政策及びエネルギー流通構造をどう変えていくか？ 

4.5.1 及び 4.5.2 を踏まえれば、世界のエネルギー政策及びエネルギー流通構造

については、次のような視点が重要となるのではないかと考えられる。 
 

1) 環境・エネルギー政策については、以下の原則を国際的・国内的に共有する

ことが必要である。 
 

① エネルギーの供給・消費の両面から、「CO2 排出量の 小化」と「Energy 
Sufficiency の達成」を、「安定供給の確保」や「経済活動を制約しない」こと

と並ぶ政策の目的変数とすること。 
 

②「世界での 2050 年から遠くない時期のカーボンニュートラル」を実現するため、

各国のカーボンニュートラルの進捗状況について、現行パリ協定における、各

締約国が自ら定める削減・抑制目標を定期的にプレッジした上で、専門家によ

るレビューを行う仕組みを維持した上で、それを更に発展させ、各国間の政策

的連携を促進する仕組みを作ること（現行のパリ協定が「プレッジ＆レビュー」

方式を採っているのを更に「プレッジ、レビュー＆コーディネーション」方式

とする）。 
 

③ 特に開発途上国／新興国においては、energy sufficiency 目標の達成のため、世

界での協調・協力メカニズムを作ること。（例えば、開発途上国・新興国の

CO2 排出量（排出原単位（p））を一定以内に抑えつつ貧困層のエネルギーへの

アクセスを向上させるための協力を行った企業や政府に対し、何等かの（例え

ば、当該開発途上国・新興国へのカーボンニュートラル投資への優先権の付与

ないしは優遇的扱い等）インセンティブを付与する等の措置が考えられる。） 
 

④ なお、これらの努力を 大限に行ったとしても、カーボンニュートラル目標の

達成は極めて難しいと考えられるため、森林・海洋・珊瑚礁による吸収の確保

や吸収量の向上のための研究開発等にも配慮する必要がある。また、吸収量の

明らかな向上が実現された場合には、それを CO2 排出削減量にカウントするよ

うな国際合意上の工夫も必要である。 
 

2) エネルギー流通システムについては、次のような視点が重要となるのではな

いかと考えられる。 
 

① 水素やアンモニアが将来の燃料として大規模に使用されるものとなるためには、

水素やアンモニアの価格形成メカニズムと水素やアンモニアのインフラへの投

資促進メカニズムを構築すること。また、炭田・ガス田等における大規模製造

が適しており国際貿易財として扱われると考えられるブルー水素と、再生可能

エネルギー（電力）を用いて製造され地産地消の財として扱われることが多い
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と考えられるグリーン水素では、そのインフラの形態、流通の仕組み、価格形

成メカニズム、既存のインフラの利用可能性と必要改修コスト等も異なってく

ると考えられ、投資促進の方策もそれぞれに合致したものを創出することが必

要である。 
 

② 人口密度の低い地域や小規模の都市等を中心として分散型のインフラを構築す

るとともに、多国間を跨ぐ流通インフラを構築すること。具体的には、（超電

導）送電網等（蓄電池や揚水発電所を含む）や、水素（気体は密度が小さいた

め輸送効率の観点から液体の有機水素又はアンモニアが主体となると考えられ

る）パイプライン等である。また、こうしたハードインフラ面の整備に併せて、

電力・水素・アンモニアの国際取引ルールを構築すること 
 

③「世界の CO2 収支（排出量・吸収量ともに）」を正確かつ極力リアルタイムに

把握・解析するとともにそれを共有する国際的なメカニズムを構築すること。 
 
4.5.4. 「CO2 固定化」について 

4.5.1～4.5.3 で言及した様々な対応策を推進するにせよ、「2050 年から遠くな

い時期までの、世界におけるカーボンニュートラルの達成」は極めて困難な課題

である。そこで CO2 の固定化についても、極めて重要な技術課題となりうると考

えられる。熱帯雨林や大規模な藻類繁殖圏・珊瑚礁の保全、管理及び再生につい

ては、4.5 に述べたとおりであるが、以下に CCS/CCUS について言及する。 
 
現在、CCS/CCUS のビジネスモデルは「油層への再注入による石油の増進回収

（EOR）による原油販売量の増加」しかないと見られるところ、新たなビジネス

モデルが不可欠である。何等かの形でカーボンプライシングが実現すれば、新し

いビジネスモデルが生まれてくる可能性は大きいが、同時にカーボンプライシン

グが世界のエネルギー市場の攪乱要因とならぬような制度設計が必要となる。ま

た、特に CCS についてはその地質に関する立地制約（大規模な背斜構造と不透性

のキャップロックの存在が必要）も大きいことから、国際的視点から、多国間で

CCS/CCUS 施設を協調利用するために、技術的な課題を検討するとともに、CO2
埋設受委託取引等に関する価格形成メカニズムや安定的な取引ルールを伴う CO2

取引市場を構築することが必要となると考えられる。更には CCS/CCUS 利用権の

売買や CO2 埋設量に関するクレジット取引等のルール（これは、熱帯雨林や大規

模な藻類繁殖圏・珊瑚礁による吸収についても同様である）も必要となると考え

られる。 
 
4.5.5. 全体としての工学の課題 

個別の課題は上記に示すとおりであるが、これらの要素を組み合わせて、真に

持続可能な社会を作るためには、工学にとっては以下の重大な課題（チャレンジ）

がある。 
 

1)  カーボンニュートラルの実現に向けては、エネルギー供給・需要・流通に加え、

水、交通、都市、情報通信、廃棄物処理等も併せて勘案した上で、様々な技術

に基づくインフラの複合体を作っていく必要がある。また、それぞれに「 適

のスケール」が異なることから、「様々なサイズとその技術的発展に異なる時
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間軸を有する種々のインフラを複雑に重畳させた社会インフラの 適解をどう

作っていくか」については、過去に行ってきた「個別 適解の集合体」では目

的とするものが得られないため、工学がリーダーシップを取りつつ、政策当局

や産業界・市民との協調を図りつつ、適切な合意を形成するための道筋を示す

必要がある。 
 

2)  これらを実現するためには、現在の我が国の学術・研究機関では、人材が決定

的に不足している。このため、大学や公的研究機関におけるこうした分野の研

究を質的・量的に抜本的に強化することが重要である。例えば、この分野を研

究する大学院レベルの教育・研究機関を設立することも一案であると考えられ

る。また、そのためにも、日本と世界の双方に貢献する観点からも、特に開発

途上国・新興国の優れた若者を多数日本に受け入れ、また、卒業後も日本国内

で活躍できるような社会制度の整備を行うべきである。このためには、大学学

部課程の理工系科目の教育を完全に英語化することも必要ではないかと考えら

れる。 
 

3)  加えて、エネルギー分野の新技術の社会実装の 大の壁は「スケールアップ」

と「コスト」であることを踏まえ、いわゆる研究室ベースでの研究開発に留ま

らず、ベンチスケール、パイロットスケール、実プラントという非連続なスケ

ールの技術の拡張を可能とするような制度や、リスクの軽減を実現するような

政策が不可欠であるのも言うまでもない。これに関して、工学からのインプッ

トを行うべきである。 
 

（注）当然ながら、社会実装フェーズに近づけば近づくほど、コストの構成

要素は国や立地条件、市場環境によって大きく異なってくる。例えば、太

陽光発電の場合、 近 30 年間で太陽電池セルの価格が大幅に下落し、また、

この 10 年ほどで関連周辺機器も安価になったことで、日本における普及の

大ファクターは、地価と FIT（固定価格買取制度）の買取価格（の長期

的予見可能性）の 2 点となっている。 
 

4)  また、「技術はあるのに投資が進まない」のが、過去 20 年間の日本の問題で

あったことに鑑み、世界と伍してこうした分野の「新技術の社会実装への投資

が進むような金融メカニズムの構築」が重要である。加えて、民間投資への誘

導策として、グリーン水素、バイオマス燃料、メタネーションによる合成メタ

ン等の既存の化石燃料に代わる燃料を用いた発電に FIT を適用させる等のイン

センティブを検討することも必要であると考えられ、こうした制度設計にも工

学からのインプットを行うべきである。 
 

5)  更に、工学関係者の大きな責務は、「カーボンニュートラル実現に向け、様々

な技術的選択肢が提唱されている中で、未だ将来の期待に留まるものも多いと

考えられることから、これらについて、技術的熟度（technology readiness）や

それに基づく投資適格性（appropriateness for investment）を、専門分野ごと

の跛行性の無い形で評価し、国際的にも国内的にも社会に提示」していくこと

が不可欠である。特に「スケーラビリティの有無、コスト面での普及可能性、

その他の立地制約、普及に必要となる社会制度とそれがもたらす社会への負担
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感」等が明らかにならなければ、将来の適切な投資へのガイダンスとならない

ことに留意すべきである。これらについては、前述の FICNESS の場で専門家

が議論し、一定の見解を発表することが重要であると考えられる。 
 
4.6. 補論：原子力の扱いについて 

原子力の扱いについては、国内的にも国際的にも議論のあるところである。そ

の 大の論点は安全性であるが、日本工学アカデミーとしては、次のような方針

の下で議論を行い、原子力についてもこの報告書の中で言及することとした。 
 

【方針１】原子力が、そのバリューチェーン全体を通して極めて CO2 排出量の小

さいエネルギー源であることは事実であり、その是非を別として、日本工学ア

カデミーとしては、工学者としての立場に徹して、「将来へ向けての選択肢を

提示する」という観点から、中立的に議論を行うことが適切である。 
 
【方針２】特に、各国政府や IEA 等の機関が提示しているカーボンニュートラル

実現方策は、燃料としての水素の活用、 CO2 の処理・利用に向けての

CCS/CCUS 技術の利用、送電網の容量拡大のための高性能蓄電池の活用等、未

だ「十分な規模かつ経済的にも許容可能な水準での社会実装が実現していない

諸技術」の発展に依存していると考えられるため、選択肢を狭めることは適切

ではない。 
 
【方針３】なお、我々は現状の原子力技術のままで、既存原発の運転再開や新規

原発の立地を単純に促進するとの立場にも立たない。原子力を（特に日本のよ

うに地震・津波等の自然災害のリスクの高い国においては）安全に運営してい

くためには、現時点では実現していない新技術も必要であるとともに、使用済

み核燃料の処理技術や廃炉技術の開発も不可欠の課題である（更に言えば、こ

れらは将来原子力を使用しない場合にも必要となる技術である）。また、これ

らの研究開発・実用化には、国を挙げた推進方策が必要となる。 
 
【方針４】また、将来のエネルギー供給において原子力というオプションを選択

するかどうかは、将来の世代の市民と政策当局が国際的協調の中で決定すべき

ことである。 
 
4.7. 「政策枠組みロードマップ」と「技術ロードマップ」について 

ここでは、「①2050 年から遠くない時期までに、先進国のみならず開発途上

国・新興国を含めたグローバルでのカーボンニュートラルを達成する」ことと、

「②2050 年までのなるべく早期に、世界の全ての地域において  Energy 
Sufficiency を達成すること」の実現に向けてのロードマップを 2 種類、以下の方

針で作成することとする。まず、個別技術については前述したとおり、まだその 
readiness が明確でなく、絞り込みを行う段階ではないと考えられることから、

「政策・国際協力面」、「人材育成面」、「技術評価システム面」、「投資誘導

スキーム面」の４つの要素を有する『政策枠組みロードマップ』を策定すること

とする。更にそれに加え、タイムスケールと課題の大きな方向性を示すために

『技術ロードマップ』を策定することとする。 
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4.7.1. 『政策枠組みロードマップ』について 
『政策枠組みロードマップ』に盛り込むべき４つの要素は以下のとおりである。 

1)  まず第 1 に「政策・国際協力面」として、2020 年代の早い時期までに、前述の

FICNES（Forum for International Carbon Neutrality and Energy Sufficiency）を

設立し、エネルギー・環境政策のみならず、産業政策、農業・食料政策、都市

政策、交通政策、技術政策等を議論することが必要である。それと併せ、日本

にとってカーボンニュートラルと Energy Sufficiency の両側面を同時追求する

面から「特に重要な協力対象国」であるインド、ナイジェリア、パキスタン、

インドネシア、エジプト、フィリピン、ベトナムの 7 か国及び「重要な協力対

象国」であるエチオピア、コンゴ民主共和国、バングラデシュ、タンザニア、

ケニアの 5 か国との間での政策対話及び協力・投資誘導策の実施を開始すべき

である。 
 

2)  第 2 に「人材育成面」として、まず、現在の ABE イニシアティブ等の人材育成

施策を抜本的に強化し、開発途上国・新興国から、毎年 3 万人程度の科学技術

イノベーション人材を迎え入れ、大学院や国立研究開発法人における研究活動

のみならず、その後の起業や社会活動をサポートすべきである。また、当然、

国内の日本人若手についても、カーボンニュートラルに広く関係する研究者や

起業家への支援を強化することが必要である。こうした人材育成を安定的に推

進するために、大学院レベルの教育・研究の設立、官民による基金造成や全国

各地への居住施設の整備等も重要な課題である。 
 

3)  第 3 に「技術評価システム面」として、FICNES の中に技術の熟度 を評価する

場を形成し、そこで論文、特許、各種報道発表等のデータを基にカーボンニュ

ートラル実現のための諸技術の熟度に関するアセスメントを行い、その情報を

世界に発信して共有すべきである。これは、民間投資を適切な規模・方向性で

誘引するためにも有意義であると考えられる。また、これについては、2020 年

代の早い時期に FICNES を設置すると同時にスタートすべきである。 
 

4)  第 4 に「投資誘導スキーム面」として、上記の「技術評価システム」と並んで、

各種の公的資金・民間ファンドの 可用性に関する情報と、各技術による CO2 排

出削減のための限界費用に関する情報を共有する仕組みを作るべきである。こ

の場合、いわゆる独禁法との関係が焦点となりうるため、あくまで競争前段階

の情報が中心となると思われるが、場合によっては国際条約や各国内での立法

措置を含めて検討する必要がありうることも認識すべきである。 
これらを整理したものが図 4.7.1 に示すロードマップである。 
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図 4.7.1 世界のカーボンニュートラル／Energy Sufficiency の「政策枠組みロー

ドマップ」 
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4.7.2. 『技術ロードマップ』について 
『技術ロードマップ』として現時点で提示できるのは、図 4.7.2のようなもので

あろう。ここでは、「エネルギー供給」「エネルギー消費」「エネルギー流通」

「CO2 固定化」の 4 分野として整理した。本来、技術ロードマップは、現時点で

の技術水準とその将来動向を踏まえるとともに、ある目標時点で必要となるであ

ろう技術とその水準から現在から将来に向けて必要となる研究開発要素を突き合

わせながら作るべきものである。その観点では、まだ図 4.7.2に示したものは技術

ロードマップとして十分でない。今後は、前述の FICNESS の場や、産・学・官

の関係者が叡智を結集して、このロードマップを現実的かつカーボンニュートラ

ルと Energy Sufficiency の達成に向けて定期的にアップデートしていくことが必

要である。加えて、『政策枠組みロードマップ』と『技術ロードマップ』は、必

ず、今後は「一対」のものとして議論を「展開していくべきものであることにも

留意すべきである。 
 
加えて、どの領域に人材と資金を投入すべきかの優先順位を明らかにするため

には、国際半導体技術ロードマップ（ITRS: International Technology Roadmap for 
Semiconductors）の事例等を参考とし、「市場に委ねれば実現可能と期待される

部分」、「企業や研究機関の共同イニシアティブや民間資金によって実現可能と

期待される部分」、及び「政府や国際機関の大規模な投資と大がかりな協力の枠

組みを必要とする部分」を明らかにしていくことが重要であると考えられる。 
 

（注）ITRS においては、策定時から 15 年後までの時点で求められる半導体

技術（Si-CMOS 系半導体の微細化に伴う技術課題が主体）の要求スペック

を明示するとともに、「白（色なし）」＝「製造可能（manufacturable）

な解が存在し、それが 適化されつつある」、「黄色」＝「製造可能な解

が知られている」、「赤色」＝「製造可能な解が知られていない」と色分

けし、特に「赤色」部分を “red brick wall” と呼んで、大学等の先端的研究

者の関心を惹起するとともに、政府資金等の呼び水とした。 
 

なお、このカーボンニュートラルと Energy Sufficiency の問題は、「トップダ

ウン」と「ボトムアップ」の双方が極めて重要であるということを指摘しておき

たい。大きな社会的変革を伴うカーボンニュートラルの実現には、確かに「トッ

プダウン」による大きな目標と理念の提示が不可欠である。ただし、大きな目標

と理念を実現する上で必要となる技術や投資といった具体的手段が、非現実的な

ものであれば、却って実現性に懐疑的な勢力がこれを有名無実化しようとする可

能性がある。工学者としては、あくまで大きな目標と理念の実現を念頭に置きつ

つ、現実性を確認しながら世界がそれに向かうための「ボトムアップ」的な議論

を並行して進める、「双方向アプローチ」が必要不可欠であることを付言してお

きたい。 
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図 4.7.2 世界のカーボンニュートラル／Energy Sufficiency の「技術ロードマッ

プ」 
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4.8. 「エネルギー・食料・水」ネクサスの実現に向けて 
エネルギー・食料・水の関係は、相互にシナジーやトレードオフを有するもの

であるが、ここでは、経済・産業及び環境という 5 要素を併せて考慮することが

必要不可欠であると考えられるため、以下のダイヤグラムを検討のためのモデル

として設定した。5 要素の中の 2 要素間関係は下記のとおり 10 種類となる。 

 
図 4.8.1 「エネルギー」「食料」「水」に加え、「経済・産業」及び「環境」を

含めた五角形関係図 
 

上記のダイヤグラムにおける 10 種類の関係の代表例を示せば、以下のとおりで

ある。 
 

①火力発電にはタービンを回す水（水蒸気）が必要であり、海水淡水化

や輸送にもエネルギーが必要。 
②穀物栽培には大量の水が必要であり、農蓄産物貿易は間接的には水の

貿易と等価。 
③食料供給には農地の環境保全が必要であり、無計画な農地開拓や農薬

の過剰使用は環境悪化を招く。 
④経済発展に伴い環境汚染リスクは増大するが、環境保全至上主義では

経済活動は遅延する。 
⑤安定的エネルギー供給は経済活動を促進するが、経済発展は更なるエ

ネルギー需要を増加させる。 
⑥食料栽培・輸送にはエネルギーが必要である一方、バイオ燃料作物は

エネルギー生産に繋がる。 
⑦良い環境は水の持続的安定供給を可能とするが、排水の適切な処理に

より良い環境も維持される。 
⑧食料供給の安定は経済活動を推進し、また、経済発展は食料需要・流

通量を拡大させる。 

- 86 -



 

The Road to 2050 @ STI2050, EAJ 

■87 

⑨化石燃料の燃焼は地球温暖化に繋がるが、環境汚染は社会的に地下資

源確保を困難とさせる。 
⑩潤沢な工業用水は経済発展を促進するが、経済発展は水需要・流通量

を拡大させる。 
 

また、これらの間のシナジーやトレードオフについては、今後その定量的分析

のための数量的モデルを開発する必要があるが、出発点として、これら５要素に

ついて個別に現状をスナップショットとして評価すると、【図 9】と【図 10】と

なる。【図 9】は、「エネルギー」「水」「食料」「経済・産業」及び「環境」

の個人の sufficiency を評価するために作成したもので、【図 10】は国ベースでの

評価を行うためのものである。当然、「五角形のバランスが整っており、面積が

大きい」ほど、個人としても国としても望ましい状態である。今後は、これの動

的な状況を分析し、更にその 適化を図っていく必要がある。なお、現時点まで

の検討で明らかとなった「水」と「食料」に関する静態的な評価は次のとおりで

ある。 
 
まず、「水」については、Oki and Kanae (2006) によれば、「マクロ的には 21

世紀の人口増と経済発展を加味しても十分に供給可能」とされている。しかしな

がら、沖 (2012) によれば、「利用可能な淡水資源は空間的・時間的に偏在してい

て、水が豊かな地域から乏しい地域へ長距離輸送したり水が相対的に豊富な季節

に貯留して乾季に利用したりする水インフラが整っていない」ことにより、地域

や季節によって十分に水を利用できない国や地域があるのだとされている。20 世

紀半ば（1950 年）から現在までの 70 年間に世界人口が約 25 億人から約 50 億人

増加したのと比較し、今世紀末に予想される人口規模である約 90～110 億人まで

には 80 年間でせいぜい 40 億人程度の増加であることを考えれば、マクロ的な水

需要の増加については、過去よりも「緩慢」であると言える。となれば、水につ

いての課題は、寧ろ量的側面からは、地域における水貯留・運搬のインフラの整

備・維持管理・運営（これは開発途上国のみならず、特に成熟し人口の減少する

先進国においても課題となりうる）を円滑に行うための投資が行われうるか、と

いう点に、また質的側面からは、衛生面・環境面で安全な水を供給するための社

会システムの充実を図ることが可能か、という点に帰着すると言える。 
 
「食料」については、国連食糧農業機関（FAO）によれば、2019 年に世界の約

6.9 億人（世界人口の約 8.9％）の人々が、紛争や気候変動による干ばつや洪水等

の増加、更には経済の悪化による貧困層への悪影響等により、栄養不足の状況下

にあると推計されている。また、アフリカを見ると、人口の 19.1％、約 2 億 5000
万人の人々が飢餓の状況下にあると推計されている。FAOは、2012年には、低所

得国は急速な経済発展が見込まれることから、1 日平均 2000 kcal 以下の栄養不足

の人口は 2030 年までに完全になくなるとの予測を発表したが、一方で、地域紛争

の悪化や気候変動による自然災害の増加による農業生産への影響の懸念は高まっ

ており、同じく FAO が 2020 年に発表したレポートでは、2030 年にはまだ 8 億人

以上の人々が栄養不足の状態にあるとの予測を行っている。このように、食料供

給を見た場合には、地域レベルでの経済、農地や気候・自然環境、技術の適応性

等の影響が大きく、必ずしもマクロ的な視点での量的側面のみで語れるものでは

ない。加えて、需要サイドにおいては、地域に根差した文化的伝統に加え、生活
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スタイルの変化や健康維持、環境に配慮した食生活の推進等の食文化に関わる変

化についても考慮が必要である。 
 
ここで、「水」と「食料」の相互関係について例を示す。Oki et al. (2017) によ

れば、世界の取水量の約 7 割、消費量の約 9 割は農業用水であると推計されてお

り、水の単価は安いため、水を運んで農業生産を行うよりは、水が確保できる場

所で生産をして農産物を輸送する「仮想水貿易」が活発に行われているが、水は

穀物栽培に大量に用いられ、穀物は畜肉生産に大量に用いられる。また、畜肉生

産はその他の側面でも環境への負荷が大きいことから、欧州の EAT ランセット委

員会は、持続可能な食料生産と健康的な食生活への改革を求めて、動物性食品で

ある畜肉と砂糖の摂取を半減し、野菜、果物、ナッツ、豆類の摂取の倍増を呼び

掛けている。 
この事例では、畜肉生産に費やされる（穀物生産という形の）水消費を持続可

能性の観点から減少させることができれば、当該地域における水の供給可能量が

増加することになるが、一方で畜肉生産という産業が衰退することになるので、

住民の収入確保という観点では代替産業が必要である。 も単純なケースでは、

穀物栽培及び畜肉生産から野菜、果物、ナッツ、豆類の栽培に農地を振り替える

ということが考えられるが、実際には様々なファクターを併せて検討する必要が

あると思われる。 
 
図 4.8.2 及び図 4.8.3 として、現時点で利用可能なデータを基に、それぞれ個人

ベースと国家ベースの国別の五角形関係図に拠る評価を示してみた。雑駁に言え

ば、個々の評価が大きな正五角形に近いほど、よりバランスが取れ、豊かな状況

だということが言える。これについては、更に精緻な指標の取り方や評価の考え

方についての研究が待たれる。 
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図 4.8.2 国別の、個人の「エネルギー」「食料」「水」「経済・産業」「環境」

Sufficiency 五角形関係図 
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図 4.8.3 国ベースの「エネルギー」「食料」「水」「経済・産業」「環境」

Sufficiency 五角形関係図 
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5. 快適で強靭な人間居住を実現するスマートな都市 

5.1. はじめに：都市は STI による Well being 実現の鍵（注 1-2） 
太陽系が誕生したのは 46 億年前、そして生物が地球上に誕生したのは 38 億年

前である。その後、地表の浅い海に広がった藍色細菌の光合成によって、大気中

に酸素が、そして約５億年前のカンブリア紀に、多様な生物種（ほとんどの動物

門）が出現した。高温の太陽表面からの高エネルギーかつ低エントロピーの光子

を享受し、低エネルギーかつ高エントロピーの光子を低温の宇宙へと放出する。

この大きな熱機関にリンクする個別熱機関の形で生物は生存してきた。進化は哺

乳類へと及び、やがて人類が誕生したのは 500-700 万年前であって、人類史は生

命史全体の直近 0.001％という極めて短いものである。しかし、現生人類は、総

重量でも地球上の種の頂点に君臨し、また凄まじい数の家畜を支配し、自然界の

多様性を異常な状況に追いやっている。現生人類の活動の中心は都市へと集中す

ると同時に、その人工物（Human Artefacts）によって、都市部だけでなく熱帯雨

林やタイガなどの自然生態系が破壊されつつある。それは地球温暖化やパンデミ

ックを引き起こす主因とされている。 
 
都市化率（Urbanization-rate）は、1900 年に 13%（都市人口 2 億 2000 万人）

であったが、1950 年には 29％(同 7 億 3200 万人)となり、2007 年に 50％を超え

た。2030 年には 60％(同 49 億人)と予想されている(WUP2018)。したがって、地

球生態系全体を保全するためには、人口が集中する都市の将来計画が当面の要

（かなめ）となる。例えば、日本のような温帯の表土中にも、おびただしい数の

生物が共存・共生しているが、その機序はまだ十分に解明されていない。科学で

解明されていない部分をどう扱うかも、これからの科学の本質的な課題である。 
 
人類の持つ限られた科学技術資源の中で、 適な都市を設計・計画して行くこ

とは、現実的かつ避けて通れない課題である。 
 

（注 1） STI(Science, Technology and Innovation) ：日本では第４期科学技術基

本計画（2011 年）にて（科学・技術とイノベーション）の略として使用

された。OECD には、Directorate of Science, Technology and Innovation
が存在し、この用語は 2000 年代から頻繁に用いられてきた。 

 
（注2） Well-Being ：「持続可能で多面的な幸せ」を指す。一方、Happinessは

一般的に「単一的で持続しない瞬間的な幸せ」を指す。日本語の幸福

（幸せ）は両者が含まれる場合もあるが、従来から医療・健康・福祉の

分野で使用される場合には、Well-Being を指す場合が多い。日本国憲法

に明記されている幸福追求権は、フランス革命や米国独立宣言から来て

おり（Life, Liberty and the pursuit of Happiness）、現在も議論が多い。 
 
5.1.1. Human Security and Well-Being 

東西の冷戦の壁は、1989 年に瓦解し、それまでの共通安全保障という概念から、

「人間の安全保障」（Human Security）という概念へと移行した。1991 年に設立

された共通安全保障フォーラム（CSF）（注３）は 1993 年のオスロ合意（パレス
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チナとイスラエルの和解）に貢献し、さらに 2000 年代には、国連の活動として日

本も参加した。一方、1980 年代に進んだ北欧を中心とした福祉国家は、医療や老

後の保障が確保された反面、同時に生き甲斐の必要性が浮上した。 
 
安心・安全だけでは、必ずしも幸福とは言えない。目標である幸福（Well-

being）を並置させた表現が、「人類の安寧とより良き生存」（Human Security 
and Well-Being）であり、 近は日本工学アカデミー (EAJ)でも、しばしば用いら

れている。ここでは幸福ではなく、より良き生存という概念を並置している [5.1.1]。 
 

（注 3） CSF: Common Security Forum は、英国のケンブリッジ大学 Center for 
History and Economics (Director: E. Rothschild) を中心に, ノルウェイの

FAFO を含む約 10 組織の連合体。2000 年以降の国連の活動では、Emma 
Rothchild, Amartya Sen, 緒方貞子他の諸氏が中心となった。 

 
5.1.2. なぜ都市が STI による Well-Being の鍵なのか？ 

生物が酸素を供給する大気圏は、地表から６キロ以内に半分以上の重量の大気

が存在し、地球生命圏は地球表面にへばりついた薄膜である。この薄膜の中で、

全生態系を持続可能な形とするためには、生命全体の多様化を妨げている人間の

生活を変えて対処する以外に道はない。平等な人権のもとに多様性が必須な地球

生命圏を保持するには、正しい方向性や倫理を基調とした科学技術・イノベーシ

ョンが不可避となる。 
 
また、都市化によって局在する人間の生活を、エネルギーとエントロピーの視

座から、 大限効率化することによって（注 4）、平等に生存が可能な人間数

（環境収容量）の上限が決まってくる。エネルギーは物質の質量とも等価でもあ

り、エントロピーを減少させるにはエネルギーが必要となる。また、エントロピ

ーの統御には情報も含まれる。このことは、人類を含めた生態系は、物質と情報

が織りなす世界として理解すべきであることを示している。特に、物質的な制限

が増大した現代社会にあって、情報を中心に STI を活用すべきである。数々のイ

ノベーションの萌芽は、倫理を根底に置けば、Well-Being に本質的に寄与すると

考えられる。 
 

（注 4） 熱力学第一法則と第二法則。情報を消去する際にはエネルギーを消費。 
 
5.1.3. 新たな都市の構造 

これからの都市計画において物質と情報の重層構造を吟味すべき時代に入って

いる。実在の都市や町村に見られるように、長い歴史や周囲環境の制約を背負っ

た物理空間の変容には多くの制約が伴う。一方、急速な進展を遂げつつある DX 
（注 5）の一環として、情報空間の層状構造を実在都市にさらに重層させて都市

の展開を図る方向性が新たに生じている。この意味で本報告書 5.2 に示す「マル

チ AI ネットワーク都市」（図 5.2.5、図 5.2.6）は現実的な提言である[5.1.2]。都市

構想の歴史の中で、多くの概念が語られてきたが（注 6）、本委員会における杉

山委員によるこの発想は、発達した情報技術の中で、人工物（Human Artefact）
と自然を調和させる新たな視座を持つ（注 7）。 
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（注 5） DX（Digital Transformation）とはデジタル機器やシステム（ITC/OT, AI, 
IoT, etc.）の急速な発展により、物理空間と情報空間が互いに重層化し、

かつ多次元空間で構造化された実体となる方向性を、一般に意味する

（E. Stolterman et al., Information Technology and the Good Life (2004). 
In Information Systems Research, pp 687-692.) 

 
（注６） 田園都市（E.ハワード）、輝く都市（ル・コルビュジエ）、メタボリ

ズム都市（黒川紀章）他。 
 
（注７） AI（人工知能）は A.チューリングに端を発し、ダートマス会議（１

９５６）で現れた概念であるが、「情報」を扱う際に、デジタルとア

ナログの概念にも注意が必要である。古代原子論や易経に現れたよう

に、デジタルとアナログは微視的な視座と巨視的な視座による物事の

見え方である。人間も微視的に見れば、情報を伝達・統御する神経系

が、神経間伝達の閾値を基礎としたデジタル系である。粒子として物

事を捉えると所謂ビットが要素単位となるが、波として捉えると量子

ビットとして本質的な違いが生まれる。 
 
5.1.4. 都市に暮らす人間が世代を超えて引き継ぐべきものは何か？ 

文明と文化の双方が世代を超えて引き継がれなければ、社会を構成・維持する

ために必須な も高度な共感性（Sympathy at the top of the empathy hierarchy）

が伝承されない。文明は言語とスキルで引き継がれるが、文化に依存する 高位

の共感性なしには人間社会が形成・維持できない。 
 
ここには、現生人類が獲得した「言語」（記号）の問題が深層で重要な課題を

生んでいる。人間の脳は、他の動物と同じように身体性を中心に進化してきた。

現生人類の階層文法がネアンデルタール人（数万年前に絶滅）に存在したかは、

現在、骨髄化石に残された遺伝子解析から研究が進みつつある。 
 
言語は高度な社会性を現生人類にもたらしたが、逆にその強力性故に現代の多

くの課題を生みつつある。言語は現生人類に未来を考える術を与えたからである。

言い換えれば、単純未来ではなく意思未来を獲得したと言える。さらに言語は死

後の世界をも創った。 
 
文明は言語によって栄えてきたが、同時に言語では表現が難しい文化の重要性

が、 近特に浮上しつつある。世代を超えて引き継ぐべきは文化である。例えば

芸術のように簡単に言語表現ができない範疇を含み、知育のみでは文化を引き継

ぐことが困難である。これが新しい都市の課題の一つであろう。 
 
5.1.5. パンデミックは都市とそこに暮らす人間をどのように変えるか？ 

人獣共通感染症の機序は、自然の生態系と密接に関係している。新型コロナウ

イルス SARS-CoV-2 は、コウモリ種から人へと感染した可能性が高い。SARS も

同様である。また、エボラ出血熱もコウモリ種の糞が霊長類にウイルスを感染さ

せ、人間へと感染した。 近、融解しつつあるツンドラの表土にもウイルスや細

菌が凄まじい数で生きている。また、熱帯・温帯の表土にも無数の微生物が平衡
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状態を保って生きている。まだ科学では十分に解明されていない自然界の平衡が

乱れつつあることを直感する必要があろう。人間と野生動物の生活域の接近、そ

して、人々の国境を超えた移動が頻繁となり、今後も人獣共通感染症は増加する

可能性が高い。パンデミックは文明の発展の中に、人間の謙虚さと本来の強い共

感性を取り戻す契機となり得る。SDGs 運動の中で、人間の存在の本質を忘れる

ことなく、枝葉でない幹を見ることが重要である。 
 
COVID-19 を含むこれからの新たなパンデミックに対して強靭な都市を創るこ

とは焦眉の急である。感染爆発の予防と沈静化の手立てについても、「自由と束

縛」の両者の関係の中で、より生活の質を保証する対策が必須である（人々の安

寧とより良き生存）。 
 
COVID-19 に始まる不顕性感染症に対しては、感染の可視化が極めて重要とな

る。図 5.1.1に示すように個別要素の住宅・施設から都市全体までのフラクタル構

造の中で、ウイルス分布を定量的に観測するには、下水が構造的に適している

（注８）。都市封鎖・解除の科学的指標となり、都市設計には今後必要となる可

能性が高い。 
 

（注８）一例として COVID-19 の場合、SARS-CoV-2 ウイルスは、感染者の糞便

に感染早期から排出される（感染能力とは直結しない）。下水の沈殿物

には固形物の表面に吸着しているウイルスやその断片から適切な前処理

を経て、感染状況を把握できる下水検査によって可視化された感染地域

にて、効率良く住民の PCR 検査を行うことが可能となる[5.1.3][ 5.1.4]。 
 
5.1.6. 都市の倫理 

都市において も重要なのは、自己と他者の共存である。持続的な社会の維持

には他者への配慮が必要となり、そこに倫理の重要性が浮上する。高度に情報化

され効率化された都市は、さらに今後の課題として「倫理都市」（Ethical City）

へ向けた包括的なアプローチが必要となると考えられる。 
 

 
図 5.1.1 下水のＰＣＲ検査におけるフラクタル構造 
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5.2. マルチ AI をベースにしたニューノーマル時代のニューローカル都市  
5.2.1. 都市における Human security and Well-being  

国連開発計画 UNDP(1994) [5.2.1]は、人間の安全保障を脅かす主体が戦争のよう

な破滅的な脅威から、仕事や収入、健康、環境、犯罪といった日常的な不安へと

変化していることを述べ、その対象が個人、地域、国家にとどまらず、グローバ

ルになっていると指摘している。 
 
また、緒方貞子氏とアマルティア・セン氏が委員長を務める「人間の安全保障

に関する独立委員会」は、人間の安全保障は公共財であり、国家と国際社会が一

体となって脆弱な状況にある人々を保護し、援助する必要があることを指摘して

いる。さらに 2012 年、UN Resolution A/RES/66/290[5.2.2]により、人間の安全保障

(Human Security)は “the right of people to live in freedom and dignity, free from 
poverty and despair.(人々が貧困や絶望から解放され、自由と尊厳の中で生きる権

利)”と定義された。そのようななか 2019 年 COVID19 が発生し、人間の安全を脅

かしている。 
 
世界の各都市で広域かつ長期にわたるロックダウンが実施されたが、国連によ

ると、1998 年以来初めて世界規模で貧困が増加するという事態となった。その一

方、NUA2020 は、人々が都市で暮らすことは、経済的繁栄、環境保護、社会平等

に貢献することを示している[5.2.3]。従い、感染症下においても持続的に発展する

都市のあり方を考えることは、人間の安全と Well-being を確保するうえで急務と

なる。 
 
Koizumi(2015)は、都市においては、Human security の確保だけでなく、住民の

Well-being を考えることが重要であるとの考えを図 5.2.1 に示した。一方、我々は

これまでの COVID-19 の経験により、長期にわたるロックダウンは、身体的にも

精神的にも人々を不健康な状態に陥らせる可能性があることを学んだ。これらを

踏まえ、本報告においては、平時の快適性と、アウトブレイク時における Decent 
Living Standards(DLS) （注 2）を確保しながら持続的な経済発展を可能とする新

しい都市のあり方を提案する。 
 

（注１）2015 年 2 月 26 日、本委員会委員の小泉英明氏は、日本経済調査協議会

における講演で「生存圏構築と脳科学におけるこれからの都市設計コン

セプト」と題し、都市が物質と情報が織りなす 適化を追求する中で、

人が健やかに育ち、健やかに老い、生きる喜びを感じる未来を創るとい

う、Human Well-being を達成するための都市設計コンセプトを示した。 
 
（注 2）DLS では、well-being を確保するために、必要な物質やサービスを受け取

る権利と、潜在能力を発揮する機会の両方を必要としている。前者は、

公共サービス、周辺環境、衣食住など一次財（ロールズ 1971）および基

本財（ライナート 2011）、後者はヌスバウム 2000 ;セン 1987 による

capability approach を意味する。 
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図 5.2.1 人間優先のフラクタル都市（注１） 

 
5.2.2. 21 世紀の都市課題 

都市化は世界的な傾向であり 2020 年の日本の都市化率は 92%に達している。

社会が超高齢化という未経験の状況を迎えた現在、100 年ほど時間をさかのぼり

そこから日本の都市が進むべき方向を考察する。 
 
20 世紀後半、先進国の大都市郊外には数多くのニュータウンが建設されたが、

そのモデルとなったのが、20 世紀初頭における英国における Ebenezer Howard に

よる田園都市構想である。この都市構想は、産業革命以降ロンドン都心の劣悪な

居住環境に苦しむ人々を救う社会運動の一部でもあり、かつ 19 世紀に欧州で流行

したコレラ対策という側面を持っていた[5.2.4]。田園都市の一つである Letchworth
は、市街地人口 3 万人、面積 405 ヘクタール、農耕地人口 2 千人、面積 2025 ヘ

クタールの、職住が近接し食料の供給までをも考慮した都市である。図 5.2.2（注

1）に示す Howard の構想は Letchworth を含む複数の都市を鉄道によりネットワー

クし都市圏を形成するものであった。しかしながらこの構想は 2 度の世界大戦に

より中止され、実現したのは Letchworth と Welwyn の 2 都市でのみであったが、

それらは 100 年以上経過した現在も美しい街並みを保っている。 

 
図 5.2.2 Ebenezer Howard 田園都市 

 
第 2 次世界戦後の 1944 年にはこれを引き継ぐ形で大ロンドン計画が作成され、

ロンドン周辺に複数のニュータウンが建設された。これら政府による郊外ニュー
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タウンは、民間により開発された田園都市構想とは異なり、実態はロンドン都心

の過密化を抑制するためのベッドタウンであった。 
 
わが国でも 1970 年代の高度経済成長期以降、千里ニュータウン、多摩ニュータ

ウン、高蔵寺ニュータウンなどをはじめとして数々のベッドタウンが都市通勤圏

に開発された。東京圏においてもモータリゼーションの進展に伴い、ニュータウ

ンや中小規模の宅地開発が進み、農地や林地を蚕食しつつ郊外へとスプロールし

ていった図 5.2.3（注 2）。 
 

 
図 5.2.3 東京首都圏の郊外への拡大 

 
この結果、現在でも東京圏（1 都 3 県）は世界 大の人口 3661 万人（2019）を

保つ一方、平均通勤時間は片道 80 分であり、パリ 38 分、ニューヨーク 40 分、ロ

ンドン 43 分のおよそ２倍である[5.2.5]。 
 
日本の低い生産性の原因がすべて長い通勤時間によるとは断定できないが、わ

が国の労働者一人当たりの生産性は先進 7 カ国で 低であるのも事実である[5.2.6]。

また 2017 年のイギリスの保険会社 Vitality Health、ケンブリッジ大学、ランド・

ヨーロッパ研究所の調査では、通勤に長時間を費やすグループは、鬱、金銭的な

心配、仕事関連のストレスなどの割合が高くなることを示している[5.2.7]。また日

本の大都市圏では経済の高度成長期における急速な人口流入により、住宅に適さ

ない地震や水害に脆弱な場所に市街地が形成され、その市街地が木造密集住宅に

より構成される場合は火災にも脆弱なエリアを形成している。 
 
COVID-19 によりテレワークが急速に普及しつつある現在、脆弱な市街地から

の撤退を図りつつ長距離通勤を前提にしたライフスタイルを変更するための好機

である。それには 20 世紀型の一極集中から 21 世紀にふさわしい多極分散型都市

へと舵を切る必要があると考える。 
 

（注 1） この図はハワードの著書である‘Garden Cities of Tomorrow’に示され

たもので、この著書の中でハワードは、都市の魅力（機会、娯楽、高賃

金など）と農村の魅力（景観の美しさ、新鮮な空気、低い賃料など）を

兼ね備えた都市を提案している。 
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（注 2） 無秩序なスプロールでは都市近郊の小規模な農地が市街地に転用され

ることが多く、それらの市街地では一般的に交通インフラが接続されな

いため、住民はマイカーに頼るライフスタイルとなることが多い。 
 
5.2.3. 「マルチ AI ネットワーク都市」の役割 

「マルチ AI ネットワーク都市」は、持続可能な Human security の確保と住民

の well-being を満たすことを目的としている。このためには進行する高齢化と人

口減少の下で、カーボンニュートラル、ネクサス（エネルギー・食糧・水）およ

びアウトブレイク（自然災害と感染症など）への対応が求められる。これらに対

する持続可能性および強靭性をキーワードに、この都市がどのように対応しよう

としているかを述べる。 
 
都市の低炭素化に関しては、環境省の「2050 年カーボンニュートラルの実現に

向けて」が一つの方向性を示す[5.2.8]。これは経産省の「2050 年カーボンニュート

ラルに伴うグリーン成長戦略」とも連携している[5.2.9]。それらによれば、2018 年

の日本の CO2 総排出量は 11.4 億 t-co2 であり、図 5.2.4．に示すように、このう

ち都市分野（業務、家庭、運輸）は 27%（3.1 億 t-co2）を占める。内訳は、民生

部門 1.1 億 t-co2（業務 0.6 億 t-co2、家庭 0.5 億 t-co2）および運輸部門 2.0 億 t-
co2 である。 

 

 
図 5.2.4 日本の CO2 分野別排出量 

 
初に、この民生分野 1.1 億 t-co2 削減のための試算を示す。環境省の家庭部門

の CO2排出実態統計調査（家庭 CO2統計）[5.2.10]によれば、一戸建て一世帯当たり

の年間排出量（電気、ガス、灯油の 合計）は 2.72 t-co2 である。簡単のため全国

の一戸建て住宅戸数 2700 万戸のすべてのエネルギーが、屋根に設置された太陽光

エネルギーにより調達されると仮定すると 6％（2.72t*2700 万戸＝0.73 億 t-co2）

の削減となる。次に運輸の 2.0 億トンに注目する。世界的に電気自動車の割合が

増加する傾向にあり、かつ現在の運輸部門の約半分が自家用車による排出である

ことを考慮し、簡単のためすべての自家用車が再生可能エネルギーEV 車に置き換

わると仮定すれば、運輸部門の約半分 8％（1 億 t-co2）の削減となる。以上によ

れば、民生部門 6％と運輸部門 8％を加えれば、都市分野 27%の（3.1 億 t-co2）の

約半分 14%が削減されると試算される。 
 
この試算により判ることは、2050 年のカーボンニュートラルに先立つ 2030 年

の 46%削減を達成するためには、都市分野の CO2 排出量について、少なくとも家
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庭部門ではローカルな再生可能エネルギーシステムへの変更、運輸分野において

は、化石燃料車から EV への転換が必要であり、供給と消費システムを同時に変

更する必要があるという点である。（注３）。 
 
今回提案する「マルチ AI ネットワーク都市」はエネルギーに関して自立型の都

市を目指しているが、2050 年のカーボンニュートラルに向けては、さらに建築物

の低炭素化を含む都市全体の環境性能を向上させる必要がある。建物の環境性能

の評価ツールとして、わが国では CASBEE（建築環境総合性能評価システム）お

よび LEED （Leadership in Energy and Environmental Design）などの評価システ

ムが稼働中である[5.2.11]。 
 
都市の「強靭性」に関しては、内閣府が 2018 年脆弱性評価指針を定めている

[5.2.12]。この指針では自然災害を対象に、12 の維持すべき都市中枢機能（行政、警

察、消防、住宅、保険、医療、エネルギー、金融など）をリストアップし、それ

らをつなぐ横断的 5 分野（リスクコミュニケーション、人材育成、官民連携、老

朽化対策、研究開発）を示している。 
 
上記指針における、都市の脆弱性を客観的に評価することにより都市全体を崩

壊させないという考え方は、 小限の都市中枢機能を備えた複数の生活圏をネッ

トワークする「マルチ AI ネットワーク都市」の設計思想と一致する。 
 
さらに、長期的な都市の強靭性に関しては、人口減少による市街地のスポンジ

化を契機とした交通やライフラインネットワークの撤退が課題となっている。こ

れに対して現在、国土交通省により立地適正化法による市街地の再集約が図られ

つつあるが、これに関しては 5.2.6 節、において詳述する。 
 

（注３）新型コロナウイルス（COVID-19）感染症流行からの経済復興では、持

続可能で脱炭素なグリーンリカバリーが重視され、環境対策は経済成長

の源泉であるとの認識に基づく。 
 
5.2.4. 「マルチ AI ネットワーク都市」の位置づけと達成目標 

都市の情報化やスマートシティに関し内閣府の「統合イノベーション戦略 2019」

では、スマートシティを「Society5.0」の先行的な実現の姿として位置づけてい

る。すなわち IoT や AI に代表される Industry4.0[5.2.13]をさらに発展させた

Society5.0 [5.2.14]では、地域や地区に関わる課題についてステークホルダーととも

に ICTを活用しつつ解決・実現する持続的可能な社会を目指している。Society5.0
では人と人、人と物、物と物がサイバー空間とフィジカル空間でつながり、それ

らが都市と人間、さらには AI と人間の関係を変える可能性に言及している。具体

的には、サイバー 空間ではフィジカル空間の様々な知識や情報が集積かつ可視化

され、そこから新しいイフスタイルやコミュニティおよびそれらを支える技術が

生まれる可能性を指摘している。 
 
これに呼応して、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省は、スマートシテ

ィの取組を官民連携で加速するため、企業、大学・研究機関、地方公共団体、関

係府省等を会員とする「スマートシティ官民連携プラットフォーム」を設立して
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いる[5.2.15]。このほか、スマート関連事業として、内閣府地方創生推進事務局が

「未来技術社会実装事業」、総務省情報流通行政局が「データ連携促進型スマー

トシティ推進事業」、経済産業省製造産業局が「地域新 MaaS 創出推進事業」、

国土交通省都市局が「国土交通省スマートシティモデルプロジェクト」を推進し、

これらを内閣府科学技術・イノベーション推進事務局が取りまとめている。 
 
今回提案する「マルチ AI ネットワーク都市」の基本的な機能としては、平時と

アウトブレイク時の都市の状況を正確に把握し、その状況を AI により可視化する

ことにより、ステークホルダーである市民、企業、行政などに判りやすく提供す

ることにある。その結果として、各ステークホルダーが社会全体のビジョンや対

策を共有し、その行動が自律的に合理的かつ共感を伴ったものになるよう誘導す

べきであると考えている。 
 
長期的には 21 世紀の都市は、今後も繰り返すと予想される感染症など突発的な

災害へ備えるだけでなく、食料、水、エネルギーの安定的な供給と低炭素化を高

い水準で確保すべきであり、それが人間本来の要求である Human security と well-
being を満たすことに繋がる。これこそが「マルチ AI ネットワーク都市」のゴー

ルである。この意味において Society 5.0 における、地域や地区に関わる課題につ

いて ICT を活用しつつステークホルダーとともに持続的な社会を目指す方向性は

「マルチ AI ネットワーク都市」と共通であり、「マルチ AI ネットワーク都市」は

Society 5.0 における都市に関する提案の一つと位置づけられる。 
 

5.2.5. 「マルチ AI ネットワーク都市」：ニューノーマル時代のニューローカル都市圏 
ニューノーマル時代のニューローカル都市圏を形成する「マルチ AI ネットワー

ク都市」のイメージを図 5.2.5 に示す。この図において、中央の 6 つの円形は人口

1〜3 万人のフィジカルな生活圏である。それら生活圏がネットワークされ、平時

においてもアウトブレイク時に備えたニューローカル都市圏を形成している。 
 
その上部はサイバー空間であり各種の情報レイヤが重ねられ、 上部のサイバ

ー空間では AI によりそれらの情報が可視化されている。この図のサイバー空間で

は、中央の生活圏がロックダウンされた場合に、外部から医療や物資が運び込ま

れる状況を示す。なお、図の 下部はローカルインフラであり、現在の広域的な

ネットワークから、生活圏単位の自立性の高いローカルなインフラへ移行した将

来的な姿を示している。 
 
図 5.2.5の右図に示す生活圏の規模（人口や面積）は、ロックダウンの持続性に

関係する基本的な要素である。今回の提案では、１つの生活圏人口は 1-3 万人と

想定している。その根拠として、第一に「国土の長期展望」中間とりまとめ[5.2.16]

において、人口減少下で 17,500 人の市街地が医療・福祉等の生活サービス産業を

維持できる確率は 50%と指摘しこれが限界人口であること、第二に、歩いて暮ら

せる市街地として直径 2 ㎞、人口密度を地方圏の都市も考え 50-100 人/ha と仮定

すると、その人口は約 1,5-3.0 万人となる試算に基づく。以上により、都市圏ユニ

ットの人口規模は約 10-18 万人（（生活圏 1.5-3.0 万人）＊（6 生活圏））と想定

している。以上により、都市圏ユニットの人口規模は約 10-18 万人（（生活圏

1.5-3.0 万人）＊（6 生活圏））と想定している。 
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図 5.2.5 Multi-AI ネットワーク都市(左)、および 1.5-3 万人生活圏のイメージ(右) 

 

生 活 圏 に 必 要 な 施 設 の 事 例 と し て 、 ”The 15-minute city: How close is 
Chicago？”[5.2.17] を参考にすると、シカゴにおける 15 分都市に必要な施設は、1.
食料品店、2.公園、3.図書館、4.小・中学校、5.病院および緊急治療施設、6.薬局、

7.公共鉄道駅を挙げており、これは図 5.2.5 右図における生活圏のイメージとほぼ

一致している。 
 
このように「マルチ AI ネットワーク都市」では、平時にはこれらの都市施設を

利用しつつ快適な生活が持続可能であると同時に、アウトブレイク時に生活圏単

位でロックダウンされても、必要な人材、物資および共有すべき情報が継続的に

提供される。このためには、生活圏に配置した AI が感染の広がりと圏内の生活者

の well-being の両方をリアルタイムでモニターする必要がある。ロックダウンの

on-off においては、 終的には人間が AI により提供される情報とその分析や予測

に基づき、生活圏ごとに判断・制御する。 
 
図 5.2.6 は一極集中都市と多極分散都市を同条件（感染率 0.05）でパターン化

して、その感染速度を比較したものである。上段の一極集中都市（N=20, L=18）

では、時刻 T=20 において 13/20 の生活圏が感染し、下段の多極分散都市（N=20, 
L=20)では、同時刻に 4/20 の生活圏にしか拡大しないことが判る。T＝40 でも同

じ傾向が見られる。これらの感染パターンから、多極分散都市のほうが感染拡大

に時間がかかり、かつ部分的なロックダウンに適した構造であることが推定され

る。しかしながら見方を変えれば、このことは多極分散都市における face to face
の情報伝達速度は一極集中都市より劣ることを意味する。このため、「マルチ AI
ネットワーク都市」では多極分散都市が持つこの弱点を AI のネットワークにより

カバーしている。 
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図 5.2.6 上段は一極集中都市、下段は多極分散都市における感染パターン 

 
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス （ COVID-19 ） 感 染 の 実 際 の 発 生 特 性 に 関 し て 、

Yoneda[5.2.18]らは東京都を対象に 2020 年 3 月4 月 line によるアンケートを実施

し、a)体温 37.5 度以上、b)息苦しい、息がはやい、の両方の症状があると答えた

回答者の郵便番号エリアを図 5.2.7にプロットした。結果的に回答者の年齢層の偏

りなどアンケート上の課題はあるものの、広域かつ詳細なエリアの感染状況がリ

アルタイムで把握できることが判った。 
 

 
図 5.2.7 ラインアンケートによる感染調査 

 
また図 5.2.8 は、イスラエル企業が作成したテルアビブにおける 2020 年 3 月の

ワクチン前の COVID-19 感染リスクマップである[5.2.19]。この図は感染者の移動経

路を調査し感染リスクを建物単位で示している。これによると中心市街地（縦 6
㎞、横 10 ㎞）では感染は平均的に広がるのではなく、クラスター状に拡大する傾

向が見られる。このようなクラスター状の感染パターンに対しては、生活圏ごと

に部分ロックダウンする「マルチ AI ネットワーク都市」の制御システムが向いて

いると思われる。 
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図 5.2.8 テルアビブ都心の感染リスク(縦 6km*横 10km) 

 
もちろん東京圏（1 都 3 県人口 3661 万人）とテルアビブ（都市圏人口 260 万

人）では通勤者数と移動距離が異なるため単純な比較はできないが、米国におい

て公表されている複数の都市の感染ヒートマップを参考にすると、に市街地にお

ける感染はテルアビブと同様にクラスター状に拡大している[5.2.20]。 
 
とりわけ今回の COVID19のように、ウイルス変異種が次々と発生している状況

下では、新しいワクチンの治療への投入までは時間を要するため、当面はロック

ダウンに頼らざるを得ないことも想定され、この場合、感染を制御しやすい都市

構造の下で、発生源を早期に特定し、早期に封じ込める対策が有効であろう。 
 
5.2.6. 長期的な高齢化と人口減少 

高齢化と人口減少という長期的課題に対して「マルチ AI ネットワーク都市」は

どのように備えるべきかについて述べる。 
 
国土審議会計画推進部会による「国土の長期展望」中間とりまとめ[5.2.21]による

と、日本の総人口は 2008 年の１億２808 万人をピークに 2050 年には 1970 年時

とほぼ同じ約１億人まで減少する。年齢階層別にみると、2015 年から 2050 年に

かけて、全国の生産年齢人口は 2,453 万人減少する一方、高齢人口は 454 万人増

加し、高齢化率は約 27%から 約 38%へ上昇する。 
 
また COVID-19 以前のデータではあるが、東京、大阪、名古屋の 3 大都市圏の

合計人口は、2015 年の約 6000 万人から 2050 年には 5000 万人に減少、3 大都市

圏以外は 2015 年の約 6700 万人から 2050 年の 5000 万人に減少する。さらに詳し

い 2050 年の状況として、国土のグランドデザイン 2050 概要①は、以下を予測し

ている[5.2.22]。 
 

（１）急激な人口減少・少子化、高齢化  
・２０５０年の日本の人口は約９７００万人 に減少する。 
・約６割の地域で人口が半減以下になり、うち 1/3 の地域は人が住まなくなる。  
・どの国も経験したことのない約４割の高齢化率となる。 

（２）グローバリゼーションの進展  
・国家・都市間の競争が激化する。 
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・ユーラシアダイナミズムにより地政学上の位置が大きく変化する。 
・北極海航路が開通し、パナマ運河が再拡張される。 

（３）巨大災害の切迫、インフラの老朽化  
・首都直下地震、南海トラフ巨大地震の切迫（３０年以内の発生確率７０％）  
・気候変動により災害が激甚化する。 
・高度成長期に集中整備したインフラ老朽化が顕著となる。 

（４）食料・水・エネルギーの制約、 地球環境問題  
・世界的に人口・食料・エネルギーの増加や生産・消費が課題となる。 
・地球温暖化、生物多様性の危機が迫る。 

（５）ＩＣＴの劇的な進歩、技術革新 
 ・コンピュータとその処理能力の飛躍的増大が必要となる。 
・ビッグデータの普及が知識空間と実物空間の融合を生む。 

 
上記（１）の状況下、未利用地がランダムに発生するいわゆる市街地のスポン

ジ化に対応するため、図 5.2.9 では、空間再編賑わい創出事業[5.2.23]が進められて

いる。ここでは、この事業の活用事例をベースに、シェアリング EV の基地と都

市型農業を加えた土地活用例を示した。この事例では、スポンジ化による空き地

を、今後増加すると予想される自動運転 EV の基地（上屋は太陽光発電）や都市

型農業へ転用することを提案している。これは、街地の再集結に 20 年以上必要な

立地適正化法の弱点を補うため、事業中も空地を空地のまま放置するのではなく、

時を空けず活用することにより市街地の機能を維持するためである。 

 
図 5.2.9 スポンジ化した市街地を都市型農業、生産物加工販売、MaaS 基地への

転用 
 

これらの人口減少とスポンジ化に対応し、トヨタ自動車とソフトバンクが出資

している MONET Technologies は行政およびスーパーなど民間小売り企業と連携

し、自動運転のシャトルサービスと MaaS（Mobility as a Service）を結び付けた

「Autono-MaaS」を 2021 年に開始するとアナウンスしている。これは、住み続

けられるまちづくりと、子育て世代や高齢者などの買物を支援する荷物の受け取

り、配送、店舗送迎サービスであり、広島県西条市での実証実験を開始している。 
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ま た 、 デ ル タ と 出 光 興 産 は EV 充 電 の 新 た な 複 合 型 サ ー ビ ス モ デ ル

「Park&Charge」の展開のため、2021 年 8 月に実験店舗である Delta EV Charging 
Station オープンすると発表した。この店舗では 30 分程度の EV 充電中に、将来的

には買い物、銀行、スポーツジムなど様々な都市サービスに展開予定である。出

光興産はこれと平行して時速60㎞/h以下の超小型EV（150万円程度）を開発し、

2022 年の販売開始を予定している。 
 
これらの取組は、国土のグランドデザイン 2050 年による、約６割の地域で人口

が半減以下になり、うち 1/3 の地域は人が住まなくなるという予測に対して、空

地を資源としてモビリティとエネルギーのために活用し、それを民間企業がリー

ドする事例である。 
 

5.2.7. マルチ AI ネットワーク都市圏の展開と実現に向けて 
2050 年時点の「マルチ AI ネットワーク都市圏」のイメージは図 5.2.10 の右に

示すオランダの土地利用図が参考となる[5.2.24]。一方、左端は 2010 年の東京首都

圏（１都 7 県）の土地利用図である[5.2.25]。両図を比べると、オランダの土地利用

図では市街地が分散し農地や緑地が混在しているが、東京首都圏の土地利用図で

は市街地と農地は分離され、都市機能が一カ所に集中している。 
この理由として、オランダの国土計画においては 1960 年代からランドシュタッ

トに基づき、グリーンハート、コンパクトシティおよび都市ネットワーク政策が

採用されてきたことが挙げられる。これは、当初の都市圏競争力の確保に加え、

その後の景観保持、災害対策、農地を含む自然環境の保護などがランドシュタッ

トに反映された結果である。さらに 近では地球温暖化による海面上昇や降水量

の増加に対応するため、ステークホルダー間の調整も行われている。 
なお、中央の図は同縮尺の 2010 年と 2050 年の東京首都圏人口の増減を示す。

図中黄色は人口減少が 50%以下のエリアであり、薄いグリーンは 50%以上人口減

少が進むエリアを示す。すなわち、人口が増加するのは赤色のごく一部に限定さ

れることが判る。 
 

 
図 5.2.10 東京首都圏（１都 7 県）とオランダの土地利用の比較 
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この件に関し国土交通政策研究第 160 号において伊藤らは、市街地における

「都市のスポンジ化 」が顕在化しつつあり、空き地、空き家、空き店舗や空き公

共施設等の低未利用ストックが増加しているが、一方で、これらは地域の資源と

もなり得るものであり、適切に管理・利活用して地域に必要な機能（買い物、交

流・居場所、子育て、レクリエーション等）を補完することができれば、地域住

民の生活の質の維持・向上につながる、と述べている[5.2.26]。 
 
このような生活圏の見直しに関して、2020 年ソルボンヌ大学のカルロスモレノ

は、パリを対象に 15 分都市構想を発表した。図 5.2.11 左図は 2021 年に再度紹介

されたものである[5.2.27]。そもそも 15 分都市の発想は、ハワードによる田園都市

や、ジェイコブズが著書『アメリカ大都市の死と生』で示した、密度を保ちつつ

多様性に富んだ都市の姿と共通点がある。さらに、パリの 15 分都市ではこれに加

えて、楽しく・快適・安全で社会に受け入れ可能なものでなければならないとい

う概念が加わっている。これは言葉は異なるが、建築家の Bjarke Ingels が提唱す

る、快楽的な持続性（Hedonistic Sustainability）と通じる概念であり、今回の

「マルチ AI ネットワーク都市」における well-being 生活圏とも共通している。 
 
それでは「マルチ AI ネットワーク都市」を先行的に実現する適地はあるのであ

ろうか。 
 
図 5.2.11 右図では、東京首都圏（一都三県）の市町村人口と面積(2016)を示し

た。この図から、東京首都圏では都心の千代田区、中央区に代表される、夜間人

口 5-20万人、面積 10㎞ 2前後の昼間の人口流入が大きいエリアが都心となり（円

形部分）、その外側に、新宿区、世田谷区、練馬区、江東区などは夜間人口 20-
100 万人、面積 20-60km2 程度のビジネス・居住混在ゾーンがある。注目すべき

は、さらに外側の都心から直線距離 20-40 ㎞の郊外ゾーンであり（Ｃ型点線部

分）、ここに面積 10-30km2 夜間人口 10-20 万人の都心への通勤圏都市が数多く

存在する。 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」では 6 つの生活圏を一つのユニットとして約

10-18 万人と想定しているが、東京首都圏において都や県の括りを外すと、都心

から直線距離 20-40 ㎞の郊外ゾーンの各行政区の人口と面積は「マルチ AI ネット

ワーク都市」の規模に近い。このことは、以下のまとめ５）に記述する「 初は

サイバーな複数の生活圏により都市が多極化し、 終的にフィジカルな自立・自

律生活圏を形成する」のに適した多極分散の対象となるエリアが、都心から直線

距離 20-40 ㎞に存在する可能性を示すが、これはあくまで一面的な見方であり、

具体的な候補地の検討や評価は今回の範囲に含まない。 
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図 5.2.11 パリ 15 分都市圏イメージ（左図）および東京首都圏の市町村人口・面

積（右図） 
 
5.2.8. まとめ 

1)  人間を中心に幸福を追求し、平時における快適性と、アウトブレイク時におけ

る安全・安心の確保を目的とする「マルチ AI ネットワーク都市」を提案する。 
 

2) 「マルチ AI ネットワーク都市」は、現状の都市構造を壊さない自律・自立分散

型の生活圏より構成され、どのような状況下においても都市全体の崩壊を抑止

し、同時に Human security と well-being を保証する。 
 

3) 「マルチ AI ネットワーク都市」は、ネットワークされた生活圏を多様なデータ

が自由に行きかい、人間と AI が協力して自律的に都市をマネジメントできる

MAWSS (5.3 節参照)を持つ。 
 

4) 「マルチ AI ネットワーク都市」は、日本が直面する人口減少と高齢化、巨大災

害の切迫、地球規模の気候変動、水・食料・エネルギーの不安定な供給、感染

症のアウトブレイク、などに対するレジリエンスを確保するためのサイバー・

フィジカル都市である。 
 

5) 「マルチ AI ネットワーク都市」は従来の都市計画とは異なり、最初はサイバー

な複数の生活圏により都市が多極化し、最終的にフィジカルな自立・自律生活

圏を形成するプロセスを内包する。 
 

6) マルチ AI ネットワーク都市の実現へ向け、科学・政治・社会の共創の視点から

世代を超えた目的共有と文化継承の場が都市であるとの認識のもと、この都市

構想への社会的な共感とコンセンサスが得られるよう継続的な発信を心がけた

い。 
 
5.3. MAWSS (Multi-AI Well-being Survey System) 
5.3.1. マルチスケールかつマルチレイヤな生活圏／都市圏の提案 

度重なる自然災害や COVID-19 など感染症拡大は我々の生活様式を一変させた。

我々はこれらを一過性のものとすることなく、これらと共生していく社会を考え

るべき岐路にいる。これらとの共生を考えるとき、適切な生活圏の 分離、ならび

に 分離 された生活圏の間の共有と連携を検討しなければならない。分離する生活
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圏の範囲（サイズ、境界を決定する基準）については前章までに述べた通りであ

るが、生活圏を構成するためには、生活のために必要なインフラが生活圏内にす

べて揃っている必要がある。また、それらのインフラを中長期的な時間スケール

で持続的に 機能 させるためには、経済活動としての指標のみでなく、人々の

Well-being を取り戻し、社会実装するための戦略が大切になる。 
 
まず、適切な生活圏 分離 について考える。生活圏の制限は緩いほど通常活動に

近いため快適性を損なう部分が少ない。これを解決する技術にマルチスケール化

がある。自然災害やパンデミックで生活圏を制限する場合においてもそれらの非

常事態レベルに応じ、複数の 小生活圏を束ねて 分離 のサイズをマルチスケール

に変化させて選択し、状況に適応させる。 
 
また、インフラは大きく、(1) 水、食料などの供給（加えて、下水処理）、(2) 

エネルギー供給、(3) 医療や行政など社会サービス、(4) 産業や教育などの社会生

産活動の 4 つに分類可能である。インフラごとに人口数や人口密度が異なるゆえ

に至適な大きさが異なるため、無理にひとつの生活圏で全てのインフラ活動を区

切ると無理が生じる。通常時において、生活圏は需要と供給能の均衡域に漸近す

るため、人口に対してある程度適切な範囲・密度に調整される傾向にある。自然

災害や感染症パンデミックによる分離の場合も想定して考慮したとしても、ある

程度までインフラごとの通常時エリアを維持するのが自然であると言ってよい。

一方、社会状況と行政判断や策（以下、行政施策）は互いにもう一方に影響を与

える相互作用の関係にある。社会状況の影響を受けて行政施策は変化し、逆に行

政施策の効果によって社会状況は変化する。これらの系それぞれが非線形をなし、

さらに相互作用するため、2 つのモノリシックな（＝一体化して考えた）系は複

雑系を成す。複雑系のシミュレーション計算は、文献[5.3.1]に提案されているよう

に、社会状況と行政施策は別のレイヤとして実装してそれらを相互作用させる系

を組んだシステムの方が、ひとつのバルキーなシステムよりも効率良く動作する

と考えられる。マルチレイヤ生活圏デザインは、目的を達成するひとつの形を示

している。 
 
Well-being を指向した社会、自然災害やパンデミック に耐性を持つ社会を実現

する解のひとつとして、インフラごとに範囲の異なる生活圏をマルチスケール化

した上でレイヤ化し、レイヤそれぞれの上で社会状況把握と行政施策それぞれを

分けてレイヤ化した、マルチレイヤならびにマルチスケールな 社会的な分離が実

装される 
 
5.3.2. MAWSS とは何か、それにより何ができるのか 

マルチレイヤ化ならびにマルチスケール化した生活圏は、自然災害やパンデミ

ック に耐性を持ちながらも、人々の生活の質を維持、向上させる解のひとつであ

る。しかしながら、これの社会実装にはその 適作業の複雑化、作業量増加、オ

ペレーションの複雑化を招く可能性が残る。これらを考慮しながらインフラのレ

イヤ数や生活圏スケールの多段化を実施せねばならず、そのためには各生活圏を

オペレーションしているシステム、多くの場合はコンピュータシステムあるいは

将来において AI システム、の活用が処方箋のひとつに考えられる。 
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各生活圏のモニタリングを担当している AI 間で連携して AI ネットワーク、ネ

ットワーク全体としての AI (AI nexus, AI consisting of AIs)、を構成し、情報を連

携し、さらには（情報としての）判断を連携させる。生活圏をマルチレイヤ化お

よびマルチスケール化し、また社会状況と行政施策の相互作用を考慮した、AI ネ
ットワークを Multi-AI Well-being Survey System (MAWSS) と定義する。 

 
 Well-being Survey とは、多元的に情報と知識を調査、概観し、社会にとって

のコンフォートゾーンを見積もることである。その目的は、経済合理性のみでな

く人間性 を取り戻した社会を形成することにあり、AI はこの対応策を社会実装す

る一助になる。その AI は我々が社会生活において 人間性 を取り戻すための、そ

れを支援する AI システムであり、AI に 人間性 を模擬するよう実装することでは

ない。それは、世界をひとつの大規模な AI サーバですべてを管理するのではなく、

適切な粒度で担当を決められた、適切な大きさのレイヤ群を担当する AI サーバ群

が互いに情報をシェアリングしながら全体の合意形成を成していく形態が、情報

システムの構築、管理運営、更新のいずれの観点からも望ましい。分散型である

この AI ネットワークが実装に向いている理由のひとつとして、コンテンツ（概念、

内容）的に距離が近い圏同志は共通項が多く共有すべき情報も多いこと、逆に遠

い圏同志はサマリーなどごく僅かな情報共有で足りることもあげられる。個の正

確な把握のためには多岐に渡る個についての精細な情報が必要になるが、それぞ

れの個は世界の他の個と相互作用関係にあり、必要な情報共有量は圏間の距離に

依る。個の思考に留まっていては全体を知り得ないが、全体を知るには個を知ら

なくてはならない。大数の法則が示す平均値が必ずしも 良であるとは限らない

が、外れ値も含めた分布を知る上でも、全体は個の集合であることと、情報の結

合はパワフルであることを意識してよい。 
 
一方、繋ぐべき情報と繋ぐべきでない情報を意識しなければならない。情報は

結合した状態において個人を丸裸にでき、個人情報保護の観点からも場合によっ

て繋ぐべきでない情報は繋いではならず、知り得る（入手可能でそれらを繋ぐこ

とができる）情報であるからといって倫理観なく入手し知ってはならない。また、

合意形成もないまま入手した情報を活用し、市民が受け入れるはずもない行動の

変化を強制することはあってはならない。非常にパワフルな情報収集能と情報解

析能をもった AI システムは運用上の課題や懸念も指摘される。 
 
これは原子力、化学物質、薬、車両など各種機械システム、携帯電話やインタ

ーネットなどの技術と同様に、悪用や不適切使用の懸念は拭えず適切に使用する

ことを必須条件とするとともに、それを担保する社会倫理、運用ガイドラインや

規制するための法律を必要とする。しかしながら、これらが社会倫理や規制を必

要としても、過去においてそのような STI を積極的に導入し発展してきた人類の

歴史を鑑みたとき、我々はこれを不要なもの、あるいは危険なものとして排除す

べきでないと考える。むしろそれを適切に運用するための策を施し、積極的に社

会実装すべきである。 
 
5.3.3. MAWSS は実現可能なのか、その実装例 

物理的なあるいは現存する系（ここでは生活圏とそこでの人々の活動を指す）

のデジタルツイン化、すなわち MAWSS のような複雑系システムの実現可能性を
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考えるとき、「対象系を場として捉えて、全体を形式化できるか」否かがキーと

なる。その中で重要なオペレーションは、AI 間におけるマルチプロパティ（多属

性）かつマルチアスペクト（多様相）な情報の共有であり、多様な価値を考慮し

た施策の決定であろう。 
 
前者については、東京医科歯科大学が医療 AI システムとして研究を進めている

マルチモーダル AI ネットワークがひとつの実装形態として活用できる。これは多

数の AI 群で構成され、AI 間でデータの通信と処理を行う機能に加え、ネットワー

キングのための AI エージェントを内部に追加実装される。ネットワーキング AI 
エージェントは、自律して互いにコミュニケーションし、データ経路を計算し、

ネットワーキングして一種の AI 連携を構成する。それらは、データフォーマット

の判別（＝データを処理可能か否か）に加え、データ意味の判別（＝データを処

理すべきか否か）も併せて行い、要求された処理に合わせて、正確かつ効率的に

ネットワークを構成する。後者に示した施策決定は、多角的視点と多様な価値を

考慮して決定されるべきであり、現存する AI で決定できるほど容易なものではな

い。社会的立場で価値は変わり、また考慮する位置とスケール、例えば地理的範

囲の差異（ドメスティック or グローバル）、時間的範囲の差異（ローカル or グ
ローバル）、時相（tense）、過去(現状維持、現時点 適化)向き or 将来向きのい

ずれであるかによって、 善な施策は異なる。空間的や時間的な変化も見て、時

間経過も踏まえて（chronical に）、ひとつの価値判断で良し悪しを決めることな

く、様々な価値に対応しなければならない。 
 
現存する AI の多く、とくに（ディープ）ニューラルネットワークは「頻発する

データ分布のパターン化やそれらの同時発生確率を取得する」機械であり、”尤

も成功した経験に倣う”帰納推論機械である。そのため、未来に向けた創造性は

持ち得ない。しかしながら、AI は膨大な情報を見渡して（過去の経験に基づいて

であるが）重要な情報にまとめ上げ、数式化された様々な価値指標による評価群

を呈示することで、全体を俯瞰してかつ見落としのない判断を下すための助けを

できる。また、マルチモーダル AI ネットワークは演繹推論で AI が自己組織化する

ものである。AI 群が多段ネットワークを構成して処理を伝播することで、ひとつ

ひとつはシンプルであるが何段にも積み重なりその膨大さから煩雑性をみせてい

るタスクを処理する。 
 
自然災害やパンデミック は、人と人との繋がり方、距離や範囲に留まらず、サ

イバーとフィジカル間のバランスでさえ、一気に変化させた。さまざまな情報が

デジタル化されデジタル連携が進むなか、人は、単純にして軽微でない情報作業

とそれらの連携を AI に肩代わりしてもらい共生して、よりよい未来を形創る道も

選ぶことが可能である。さらに、価値観の多様化が進むなか、（海外ではポジテ

ィブ／ネガティブなど複数の個性をもつ AI が協調して株取引きをしているように）

社会環境経済の多様な価値観を要約してし、状況をレポートする AI の活用も

一考に値する。 
 

5.3.4. まとめ 
 自然災害や COVID-19 など感染症拡大に対応でき、経済合理性に加えて 人間

性 を回復して well-being を実現する社会ならびに生活の実現に向けて、その処方
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箋のひとつとして、マルチレイヤかつマルチスケールな生活圏／都市圏を提案し

た。そこには、マルチモーダル AI ネットワークの支援があり、各圏の各レイヤ間

の連携、圏間の連携について意見を述べた。また、行政施策は、マルチアスペク

ト（多元）、マルチスケール（多重規模）、マルチステート（多重立場）で判断

しなければならないものであるため、AI のみで至適に判断することは極めて難し

いものの、AI はこれらの条件における現状をレポートし、多様な価値基準に基づ

く評価値をリストとして呈示してくれる能力を有することに言及した。この案が、

唯一ではなく 善とも保証できないが、人々が受容できるひとつの形態ではない

かと我々は考え、具体例として示させていただいた。 
 

 
 

(a)マルチスケール＆マルチレイヤ分離とマルチ AI ネットワークシミュレーション

による支援 
 

 
(b)地域ごと、およびアスペクトごとに配備された AI 群の連携 

図 5.3.1 マルチモーダル AI ネットワークの実装例 
 
5.4. 「マルチ AI ネットワーク都市」実現に向けた技術ロードマップ 
5.4.1. 「マルチ AI ネットワーク都市」のゴールとは？ 

5.1 節でも記すとおり、世界の都市化率（Urbanization-rate）は 2007 年に人口

の 50％を超え、2018 年には 76 憶の世界人口のうち約 55%が都市に集中し[5.4.1]、

さらに、2030 年には 60％に達すると予想されている（WUP2018）。これら急速

な都市化は、主に経済活動の効率化や高度化によりもたらされてきた。そしてこ
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の都市化を支えてきたのが、モビリティ、ライフライン、エネルギー、情報など

を担う都市の広域インフラであり、それを可能にしたのが時々の革新的な技術と

システムのインテグレーションであった。 
 
一方、2050 年までの 30 年先を見据えた場合、都市は単に経済効率だけではな

く、カーボンニュートラルに代表される低環境負荷の低減かつ、便利、快適、安

全を満たす機能を併せ持つことが求められる。さらに近年、パンデミックや地球

規模の気候変動に伴ういわゆるアウトブレイクが増加し、これに対応するレジリ

エンス（=攪乱から回復する能力）を確保することの重要性が再認識されつつあ

る。このような都市を実現するための目標、具体案、ロードマップを示し、さら

にアクションプランへと繋げるのが「マルチ AI ネットワーク都市」の役割であり、

終的には Human security と well-being を高いレベルで確保することを目標とし

ている。 
 
「Multi-AI ネットワーク都市」は複数の生活圏のネットワークにより構成されて

いるが、バーチャルな空間でネットワークの中心となるのが MAWSS（Multi-AI 
Well-being Survey System）であり、MAWSS は、様々な都市インフラと生活圏を、

データを介して繋げる AI ネットワークである。 
 
実際の都市オペレーションに際しては、MAWSS の示す解決案が個々の生活圏

にとって 善とは限らない場合が予想される。なぜならば、5.3 節に詳述するよう

に、MAWSS は個々の生活圏の well-being だけでなく、都市全体の調和をも考慮

するからである。加えてこのシステムは複数のインフラネットワークともデータ

を介して繋がっている。このため図 5.4.1 の技術ロードマップは、ゴールに至る技

術的な実現性だけでなく、well-being を測定し、その結果を各ステークホルダー

の行動に反映する社会的コンセンサス形成と技術普及までのプロセスを含んでい

る。 
 
5.4.2. 「マルチ AI ネットワーク都市」を支える技術、受け入れる社会 

図 5.4.1 において、横軸は時間軸であり、時間軸に沿って変化する 4 つの都市イ

メージが示されている。一方、縦軸は技術分野であり、一つの技術分野を一つの

太矢印が代表し、それらは以下の順序で配置されている。 
 

上段は AI の基盤技術（黒）、その下に４つの技術分野（青）、さらにその下

に各技術分野の情報を集積する MAWSS（黒）、ここから下は技術分野ではない

が、社会の受容性を担保するための Well-being 評価技術（緑）、そして 下段は

価値判断の基準を与える教育・文化軸（緑）である。これらの太矢印が MAWSS
（黒）とデータを介して緩やかに繋がっているのが「マルチ AI ネットワーク都市」

の中枢部分である。 
 
それぞれの太矢印の中ほどには、この都市の実現に向けて必要となる各要素技

術を配置し、各要素技術の末尾に社会実装されると予想される西暦年（2 桁）を

示している。 
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これらの要素技術は「第 11 回科学技術予測調査 S&T Foresight 2019 総合報告

書（以下、科学技術予測調査）」[5.4.2] から抽出している。この科学技術予測調査

では調査対象を以下の７つの分野に分け、全体で 702 の科学技術トピック（＝要

素技術）が設定され、要素技術ごとに技術的実現時期と社会的実現時期の両方が

併記されている。なお予測期間は 2050 年までの約 30 年間、実現のターゲットイ

ヤーは 2040 年と設定されている。 
 

a) 健康・医療・生命科学 
b) 農林水産・食品・バイオテクノロジー 
c) 環境・資源・エネルギー 
d) ICT・アナリティクス・サービス 
e) マテリアル・デバイス・プロセス 
f ) 都市・建築・土木・交通 
g) 宇宙・海洋・地球・科学基盤 

 
以下の文章中、項目①-⑧は図 5.4.1 の太矢印（技術分野）に対応し、上記 702

の科学技術トピックから関連した要素技術を抽出後、各太矢印（技術分野）に割

り振り、同時に文章中ではそれら要素技術にアンダーラインを付している。なお、

抽出した技術の殆どが 2040 年までには社会実装されると予測されており、

「Multi-AI ネットワーク都市」が 2050 年を目標とする一つの根拠を与えている。 
  

① 高効率・高性能 AI の開発 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」の実現に向け、すべての AI 技術の基礎となる

のが情報処理速度の高速化とシステム間の連携であり、その基盤となるのが計算

機周辺のハード面、ソフト面の発展である。 
 
ハード面ではデータ照合速度の向上と消費電力の低減が課題であり、科学技術

予測調査では、（28）電力性能比100 倍のコンピュータが（2029 年）が開発され

ると予測され（注１）ている。一方、ソフト面では現在でも一部実用化されてい

る画像解析技術や文章翻訳などにおける人間 AI インタフェースのさらなる発展が

期待されるが、扱う情報量が膨大になると予想され、これにはハードとソフトが

一体化した技術イノベーションが欠かせない。 
 
また（53）脳機能（感情、記憶など）の全容解明（2041 年）は、直接的には人

間の脳の理解ではあるが、これにより AI ネットワーク自体の進歩を促すことが期

待されている。現状、AI 連携ネットワークはマニュアルで設計している段階にあ

るが、将来は AI 相互が自律的にネットワークを形成する技術が生まれると予想さ

れる。これら技術開発の結果、電力消費を抑制し CO2 排出の少ない高機能 AI、異

常を自己抑制する AI、さらに処理・タスクを識別して自律的に協働する AI 群の登

場が予測される。 
 

（注１） 初の数字（28）は第 11 回科学技術予測調査の科学技術トピック番号、

末尾（2029 年）は社会実装されると予想される西暦年。 
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② 都市の居住・移動快適性 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」は、図 5.2.5 に示す様に、人口 1〜3 万人程度の

生活圏が複数ネットワークされた人口 10-18 万人の都市圏ユニットを構成してい

る。この都市圏ユニットに求められるのは、平時においては生活圏における情報、

人流、物流が円滑に稼働し、その結果、経済、文化、社会活動が効率的に行われ

る機能である。一方、アウトブレイク時には、生活圏を必要に応じて分離し、生

活圏単独でも人間らしい生活水準（Decent Living Standards、DLS）が一定期間

は確保できる持続性が求められる。 
 
このような自立・自律的な生活圏に必要な技術として、科学技術予測調査では

（545）広域インフラから独立した自立型インフラの実現（2030 年）を挙げ、人

口減少に伴う市街地のスポンジ化に対しては、（550）人口減少により発生する

低未利用地の維持管理技術（2031 年）を挙げている。「マルチ AI ネットワーク

都市」の生活圏が自立型・自律型インフラを実装を目指すのは、この都市のレジ

リエンスと DLS の向上に関わるからである。すなわち、ロックダウンの対象範囲

を柔軟に on-off できるのは、各生活圏に一定期間独立して機能する能力が備わっ

ているからであり、この問題解決に低未利用地を活用するのは理にかなっている

（図 5.5.6）。 
 
科学技術予測調査は、移動における低炭素化の実現には、（93）公共交通・物

流自動走行・ドローン運用技術（2031 年）、および（568）レベル 5 自動運転技

術（2034 年）を挙げている。これらの移動技術は、都市圏ユニット間、生活圏間

の移動に加え、生活圏の内部における短いトリップのマネジメントへと進化し、

将来的には AI と自動運転が統合されて CASE(Connected, Autonomous, Shared, 
Electric)への移行が予測される。現在の「マルチ AI ネットワーク都市」の生活圏

は徒歩圏を対象としているが、上記 CASE により、当初の自動運転の速度を

30km/h 以下と仮定しても、徒歩圏に比べると格段に広い生活圏が実現すれば、現

在の公共交通の一部が CASE によるサービスに置き換わる可能性は否定できない。

その一方で、自動運転レベル５を実現するためには、技術面だけでなく道路の構

造、法や保険制度の確立、事故リスクに対する社会的なコンセンサスの形成など、

普及までに解決すべき課題は多い。 
 

③ インフラ・食糧 エネルギー安定供給 
 
食糧生産に関して科学技術予測調査は、（273）気候変動による食料生産への

地域ごと、品目ごとの影響予測技術（2032 年）、（98）農業 AI、IoT、ロボット

技術（2031 年）が 2030 年前半には社会実装に至ることを予測している。この農

業への AI 導入により、都市近郊の狭小な農地における特色ある農産物、および地

方圏における比較的大きな農地の自動化が平行して進み、生産品目の多様化と生

産効率の向上が期待される。 
 
しかしながら現状として、Japan Ecological Footprint Report [5.4.3]は、わが国は

その生物生産力の低さから海外に環境負荷をかけており、同時に食料自給率も先

進国の中で際立って低いため食糧安全保障上も課題があることを指摘している。
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加えて、ポツダム気候影響研究所の Johan Rockström が提唱した”プラネタリ

ー・バウンダリー“[5.4.4]における地球システムでは、生物多様性とリン・窒素の

地球規模の循環が不確実性領域を超えていることを指摘している。これには、食

料の生産効率を向上させると同時に、それに伴う環境負荷の増大を抑止する技術

が必要である。さらなる普及には再生可能エネルギー全体の事業性を判断できる

仕組みが求められる。その点で、現在の環境省と資源エネルギー庁による再生エ

ネルギー事業支援ガイドブックは大変判りやすい内容であるが、何が事業のネッ

クになっているかなど事業リスクの存在とその対策が示されていない。 
 

一般的に、人口密度が高い都心エリアにおける平時の需要を 100%再生可能エ

ネルギーにより賄うことは現状では難しく、むしろアウトブレイク時の急激なエ

ネルギー不足を回避するためのバックアップとして位置づけられよう。平時に向

けては、複数の都市圏や生活圏間の融通や水素エネルギーによる備蓄機能の活用、

国全体としてのカーボンオフセットなど、多様かつ柔軟な連携システムを構築す

ることが必要である。課題は平時にもアウトブレイク時にも機能するための費用

をだれが負担するかである。 
 
これはエネルギーに限らず、水道水の供給においても同様であり、アウトブレ

イク時には雨水や河川の利用など自然条件に対する検討と同時に、利用水の循環

再利用には平時からの社会的な合意形成が必要である。 
 
結論的には、「マルチ AI ネットワーク都市」のインフラは将来的には再生可能

エネルギー事業を含めた自立・自律分散インフラに向かうものの、現在の都市に

は巨大な広域インフラネットワークが形成されており、この広域ネットワークと

後出の MAWSS(AI)とは、当面はバーチャル空間でデータのやり取りを通じた緩や

かな関係を保つと予想する。 
 

④ 環境・災害予測 避難マネジメント 
 
多少繰り返しになるが、「マルチ AI ネットワーク都市」がアウトブレイク時に

十分なレジリエンスを発揮するためには、平時から生活圏単位で自立・自律型の

都市活動が可能な状態になっていることが必要である。 
 
このシステムの構築には科学技術予測調査によれば、（546）特定の地域にお

ける高精度の災害ハザードマップ（2029 年）が必要となる。しかしながら一方で、

温暖化に伴う急速な気象の変化に追従した更新がタイムリーに実施できるかは課

題である。2021 年年８月に公開された IPCC 第 6 次評価報告書（AR6） 第Ｉ作業

部会報告書[5.4.5]では、仮に今後 2℃気温が上昇すると、1850 年から 1900 年の統計

で 10 年に一度と言われていた高温の発生頻度は 5.6 倍に、豪雨の発生率は 1.7 倍

になるとされている。これにより（212） 自立型都市圏の設計法 （2038 年）では

新の予測の基づき設計条件が更新されていく事が必要となろう。 
 
また、広域アウトブレイク時においては、まずは住民の人間らしい生活水準

（Decent Living Standards、DLS）を確保し、次に人々の well-being の持続が課題

である。しかしながら激甚な災害の場合にはこれらの対応が不可能となる場合も
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予想され、大都市では数十万人規模で都市間を越える避難が必要となることもあ

り得る。 
 
この対策として科学技術予測調査では、（523）住宅・モビリティの省エネ・

避難AI統合（2030年）、（563）非常時モビリティマネジメント技術（2031年）

などの技術が示されている。 
 
このような平時から有事のオペレーションの移行には、AI により発生前の予測

と発生後の情報収集およびそれに連動した対策が求められる。事前には想定した

災害規模と各生活圏が DLS を保障できる人口が MAWSS(AI)により示されるが、

災害発生後は事前の想定と異なるエリアからの移動や避難をリアルタイムで示す

必要があり、この場合でも MAWSS(AI)による提案と人間による判断を経て有事体

制へ移行すると予想している。 
 

⑤ 感染症 生活習慣 健康モニター 
 
感染症に対しては、COVID-19 のこれまでの経験を生かしたシステムの構築が

求められる。まずは生活圏内の感染者の有無を検知する技術が必要であり、国内

では 2021 年に下水の分析による感染症のモニターが実施された。(5.1.5.(注８)参
照)さらに科学技術予測調査では（62）特定の感染症へ感染の有無や他者への感染

性を迅速に検知・判定する超軽量センサー（2031 年）の実装が予測されている。 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」では、感染症の拡大に対して、生活圏単位のロ

ックダウンにより一時的に隔離する生活圏を特定し、これと並行して生活圏内は

独立したオペレーションにより人間らしい生活水準(DLS)を確保する。部分的な

ロックダウンの有効性に関しては、図 5.2.6のシミュレーションでは、分散型都市

が一極集中型の都市より感染の拡大が緩やかであり、かつロックダウンを実行し

やすい構造であるとの分析結果が得られている。 
  

⑥ Well-being 追及のための計測 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」においては、人々の well-being レベルを 大化

するための都市機能の種類とそれらの配置を視野に入れている。この時に鍵とな

るのは（60）快・不快、好き嫌い等感情の計測・分析・評価技術(2031 年)である。 
 
注意すべきは、個人の感情を含む data を取得したり解析したりする社会的コン

センサスが必要なのではあるが、それにはコンセンサスを得るための手続きに対

する信頼性、および情報を保護する技術に対する信頼性の両方が必要である。こ

のように、情報の扱いに関しては企業にとっても個人にとっても、先ずもってど

の情報をオープンにするのかクローズドにするか、どの情報を AI が保有し、どの

情報は人間のみが保有するのかの意思決定や判断が必要である。これに関しては、

（81）人間と AI の関係の社会的合意（2035 年）がある。今後はプライバシーを

保護しつつデータ間の連携を図る仕組みが data driven 社会の中核になると予想さ

れる。 
 

- 120 -



 

The Road to 2050 @ STI2050, EAJ 

■121 

さらに「マルチ AI ネットワーク都市」においては、2050 年以降と予想するが、

（53）脳機能 、意識、社会性、創造等の全容解明（①既出 2041 年）を利用して、

潜在および顕在記憶、さらには感情に左右される人間の判断や行動を予測し、こ

れをフィジカルな都市機能の配置に繋げていく可能性を指摘したい。 
 

⑦ MAWSS(AI) 
 
MAWSS(AI) は Multi-AI Well-being Survey System を意味する。MAWSS の基本

的な役割は「マルチ AI ネットワーク都市」の様々な情報を多層の記憶域（マルチ

レイヤ）に記録し、それらを統合することである。すなわち、MAWSS は上述し

た②～⑥の技術分野における、オペレーターとデータを介して“緩く”繋がり、技

術分野の能力を 大限発揮しながら、各生活圏と都市ユニット全体の well-being
を調整し、その妥協点を生活圏にフィードバックする役割を担う。 

 
MAWSS(AI)が緩くつながる技術として、（532）都市に関するオープンデータ

化を図り、多様な主体が保有共・連携して活用できるプラットフォームの構築

（2029 年）、（534）フィジカル・サイバー空間のシームレス結合によるインフ

ラのモニタリング、予測、制御技術（2030 年）、（13）AIによる実世界システム

制御（2030 年）などがある。これらの技術群がシステムとして社会実装されるこ

とにより、MAWSS の開発がさらに加速されると予測する。 
 

⑧ 教育・文化による Well-being の形成 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」が何を目指すかはその時代の価値観に影響され

る。今回の COVID-19 によるパンデミックを通じて、経済活動を自粛することに

より感染拡大をある程度阻止できた一方で、広域かつ繰り返される緊急事態宣言

は、我々にかなりの経済的かつ精神的犠牲を強いたことも事実である。 
 
図 5.4.1 において⑧の「教育・文化による Well-being の形成」を一番下に配置

したのは、教育や文化が技術やシステム開発の方向を決める判断基準に影響を与

える基礎的な存在であるからである。その判断基準は時々の価値観に基づき、価

値観は普遍的な部分と環境によって変化する部分がある。 
 
現在の一極集中都市は、経済効率を追求した 20 世紀の価値観を反映した構造で

あるとの見方も成り立ち、その意味で、広域かつ繰り返された緊急事態宣言は感

染域の特定が困難な一極集中の都市構造との関連があると言える。問題は、我々

の現在の価値観が生活圏を重視した多極分散型の都市による well-being を求めて

いるにもかかわらず、都市の構造は変わっていない点にある。 
 
このような価値観と実空間の間のギャップは現在と 2050 年の間にも起きうる。

その意味で、現時点から見た 2050 年のゴールイメージを関係者間でより正確に共

有する必要があると考え、図 5.4.2 の 2 つのエピソードを準備した。将来的にはこ

れら文章化されたエピソードは、AI の画像技術により 3 次元化され、より多くの

利害関係者間のコンセンサスが得られやすくなると予想している。但し、図 5.4.1、
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図 5.4.2自体が今後の環境変化により影響を受ける性質を持っており、これには定

期的な見直し作業が必要である。 
 
5.4.3. 実現に向けたシナリオ 

「マルチ AI ネットワーク都市」の普及には、科学技術予測調査の（212）物質

やエネルギーのスマートユースに基づく自立・自律型都市圏の設計手法（2038 年）

が貢献すると考える。なぜなら、設計手法が確立することによりロードマップが

社会的に認知され、設計手続きが一般化する。この手続きの一般化により、関連

する技術やシステム開発へのリスクが低減されるため、それが普及に繋がるから

である。 
 
なお、この都市のフィジカルな実現時期は 2050 年以降になると想定しているが、

そこに至るトランジッションとしては、現行のインフラネットワークなどの都市

骨格を保持しつつ情報系のみをネットワーク化するバーチャルな「マルチ AI ネッ

トワーク都市」が先行すると考えている。 
 
すなわち、ロードマップ 上部の 4 つのイメージ図が示すように、まず一極集

中都市の中にバーチャルな機能を有する複数の生活圏を設定し、これにより都市

が徐々に多極化に至ると予想している。 初に生活圏を設定する候補として、図 
5.2.11 では東京首都圏における市町村の居住人口と面積のマップを示す。この点

については、すでに 5.2.7 において詳述しているが、再度要約すれば「マルチ AI
ネットワーク都市」の一つのユニット人口（10-18 万人）と、図 5.2.11 が示す東

京都心から直線距離 20-40 ㎞の郊外ゾーン（Ｃ型部分）に存在する多くの小さな

市の人口（10-20 万人）と面積規模が近いことが挙げられる。もちろん人口規模

や面積だけで「Multi-AI ネットワーク都市」の実現性が高いとは言えないが、すで

にフィジカルに行政区の規模が合致しているエリアがあることは、何処から始め

るかという課題に対する一つのヒントである。 
 
都市発展の方向性に関して参考となるのが IIASA(International Institute for 

Applied Systems Analysis)による The World in 2050(TWI2050) [5.5.1]であり、そ

こには 2030 年以降の SDGs の在り方として 6 つの Transformation が示されてい

る 。 そ れ ら は 1)Digital revolution, 2)Human capacity & demography, 
3)Consumption & production, 4)Decarbonization & energy, 5)Food biosphere & 
water および 6)Smart cities である。この６つは今回提案する「マルチ AI ネットワ

ーク都市」の技術ロードマップ（図 5.4.1）とほぼ一致する。 
 
結論的には、図 5.4.1に示す上からホワイト、グレー、グリーンの７つの矢印中

の記述は、本文中の項目①～⑦に対応しており、グレー部分の MAWSS（AI）が

データを介して全体として緩く連携するバーチャルな「マルチ AI ネットワーク都

市」を 2050 年までに形成することが、本提案の目標であると言える。その後のリ

アルまたはフィジカルな都市構造（生活圏ユニット）への移行は、そのエリアの

インフラの骨格にも関わる問題でもあり、更新のタイミングを図りながら、地

域・地区・生活圏ごとに進めるべきと考える。 
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図 5.4.1 マルチ AI ネットワーク都市：実現への技術ロードマップ 
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図 5.4.2 2 つの将来ストーリー 
 
5.5. 「マルチ AI ネットワーク都市」による新興国への技術移転 
5.5.1. DC（Developing Country）におけるデータの社会的共有化 

一般的に先進国と DC を区別する方法として、先進国は一人当たりの年間 GDP
が US$10,000 以上、経済協力開発機構（OECD）加盟国などの定義があるものの、

世界共通の基準は存在しない。むしろ SDGs では先進国が新興国を援助するとい

う考え方自体が見直され、新興国という言葉は使われていない。FACTFULNESS
の著者 Hans Rosling は、1999 年時点においてすでに「先進国と新興国の区別は

もはや意味がない」と述べているように、21 世紀に入りその経済的な格差は縮小

しつつあり、境界自体が曖昧にありつつある。ここでは先進国、新興国、中所得

国、開発途上国という分類において、中所得国および開発途上国をまとめて

DC(Developing Country)と記述する。 
 

エピソード 1 

 

2050 年のある日、都心に居住する A さん（40 歳）は、歩いて 10 分の都心のオフィスへ向かい、長女の高校

も直径 2-3 ㎞*1 の生活圏にあるため、一緒に家をでました。 A さんは、週２日はオフィス、他の２日は在宅勤

務です。道すがら、AI と人間がどのように情報をシェアするのか、遺伝子操作や戦争の判断を AI がどこまで可

能か*2、さらには人間に必要な教育における文化と芸術の役割が話題になりました。また、A さんの夫（40

歳）とは、マンションが構造物の寿命に差し掛かっており、郊外に転居先を決めようとしています。郊外居住を

選択した動機は、社会的にオープンなデータベース（532-29）により高精度ハザードマップやエネルギーなど

インフラに関する情報が判りやすく公開されているからです。具体的には、エネルギーと水に関して独立した住

宅とレベル 5 自動運転を組み合わせると、都心より郊外の方が持続可能なライフスタイルが可能であることが判

ってきたからです。郊外に移転しても在宅勤務の普及で鉄道は座って通勤が可能ですが、むしろ都市計画の考え

方や居住人口の将来分布もチェックして移転先を決める予定です。 

 同日昼頃には COVID50 のパンデミックが発生し、ワクチンが未だ製造過程ため生活圏のロックダウンが宣言

されました 。帰宅時に買い物を予定していたマーケットは生活圏のバーチャル境界の外にあるものの、ウエアラ

ブル感染センサーを持っていれば境界の通過が可能です。今回は感染状況ヒートマップにより AI が他のマーケッ

トを推薦してきましたのでそれに従いました。なお、このバーチャル境界は生活圏ごとに決まっていますが、感

染状況と生活のしやすさを考慮して AI が柔軟に指定し毎日少しずつ変化します。夜は、 近 1 週間の健康状態

と well-being 計測結果をチェック、AI が意識や社会性に関する質問をしてきたので会話を楽しんでから眠りに

つきました。 
*1 ポストコロナを考えた都市では徒歩中心に生活圏を考えている例が多い。例えば、パリ市は 15 分、メ

ルボルン市は 20 分を生活圏と設定、距離換算すると直径 2 ㎞3 ㎞に相当する。 

 これは、世代による歩行速度の差や気候による歩行可能距離の差によるが、一般的な歩行速度は 4 ㎞

/n、1 回のトリップの歩行距離は 15 分から 20 分とすることが多い。 

 *2 第 11 回科学技術予測調査 2019  （科学技術引用番号)-(社会的実現時期（西暦下 2 桁） ） 

エピソード 2 

 

2050 年のある日、数年前に退職を機に都心から郊外の鉄道駅から 10 ㎞離れたところに自宅を移転した B さ

ん（70 歳）は、自家栽培の野菜の朝食を済ませると、昨夜予約した自動運転車が迎えに来るまでの時間を利用し

て、自分の健康状態、自宅の電池の蓄電状態、水槽の貯水量などをチェックしました。その結果、自宅の電池と貯

水池から地域のエネルギー会社や水道会社に電気や水を販売することにしました。その後、迎えに来た自動運転車

に売電充電したため、出発が 30 分ほどおくれました。実は、今日は畑で野菜の育ち具合をチェックする予定でし

たが、農業ロボットへのインプットを間違えたため、現地ではすでに農業ロボットは野菜の収穫を済ませていまし

た。急遽それらをマーケットで販売するため自動運転車の予定を変更しました。 

 ところが今度は、野菜の運搬中にパンデミックによる生活圏のロックダウンが宣言されました。ロックダウン

が宣言されると、バーチャルに設定された境界から外にあるマーケット行くには、ウエアラブル感染センサーがな

いと AI に制止されるため 、急いで自宅に戻りました。自宅にいる間に３週間後の洪水の予報が示され、避難の手

段をモビリティマネジメントシステムに予約するのに時間を取られました 。結局、自宅の野菜は明日売りに行く

ことにしました。夜になると 1 日の行動を感知していた AI が、明日は健康のため休息日にしたほうが良いとのア

ドバイスをくれました 。そういえば明日の野菜販売の予定インプットを忘れており、慌ててマーケットまでの自

動運転車を予約し AI も予定変更に合意しました。 
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DC(Developing Country)への技術移転に関しては、経済産業省による「 終取

りまとめ」にその方針が説明されている[5.5.2]。この取りまとめにおいて特徴的な

のは、デジタル分野については事業主体が保有するデータを社会的共有財として

公開することにより、経済的利益を相互に享受する、いわゆる共創型モデルの有

効性を指摘している点である。 
 
「マルチ AI ネットワーク都市」では、今後も繰り返すと予想される COVID や

自然災害などの都市型アウトブレイクを前提にした時、平時の人々の well-being
をアウトブレイク時のために、どこまで犠牲に出来るかが課題である。この点で、

平時からデータを社会的共有財にすることが可能ならば、平時はイノベーション

を誘発する共創型モデルとして活用し、アウトブレイク時はデータの円滑な流通

を通じたダメージの正確な把握が可能となる。これは痛みを伴わず平時からアウ

トブレイク時に備えることが可能な考え方であり、図 5.4.1 に示す MAWSS と他

の技術分野との情報の双方向性に通じる考え方である。 
 
5.5.2. DC（Developing Country）の都市課題 

UN News[5.5.3]は、2050 年の世界の人口を 97 億人と予想している。このうち特

にアジアとアフリカの伸びが著しく、2050 年にはアジアとアフリカの都市人口は

2015 年比で倍増すると予想されている（図 5.5.1 中央）。 
 

 
図 5.5.1 先進国と新興国における 2050 年までの人口推移予測 

 
それでは DC 特有の都市課題とは何であろうか。第一には、農村部から都市部

への人口流入と自然増が相まって都市域が急速に拡大傾向にあり、市街地が現在

でも郊外へとスプロールしている点にある。この点で、都市の成長が止まり一部

で縮小傾向やスポンジ化が見られる先進国とは異なる。 
 
第二には、鉄道などの公共交通の整備がいまだに不十分であるため、徒歩以外

の移動は自転車、バイク、バスおよび自家用車に依存せざるを得ない状況にあり、

交通渋滞が慢性化している点にある。先進国でも交通渋滞は発生しているが、先
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進国の都市圏ではモータリゼーション以前に都市間鉄道や都市内鉄道が整備され

たため、自家用車以外の代替手段が存在する点が異なる。 
 
第三は、住宅開発の多くが Illegal（不法）または  Informal（非公式）に行われ、

無計画な郊外スプロールの原因となっている点がある。例えば図 5.5.2に示すよう

にアフリカの都市人口の 70%が Informal（非公式）居住と言われている。 
 
第四には、スプロールした市街地が災害に対して脆弱な地形に立地している場

合が多い点にある。 

 
図 5.5.2 アフリカでは都市住民 70%が Imformal 

 
これらの４つの課題をまとめると、一般的に DC の都市では人口の急速な増加

を受け入れるため無秩序な郊外スプロールが継続中であり、これが原因となって

スラムが拡大し慢性的な交通渋滞が発生している。この結果、人と物の移動効率

が低下することによる経済的な損失に加え、大気汚染、騒音、不要な CO2 の発生

を許すという悪循環に陥っている。 
 
一般にスラムが災害、パンデミックおよび反社会的組織の温床になっていると

認識されている。しかしながらスラムは、交通渋滞と同様、農村部の貧困と都市

部への急速な人口流入の結果生じている現象であり、これら都市問題の真の原因

ではない。 
 
図 5.5.3はアフガニスタンの首都、カブールの市街地の分布を示すが、スプロー

ルしているのは殆ど薄いグリーンの informal な郊外エリアであることが判る。以

上により、これらの都市問題を解決するためには農村部の生活の質の改善と、都

市部における土地登録制度の整備を同時に進める必要がある。 

 
図 5.5.3 Informal 市街地は郊外へスプロール（アフガニスタン、カブール市） 

 
これに関して、技術進歩が農村の生活をどのように変えるが、さらには土地登

録制度に対する影響に関して述べる。図 5.5.4はドローンから撮影したビデオを画
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像認識技術により、宅地、道路および緑（樹木）に分類しそれぞれの面積を自動

計算した結果である。このような画像認識技術に代表される AI の利用により、従

来は困難であったスプロールエリアの土地利用の急速な変化や、スラム内の不法

建築などをリアルタイムに捕捉することが可能になりつつある。この新しい技術

を、Informal（非公式）な居住の減少につなげることが期待されている。 

 
図 5.5.4 画像を道路、宅地、緑に分類 

 
5.5.3. 課題の整理と新技術の導入 

農村部の well-being の改善および都市部の土地登録制度を構築するために、1)
長期かつ広域的な課題と 2)短期かつローカルな課題に分ける。前者、農村部の

well-being に代表される長期的かつ広域的な改善については、広域 Multi-AI ネット

ワークを中心にした次の 5 項目の同時進行が有効である（図 5.5.7 左図）。それら

は a)都市ビジョンの作成、b)地域文化の継承、c)農村 well-being の改善、d)都市と

農業の共存および e)アウトブレイク対策の具体化である。 
 
後者、短期かつローカルな課題については、生活圏 AI ネットワークを中心に次

の 5 項目の同時進行が有効である。それらは a)土地登録制度、b)耐久性のある住

宅の整備、c)水・衛生インフラの整備、d)再生可能エネルギーの促進、e) 都市型

小型 EV の普及である（図 5.5.7 右図）。 
 
すべての鍵を握る都市ビジョンの作成に関しては、日本では「市町村マスター

プラン」制度があり、都市の将来ビジョンを確立し、地域全体の課題に対応した

地区別の将来の姿と整備方針を明らかにすることが義務付けられている。以降、

このような都市ビジョン（＝マスタープラン）の作成を PUD(Planning and Urban 
Design) と記述する。 

 
それではなぜ DC では PUD（＝マスタープラン）の整備が滞っているのであろ

うか。その理由として、PUD の作成を先進国からの技術と資金に全面的に依存し

てきたため人材が不足しているのも事実である。しかしながら例え人材を揃えて
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も都心への急速な人口流入が原因となってその更新が追いつかない、さらには居

住地の多くが Illegal（不法）または  Informal（非公式）であるため、統計データ

の取得や更新が難しいなど、DC 特有の課題があるためである。 
 
この課題の解決には、STI が適している。例えば、近年 DC においてもスマート

フォンが普及しつつあり、通話記録 CDR(Call Detailed Record)より得られる位置

情報から、人口や移動経路を容易に推定することが可能になりつつある。加えて、

人工衛星、ドローン空撮およびそれに関連する画像認識技術により、住宅戸数の

把握、土地利用の定量化、さらには不法建築の早期発見などが可能となっている。

このように「DC 型のマルチ AI ネットワーク都市」は、様々なデバイスや航空宇

宙技術の発展によるデータを取得し画像認識することにより、統計データの取得

や更新が改善される可能性を持っている。 
 
ここで DC における農業モデルの事例として図 5.5.5 を示す。このモデルは広域

電力ネットワークが未整備のルワンダの首都キガリ周辺の農村のために提案した

ものである。このモデルの中心となる技術は、太陽光発電、揚水および灌漑、マ

イクロ発電、マイクロ送電および農業技術や関連システムである。 
 
この農業モデルは、農村にとっては灌漑による耕作面積の増加が収入の増加に

つながり、それによりローカルな電力会社より電気の購入が可能となる。すなわ

ち、この農業モデルでは単に電気の普及だけでなく、エネルギー、食料、水の全

体的な自給率を高め、農業とエネルギーに関連する新しい雇用を生み、自立・自

律型の生活圏の実現を狙っている点にある。 
 
世界銀行によるレポート”Harvesting Prosperity: Technology and Productivity 

Growth in Agriculture”においても、新しい知識を生み出し、確実に浸透させるため

の投資を強化することが、農業生産性、ひいては農業所得の飛躍的向上につなが

ると述べている。 
 
しかしながら一方、UN による Sustainable Development in the 21st century 

(SD21) [5.5.4]は、現在の農業に関して、我々の食物の半分以上が米・トウモロコ

シ・小麦の 3種類の穀物由来であり、3種類の穀物の一つにでも感染症が拡散すれ

ば、世界の食糧供給に深刻なダメージを与える可能性があると指摘している。ま

た農業先進国のオランダでは、これまではグリーンポート政策として、農作物の

生産 1 次、加工 2 次、販売 3 次を一体化し６次産業として生産物をタイムリーに

高く売ることが中心であったが、現在はいかに少ないインプット（労働、エネル

ギー、水、肥料など）で生産を増加させるかに重点が移っている。 
 
DCの都市近郊でも単一穀物の栽培に依存せず、自動化・情報化により少ないイ

ンプットで多様な作物の生産を拡大するために、AI 農業への技術実装を加速すべ

きであると感じる。 
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図 5.5.5 揚水・灌漑マイクログリッド電力システム 

 
5.5.4. 新技術が変える都市と農業 

これまで DC の交通政策では、都心に地下鉄や BRT(Bus Rapid Transit)を導入

し、駅周辺を TOD(Transit Oriented Development) （注１）により高密度な市街地

として開発するという考え方が一般的であった。 
 
このような状況下、2050 年に向けて実用化が視野に入ってきたのが自動運転で

ある。利用者は都市向けの小型 EV（以降 SSV: Small Smart Vehicle）を MaaS 
(Mobility as a Service)を通じ、自動運転により出発地から目的地までシームレス

に移動することが可能となる。これまでの地下鉄（BRT）の駅周辺を TOD により

開発するワンパターンから脱却し、都心部では徒歩と SSV を中心とした生活圏、

郊外部では MaaS と SSV によるオンデマンドな公共交通に移行すると考えられる。 
 
MaaS と SSV による分散型の交通インフラネットワークを支える再生可能エネ

ルギーに関しては、国際エネルギー機関 IEA は、2050 年にはソーラー発電により

世界の電力量の 4 分の 1 を供給することが可能になると分析しており、低炭素な

「Autono-MaaS」への追い風となっている。日本でも 2009 年に新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）が発表したロードマップ「PV2030＋」において、

2030 年のソーラー発電コストは 7 円/kWh と予想しており、これは現在の電力小

売価格を下回る。DCでは大規模な発電所と送電網の建設から、都心では街区単位、

郊外では戸別にソーラー発電する方法にシフトし、上記 SSV も駐車中にグリーン

電力を非接触充電する方法が普及すると予想される。 
 
水供給に関しては、経済協力開発機構（OECD）は新興国や途上国の人口増加

などを背景に、2050 年には世界の人口の約 40 パーセントが深刻な水不足にさら

されると予測している[5.5.5]。現在水道のサービスが無い地域では、河川、湖沼、

雨水および地下水から飲料水や生活水を直接取得している。これらの地域では、

広域をカバーする公共水道のネットワーク建設に向かわず「膜処理法」による

local なシステムに移行する可能性がある。また、 近脚光を浴びているのが直接

再利用（Direct Potable Reuse）である。すなわち，下水処理場において飲用水を
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製造し配水する。米国ではこの DPR の推進のための技術開発やパブリックアクセ

プタンス（公衆受容）に 関する議論が継続して行われている。これらは当面はア

ウトブレイク時のバックアップとして普及するが、平時における利用は社会的な

コンセンサス次第であろう。 
 
以上述べた 2050 年に向けた交通、エネルギーおよび水に関連する動向より判断

すると、 DC の都市は図 5.5.6 の（農地＋市街地）一体化モデルに示すような、農

業との親和性が高く、市街地の分散を SSV のモビリティによりカバーし、自立・

自律型のインフラを備えた形態に移行すると予想する。都市と農業を AI を用いて

一体的にマネジメントするのが DC における「マルチ AI ネットワーク都市」であ

る。 

 
図 5.5.6 マルチ AI ネットワーク都市：（農地＋市街地）一体化 

 
（注１）TOD(Transit Oriented Development)は、自動車に依存した都市から鉄道

中心の都市への転換を図るため、都心部では駅周辺に商業施設を重点的

配置し、同時に郊外駅周辺に住宅地を計画的に造成するなど、Transit す

なわち人々の移動を中心に置いた開発の在り方を意味する。 
 
5.5.5. まとめ 

DCにおける都市の変化は、これに必要な社会改革のペースを上回っている。人

口の大部分が、水、衛生、排水、ヘルスケア、学校などに問題を抱える一方で、

過去 15〜20 年間、国勢調査が行われていない国も存在する。 
 
これに対応して図 5.5.7 は、「マルチ AI ネットワーク都市」を通じた新興国へ

の技術移転の概要を図化している。左図は長期的かつ広域にわたる課題でありど

ちらかと言えば中央政府によるトップダウンに適している項目である。右図は短

期的かつローカルな課題であり地方政府や企業によるボトムアップに適している。 
 
左図については、先ずもって更新システムを内包する都市ビジョン（PUD）が

必要であり、この都市ビジョンは農地と市街地を一体的に計画し、農村の well-
beingを向上させるロードマップを含む。右図については、現状を把握し不法居住
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を減少させるための土地登録システムの充実が急がれ、次に都市型小型 EV の普

及が重要であると考える。なぜならば、土地登録システムは都市ビジョン（PUD）

作成の基礎であり、一方都市型の小型 EV は農作物の販売を通じて農民の well-
being向上を促し、同時にアウトブレイク時の都市への物資輸送に有効であると考

えるからである。 
 
なお図 5.5.7 において、DC 特有の課題をブルー、先進国と共通する課題をグリ

ーンに色分けしたが、グリーンは先進国においても一極集中都市から多極分散型

へ移行するに際して必要な要素である。これらを DC が先行的に導入することに

より先進国でも多極分散、自立型都市へと向かう契機になることが期待される。 
 
DC へは先進国の「マルチ AI ネットワーク都市」をコピーするのではなく、地

域の文化や生活習慣を考慮したうえで必要な技術を移転すべきである。具体的に

は図 5.5.7 に示す 2 つの五角形を繋ぐ「DC 型マルチ AI ネットワーク都市」を先進

国に先立ち社会実装することを提案する。なぜならば、このままでは DC の都市

は、20 世紀に先進国都市が辿った一極集中への経路をふたたび辿ると予想される

からである。図 5.5.8 は横軸が時間であり縦軸が well-being、第 3 軸が科学技術・

イノベーション（STI）を示し、先行的な社会実装により「DC 型マルチ AI ネット

ワーク都市」が、先進国の都市の成長経路をスキップする様子を図化している。

DC も先進国も目標は「多極化＋リアル生活圏」による well-being の向上である点

は共通している。 
 
我々は温暖化、エネルギー、難民、食糧など地球規模の課題への取り組みを通

じて、先進国だけが資源とエネルギーを大量に消費し well-being を向上させるこ

とは困難であることを学んだ。SDGs における“No one will be left behind” および

“Endeavor to reach the furthest behind first”に込められた精神を思い起こすべきで

ある。21 世紀の STI は、Think global globally, act global globally でなければなら

ない。 
 

 
図 5.5.7 DC マルチ AI ネットワーク都市の課題（グリーンは、先進国と共通の課

題、ブルーは DC 特有の課題） 
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図 5.5.8 STI によるマルチ AI ネットワーク都市の将来像 
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai6/siryou1.pdf 
<図 5.2.5> 第 2 回 大阪大学 TranSupport 工学フォーラムにおける杉山郁夫（大阪

大学客員教授）による講演「ニューノーマル時代の AI 共存型アーバニズム」資

料（2021-01-28） 
http://www.cfi.eng.osaka-u.ac.jp/assets/doc/event/20210128flyer.pdf 
および OECD GSF-TIP Workshop Improving academia-private sector 

interactions: 
Lessons learned from the COVID-19 pandemic における Teteo Arimoto らによる

‘Public-Private Partnership/Co-creation in response to COVID-19 and the 
Future Crises: Lessons from cases in Japan’ 

の発表資料（16 September 2021） 
https://www.oecd.org/sti/inno/improving-academia-private-sector-interactions.htm 
<図 5.2.6> 下山らによる著書「Pyton 実践データ分析、秀和システム（2021）」

掲載プログラムとデータを一部変更して利用。 
<図 5.2.7> https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7546969/ 
<図 5.2.8>https://www.imda.gov.sg/news-and-events/impact-news/2020/07/5-

ways-AI-is-helping-in-the-COVID-19-fight 
<図 5.2.9>https://www.mlit.go.jp/common/001261462.pdf 
<図

5.2.10>https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/land/movie/landuse/capital/mes
h.html 

https://www.mlit.go.jp/common/001046872.pdf 
https://www.researchgate.net/figure/Land-use-base-maps-of-the-Netherlands-for-

2000-and-2015-following-autonomous-developments_fig6_40096451 
<図 5.2.11>左図 https://csl.sony.fr/the-15-minute-city-unveiled/ 
右図 python オープンソース basemap を用いて筆者作成 
＜図 5.3.1＞筆者作成 
＜図 5.4.1＞文献[2]を参照し筆者作成 
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＜図 5.4.2＞文献[2]を参照し筆者作成 
＜図 5.5.1＞  http://www.economicsinpictures.com/2014/08/trends-in-global-

working-age.html 
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/global/urban-world 
<図 5.5.2>https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/what-does-rapid-

urbanisation-mean-for-utility-service provision-our-takeaways-from-the-
africaworks-conference/ 

＜図 5.5.3＞https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=73045 
＜図 5.5.4>筆者作成 
＜図 5.5.5＞筆者作成 
＜図 5.5.6＞筆者作成 
＜図 5.5.7＞筆者作成 
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6. 終わりに 
 

17 世紀科学革命の後、科学と技術の深い結びつきのもとに工業化社会が進展し、

20 世紀後半にはエレクトロニクス技術、バイオテクノロジー、計算機技術による

高度な情報化社会が開花した。今日、世界はデータ駆動型社会として、新たな成

長を遂げようとしている。しかしながら一方で、気候温暖化や地球資源の過度な

消費、陸上や海の生態の破壊など、地球システムの持続性に係わる課題が顕在化

してきた。人獣共通感染症も、自然と人間の共生関係が損なわれてきた結果と見

なされる。また、多くの開発途上国が科学技術の恩恵を十分に受けることが出来

ず、国の間で格差が拡大している。 
 
このために、過去半世紀にわたり国連が中心になって、環境問題や人権問題に

関して議論を重ね、個別の条約や共同宣言の形で様々な政治枠組を形成してきた。

2015 年の国連総会で、これら全体を包含し、持続可能で誰一人取り残さない社会

の実現を目指す 2030 アジェンダが全会一致で採択され、世界は 17 の目標からな

る SDGs を 2030 年迄に実現することを目指している。ここで追求される価値は、

地 球 環 境 の 回 復 （ Planet ） 、 人 び と の 基 本 的 人 権 (People) 、 経 済 的 繁 栄

(Prosperity)、平和(Peace)、パートナーシップ(Partnership)で、これらをまとめて

5P と呼ばれる。言うまでもなく、2030 年に理想的な世界が実現するわけでなく、

新たな地球社会を実現する重要な通過点と考えられている。 
 
日本では、2016 年に持続可能な開発目標（SDGs）推進本部が、SDGs 官民円

卓会議の議論を経て策定した SDGs 実施指針では、上記５P の実現を目指して 8
つの優先課題が掲げられている。ここで、経済成長一辺倒から、国民の安全・安

心を実現する強靱な社会の構築と人びとの Well-being にシフトするという国とし

ての新たな方向性を打ち出した。日本における国、地方自治体、産業界、学術界、

市民社会の SDGs への取り組みは、国際的にも評価されて来たが、気候変動対策、

女性の活躍、海陸の生態系の保全、国際的なパートナーシップなどで特に遅れて

いると指摘されている。 
 
EAJ は、これまで、人類の安寧とよりよき生存を目指して、未来社会をデザイ

ンすることを使命に掲げ、政策提言や人材育成など様々な活動を行ってきた。そ

の活動の一環として、2050 年頃の社会のあるべき姿（Vision）を描き、科学技術

イノベーションにより何が出来るか（What）、どの様にすれば出来るか（How）

を検討するために、2019 年 11 月の理事会で、科学技術イノベーション 2050 委員

会（沖大幹委員長）を設置することになった。この委員会の設置は、先行した

EAJ プロジェクト「SDGs に向けた科学技術イノベーションの役割（武田晴夫プ

ロジェクトリーダー）」から提案されたもので、EAJ の理念である “Engineer the 
Future”実現に向けた継続的な活動と位置づけられた。 

 
委員会ではまず取り上げるべき課題の絞り込みのために、日本、および世界の

現状にする様々な問題意識が紹介されたが、2019 年 12 月に中国で発生した

COVID-19 による影響が国内でも本格化したことも勘案して，以下の 3 つのテー

マで取り組むことになった。  
 

- 138 -



 

The Road to 2050 @ STI2050, EAJ 

■139

(1) スマートな都市、快適で強靭な人間居住の実現

(2) 持続可能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現

(3) 可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現

各テーマに関して、世界、国、地方、セクター、個人と言った空間的な広がり

に配慮すると共に、時間軸を入れたデザインに挑戦し、主要テーマについて STI 
for SDGs ロードマップの作成を試みることになった。 

スマートな都市では、世界的な大都市集中における課題を、持続可能性、強靱

性、感染症対策、生活の利便性などの観点で検討し、マルチ AI ネットワークを実

装したマルチレイヤー、マルチスケールの分散型社会として「ニューローカル都

市圏」を実現することを提案した。また、このために必要になる技術・システム

を抽出し、それらが実現する時期の目安を示した。ニューローカル都市圏の実現

は、少子高齢化のもとで進む都市のスポンジ化対策にもつながり、東京、大阪と

言った大都市の再開発だけでなく、日本が力を入れている地方創生 SDGs 活動に

おいてもこの概念や方法論を展開可能である。また、多くの課題を抱える中所得

国や開発途上国の都市の在り方について有益な示唆を与える。今後具体的なパイ

ロットプログラムの実践や、都市の変化を把握するための評価指標の共有が重要

と考えられる。都市の再開発は、100 年の計で取り組むべき課題であり、これか

らも検討を継続していきたい。

エネルギー、食料、水は、相互の間が深いことからネクサスとして議論するこ

とにし、今回はエネルギーに多くの時間を割いた。ここでは、「2050 年から遠く

ない時期までに、世界全体としてカーボンニュートラルを目指す」ことと、

「2050 年までのなるべく早期に、世界の全ての地域において Energy Sufficiency 
を達成すること」の 2 点を実現するために、5 つの原則を提案し［4.4 節参照］、

国際連携の下で、先進国、開発途上国が取り組むべき具体的な指針を示した。ま

た、これらを実践するための技術政策論を展開した。エネルギーシステムの全体

適化のために、工学が政策当局や産業界・市民との協調を図り、適切な合意を

形成するための道筋を示す必要があること、エネルギー分野の研究人材が決定的

に不足しており強化が必要であること、新技術の社会実装への投資が進むような

金融メカニズムの構築が重要であることを指摘した。Sufficiency の実現を軸に、

世界的視野で食料・水を含めたネクサスの考察がさらに深まることを期待したい。

我々が、人類の安寧とよりよき生存に向けて取り組む上で重要な共通テーマと

して、可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現

を 3 番目のテーマとして取り上げた。ガバナンスの在り方は、東日本大地震と福

島第一原子力発電所事故の際に問題視されたが、現在のコロナ対策において改め

て顕在化してきた課題である。今回の議論から、ガバナンスを政府の一方的な統

治として捉えるのでなく、様々な価値観を持つ多様なステークホルダーもそのプ

ロセスに関与する観点から、緊張感と相互の信頼の上に科学と政治（行政府、立

法府）と社会のインターフェースを再構築することを提案している。このために、

科学コミュニティに対しては、科学的エビデンスの提供、可能な道筋の提案のた

めのミッション志向型科学技術政策、学際共創型研究、科学的知識の分かりやす

い説明など、科学技術・イノベーションシステムの変革を促す。
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上記の活動を通じて、部分と全体に関する問題でとして、個別の活動が国およ

び世界レベルでどの様な価値を生み出そうとしているのか大きく捉える必要があ

ることを再認識した。例えば、それぞれのローカル SDGs 活動をメタレベルで普

遍化し、それを国レベル、グローバルレベルにレベルに展開することにより、よ

り大きな価値に結びつく。地方、国、地域、世界レベルの活動の多層化と連携が

重要である。また、多くの委員が日頃の国際活動で得た知見が、課題の明確化と

解決に向けた方法論の検討に役立つことを経験した。日本人は、国際的なネット

ワークづくりが苦手と言われるが、その様な遺伝子を持って生まれついたわけで

もなく、特にこれからの時代を担う若い世代にはこれまで以上に国際活動に取り

組まれることを期待したい。 
 
これまで委員会、分科会を多数回開催し、2021 年 7 月には、本報告に関するオ

ンラインのシンポジウムを開催した。また、2021 年 5 月の国連 STI フォーラムに

おいて、未来都市に関するサイドイベントを開催し、合わせて国連 IATT の報告書

“Emerging science, frontier technologies, and the SDGs”への投稿が受理されるな

ど、活発な体外活動を行ってきた。この報告書は、EAJ の科学技術イノベーショ

ン 2050 委員会発足後約 2 年間の活動を纏めたものでる。読者の忌憚のないご意見

をいただければ幸甚である。また、常置委員会として、未来社会のデザインを継

続する上で、EAJ 会員は勿論のこと、非会員の方にも広く参加していただきたい。 
 

後に、委員会活動をリードして頂いた沖大幹委員長、有川太郎幹事、亀井未

穂幹事を始め、3 つの分科会の主査を務めてこられた杉山郁夫委員、安永裕幸委

員長、大竹暁委員、報告書の執筆に当たられた委員、毎回熱心な議論に参加され

た委員の皆様方に、前 EAJ 会長代理として厚く感謝申し上げたい。また、2021 年

8 月に開催したワークショップで未来社会の在り方について示唆に富む講演をし

て頂いた、土井健司 大阪大学教授、高村ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センタ

ー教授、浅川智恵子 IBM T.J.ワトソン研究所 フェローに感謝する次第である。 
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付録 1 2020 年 8 月の WS  
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ブレイクアウトセッション： 
スマートな都市、快適で強靭な人間居住に向けて、New Normal と New Local 
講演者：土井健司 大阪大学 大学院工学研究科 教授（社会システム学講座 

交通・地域計画学領域） 
 
＜ご講演の要約＞ 
 

我々は図-１に示すように「自然及び歴史基盤」、「社会基盤」および「社会関

係資本」の 3 つの生存基盤の関係性の中で生きており、どれも必要不可欠なもの

です。近年、図の中央の「社会基盤」に関して老朽化と災害脆弱化が進行し、右

側の「社会関係資本」に関してはコミュニティ帰属意識の希薄化と個人の孤立が

進んでいます。さらに深刻なのは、左側の「自然及び歴史基盤」に関し、都市を

支える基盤である自然や歴史に対する記憶の忘却が起きていることです。現在、

世界中で都市居住人口が増加の一途であり、それに伴いバンコクでは 2011 年に大

水害が発生し、2020 年には重慶水害が発生しました。このように都市居住と災害

というものは切り離せないにも関わらず、我々には自然災害に対する記憶が殆ど

ありません。この状況を克服するには、生存基盤の関係性を強化する必要があり、

主体としての人間が AI の特長を生かしつつどのように共存関係を築くべきかを考

えるべきです。 
 
スマートシティについては、リアル社会における施設やインフラ(Urbs)と、市

民・コミュニティ(Civitas)の間の分離が深刻であり、この分離を AI により埋める

役割を期待されています。１８世紀、１９世紀の都市では過密居住に伴う公衆衛

生の問題が深刻化しました。それを解決する一つの方法として都市の郊外スプロ

ールが発生し、大量の自動車が郊外から流入する都心では、コミュニティ

(Civitas)は人間のスケールを超えた広幅員な道路や巨大な駐車場により占有され、

歩行者や自転車の移動空間は忘れ去られるようになりました。これら分断かつ希

薄化したコミュニティを立て直し、人間のための都市を取り戻す手段としてのサ

イバー技術に期待が高まっています。ここで、近年の価値観の変化にも注目すべ

きです。我々の価値観は、従来の目的合理性から徐々に価値合理性の重要性が認

識されつつあります。ここで目的合理性とは、手段を絞りすばやく目的を達成す

る考え方であり、価値合理性とは長期的かつ多元的に物事を捉える考え方です。

交通を例に挙げれば、目的合理性においては、移動は他の目的のための手段であ

り、迅速かつ経済的に目的地に到達する手段の選択が重要です。一方、価値合理

性とは、移動自体が目的であり、地域と利用者が共存しつつ非日常的な回遊や体

験を共有して、生活の質の向上と災害レジリエンスを高めます。政策や技術開発

をこのような価値観の変化に対応できるように誘導する必要がありますが、重要

なのは価値観の変化が比較的容易に把握できること、および二つの合理性は二者

択一ではなく適度なバランスが必要である点です。 
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適度なバランスに関して、スマートシティにおいては、6s が強調されます。こ

れらは、スマートシティが備えるべき 3S(Smart、Safe、Sustainable)、および 3S
を実現するための 3s(shared と secure、scalable)に分かれます。ここで‘shared’は
物事および経験の共有、‘secure’は予測、対策および拡散防止、‘scalable’はニーズ

に応じた柔軟な都市規模を意味します。 近注目を浴びているのが 15 分徒歩圏を

単位とした小エリアの‘scalable’な街区であり、内部の移動は徒歩と自転車および

SSV と呼ばれる小型の‘shared’EV によります。１５分都市では、これまでの公共

交通による広域移動を前提とした生活圏を、コンパクトな‘scalable’街区の内部移

動に切り替え、長期ロックダウンに耐えられる自立的な街区の集合体を目指しま

す。 
 
このような試みを実現化するには、現状の慣行（inertia）に囚われない、試行

錯誤とダイナミズム保証するプラットホーム空間が必要です。そのプラットホー

ム空間における実証的な取り組みがさらに新しい価値を生み、Narrative mode に

よる成功例の蓄積を促進します。このような成功の記憶により、繰り返されるア

ウトブレイクを想定外化しないシステムへの発展が可能となります。そして New 
Normal な観点からは、このシステムを組み込んだ Scalable かつ部分的にロックダ

ウンが可能な都市・交通の再構築が視野に入ります。加えて、New Normal 時代の

New Local の観点からは、図-２に示す、災害時の移動の自由、安全安心、社会・

経済の活力をトリレンマにしないような、自律／自立的な sufficient economy を作

り上げていく必要があります。この sufficient economy は災害時だけでなく平常時

における移動の自由、安全安心、社会・経済の活力を高め、生活の質を向上させ

ます。このようなデュアルモードに対応する sufficient economy を維持するには、

大量の情報を処理し記憶する AI の特性を活用することが必要であり、それが結果

的に人間と AI の共存関係の一つの在り方を示し、長期的には地域の雇用の促進や

生産性の向上につながると考えます。 
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ブレイクアウトセッション： 
持続可能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現に向けて 
講演者：高村ゆかり 東京大学未来ビジョン研究センター 教授（法学） 

 
＜ご講演の要約＞ 

 
まず、日本工学アカデミーのワークショップに、お声をかけていただき、あり

がとうございます。私自身の専門は法律・法学でございまして、研究の成果をも

とに、法政策の議論をするという、どちらかというと研究成果のユーザーの立場

になります。わたくしの所では、頂いたお題に沿って現状確認をし、今国際社会

がこの３つのテーマについてどこに向かおうとしているのかということについて、

もう一度確認した上で、COVID-19 のインパクトについて見て参ります。また、

水、食料、エネルギーともに、それぞれが非常に大きなテーマですので、特に気

候変動と関係性の深いエネルギーの所に重点を置いてお話を申し上げます。 
 
まず、水・エネルギー・食料はともに、人々の幸福に関わってくるとともに、

貧困の撲滅、持続可能な発展に不可欠であることは異論がないと思います。また、

この水・エネルギー・食料の需要は、世界規模では 2050 年にかけて人口の増加、

経済発展などに伴い、相当に伸びる見通しが認識されているように思います。し

かし、需要は伸びると予測されている一方で、実際にはアクセスが保証されてい

ない状況が残ったまま、需要が伸びる可能性があります。この場合、どのように

需要を満たすのかという問題も深刻になります。このような問題は、特にアフリ

カでは深刻です。また、エネルギーアクセスの問題に関しては、特に途上国にお

いて、支払い能力はあるけれども、エネルギーにアクセスできない人口が、実は

かなりあるということが示されています。近代的なエネルギーインフラ、電力イ

ンフラをどのように作っていくべきかということの重要性が考察されます。そし

て大気汚染との関係ですが、近代的なエネルギーへのアクセスの改善が、健康、

大気汚染の改善にもつながると言うことが出来ます。 
 
気候変動について、この３つの水、食料、エネルギーとの関係では、当然エネ

ルギーとの関連は強いわけですが、2018 年の IPCC の特別報告書の中で、1.5℃と

2℃でインパクトが大きなもものを見てみますと、生態系に与える影響、そして食

料への影響というのが、1.5℃と 2℃の差でかなり大きく違ってくるという内容に

なっていることが、大変興味深いと思っております。例えば、気候変動が、その

影響によって農作物の収量に影響を与える、あるいは人口増や水の需要の増、こ

うしたものが複合的になることでウォーターストレスを高める、影響を受ける人

口を増やす、と言ったような予測があります。また、水の気候変動の影響等から

農業に適さない土地が、将来に向かって増えるといったような見通しなどもあり
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ます。さらに、バイオマスエネルギーと食料との競合の問題もあります。これは、

IPCC の 2018 年の 1.5℃の特別報告書の中でも、いくつかのシナリオが、かなり

のバイオマスエネルギーへの依存というものを前提としたシナリオになっていま

した。実は、国連の安全保障の分野でも、このような気候変動による悪影響、環

境変化が地域、もしくは紛争地域の安定性に非常に大きな影響を与えていること

が、指摘されています。その中でも、水・食料・気候変動に関連したリスクが、

紛争の発生頻度や強度、長期化のリスクを増幅する、といった共通の認識が形成

されつつあるというのが、大変興味深いところです。 
 
一方で、エネルギーの分野では、気候変動と関連して、イノベーションという

文脈で、大きな変化が見受けられます。世界的に電力分野は、エネルギー消費の

５分の１を占めていますが、ここでは再生可能エネルギーへの転換が進んでおり

ます。しかし、熱の分野、輸送燃料の分野では電化を進めることによる、再生可

能エネルギーへの代替ができないところに、一つの大きなイノベーションの課題、

技術的な課題があると認識をしております。しかし、特に立地を選ばない太陽光

を中心として、再生可能エネルギーが近年大きく増えてきているのは、非常に歴

史的な転換だと認識いたしております。2014 年あたりから、５年間のうちに約世

界の 3 分の 2 の国と地域では再生可能エネルギーの方が、ガス火力もしくは石炭

火力の新設と比べて、安い電源になってきているということです。その中で、残

念ながら、日本、韓国、インドネシア、ベトナム等、アジアの国のいくつかは、

なお石炭火力の新設の方が安くなっております。このようなエネルギー転換の中、

経済成長をすることで、エネルギー需要が増え、さらに温室効果の排出量、つま

り、エネルギー起源の CO2 が増えるという構造にも、少しずつ変化が見られるよ

うになりました。2014 年から 2016 年のトレンドとして、毎年この 3 年間は年 3％

以上の経済成長率を記録しておりますが、排出は伸びておりませんでした。これ

は経済成長の排出量のデカップリングという現象が、理論的には言われていまし

たが、現実のものとして見えるようになってきた、ということであります。 
 
また、一方で技術の面で、大変面白いと思いますのが、モビリティの電化につ

いてです。これは、電気の排出係数が低くなっていく、もしくは排出をしない電

気になることによって、システム全体としての排出量をコントロールする、デジ

タル化によるセクターを超えたイノベーションが現在進行しています。こうした

気候変動対策それからエネルギー転換を、国以外の主体、非国家主体、自治体や

都市、企業、金融機関、あるいは団体、大学などがイニシアティブを取っている

点です。 
 
SDGs とパリ協定がおそらく、私たち世界がどこに行きたいのかといった一つ

のビジョンを示すと思いますが、これは現在の社会の延長線上にはない、という
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のは、はっきりしていまして、ありたい未来像から、それに至るための道筋と課

題を確認する、どういう社会の変革、イノベーションが必要になるのかを、考察

することが必要であると思います。 後に、SDGs の考え方というのが、非常に

重要であると思い、人々の basic needs、あるいは well-being の向上を、そのビジ

ョンの中核にし、脆弱な人々と社会をどう守るかという観点が、非常に共通した

我々の課題でもあろうかと思っております。それが現在の、COVID-19 の中でさ

らに必要となっている課題ではないかと思います。 
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ブレイクアウトセッション： 
AI for Accessibility 
講演者：浅川智恵子 IBM T.J.ワトソン研究所 フェロー 

 
＜ご講演の要約＞ 

 
私は小学 5 年生の時にプールの怪我がもとで中学 2 年生の時に失明しました。

視力を失って目が見えないというのは大変だなと感じたわけですが、大きく 2 つ

の問題を知りました。まず一つ目は、情報へのアクセスです。私が失明した頃は、

まだパソコンもインターネットもスマホもない時代でした。したがって、一人で

教科書を読むこともできない、新聞や雑誌あらゆる書籍を読めなくなってしまい

ました。もう一つの問題というのが、移動です。ひとりで学校に行くこともでき

ない、ショッピングに行くこともできない、どこにも一人で出かけることができ

なくなりました。人に依存する状況を変えたい、自立したいと思うようになり、

それが私のその後の人生のゴールとなりました。そして、1990 年代後半、周りの

研究員がインターネットやウェブブラウジングの話をするようになりました。私

も研究所の環境の中で、いち早くインターネットへのアクセスができるようにな

ったのですが、初めてインターネット、ウェブの情報を見た時の衝撃は今でも忘

れることが出来ません。本当に簡単にあらゆる情報、新聞もいつでも毎日読める

ようになりました。このことが本当に私の人生のターニングポイントになりまし

た。 
 
非常に古い日本のアニメ、子供の頃結構印象的に覚えていて、研究者となって

時々このストーリーを考えることがありました。物語の中で、少年の肩に乗った

小鳥型のロボットが戦っている少年に対して向かってくる敵、なんでも少年が目

に届かないものを耳元でささやいてくれるというものでした。これはその当時は

サイエンスフィクションだったわけです。しかし、今この AI や IoT の時代になっ

て、これは 早フィクションではなく、現実に可能になるのではないかと考えて

います。その第一歩として開発したのが、Indoor Navigation System “NavCog”と
いうアプリです。NavCog は iPhone のアプリで視覚障がい者が建物内を移動する

ことを支援するアプリです。ユーザーの皆さん、誰にも聞かなくても目的地に行

けたとか、自信を持って歩けたとか、助けを求められたときに No, thank you. と
いうことが出来たという本当に新たな経験が出来たといううれしいコメントをい

ただいています。 
 
次は自分の周りに何があるかということを認識する技術が必要となります。物

体認識技術がこのような目的を達成する技術の一つです。AI の発展により、進化

によって、急速に普及、進歩している分野でもあります。しかしながらまだまだ

間違えることもあります。今後、この物体認識技術どんどん勿論もっともっと進
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化していきますが、一つどうしても解けない問題があります。それはジェネリッ

クなアイテムではなくて、パーソナルアイテムを認識するということです。自分

のいろんな思い出とともに、それが何かということを自分自身でトレーニングし

て、認識できるようにするための、Personal Object Recognition システムという

ものを開発しました。この POR というのは、ディープラーニングベースにしたス

マホアプリで、視覚障がい者の利用を想定しています。 
 
もう一つこの画像認識技術を利用した面白い技術として、Scene Captioning の

技術というものがあります。私共は非常に出張も多くて、旅行する機会が多くあ

ります。目が見えなくても、雰囲気だったり周りの音だったり匂いだったり、そ

ういったものを楽しむことが出来る訳ですが、もし、そこに何があるのか、風景

を説明してくれるような技術があると、QOL が向上するということは間違いあり

ません。 
 
次の例に移ります。AI Suitcase プロジェクトです。認識技術やロボティクス技

術を統合することによって、Suitcase を新たな旅のお供にしてしまおう、という

ものです。今は第 4 世代の研究開発をしています。この第 4 世代がまだどこにも

公開していないという状況です。ソフトウェア自身も、ラップトップコンピュー

ターをスーツケースの中に積んで、いろいろな画像処理であったりセンサーの解

析を行ったりするということ、熱、歩くスピード、また完全な自動走行ではなく

障がい者をリードするというナビゲーションロボットの役割を果たすという、

様々ですね、新たな技術的課題に取り組みつつ、研究を続けているところです。 
 
技術的課題といったものは今技術者とともに研究開発を進めているところです

が、これを本当の意味で社会に広げていくためには、多くの壁があります。まず

は法律や仕組の壁です。先ほどの NavCog というインドアナビゲーションシステ

ムを使うためには、Bluetooth のビーコンというものを環境内に設置する必要があ

ります。これを設置するためには、建物のオーナーの承認が必要であるというこ

と。またそれが公的なスペースということになりますと、様々複雑な承認プロセ

スを経ないとなかなか設置することが出来ないという壁があります。次に必要な

のが、社会、人々の理解というものが挙げられます。大きく分けてプライバシー

と安全性というものがあるわけなんですが、プライバシーに関しては 近様々な

データが街中でとられていて、それのプライバシーをどうやって保護するかとい

う大きな課題があります。安全性ですね、次に。障がい者を支援する意味でのナ

ビゲーションロボットは、もちろん人が横にいるわけなんですが、とは言えロボ

ットというものが街中や建物内を移動するということに対しては、まだまだ一般

的ではないので、こういったものに対しても理解が必要かと思われます。 後に

AI バイアスの話を簡単に進めたいと思います。AI というのはデータが基本です。
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そしてそのデータとは私たちの社会から収集されるものです。つまり AI というの

は私たちの社会を示す鏡であるとも言えると思います。やはり多様性、誰一人取

り残されない社会を築いていくためには、AI というものを一つの事例にすると、

AI は多様性をしっかりとサポートしていかなければいけないということが言える

と思います。 
 
アクセシビリティのニーズというのは歴史的に多くのイノベーションを生み出

してきました。電話は 1800 年代に聴覚障がい者の親族を持つベル氏が彼らとのコ

ミュニケーション手段を開発、模索する中で生まれたという風に言われています。

キーボードも同様に、手を常時動かすことが困難な障がい者を支援することが目

的で開発されたと言われています。 近になりますと音声合成、文字認識や音声

認識技術に関しても障がい者のニーズが大きく影響していることは言うまでもあ

りません。そして次に来るのは勿論 AI であると考えています。アクセシビリティ

から始まった技術が私たちの社会を変える技術として今後大きく貢献できるよう、

私自身もこの分野の研究者として今後も研究を続けていきたいと思っております。 
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ブレイクアウトセッション： 
スマートな都市、快適で強靭な人間居住の実現に向けた課題 
議論のテーマ：１）３つの要素の 適化の実現に向けて ２）2050 年に向けて目指すべき

こと 3) STI for SDGs の実現に向けて日本のすべきこと 
出席者氏名 所属 出席者氏名 所属 

土井 健司 大阪大学   
杉山 郁夫 神戸情報大学院大学   
中島 義和 東京医科歯科大学   
    

    
 

＜議論の要点＞ 
土井先生の講演 まとめ 
価値観の将来変化の把握は可能。 地域や社会の文脈（文化、風土）に根差した価

値合理的な取り組みが重要。 
 
① スマートシティ：イナーシャ（制約）を低くした上で, 試行錯誤とダイナミズ

ム を保証する。 それが意味を生み，ナラティブモード（やりながら考える）の成

功例を育む。繰り返されるアウトブレイクを想定外化しない記憶システム

（LSTM）  
 
② ニューノーマル：リスクの拡大を避けるためのスケーラブル（伸縮的） であり

部分的ロックダウンが可能な都市・交通の構造が不可欠。 多元的な価値の重視と

制約下での活動や移動の多様性の確保。  
 
➂ ニューローカル：移動の自由度, 安全・安心, 社会・経済活力を トリレンマにし

ない sufficient economy（自然再生力の限界を意識し、足るを知る）→地域の生産

性の向上（＝自分と他者の満足度を向上させる） 
 
ブレイクアウトセッションの議論結果報告 
・評価軸 3 軸 説明、思考の方法として適当 
・Isolation  outbreak により異なる  COVID19： 人の移動  水害： 食料な

ど COMＭODETY 
・Sufficiency  WORK コミュニケーションは結構いける、バーチャルでアクセス

ビリティが上がる 
・Inclusive  デジタル化によって、情報の連動により身体性を獲得しやすい プラ

ス、マイナスに作用  
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ブレイクアウトセッション ： 
持続可能で格差のない水・食料・エネルギーアクセスの実現 
議論のテーマ：１）３つの要素の 適化の実現に向けて ２）2050 年に向けて目指すべき

こと 3) STI for SDGs の実現に向けて日本のすべきこと 
出席者氏名 所属 出席者氏名 所属 

高村ゆかり 東京大学 安岡善文 東京大学 

日下晴彦 地球快適化インステ

ィテュート 中村道治 科学技術振興機構

（JST) 

安永祐幸 国際連合工業開発機

関（UNIDO) 沖大幹  
国 際 連 合 大 学

（UNU) 
東京大学 

小松利光 九州大学 加島寛章 海上・港湾・航空技

術研究所 

城石芳博 日立製作所 亀井未穂（記録） 地球環境戦略研究機

関 
 
＜議論の要点＞ 

 
テーマの３つの統合の取り組みとしては、アクションリサーチのような特定の

現場において実践の中から教訓を導き出す研究と、国際開発援助としての EU や

GIZ による取り組みなどが考えられる。文化という点については、社会のニーズ

からどのようにシーズを見つけるのかはとても大事である。日本は、シーズはあ

りつつも、社会化するプロセスが難しく、社会に定着しないままであることが多

い。社会のニーズからイノベーションの種を生み出し、いかに実現していくのか、

といったことが今の日本にとっては重要。科学技術と社会との関係性を考察する

ことが大切である。 
 
水、食糧、エネルギーという事は３身一体で考えることが重要であるが、ジェ

ンダーや、格差の問題に比べて、水や食料は物流で運ばなければいけないものが

多く、技術によって運ぶことが必要である。非常時（大災害時）を懸念している

日本に比べて、より安価により容易にアクセスを必要としている地域がある。食

料とエネルギーに関しては、地域の経済発展が必要な要素として考察されるが、

分配がうまくいけば、世界のトータルとしては確保できる。そういった分配やア

クセスを得るために、情報の共有も必要となってくるのではないか。 
 
科学技術のみではなく、社会的制度の見直しも考慮が必要なのではないか。法

的、社会的システムを加えた、トータルのシステムが重要である。また科学技術

と社会の出来事との間には時間的ギャップがあるため、どういった技術が必要な

のかという将来について把握する必要がある。また、日本企業の努力も必要であ

る。高い目標に向かう姿勢を持ちたい。またそれぞれの知識の先端にいる人たち
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が、お互いを越境してチャレンジすることが必要であろう。水、食糧、エネルギ

ーの分野については、一般概念として共感しやすい分野であるため、もっと多く

の人々の知恵を結集してくべきではないか。 
 
また、世界の分断が顕在化している。日本を含む東洋には、元々、統合を好む

思想があったのではないか。インクルーシブというのは、SDGs でも大切で、発

展途上国と先進国の関係性、自然との共生などにおいて、文化や哲学に根付きな

がら、お互いに思いやり、それぞれの価値を高めることによって新たな価値を生

み出せないか。世界の格差は拡がっている一方で、SDGs といったような、世界

的なバランスの解決が現在必要とされている。  
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ブレイクアウトセッション

エビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバナンスの実現
議論のテーマ：１）３つの要素の 適化の実現に向けて ２）2050 年に向けて目指すべきこと 3) 
STI for SDGs の実現に向けて日本のすべきこと

出席者氏名 所属 出席者氏名 所属

大竹暁
東京大学 永野 博 日本工学アカデミー

有本建男

政策研究大学院大学教

授, 科学技術振興機構 研
究開発戦略センター

後藤 立正大

 澁谷 横国大
有 川 太 郎

（記録）
中央大学

＜議論の要点＞

1．多様性：視野を広げて、未来を考えるときに広がりを持っておく。

社会的、空間的、時間的な拡がりや多様性

2．コミュニケーションが重要であり、まずエビデンスをおさえて進めていく。 

3．Trust（信頼）は重要で、社会や人々との間に信頼のあるガバナンスであるべ

き。その際はグローバルな視点だけではなく、ローカルな視点も持つことで人々

の信頼は築きうる。ローカルも様々な知識の蓄積があるので、ローカルな視点を

持つことはその点でも必要

4. 多様性や新体制の観点では価値や価値観（Value）に重きを置くガバナンス。

5. 社会との関係では、Culture（文化）を考える、文化とすることも信頼性の増強

に重要で、身近なストーリー、Narrative の活用も必要。

6. ガバナンスは、社会からのフィードバックを常に持ち、価値を意識して進化さ

せるべきもの。また、以下のような具体例が示された；

〇 リスクについて

・リスク，評価，マネジメント，コミュニケーションの 3 本柱になっている

・意識のある人からない人に対して大きな壁がある

・意識の高い人だけでものをつくっていく

・見えないリスク

〇 普遍化とローカライゼーション 
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・価値の普遍化とローカル性のジレンマ 
・もやっとしたものをもやっとさせる 
・普遍化とローカル化 

〇 コミュニケーション 
・自由な議論をする習慣が大事 
・政治的リテラシーは，技術者はない 
・政治と科学，時間軸 

〇 トラスト、ナラティブ 
・時間軸の共有 
・時空間における広がり 
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付録 2 2021 年 5 月 6 日 STI フォーラム Side event 

 
冒頭、沖委員長から、本イベントの主催者である日本工学アカデミー「2050 年 

科学・技術・イノベーション（STI2050）委員会」の紹介と、2050 年に向けた技

術の棚卸しを含めた現状把握に基づき、2050 年に達成すべき将来像と必要な技術

を実現するための「科学・技術・イノベーション」のロードマップを描くという

ミッションが示されました。そして、COVID-19 の流行や気候変動などの地球規

模の問題に直面している中で、将来の都市デザインを構想する際に意識すべきい

くつかのキーコンセプトやキーテクノロジーを明らかにするという、本イベント

のアジェンダと目標を述べた。 後に、パンデミック、洪水、交通渋滞、通信障

害などの様々なアウトブレイクの共通点を明らかにし、リスク管理のための準備

の冗長性と効率性のジレンマをどのように妥協するかについてアイデアを交換す

ることで、アウトブレイクのリスク管理に関する新しい学問を開発するという新

しいアイデアについて簡単に説明された。 
 

発表者の概要 
 

Prof. Dr. Daniel Karthe: モンゴルのウランバートルでは、急速な都市成長により、

インフラ整備が断片的になっています。都市周辺のゲル地区（モンゴルの伝統

的なテントや簡素な家に住む人々）における水やエネルギーの供給不足と、特

に都市の中心部における交通渋滞の悪化が相まって、環境の質の低下（大気、

水、土壌の汚染、生物圏における汚染物質の蓄積）を招いている。このような

環境汚染と心身の健康への悪影響を総合的に考慮して、今後のインフラ整備を

計画する必要があります。 
 

Prof. Mikiko Ishikawa: グリーンインフラは、人類が危機に直面したときに作られ

ました。グリーンインフラは、自然環境の保護、生物多様性の豊かさ、文化的

景観の尊重を基本とした、地球環境の持続可能性のための戦略的計画によって

作られた社会的共通資本です。したがって、グリーンインフラは、気候変動の

緩和・適応政策を適用することで、自然災害から安全な環境を提供し、市民の

生活の質を向上させることに貢献します。 
 

Ms. Guzel Ishkineeva: 日本のスマートシティの取り組みが紹介されました。日露

関係の背景や、2016 年に安倍晋三元首相が提唱した「8 項目の協力プラン」に

言及しながら、ロシアの 2 都市でのスマートシティプロジェクトの実施につい

て議論しました。特に、ヴォロネジとウラジオストクにおけるスマート交通信

号システム「ARTEMIS」の導入効率、ロシアの都市や都市インフラのニーズ、
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現代のロシアの都市が抱える問題、日本のスマートシティソリューションの実

現可能性などが紹介されました。 
 

Prof. Yoshikazu Nakajima: マルチ AI システムは、人間の快適性と適切な生活水

準を確保することで、感染リスクを 小限に抑えることができます。このシス

テムには、a)スマートフォンの個体座標を検出する技術、b)バイタルデータか

ら自分の心身の状態を推定する技術、c)IoT 技術を用いて日常の表情から快適性

を推定する技術が含まれています。このマルチモーダル AI の開発には多くの課

題がありますが、都市部の多様な入力データを連携させるマルチモーダル AI の

開発にこそ、未来の都市システムを実現する鍵があると考えています。 
 

後に、以下のメッセージとアイデアが共有された。: 
✔ グリーンインフラは新しい概念と思われることもありますが、都市設計にお

いては何千年もの長い歴史を持っています。 
✔ グリーンインフラはエコシステムサービスの 大化を目的としています。 
✔ スマートシティを導入する目的や動機はさまざまですが、 終的な目標は、

新の情報通信技術によって、エネルギー消費や廃棄物などの環境負荷を低

減し、交通渋滞や大気汚染、不本意な労働などの苦痛から人々を解放するこ

とで、幸福度を向上させることです。 
✔ 技術的な解決策は、特定の環境に適したものでなければなりません。発展途

上国では、ハイテクによる解決策は、コストを削減し、効率を高める可能性

がありますが、それを適切に運用し、維持し、廃棄する現地の能力を超える

可能性もあります。 
✔ 技術やインフラの進歩と社会経済の発展は、相互に影響し合い、地域発展の

好循環を生み出し、維持することができます。 
✔ 未来の都市デザインを考える際には、未来の都市が、どのように誰も取り残

さず、社会の持続可能性の発展をサポートするかを考慮する必要があります。 
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付録 3 EAJ STI2050 委員会 活動報告ワークショップ議事録要旨 

 
開催スケジュール 
日時：2021 年 7 月 1 日(木) 10 時—12 時( 大) 
１．委員会の目標・目的 

10 時 00 分 — 10 時 10 分  STI2050 委員会の目標・目的（沖委員長） 
 

２．各グループの成果発表 (それぞれ、発表 10 分〜15 分、質疑 5 分〜10 分) 
WG1 10 時 10 分 — 10 時 30 分  グループ 1 （杉山委員） 
WG2 10 時 30 分 — 10 時 50 分  グループ 2 （安永委員） 
WG3 10 時 50 分 — 11 時 10 分  グループ 3 （大竹委員） 
 

３．全体討議 
11 時 10 分 — 11 時 30 分（ 大 12 時） 全体討議  
 全体総括 (中村顧問) 
 

１．委員会の目標・目的：沖委員長 
2050 年に向けた科学技術イノベーションについて、必要なことは論を俟たない

が、E A J の中でビジョンを共有するために本レポートの作成に取りかかった。普

段から非常にお忙しい委員の方々が、週末などを使いアイデアを文章にまとめて

来られた。本日はその一端をご紹介いただく。全体としての統一感や細かい技術

のロードマップにはまだ到達していないかもしれないが、非常に議論を重ねてき

た。委員会の中では様々な発見があり、新たな視点があると考えている。このよ

うな点について、本日は皆様と共有し、さらに内容を発展させるためのご指摘な

ど、活発なご意見等いただきたい。 
 

２．各グループの成果発表 
WG1：発表者 杉山委員 

快適でレジリエントな社会を実現するためには、S T I（科学技術イノベーショ

ンの力）を都市に集中すべきであるが、A I など新しい技術はリスクも伴うため、

様々な注意も必要である。一方で Covid-19 については、人間の考えるべきことを

再考させてくれた面がある。本レポートの中では、人間を中心に幸福を追求し、

平時とアウトブレイク時のヒューマンセキュリティと well-being を確保出来るマ

ルチ A I ネットワーク都市を提案した。マルチ A I 都市のコンセプトは、フィジカ

ル都市は生活圏を単位とし、それらがネットワークされている。サイバー都市は、

フィジカル都市のデータがレイヤーごとに整理され、それらのデータを再集約し

て可視化した都市である。規模は人口１万人から 3 万人ほど。基本的な都市機能

が備えられているため、長期的にロックダウンをしても耐えうることを想定して
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いる。マルチ A I ネットワークシティを支える MAWSS(Multi AI Well-being Survey 
System)は、医療の生活圏、ビジネスの生活圏など異なったレイヤーを対象とし

ている。実現へのロードマップを示す際に、都市が実現する 2050 年に向けた時間

軸と、科学技術の進歩との時間差を考える必要がある。当面はサイバー空間のみ

で、ネットワーク空間を構成し、部分的にロックダウン等を行う。将来的には、

フィジカル面でも自律分散型に移行していく。先進国は Multi-AI network に関する

技術と経験を積極的に Developing Country に伝えるべきである。低炭素、NEXUS、

感染症対策は世代と空間を超えた地球規模の取り組みによって解決し、その伝承

が可能である。 
 

WG1：ディスカッション： 
・ ロックダウン可能な都市圏について、様々なビジネスを考えた時に、1 万人、

2 万人に一つであれば良いが、もし 10 万人に一つが 適な単位などあれば、

逆に提供が困難になる可能性があるのか。それぞれのサービスの密度や適切な

サービスの単位などが整理されてリスト化されてくると面白いと思う。 
 

・ 市街地の周辺地域での集約が進行し、高齢者の方をこれまで縁のない都市部に

移動させてしまうと、健康・精神的バランスを崩すことにより介護費などがさ

らに高くなる可能性がある。国の予算に占める割合はインフラ整備よりも介護

の方がずっと大きいので、介護も含めて説明されるとわかりやすいのではない

か。 
 

・ → 高齢者が郊外から都心に移動するのは難しいかもしれない。自動運転が公

共交通の代替となるのであれば、都市を変容する必要はないかもしれない。科

学技術との進歩のバランスが重要。 
 

・ フラクタル構造というのは、フィジカルとバーチャルと両方の構造を持つ。そ

の中で階層構造があって、 小単位に対して、その一つ上の階層単位がある。

それがさらに積み重なるということで、全体的な統御も可能になるという構造

である。 
 

WG2：発表者 安永委員 
W G２の内容については、エネルギーを中心に構成されている。 後に水と食

料に関するネクサスについて記載されている。まず世界で約 120 カ国が、2050 年

までにカーボンニュートラルを達成したいと考えている。世界の 大３割を排出

している中国は、2060 年までの達成を約束している。現実的に世界で達成する目

標年限は「2050 年から遠くない時期」とした。また同時に、世の中には、エネル

ギーにアクセス出来ない国が多くある。この観点から、Sufficiency のレベル、
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DLS(IIASA レポートより)といった基準について考察している。環境面と安定供給

や開発途上国の Sufficiency に協力するためのメカニズムが必要である。水・エネ

ルギー・食料のネクサスについては、経済・産業と環境を入れた５つで考察して

いる。 
 

WG2：ディスカッション： 
・ 先進国、中国などは、コミットメント通りに出来るだろう、あるいは出来なけ

ればならない、と想定している。途上国はこのような先進国がサポートしなけ

ればいけないといった考え方は、少し偏っているのかもしれない。 
 

・ 鉄鋼・科学などのものづくり分野の、省エネの部分は具体的にどこまで出来て

いて、どこにチャレンジがあるのかなど記載する必要はあるか。 
 

・ → 技術的ハードルは思っているより高い。マテリアルバランスを崩し、化学

という産業の体系を大きく変えてしまうリスクもある。例えば、プラスチック

を使わずにどこまで出来るのか、世界の総量として変化させるとどうなるのか、

など大変難しい。 
 

・ 車は電気自動車に全体として移行するだろうか。飛行機はどうなるのか。その

ような全体像を描くことは少し高望みしすぎであろうか。 
 

・ → コストなど、技術論だけではない部分が多く含まれる。バイオマスでジェ

ット燃料を作るなどの研究は実際に行われており、研究レベルでは進んでいる。

しかし、コストには栽培する面積の話も入り、技術論だけでは完結しない。 
 

・ → 将来的にコストパフォーマンスが上がるのであれば、未来にはみんなの手

に届くであろうか。今あるエコシステムや、テクノロジーを全て利用出来ると

今後社会全体が想定するように変革する可能性があるのか。化石燃料起源のも

のの価格等が今後どうなっていくのか、といったような研究がまだ包括的に出

来ていない、などのお話も記載するべきかもしれない。 
 

・ E A J として、ネクサスの部分についてどのように進めていくべきか、 終的

な 適化に繋がるのかと言った方法論などにつながると良いなと思っている。 
 

・ → 社会全体として、将来的には人材が必要なので、大学にこれを専門に研究

する学部を作って、研究費をつけるなどのメカニズムが必要である。 
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・ Sufficiency といったところで、 貧国は、30 年くらいでは経済的に Per Capita
GDP が 4000 ドルくらいだとすると、まだまだ間に合わない。2050 年〜2060
年の 1 人あたりの GDP と Sufficiency のデカップリングといったアイデアはな

いだろうか。まず GDP が成長しないとたどり着かないと大変である。

・ → 確かに５％成長を 30 年続けても経済は４倍程度にしかならない。Per
Capita GDP が 1000 ドル以下の国では、まだ sufficiency を実現できないかも

知れない。アフリカなどの 貧国は現状ではまだ何もなく持続的な経済成長が

必要である。そのような場所の sufficiency をどのように定義し、どのように実

現するのかは、世界で共有しながら考えるべきである。

WG3：発表者 大竹委員 
第３グループは、可視化されたエビデンスと多様な価値観の許容に基づくガバ

ナンスの実現というタイトルである。ここでは、科学技術の社会的役割や、多分

野間での協力、そこでのガバナンスの重要性などを考察しながら、さらに社会の

持つ文化や歴史による多様な価値観を共有する重要性、人々の生活や寛容度など

も考慮しながら議論を進めてきた。科学技術と社会の関係は、距離がとても短く

なり、さらに社会からの期待も大きくなり、科学技術自体も複雑になってきてい

る。分野ごとの言語も複雑化してきている。また A I の問題や遺伝子の問題もあ

る。影響に至るスピードも大きくなってきている。Covid-19 についてもそうだが、

リスクと便益の議論は必ずしなければいけない。科学的助言については、社会の

多様な意見を取り入れるための相互作用の媒体でなければいけない。ガバナンス

の効果の検証や助言システムの方法論の進化なども必要であり、ガイドラインを

作るのは一つの方策である。そのようなアイデアをまとめたものがロードマップ

になっている。

WG3：ディスカッション 
・ 多様な価値観を認めるといったときに、例えば温暖化を止めて、１.５度に抑

えるにはどうすれば良いか。と言う問いに対して、科学はこのような対策では

可能性は６割ですといった答えが出せる。経済発展もしたいし、温暖化も止め

たい、どちらもしたいけれど、出来ない部分は出来ないと答えが出るのが科学

である。では、それであれば経済発展優先の方が良いと思っている人がいたと

きに、地球全体規模の課題に向けて、科学は何をできるのか。

・ → 社会としての意思決定は社会全体で決定していくこととなる。従来からコ

ンセンサスを作るというのは、とても大きな課題。どういう課題が机上にある

かという課題を示すということが重要。科学は可視化されたエビデンスを提供

する。そこが重要で、その上で関係者が議論をして、そのように決定するかは、
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政策判断となる。ただし、科学で導き出した良い結果が全て採用されるわけで

はなくて、科学はあくまでオプションを示すこと。 終的に政策決定者がどの

ような根拠で決定を下したのかは、民主主義国家では、強く求められることで

ある。もし大規模の災害や事故などが発生したとき、理想は全員を救うことで

あるが、限られたキャパシティの中で、暫定的な決定にもコンセンサスが必要

となる。どのように段階的に進めるのかということが現実の政策になる。そう

いった議論を提示出来ることが科学の役割である。 
 

・ 科学者やエンジニアにとって、問題を設定して答えをくださいということだけ

ではなく、どのオプションが良いのかといった意見を求められるプレッシャー

も多い。その際は、ヒアリングを受けた科学者等の価値観も含まれるが、第３

グループとしては、個人の価値観である前提でも発言するべきなのか、それと

も科学はニュートラルであるべきなのか、どちらの意見が多いのか。→そこは

潜在的で、まずは事実に基づき、自分はこういう観点でこういうオプションを

勧めます、と価値の意図するところを明確にするべきである。 
 

３．全体協議 
・ 第３グループでの議論は、今回の Covid-19 のケースに多く影響されて出てき

たように思う。科学が、政治の意思決定にこれほど近い段階で、影響を与えた、

関係を持ったという経験はかつてなかったのではないだろうか。また、国民皆

がそれを見ているというケースも初めてではないだろうか。Covid-19の関連す

る科学者は自然科学者だけではない。経済の専門家や社会の専門家など社会科

学、人文科学など一体となった、科学的な判断がベースとなって、それが政策

の選択肢に影響を与えている。この間のプロセス、政治と科学の関係性、そう

いったことを含めて、ぜひ分析評価をしていただきたい。これほど現実的なケ

ーススタディはないのではないだろうか。結果を総括していただき、その上で、

今回のような提言が出されれば、その説得力が増す。もし現実のケースの分析

評価を行なっていただけると素晴らしいと思う。 
 

・ レポートでは、できる限り現在までの状況で、データなどを見ながら議論は行

なっている。一つは現在進行中で様々進んでいる状況で、海外でも現在は悶絶

している様子で、そのような状況も勘案しながら進めていきたいと考えている。

レポートはどこかで一度完結する必要があるので、その段階で一つの実例とし

て考察を行いたいとは考えている。 
 

４．全体総括：中村顧問 
委員の方々に大変な時間と労力を使ってもらい、素晴らしい結果になってきて

いると思う。また、多数の方に本日のオンラインのシンポジウムに参加していた
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だき、本当に感謝申し上げる。EAJ では、以前に SDGs に対しての科学技術・イ

ノベーションの役割についてのプロジェクトを立ち上げ、その中で SDGs 金融の

研究会を立ち上げた。それから、SDGs のための科学技術・イノベーションの在

り方を継続的に検討するような委員会を設置するべきだという提言がなされた。

その提言を受け、この科学技術イノベーション 2050 の委員会を沖委員長のもとに

始めていただいた。今回、テーマを３つに絞ることはとても大切であった。広が

りやインパクトといった観点からも、とても的を射ているように感じている。ど

ういう社会を作りたいのか、その辺りを可視化して、ロードマップにまとめると

いうことがとても重要ではないかと思う。そして、流動的な社会の状況を見て、

継続して見直していくというプロセスも必要であると思う。本日の皆様の議論に

とても感銘を受けている。 
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