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開催概要 

低炭素社会実現に向けた政策を探る 

集住都市社会を考えるテクノロジーアセスメントの試み 

 

日時： 2016 年 2 月 3 日（水） 13：00～16：35 

会場： ダイワハウス石橋信夫記念ホール 
主催： 環境省  

共催： 東京大学政策ビジョン研究センター 
協力： 日経エコロジー 

 
 

5期科学技術基本計画（平成 27年 12月 18日決定）の第 6章「科学技術イノベーションと社会との

関係深化」において、「社会における科学技術の利用促進の観点から、科学技術の及ぼす影響を多面

的に俯瞰するテクノロジーアセスメント（TA）や、規制等の策定・実施において科学的根拠に基づき的確な予測、

評価、判断を行う科学に関する研究、社会制度等の移行管理に関する研究を促進する。なお、これらの取組につい

ては、研究開発活動と連動させながらその推進を図る」と示された。本事業は、低炭素社会実現に向けた大規模な

CO2 排出抑制に直接的あるいは間接的につながる可能性を持つ技術（システム）を利活用する社会の可能性に関

して、集住などの社会転換を視野に入れて、生活者の視点を取り入れたテクノロジーアセスメントを試みるとと

もに、低炭素社会へのトランジッションマネジメントとして今後の社会的、政策的、学術的課題を探るもので、我

が国において初めての取り組みである。本シンポジウムは、本事業の基本的な方向性と進捗を報告するとともに、

今後の課題を探ることを意図している。 

  

第 
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プログラム 

13：00～13：10 【冒頭挨拶】 

環境省 大臣官房審議官 深見 正仁 氏 

  

13：10～13：40 

 

【基調講演】 

The Importance of Participatory Technology Assessment for Tackling Climate Change 

Issues 

元欧州委員会科学技術アドバイザー マイケル・ロジャース 氏 

  

13：40～14：00 

 

【事例報告①】 

社会システムを含む低炭素技術アセスメントの研究 

国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター長、名古屋大学連携大学院 教授 藤田 壮 氏 

  

14：00～14：20 【事例報告②】 

転換の社会技術 ─集住に関わる制度・行政措置等─ 

一般財団法人 電力中央研究所 社会経済研究所 主任研究員 若林 雅代 氏 

  

14：20～14：50 【事例報告③】 

Reality and Lessons: Orchestrating Mass Movement of Communities in 

Europe 

shiftN, Partner フィリップ・バンデンブルック 氏 

  

15：05～15：35 【作業報告】 

30 年後の日本未来社会シナリオ 

─“低炭素社会”と“人々の「集住」に関わる社会技術”を考えるためのヒント─ 

東京大学 公共政策大学院 客員教授 角和 昌浩 氏 

  

15：35～16：35 【パネル討論】 

東京大学 公共政策大学院 客員教授 角和 昌浩 氏 

shiftN, Partner フィリップ・バンデンブルック 氏 

国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター長、名古屋大学連携大学院 教授 藤田 壮 氏 

元欧州委員会科学技術アドバイザー マイケル・ロジャース 氏 

＜モデレータ＞東京大学 政策ビジョン研究センター 教授 谷口 武俊 氏 
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登壇者略歴 
（登壇順） 

 

 

深見 正仁  

（環境省 大臣官房審議官） 

福岡県出身。1985年京都大学法学部卒業後、環境庁に入庁。 

大臣官房秘書課長等を歴任し、2015年 7月 31日大臣官房審議

官に着任。 

 

 

マイケル・ロジャース  

Michael D. Rogers 

（元欧州委員会科学技術アドバイザー） 

英国ウェールズ大学にて物理学の Ph.D.を取得。リスク、倫 

理、法律間のインターフェイスに関する独立コンサルタント 

（RREL Ltd.)設立。コンサルタント起業前は、欧州委員会政策 

アドバイザー局にて科学と倫理に関するアドバイザーとして 

欧州委員長に仕官。駐日英国大使館に 5年間勤務。 

 

 

藤田 壮  

（国立研究開発法人国立環境研究所 社会環境システム研

究センター長、名古屋大学連携大学院 教授） 

1984年東京大学工学部都市工学科卒業。1991年米国ペンシル

バニア大学大学院都市地域計画専攻。大阪大学大学院工学研究科

環境工学専攻助手・助教授、東洋大学工学部環境建設学科教授、

東洋大学大学院工学研究科地域産業共生研究センター長、（独）

国立環境研究所水土壌圏環境研究領域水環境質研究室長、国立環

境研究所アジア自然共生研究グループ環境技術評価システム研究

室長、中国科学院瀋陽応用生態研究所客員教授、名古屋大学大学

院環境学研究科連携大学院教授を経て現職。土木学会、環境省、

国土交通省、経済産業省等多数の委員会で委員を務める。 

 

 

若林 雅代  

（一般財団法人 電力中央研究所 社会経済研究所 主任研

究員） 

1992年上智大学経済学部卒業。1992年(財)電力中央研究所入

所。2001年～2002年 イリノイ大学地域経済応用分析研究所

(REAL)滞在。2005年 9～11月 Energy Research Center of 

the Netherlands (ECN)滞在。 

 

フィリップ・バンデンブルック  

Philippe Vandenbroeck 

（shiftN, Partner） 

ベルギー在住のシステム思考・シナリオ手法専門家。ルーヴェン

大学にて生物工学を学んだ後、Human Settlementと哲学の修

士号取得。ロイヤル・ダッチ・シェルグループにてリサーチャ

ー・統計コンサルタントとして勤務の後、1994年に shiftNを設

立。シナリオ・プランナー、大学講師、写真家など多方面で活

躍。 

 

 

角和 昌浩  

（東京大学 公共政策大学院 客員教授） 

1977年東京大学法学部政治学科卒業、同年昭和石油（現昭和シ

ェル石油）入社。1992-95年ロイヤル・ダッチ／シェルロンド

ン本社グループ戦略シナリオプランニングチーム、2003年昭和

シェル石油退社。その後、日本エネルギー経済研究所、Asia 

Pacific Energy Research Centre(APERC)、電力中央研究所客

員研究員、名古屋大学客員教授、東京大学公共政策大学院特任教

授を経て、2009年昭和シェル石油に復帰。2016年２月現在東

京大学公共政策大学院客員教授兼 昭和シェル石油チーフエコノ

ミスト。 

 

 

谷口 武俊  

（東京大学 政策ビジョン研究センター 教授） 

1984年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了（工学博

士）。同年（財）エネルギー総合工学研究所入所。1994年

（財）電力中央研究所経済社会研究所入所、社会経済研究所長・

研究参事を経て現職。東京大学大学院工学系研究科原子力専攻

（専門職大学院）客員教授を兼務。2005年より非営利活動法人

HSEリスク・シーキューブ理事、2010年よりWorld Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) Assurance 

Group for the Tire Industry Project委員を務める。 
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【冒頭挨拶】 

 

深見 正仁  

環境省 大臣官房審議官 

 

 

本シンポジウムの開催に当たり、一言御挨拶申し上

げます。 

昨年末、フランス・パリにおいて開催された、国連

気候変動枠組条約 第 21 回締約国会議、いわゆる

COP21において、2020年以降の温室効果ガス排出削

減等のための新たな国際枠組みである「パリ協定」が

採択されました。パリ協定は、歴史上はじめて、すべ

ての国が参加する公平な合意であり、平均気温の上昇

を産業革命前と比べて 2℃未満に抑えようという「2℃

目標」が世界の共通目標となるなど、世界規模で温室

効果ガス排出削減に向けて取り組んでいくこととなり

ます。 

そうした中、我が国としては 2030年度に、2013年

度比で温室効果ガスの 26％削減、さらにその先にある

長期的な目標として、2050年までに 80％の温室効果

ガスの排出削減を目指しております。2050年に 80％

削減の絵姿を実現するためには、現在の価値観や常識

を破るくらいの取組が必要であり、技術、社会システ

ム、ライフスタイルにおける、破壊的なイノベーショ

ンが必要です。 

その中でも鍵となる環境・エネルギー分野での革新

的な技術開発について、効果的・効率的に推進するた

めには技術面だけの検討のみならず、その導入に当た

り、これらの技術が低炭素社会の構築にどのようなイ

ンパクトを与え、人々の暮らしを安全・安心な方向へ

と導いていけるのかを予測することが重要で、そのた

めの具体的な手法として、科学技術が社会や国民に与

える影響について調査分析、評価を行う「テクノロジ

ーアセスメント」があります。 

環境省では、平成 26 年度から技術アセスメント評

価モデルの開発等を行うなど、排出抑制技術が社会や

国民に与える影響について、調査分析、評価を行うCO2

テクノロジーアセスメントの在り方について検討を進

めております。 

本シンポジウムでは、その一環として温室効果ガス

の排出削減において、革新的な役割を果たすと予測さ

れる技術分野の中から、集住に係る技術に焦点を当て、

国内の取組状況を紹介するとともに、海外からお招き

したテクノロジーアセスメントの専門家も交えて、我

が国における CO2 テクノロジーアセスメントの在り

方について、議論することとしております。 

本シンポジウムを通じて、低炭素社会構築に向けた

CO2 テクノロジーアセスメントに対する理解を促し、

議論が深まることを期待し、挨拶とさせていただきま

す。 
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【基調講演】 

Importance of Participatory 

Technology Assessment for 

Tackling Climate Change Issues 

気候変動の課題対応における参加型 

テクノロジーアセスメントの重要性 

 

マイケル・ロジャース 

元欧州委員会科学技術アドバイザー 

 

 

本発表では気候変動の課題における参加型 TA の重

要性について論じる。 

テ ク ノ ロ ジ ー ア セ ス メ ン ト （ Technology 

Assessment, 以下 TA）とは、特定の技術を導入する

ことで生じる潜在的な影響（技術的な側面だけでなく

社会、政治、環境、倫理的側面も含めた多様な影響）

の分析である。TA は、いわゆる影響評価（Impact 

Assessment）の一つの形態で、堅実な公共政策の意思

決定に重要な情報を提供するものである。TAが特に重

要となるのは、科学的不確実性が存在する場合、それ

による利害が高い場合、共通の価値観が存在しない場

合、意思決定が早急に求められる場合である。従来型

の「専門家のプロセスとしての TA」では、専門家が解

決の方策を特定して意思決定者が決定・実行する、と

いう形で行われてきた。そうしたやり方が機能してい

た時代もあったが、フクシマの原発事故等で見られた

ように、そうした TAには限界がある。それは「価値」

の側面が欠落しているためだ。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Meeting of Mindsプロジェクトのホームページ

http://www.brainscienceeurope.org/europe_def

さらに、リスク管理の上では、「信頼」の構築が重要

である。「信頼」の構成要素としては、①公平性と中立

性、②リスク管理者の能力、③コストに見合うか、効

率的か、といったことが重要な要素になる。欧州委員

会のコミュニケーション（2002/713）では、専門的知

見の利用について、①質、②公開性と③有効性を掲げ

ている。こうした信頼構築や施策の成功に、TAのプロ

セスにおける何らかの市民参加は、明らかに必要であ

る。 

「市民の熟議（Citizen's Deliberation）」は、市民パ

ネルにより科学技術に関する社会的課題を評価する参

加型 TA の一つである。その実践において重要となる

4 つの指標は、①能力（参加者は問題について十分に

議論できる能力を有す）、②公平性（参加者はその問題

に関して十分な代表性をもち、発言の機会を均等に有

す）、③透明性（手法、手続きや結果は透明性を確保す

べき）、④効率性（時間や予算に応じた構成にすべき）、

である。 

以上を踏まえた上で、画期的な参加型 TA として、

欧州における二つの事例を以下に紹介する。一つ目は、

脳科学をテーマに参加型 TAを実施した「Meeting of 

Mindsプロジェクト」1である。脳科学は急速に進展し

ている分野で、科学者だけに任せておくことのできな

い問題である。これはそもそも「人間とは何か」とい

ったような問題にも通じる。このプロジェクトでは、

市民が政治的な課題を設定し、勧告を策定することを

目的とした。最終的に市民が作成した報告書の勧告は、

①科学技術の倫理、②研究開発、③ヘルスケア、④科

学技術のガバナンス、➄医薬品と医療機器、⑥科学コ

ミュニケーション、⑦教育とトレーニング等、幅広い

分野に対してなされた。一部を紹介すると、科学技術

の倫理については、すべての脳内の造影技術（brain 

imaging technique）に対してインフォームドコンセ

ントを義務化すること、警察や裁判所等がそうした技

術を利用することを禁じること、脳科学の研究に関す

ault_site.aspx?SGREF=14 
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るガイドラインを策定する欧州の法的倫理的委員会を

設置すること、を提示した。また、科学コミュニケー

ションについては、科学者に若い段階からコミュニケ

ーション能力を身に着けさせること等を掲げた。この

プロジェクトは、一般市民でも科学技術の問題につい

て語ることができ、欧州レベルのコンセンサス形成が

可能であることを示したと好意的に報じられた。 

二つ目の事例は、ドイツにおける廃棄物処理場問題

の事例である。この事例では、大学の専門家チームが

モデレータをつとめ、200人の市民参加により実施さ

れた。そして、処理場の設置場所について、決められ

た期間内に合意することができた。 

以上が欧州における市民参加の好事例である。では、

環境省の低炭素化社会実現のためのプロジェクトにお

いて、こうした参加型 TA が機能するだろうか。これ

は「やってみないと分からない（You won't know until 

you try!）」ということを指摘したい。私は日本に駐在

経験もあり、自身の経験からしても、日本人が市民参

加をする素地は十分にあると考える。旧来の専門家に

よる古いタイプの TA ではなく、参加型の TA を実施

することは、よりよい公衆の受容につながる。それは、

市民からの信頼獲得のためにも重要な点である。 

 

 

ロジャース氏 
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【事例報告①】 

社会システムを含む低炭素技術 

アセスメントの研究 

 

藤田 荘 

（国研）国立環境研究所 

社会環境システム研究センター 

 

 

日本において環境を軸にして社会の転換を図ろうと

いう環境都市への取り組みが拡大した転換点は 2008

年である。F.W.ギールは、社会システムの転換のため

には交通、通信、住宅、エネルギー分野等では個別の

技術革新だけではなく社会技術システム (socio-

technical systems)イノベーションが必要であるとい

う。今、我が国では再生可能エネルギーの開発、利用

といった個別、小さなイノベーション、ニッチイノベ

ーションは起こっているが、これまでの社会制度や社

会全体のコモンセンスやイナーシャに支配されている

ため、一本の矢になっていかないという問題がある。

2008 年に始まった環境モデル都市はこの問題を省庁

横断的政策により乗り越え、社会イノベーションのフ

ロントランナー、新たなスタンダードにしようという

試みである。 

このような試みを支えるため、国立環境研究所で進

めている研究の一つが低炭素シナリオを定量化する

AIMと呼ぶ統合評価モデルによる分析である。 

統合評価モデルの開発では、日本全体を扱う一国シ

ステム分析モデルを、都道府県単位さらには市町村単

位まで空間ダウンスケールすることを可能としている。

これにより、マクロなパラメータだけではわからない、

地域条件が影響する技術などを考慮できるモデルとな

っている。そして将来人口等の地域特性や集約的土地

利用等の空間特性を考慮した社会経済環境フレーム、

地域エネルギーシステム技術群や建設ストックマネジ

メント技術群などを組み入れた応用一般均衡モデルシ

ミュレーションにより、2030年、2050年の最適な技

術選択、低炭素効果、資源循環効果などを評価する。 

具体な適用例として、東北地方の自治体を対象とし

た評価研究を進めている。2050 年までの人口・経済

の将来予測シミュレーションを行い、2020 年以降の

人口減に対する産業・定住促進の目標の定量化を試み

ている。成り行きシナリオでは 2050年に人口は 5千

人を割るが、環境産業共生シナリオでは 2050年には

人口を回復、産業振興シナリオでは雇用確保により人

口維持可能、エネルギー施設立地シナリオではある程

度の人口減少緩和が可能であること、地域活性化とと

もに再生可能エネルギー・省エネルギー施策を地域に

導入することにより CO2排出量は約 80%削減される

ことが定量的に示された。 

将来の社会に適用が考えられる技術に関しては、現

在、低炭素型の産業システム、地域エネルギー供給・

需要マネジメントシステム、バイオマス資源利用シス

テムを取り上げ、また戦略的な土地利用誘導を合わせ

て定量的データベースを構築、統合評価モデルでの利

用やまちづくりワークショップ等で地域の方々との対

話、議論に供することを考えている。 

地域を分析して、地域の将来像を描いて、そこから

必要な技術の選択を描くというのが我々のテクノロジ

ーアセスメントの考え方である。当センターでは実験

研究として、2014 年度よりインドネシア環境省、バ

ンドン工科大学、ボゴール農業大学と連携して ICTを

活用した都市環境モニタリングシステムにも取り組ん

でいる。情報通信技術の発展により相互のデータの収

集や解析結果のフィードバックが容易になり、研究者

とユーザーがシミュレーションを通してテクノロジー

アセスメントをしていくことができるのではないかと

期待している。そして、社会イノベーションには上記

に加え、人々の生活や認識などに関わる様々な地域情

報を共有し、統合的に評価し、市民・企業・行政が対

話・協働する仕組みが必要である。 
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【事例報告②】 

転換の社会技術 

─集住に関わる制度・行政措置等─ 

 

若林 雅代 

電力中央研究所 社会経済研究所 

 

 

社会制度の転換には、それが社会に何らかのメリッ

トを生むことへの期待と、その期待に基づき、変化を

志向する集団としての意思決定が求められる。では、

集住によるメリットとは何であろうか？実は、集住の

メリットは、受け手（住民・地方自治体・国）により

異なる。そして、それぞれの主体が独自の動機に基づ

いて集住を志向した結果、コンパクトな都市が形成さ

れ、効率的な交通・エネルギー利用を生じさせ、国の

目指す低炭素社会の実現に合致する。 

人々の集住に関わる制度や施策には、集住を直接の

目的とするもののほか、集住を直接の目的とはしない

が、他の目的のために導入した制度や施策が、間接的

に集住につながるものもある。例えば市町村合併は、

それ自体は行政区画の再編であり、規模のメリットを

活かした行政費用の削減を一義的な目的とする。ただ、

市町村合併により実現する行政費用の削減には限界が

あり、さらなる費用削減のための施策を検討した結果、

合併後の行政区域における行政サービスの提供エリア

の見直しが行われ、集住を志向する場合があり得る。 

社会制度の特徴をみる上で、A.それらを主導する制

度の実施主体は誰か、B.その制度が対象とする主体

（客体）に対し、どのような働きかけを行うものであ

るか、という２つの軸での整理が有効である。それぞ

れの軸について説明する。 

まず、A.制度の実施主体としては、国、都道府県、

市町村といったレベルの異なる行政機関と、民間であ

る地域住民や経済団体が挙げられる。そして、国の場

合は、政治（官邸）主導によるものと、省庁主導によ

るものがある。それぞれの制度は、主導する主体によ

って、共通の特徴がある。例えば、政治（官邸）主導

の場合、国会での審議を経て法制化され、法的な強制

力を持ち得るもの、あるいは政府の最高意思決定機関

である閣議において全大臣合意のもと決定される行政

の合意事項で、全省庁が一致した目的で施策を検討す

る場合が多く、整合性のとれた総合的な施策が短時間

で展開される。他方、時限措置的な制度が集中的に実

施されるため、政策目標の達成後は解消されるなど、

一過性の制度も多いという特徴がある。これに対して、

省庁主導による施策の場合は、それぞれの省庁が主管

する政策課題に対する措置であるため、継続性のある

取り組みが期待できる。ただし、省庁間での調整が不

十分な結果、類似の効果をもたらす制度・施策が重複

する可能性や、効果が相殺しあう可能性も考えられる。 

 

もう一つの軸である B.客体への働きかけは、強制

や命令、指導のような強い強制力を持つ「硬」の制度

から、インセンティブを提示して行動を促すもの、情

報提供などによる行動を促すものなどの「軟」の制度

まで様々なタイプのものがある。ここでは大まかに、

「直接規制」、「誘引」、「啓発」、「環境整備」というグ

ループに分け示しているが、明確な区切りがあるわけ

ではなく、複合的なものもある。また、直接規制や誘

引策には、法的根拠がなければ実現しないフォーマル

なものと、法的措置を必要としないインフォーマルな

ものがある。一般的に、誘引や啓発、環境整備などの

「軟」の制度は、直接規制のような「硬」の制度よ

り、社会的受容性が高いと考えられる。 
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この２軸による整理は、現実の制度を動かすメイン

プレイヤーと各施策の関係を多面的に把握する上で有

効である。例えば富山市で進められているコンパクト

シティでは、市による「誘引」が多用され、人々の移

住・集住を誘導している。他方、国は、1)合併を指導

して集約の範囲をより広範にしたこと、2)環境モデル

都市／未来都市に選定し、市の取り組みの周知度を高

めたこと、そして 3)国の事業認定により、市の財政基

盤を支えていること、などで関与している。また、2)

は 3)の事業認定に影響を与えたほか、市の施策に対す

る住民理解の向上に役立ったと考えられる。 

 

 

若林氏 
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【事例報告③】 

Reality and Lessons 

 ─Orchestrating Mass Movement 

of Communities in Europe─ 

現実と教訓 

─欧州における大規模移住の試み─ 

 

フィリップ・バンデンブルック 

shiftN, Partner 

 

 

社会技術を用いた大規模移住やコミュニティ構築に

ついて、ヨーロッパの視点から 3つの事例を紹介する。 

ヨーロッパでは歴史的に多岐に渡る大規模移住が行

われてきたが、これを理解するため枠組みとして、ま

ず 3つの軸について触れておきたい。1つ目の軸は、

人々がどこからどこへ動こうとしているのかという、

地理的空間的な範囲である。都市から都市へ、農村か

ら都市へ、都市から農村へ、農村から農村へ、という

ケースが考えられる。2 つ目の軸は、移住の動機であ

る。当局による移住の意思決定やコミュニティを動か

す際には、例えば大都市の圧力の低減、自然あるいは

産業による災害リスクの回避、土地やインフラ利用の

効率性向上、炭素排出量抑制のための都市の新陳代謝

促進、といった様々な背景や目的がある。3 つ目の軸

は、人々の移住を実現するために当局によって用いら

れる、介入や奨励策等の手段である。金銭的・法的な

誘因によるソフトな手法と、住居や公共インフラ提供

といったハードな手法が区別できる。 

次に、こうした概念的な枠組みを用いて、ヨーロッ

パ各地においてどのような大規模移住が行われてきた

かを説明したい。 

1 つ目は私の出身国ベルギーの、アントワープ港沿

いの Doel という村の事例である。アントワープ港は

ヨーロッパ北西部における重要な港湾であり、内陸港

であることからアクセスがしやすく競争上優位であっ

たが、一方で、それゆえに港湾の拡張が非常に難しい

という問題に直面してきた。港湾当局と地元フランダ

ース政府は、ドック新設のために沿岸の Doel を廃村

にする必要に直面した。当局は住民に対し住居売却へ

の誘因策や開発計画区域外への移住支援策など様々な

ソフトな技術を用いたが、港湾拡張計画への反対運動

や訴訟、生態系へのダメージの恐れなどが発生して拡

張計画自体が行き詰まるとともに、村のコミュニティ

も廃れてしまうという結果となった。40年に渡る混乱

の末、現在に至っても問題は残るなど、失敗したケー

スとなってしまった。 

2 つ目の事例は、ドイツの Garzweiler という地域

のケースで、褐炭の露天掘りという産業インフラの拡

張を動機とした、農村から農村への移住である。拡張

は 100 年にもわたる巨大なプロジェクトで、約 150

のコミュニティが影響を受けている。ドイツ当局は移

住に関する経験を長く蓄積し、効率的・効果的な支援

策を様々行ってきた。それらの成功要因として何点か

挙げられる。①計画上の長期的なゴールを定めながら

も、その時々で柔軟に移住目標を立て直す適応性。②

コミュニティへの継続的な投資による荒廃の予防。③

物質的なものから組織的なものまで、かかる費用を全

て保障すること。④移住の時期、場所、準備や実行に

ついて市民参加型であること。⑤時間的に厳密な計画

性。⑥多様な移住先住居の提供。⑦新しいコミュニテ

ィのデザインをあえて住民にとって「馴染みのある」

「見覚えのある」ものにすること。なお、今後も移住

は続くが、一つ触れておくべき点として、やはり褐炭

掘りの計画自体が相当の二酸化炭素を発生させるため、

今後ますます反対論が増し、タイムテーブル上も予断

を許さないことである。長期的なテクノロジーアセス

メントを含め、より厳格なカーボンターゲットを織り

込んだ計画作りが求められる。 
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最後の事例は、フィンランドにおける全く新しい試

みとして、環境的に効率性の高い新しいコミュニティ

Eko-Viikiが建設された事例である。ヘルシンキ北部の

この町は、何もないところに新しい集住の町をつくる

大規模な実証プロジェクトとして 1990年代初頭に始

まり、環境省、ヘルシンキ市、市議会、建築家協会、

国の技術機関等の多様な機関が関与している。町は現

在も拡張しており、いずれ 1万 5千人規模のコミュニ

ティになると見込まれている。開発計画には革新的な

方法が用いられ、汚染、天然資源の利用、健康、生物

多様性、食糧生産の 5つ環境分野で非常に厳しい基準

が設けられ、コンペが行われた。そこでは、新しい科

学技術が開発されたのではなく、以下のような様々な

ソフト・ハードの手法がミックスされたことで成功が

もたらされた。①場所の選定。経済活動、教育活動、

研究活動といった様々な活動を近隣に集中させること

で、質の高い仕事が生まれ経済発展の結節点となった。

②周辺に湿地帯があるなど、環境的に豊かなエリアと

して居住のインセンティブを高めた。③教育、雇用、

買い物といったエッセンシャルなサービスを集中化さ

せ、物理的移動をなくし環境効率を高めた。④自然、

職場、エッセンシャルサービスが近接していることで、

QoLが高められた。⑤比較的若く（30代～40代前半）、

独身あるいは 2人世帯で、教育レベルの高い（近くに

職場として大学や研究機関がある）移住者が多くを占

め、比較的均質な人口構成になった。ただしこの点に

ついては、移民や難民によって昨今ますます人口構成

が多様化するヨーロッパにおいて、まだ対応が進んで

いないことを示しており、今後の検討が必要であろう。 

以上の3つの事例から学べる教訓は以下の通りであ

る。いずれの事例も長い時間軸のなかでどのような結

果がもたらされるか、注意深く評価する必要がある。

また不確実性が高く文脈的な環境も変化するので、関

わる利害関心も変化する一方、様々なコストも膨大な

ので、利害対立や利益相反も当然生じうる。 

したがって、成功のためには注意深い参加型のテク

ノロジーアセスメントが求められる。また、プロジェ

クトに社会的な目的があり、国民・市民がそれをサポ

ートしていることも成功の要因といえる。しかし最も

重要なことは QoLを高めようとすることであり、それ

により住宅の質、雇用の質、サービスのアクセス、豊

かな緑、社会ネットワークなど多様な基準が関わるこ

とになる。これらがあるからこそ人々を説得し、移住

しようというインセンティブをもたらすことができる。

集住というときにはこの点を忘れてはならない。 

 

 

バンデンブルック氏 
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【作業報告】 

30 年後の日本未来社会シナリオ 

─“低炭素社会”と“人々の「集住」に関

わる社会技術”を考えるためのヒント─ 

 

角和 昌浩 

シナリオ作成チーム・アドバイザー 

東京大学 公共政策大学院 

 

シナリオ作成チームでは、“低炭素社会”と“人々の

「集住」に関わる社会技術”を考えるためのヒントを模

索するため、シナリオ手法を用いて、都市計画、環境、

行政、生活者動向等に明るい多様なメンバーにより、

「30年後の日本未来社会シナリオ」を作成した。今回

複数のシナリオの作成により、市民対話の前提となる

作業を行った。これにより、社会技術の多様な社会的

影響を、予見・評価して、新たな課題や対応を提示し

てゆくのがテクノロジーアセスメントである。 

具体的には、①現状分析、②未来社会の想像、③シ

ナリオ作成、の 3つのプロセスで展開した。 

まず、現状分析では、人々の「集住」にかかわる社

会技術に関するトレンドとして、①地球温暖化問題の

深刻化、②中央省庁における「集住」政策への期待、

③ニュータウンの高齢化、④限界集落の問題、等があ

ることを示した。そして現状は、多くの問題がある「圧

力なべ」状態にあることを明らかにした。 

その上で、未来社会の想像については、①30年後の

日本社会でおそらく起こりそうなこと、②今後どうな

るか現状見極めがつかないことに分けて検討を行い、

特に、現時点でわからない価値観の変化や方向性に着

目してシナリオを作成した。具体的には、日本社会の

価値観を、世の中と人の関係（①「自己創造型」と「ト

レンド追従型」）とモノの所有形態（③「ストック型の

価値観」と④「フロー型の価値観」）における対照的な

見方を軸として、この二軸の掛け合わせで価値観の枠

組み（図）を構築し、4つの複数シナリオを作成した。 

シナリオＡ（ストック型価値観×トレンド追従）の

「マス・トレンド追従社会」は、都市部への一極集中、

活発な不動産購入、官民協調による都市形成、新たな

技術をトレンド化し大きな社会変革が可能、といった

要素で特徴づけられる社会である。ここから、低炭素

社会のキーワードとして、スマート化、小ロット・コ

ンパクト化、同調主義といったことが挙げられる。 

シナリオ B（ストック型価値観×自己創造型）の「コ

ミュニティ共創社会」は、多様な価値観、個々の地域

やコミュニティに応じたまちづくり、独自の地域性の

発揮、民間主導、といった要素で特徴づけられる社会

である。こうしたシナリオの低炭素社会の実現へのキ

ーワードは、住民主導、公・民連携となる。 

シナリオ C（フロー型価値観×トレンド追随）の「計

画的流動・最適化社会」は、社会問題解決における国

や自治体の計画的取り組みへの期待が高く、ものの所

有形態がライフステージ合わせてシェアしたり変化し

たりして、人々が多様な働き方をする社会である。こ

うした社会における低炭素化へのキーワードは、公共

交通の拡充、補助金等のインセンティブ活用となる。 

シナリオ D（フロー型価値観×自己創造型）の「遊

住スタイル社会」は、政治行政への不信感から行政に

対する期待が低く、定住よりも点々と転居する暮らし

が主流で経済活動も全体的に冷え込んだ社会である。 

以上の複数シナリオを踏まえ、以下の二点を指摘し

た。まず、集住技術には、ITや交通システムのような

先端技術と、市民社会に集住を促す社会技術があるが、

後者にもきちんと着目し、将来的にさらに洗練された

技術が登場することも視野に入れつつ、集住を促すた

めの社会技術に関する国内外の事例を学習することが

重要である。もう一点は、30年後の未来はそう遠くな

く、産業革命勃興期以降ストックされてきた地球温暖

化問題に対処するには相当な覚悟が必要となる点であ

る。 
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【パネル討論】 

 

＜パネリスト＞ 

角和 昌浩 

フィリップ・バンデンブルック 

藤田 壮 

マイケル・ロジャース 

＜モデレータ＞ 

谷口 武俊 

 

 

【谷口】 それではこれから 1時間程度ですが、パネ

ルディスカッションに入りたいと思います。私はモデ

レータをさせていただきます、東京大学政策ビジョン

研究センターの谷口と申します。よろしくお願いしま

す。 

 地球温暖化防止あるいは適応、さらには低炭素社会

の実現については、藤田先生から話にもありましたよ

うに、さまざまな技術の開発が行われ、その適用が構

想されているところです。これらの技術は都市集住あ

るいは集住を含む社会転換を実現することにより、お

そらく高い効果を持つ可能性はあると思います。しか

し一方で若林さんの話にもありましたが、社会転換の

動因や誘因というのは、経済の活性化や行政の効率化

や省エネルギーや人々の繋がりなど多様であり、それ

らは複雑な利害が交錯する、時間的にも空間的にも極

めて広がった問題でもあります。したがって低炭素化

に向けた様々な新技術の社会導入は、社会的な論争を

招く可能性もあるでしょう。また、わが国は厳しい国

や地方の財政状況、人口減少、高齢化、地域間の経済

格差が進む一方で、国際競争力による経済成長と厳し

い温暖化対策の実施が求められています。低炭素社会

の実現は極めてタフな課題です。 

 このパネルでは、3 つほど論点を提起して少し議論

を進めたいと思っています。先ほど角和先生から将来

の社会シナリオの紹介がありましたが、最初のテーマ

として、このような社会シナリオの活用の仕方、ある

いはそれを活用するときに留意すべきことについてご

意見を伺いたいと思います。まずシナリオプランニン

グの専門家でもあるバンデンブルックさんからコメン

トをお願いします。 

 

【バンデンブルック】 谷口先生、ありがとうござい

ます。シナリオの使い方でまず気をつけなければいけ

ないのは、柔軟性、こうした手段の持つ影響力、そし

てバーサティリティ（多用性、多目的性）です。スイ

スのアーミーナイフを思い浮かべてみるといいでしょ

う。これはいろいろなことができます。シナリオはそ

れと同じです。非常に分析的な能力を持つツールです

ので当然ながら利点もあります。他方、それを使うた

めには規律を持っていなければなりませんし、なぜこ

れを採用するのかを具体的に理解していなければなり

ません。 

 テクノロジーアセスメントという枠組みの中で、そ

して非常に多くの社会的なチャレンジがある中で、さ

まざまな形でシナリオを使う場面があり得ると思いま

す。 

 例えば角和先生がおっしゃったように、特定のシナ

リオの使い方、ここでは探索的なシナリオと呼びたい

と思いますが、そういう使い方をすることによってこ

れまでと異なる社会技術的なソリューションを想像す

ることが可能になります。そしてそれをテストする可

能性もあるでしょう。アイデアとして、現在あるいは

将来の問題にどう対応したらいいのか、将来のシナリ

オを考えることによってテストすることができます。

どれだけのしっかりした力をオプションが持っている

のか知ることができます。これが探索的シナリオの良

いところです。 
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 しかしシナリオの使い方はそれだけではありません。

例えば単純にシナリオを使うケースがあります。特に

価値観が対立し分極化しているような文脈において、

あるいはステークホルダー・グループで意見が対立し

ているような場面で、信頼を醸成するためにシンプル

にシナリオを使うことも考えられます。最終目的では

なくプロセスにフォーカスが置かれます。異なったグ

ループの間で一定の信頼を確立するための手段です。 

 シナリオというのはとても有用です。なぜならば対

話をする空間が生まれるからです。未来というのは誰

も知らないわけですから、それについて議論ができる

ようになります。 

 もう一つの使い方としてコミュニケーションをする

ための手段にもなります。例えばアドボカシーという

システムを維持するために使われることもあります。

この意味においては、探索的なシナリオの使い方では

なく、規範的なシナリオに依拠することになります。

規範的なシナリオにおいては、これは望ましい、ある

いは望ましくないといった将来のイメージを描きます。

したがって可能性を導引する力は非常にあります。規

範的なイメージがあると、特定の人たちは非常に魅力

的だと思うかもしれませんし、逆にこんなのは嫌だと

思う人が出てくるかもしれません。 

 ですから私が言いたいのは、シナリオプランニング

というのは非常に柔軟性を持ったツールであり、複数

の分析が可能だということです。大事なことは、われ

われは何を探究したいのかという目標を明確にするこ

と。また公的な当局の役割について考える時には、何

をやりたいのか、ただ単にファシリテーターや円滑者

としての役割を果たしたいのか、インスピレーション

を与えたいのか、あるいは積極的なステークホルダー

としてトランジション（移行）の問題に対応しようと

しているのかを明確にする必要がある。とにかく目的

を明確に認識するべきということを言いたいと思いま

す。 

 

【谷口】 ありがとうございました。対話空間を作っ

てそれを活用するという使い方があるとのことでした

が、今回のアプローチはむしろそちらに近いかと思い

ます。研究開発のプロセスの中でもシナリオを活用す

る使い方はありますし、公共政策プロセスの中でもあ

る。社会的な討議などさまざまあるかと思いますが、

角和先生からもコメントをいただければと思います。 

 

【角和】 私とバンデンブ

ルックさんはこういう仕事

を長くやっています。私は

今回のシナリオ作成のアド

バイスをしましたが、バン

デンブルックさんのご説明

のような厳密な、何のためにどのように使うかという

設計は、今回は余りありませんでした。やりたかった

ことは、シナリオという手法がどのように市民対話に

使えるかという実験をしてみることでした。もう少し

上のレベルに持っていけば、政策課題を市民社会の賛

同を得て解決するということになります。今回は市民

対話のツールとしてシナリオが使えるのではないかと

いうアイデアから、まずシナリオ作成を行いました。 

 未来の在り様というのは、専門的な知見を展開する

だけではなく全体システムとして捉えてそれを生き生

きと語ってみるところにある。そういうことをやる上

でシナリオというのは非常に有効です。市民社会の賛

同を得るという前提として、やはり政策を仕掛ける側

はうまくコミュニケーションをしなければいけません

が、その時にシナリオはいいツールではないかと思い

ます。何しろシナリオというのはフレキシブルで、内

容はそれほど詰められたものではありません。出入り

自由なインプットを受け付けられるので、随時、追加・

修正されていく余地があります。そうやって政策の立

案側と市民社会の側の共通理解が深まっていく。 

 シナリオというのは未来の話ですから、今よく分か

らないことを話します。特に30年後など分からない、

だからみんなで語り合おうという舞台ができるわけで

す。特に今回は移住や集住を促す社会技術という、心

が波立ってくるようななかなか難しい話題を扱うとい

う実験でしたので、仮定の話だとか未来の話といった
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しつらえ、舞台が必要でした。市民社会の側は移住や

集住に対して、もちろん賛成・反対の両方があってい

いわけです。自由に忌憚なく、でも分析的・論理的に

対話を展開してお互いに学ぶ場・舞台を作る。今回は

そういう役割としてシナリオを活用しようとしたわけ

です。 

 ただバンデンブルックさんがおっしゃった中で非常

に大事なことを、私もシナリオの専門家としてここで

申し上げます。シナリオは ABCDの四つが同じような

確率で起こるとするルールが実はありますが、ここに

やはり規範性や倫理観が必要です。われわれは遊牧社

会を目指すべきではありません。やはりこれを目指そ

うというものがなければシナリオは社会の中で見捨て

られてしまいます。ですからシナリオを使う人あるい

はシナリオを使うように仕向ける側としては、そうい

うところも心しなければならないところです。 

 

【谷口】 ありがとうございました。藤田さんはいか

がですか。 

 

【藤田】 一つは私の立場、もう

一つは環境省の方々といろいろ

なことをご一緒させていただい

ている立場からお話できればと

思います。 

 一つはバンデンブルックさんがおっしゃった中で、

信頼というのが大事だということが非常に印象にあり

ます。もう一つはスイスのアーミーナイフと一緒で、

もろ刃の剣ということです。これは実はわれわれがシ

ナリオの議論をする際に非常に大事で、バンデンブル

ックさんの議論の中に規範的なシナリオと探索的なシ

ナリオという二つの概念が出ましたが、これはわれわ

れがシミュレーションをやる時に常に議論しています。

規範的シナリオというのは要するに、こういう方向に

行くべきだということを気付かせるということ。それ

に対して探索的シナリオというのは理解の仕方を含め

て参加型になって、おそらく信頼につながっていく。 

 実は国立環境研究所は 15 年くらい前に、低炭素の

ために二つのシナリオがあるのではないかと打ち出し

ました。それは「ドラえもんシナリオ」というハイテ

クシナリオと「サツキとメイ シナリオ」というもので、

これは結構取り扱われました。著作権の関係でその名

称はすぐ使えなくなりましたが、振り返ってみると、

そういった議論をした際にわれわれが打ち出したのは

どうも規範的な話だろう。本日の信頼というテーマや

参加型が大事だというご主張の中で、われわれはやは

り探索的なシナリオを併せてやっていかなければいけ

ないということを思いました。 

 振り返って日本の社会を見ると、科学者や研究者が

そうしたシナリオを出すことに対して信頼があるかと

いうと、実は余りそういう信頼のカルチャーがないの

ではないかという懸念も持っています。やはり探索的

なシナリオを作る、規範的なシナリオを作ることとと

もに、信頼というもののプラットフォームも作ること

が大事だと思いました。 

 環境省の代弁を少しさせていただくと、環境省の大

臣以下で気候変動長期戦略懇談会というものを大体月

に 1回以上開いていて、豊橋技術科学大学長の大西隆

先生や、川口順子先生、われわれの理事長の住も入っ

ていますが、ちょうど最後の会議がこの前の土曜日に

開かれました。その場でテクノロジーアセスメントが

必要であるとか、あるいは将来の不確実性に対応でき

る柔軟な仕組みづくりが必要だということが、ある種

の環境省のトップの懇談会で議論されました。したが

って、やはりこれから COP21 を踏まえて日本の中で

の温暖化対策の計画づくりがもう一度議論される中で、

おそらく環境省としても本日の議論を重要視して期待

されているでしょう。 

 

【谷口】 ありがとうございました。会場の方からの

質問は最後のほうに、時間があればいくつか受け付け

たいと思います。 

 次に 2つ目の論点に移ります。本シンポジウムでは、

政策を探るという大きなタイトルも付けていますが、

今回、低炭素社会に向けたトランジッションマネジメ

ントの一つのツールとして、社会技術について、現状
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の政策的な措置や制度などを若林さんから紹介してい

ただきました。 

 今後テクノロジーアセスメントをしていこうとする

と革新的な社会技術といったものも俎上に載せていく

必要があると思うのですが、日本の社会技術の現状を

聞かれて、例えば欧州の経験からして、もう少しこう

いうこともあるのではないかといったことをコメント

いただきたいと思います。まずロジャース先生いかが

でしょうか。 

 

【ロジャース】 谷口先生あ

りがとうございます。私が強

調したいのはタイム・ホライ

ズン、時間的な水平線です。公

共政策のイニシアチブという

とよく誤解があります。長期的に 30年などのタイム・

ホライズンがありますが、実はそれは小さな決定の集

大成です。それをテストしていかなければいけません。 

 私は一生を賭けて予防原則ということをやってきま

した。予防原則というのはどういうことかというと、

意思決定をするときにはよく分からない未来について

の決定をするわけですが、新しい証拠があがってきた

らそれをリバイズしなければいけないということです。 

 日本というのはある意味でそのゲームを始めていま

す。京都議定書の 1997 年はもう 20 年も前のことで

すが、そこからスタートし、今これを再活性化するチ

ャンスとして COP21 がパリでありました。また新し

いスタートとして、テクノロジーアセスメントという

市民の参加を得るチャンスがあるわけです。これは今、

意思決定をしたことが 30 年後の状況に影響を与える

ということではありません。シナリオ計画でよく誤解

されるのはそれです。シナリオというのは固定された

ものではなく、いろいろなイベントが起こってくるた

びに修正していかなければなりません。ですからここ

を認識することが大事です。 

 短期的な、1 年程度の決定というものがあります。

例えば 1年目には風力発電を推進したが、2年経って

風力では様々な課題に対応できないから別の技術でな

ければ駄目だとなったりする。このように連続的で

順々に行うものなのです。市民の参加によるシークエ

ンスなのです。 

 市民の参加ですが、これも本当に強調しても強調し

過ぎることはないと思います。一般の参加を得ること

は簡単です。例えば日本のようなところではできるで

しょう。しかしながらきちんと代表されている人たち

による参加かどうかということが鍵です。これは本当

に難しいです。本当に代表性を持っているかどうか。 

 私に言わせれば、日本においては私のような人間が

ボランティアとして参加しています。年を取っていて、

しかも時間が結構ある。私の場合はそんなに時間はな

いのですが。若い人を関わらせるといってもとても難

しいわけです。若者が参加しなければ代表性があると

は言えないわけです。ですから本当に注意深くセレク

ションする必要があります。オープンに、参加しなさ

いと招待状を出す。また実際の参加者についても注意

深く選んでいく。 

 そして最も大事な局面はモデレータを選ぶことです。

実際に議論を刺激することができて、政策プロセスに

物事をフィードバックすることができるような人を選

ぶことが必要です。これはシンプルではありません。

とても時間がかかる複雑なゲームです。 

 信頼という言葉が先ほどから出ていますが、世界的

にいって公共政策には不信の念が相当たまっています。

私の考えでは、そこで信頼を再構築しなければいけな

いと思います。日本に関して正直に言いましょう。35

年前にここに住んでいたときには不信の念はなかった

と思います。政府のことはみんな信じていたと思いま

す。専門家がとにかく何かを審議して、ポリシーメー

カーが決めて、そして実際に仕事が行われ、うまくい

ったというパターンでした。今はそれではうまくいき

ません。ですから市民の参加がなければ、私は将来を

考えるとちょっと暗いなという感じがします。 

 ただ、私が最初に言ったことに戻りますが、将来と

いうのは一連の小さな決定によって構築されています。

小さな決定というのは、結局はそれが集まったことに

よって将来が固まってくるのであって、一つのシナリ
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オで決定されるということではありません。今、公共

政策として、あと 30 年間このシナリオでやるという

ことを決めるのではありません。複数のシナリオがあ

って、それぞれが市民の参加を得てディスカッション

されテストされていかなければなりません。 

 

【谷口】 ありがとうございます。ではバンデンブル

ックさん、お願いします。 

 

【バンデンブルック】 ありが

とうございます。私もロジャー

ス先生の論点に敷衍して申し

上げたいと思います。 

 ある意味でわれわれはトラ

ンジション・マネジメントの話

をしているわけですが、個人的にこれはとても重要な

イノベーションだと思います。公共政策を立案する場

合に社会技術を使って重要なトランジションをこの社

会に起こすということです。 

 なぜ私がそれを信じるかというと、複数の要素が関

わってきます。第一に大切なのは、ビジョンを設ける

というプロセスが不可避的に関わってくるからです。

長期的にこういう未来になりたいと明示的に言うとい

うことです。その場合に考慮に入れるのは、不可避的

に複雑なことにわれわれが直面するのだということも、

きちんとトランジションの中に織り込んでいくという

ことです。 

 二つ目に言いたいのは、ビジョナリーなプル要因が

必要だということだけでなく、相互作用が必要だとい

うことです。異なったアクターが相互作用することに

よって力が生まれてくるということです。 

 若林さんの話に戻りますが、いろいろなアクターの

在庫調べをして、それぞれが社会に影響しようとして

色々な行動をとっているというお話がありました。ト

ランジション・マネジメントというのは実際に場を形

作るということですが、そこでそれぞれのアクターに

よってアントレプレナー的な精神が創造的に発揮され

ることが大事です。それが最も重要なイノベーション

の要素ではないかと思います。それがあってこそまさ

に社会技術として色々なことが刺激されていくのだと

思います。 

 三つ目に、三つ目だから大事ではないという意味で

はありませんが、これはロジャース先生がおっしゃっ

たことに直接関わることですが、一連の小さな決定の

積み上がりということです。何でもそうですが、こう

いったプロセスはそもそも複雑です。ですから進みな

がら新しい情報がどんどん上がってきます。そのとき

には新しい情報を考慮に入れていかなければなりませ

ん。ですから何をやるにしても公共政策メカニズムを

学習メカニズムとして設計していかなければなりませ

ん。これが最もインスピレーションを与えるものであ

り、しかも難しいことだろうと思います。どうしたら

新しい学習の成果を補足できるか、そしてそれを幅広

いシステムに拡散させていくかということを担保して

いかなければならないのです。 

 この三つが、どのようなトランジションのアプロー

チであっても主要な要因だと思います。それを申し上

げた上で言いますが、ちょっと用心深く、警告として

言いたいのは、トランジション・マネジメントという

のは便利な言葉なので、複雑性ということがその言葉

に隠れてしまいます。一つのトランジション・マネジ

メントがあるのではありません。一連のいろいろな集

大成としてあることを忘れてはなりません。複雑なも

のなのです。相対的にトップダウン対ボトムアップと

いうこともありますし、また角和先生がシナリオの中

でおっしゃったことにも似ていますが、テクノロジー

主導型 vs 自己創造型あるいはセフルクリエイティ

ブ・モチベーションというような、テクノロジーだけ

ではない社会の色々なセクター、色々なところが軸と

して出てきます。ですからトランジションの哲学とい

うのは色々な差異があるのです。そのような複雑性を

忘れてはなりません。複雑性があってこそ複雑な社会

のトランジションに対応できるのです。しかし相当の

チャレンジです。政策立案者にとっても研究者にとっ

ても適切な方法論を見つけるのはなかなか難しいこと

です。 
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【ロジャース】 私も 2点だけ付け加える点がありま

す。1 点目として、先ほど予防原則のことを言いまし

たが、これは国民は大好きです。ヨーロッパの人は大

好きですし日本でもたぶん予防原則というのは大好き

だと思います。しかしこの予防原則が正しく使われれ

ば、政策というのは時間の経過とともに変わっていか

なければならないということになります。例えば法律

を制定したら 100 年は変わらないということではあ

りません。あるいは気候変動などは膨大なものですか

らフレキシブルな政策対応でなければなりません。そ

して柔軟な政策対応であるからこそ国民はそれを尊重

し、自分も関わろうと思うのです。 

 

【谷口】 藤田さんはいかがですか。 

 

【藤田】 日本側の立場で何点かお話ししたいと思い

ます。日本は今まではトランジションをする必要はな

かったのだと思います。もちろん戦争被害や経済成長

など大きな変革は経験しましたが、やはり成長のモデ

ルが欧米にあったので、そこに追随していけばよかっ

た。それがゆえに政策やポリシーメーカーの過ちもそ

れほど多くないですし、もちろんいくつかあったかも

しれませんが、信頼も生まれるというのが日本型のモ

デルだとしたら、今まさにわれわれはトランジション

に直面している。 

 一つは、低炭素というのは単に排出の問題ではなく、

われわれが世界中で 200 年頼ってきた化石燃料を放

棄しなければいけない。これは完全に生産プロセスを

変えなければいけないわけですから大きな社会転換で

す。 

 もう一つは、日本が先導的に人口減少に直面してい

るので、先ほど角和先生のおっしゃった限界集落とい

う問題が出てきているわけです。そうするとやはり今

までの 20 世紀型の社会モデル、あるいは技術モデル

では適応しないので、トランジションが必要になる。

これが本日お二方から伺って、日本がどう直面するか

という課題を非常に露わにしていると思いました。 

 特に化石燃料と低炭素社会の話をすると、イギリス

のエネルギー転換は 1950年ぐらいをピークに落ち着

いてきていますので、その時期に成長から安定に舵を

切った。一方われわれのような社会、それから追随し

てくるアジアの社会という点では、これからアジア型

のトランジションをどうするかが一つの課題だろう。 

 二つ目は、その中での社会技術についてです。私も

本日お話ししましたし、角和先生からも出てきました

が、空間あるいは都市計画・土地利用は、実は日本の

中では使えない社会技術でした。というのは余りにも

需要が供給を上回っていましたから、地価がどんどん

上がり続けて 50 年経ち、結局土地を持っている人は

必ず得をしましたから、適正な土地利用を提案しても

実現しませんでした。 

 それが先ほどの 2つ目のトランジションである人口

減少を迎えて、われわれはようやく予測可能でオペレ

ータブルな空間というものを社会技術として取り上げ

るようになりました。そうすると社会技術というのは

実はバリバリのハイテク技術より有効かもしれないと

いうことで、日本はまさにトランジションの下で空間

を考えたアセスメントが必要だろうというのが二つ目

です。 

 最後に、それを具体化していかなければいけない。

では日本の政策ツールにはどういうものがあるのか先

ほどご紹介いただきましたが、私は結構、日本のトッ

プダウンも悪くないなと思うときがあります。 

 かつて安倍首相がドイツのハイリゲンダム・サミッ

トで美しい星、地球というようなことをおっしゃいま

した。当時は環境ブームがあったのでまさに政治家と

しておっしゃいましたが、やはりそれが閣議決定まで

下りてくるとサーッと各省がその下で動き出しました。

もちろん常にそういうことではないのかもしれません

が、日本のトップダウンの政治がボトムアップと融合

するところを 2008年くらいから見せていただいたと

ころがあります。そうすると今まさにトランジション

というのが社会命題になった場合に、非常にスマート

な政治家の方々がそれをおっしゃると、場合によって

はボトムアップの行政機構とうまくリンクして社会転
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換を可能にする可能性があるのではないかという期待

も持っています。 

 ただその中で必ずしも昔と違って将来を見通すのが

難しいとなると、やはりシナリオが非常に大事で、シ

ナリオの下でそうしたトップダウンが出てこないと危

なっかしくて困る。そうするとやはり参加型をベース

にしたシナリオ作りがあえて必要になってくるのです

が、どうも市民参加の due processというものが日本

には十分に蓄積されていません。お二人や角和先生か

ら何回も参加ということが出てきましたが、参加型シ

ナリオをどのように情報発信していくのかが非常に大

事だということです。日本はそれを受け入れる、実行

する機能は持っているのではないかという印象でお話

をしました。 

 

【谷口】 ありがとうございま

した。トランジション・マネジ

メント、あるいは社会技術につ

いて今お聞きしていると、フィ

リップさんが言われたように、

参加型のこういった熟議という社会的な仕組みも一つ

の社会技術であるし、アントレプレナー的な精神を創

造する機会を生み出す、そのような人たちが育ってい

くようなことを考えるのも社会技術の一つかもしれま

せん。革新的な社会技術はいくつもあるのだろうと思

ったところです。 

 私自身は、日本のこれからの大きな課題はアダプテ

ィブ・アプローチという、常に状況を見直していく社

会的な学習メカニズムが重要な社会技術になると思っ

ています。言うのは簡単ですが、学習するということ

は実はそれほど簡単ではありません。だから常に新し

い知見を見直して、前提を見直していく。それをきち

んとフィードバックするというアダプティブ・アプロ

ーチを本当に実現していくことが、トランジション・

マネジメントの中では重要だと思います。 

 ここで三つ目のテーマに移りたいと思います。ロジ

ャース先生から参加型テクノロジーアセスメントの話

をしていただきましたが、日本でもこれまでコンセン

サス会議といった取り組みはなされています。先生も

言われたように、コンセンサス会議などのこれまでの

参加型には、そこに参加する方の代表性の問題である

とか、いくつかの課題が示されています。そういう面

では最近、いわゆる地球温暖化問題といった大規模な

ものについては、グローバルに大規模な参加をする

World Wide Viewsという新たな取り組みも行われて

いるとは思います。しかし今回の集住については、日

本の中でも多様な人たちを巻き込んでいく方法やアプ

ローチを考えなければいけないのではないかと思って

いるのですが、それらを実現していくにあたってどの

ようなことを考慮していかなければいけないのか、ど

ういうところに留意していくべきかについて、ロジャ

ース先生のご意見をいただければと思います。 

 

【ロジャース】 市民参加の第 1のポイントは、市民

がそのテーマについて知識を持っていなければいけな

いということです。私は専門家だ、だから私の意見を

聞け、ちゃんとそれに従えということではないのです。

そうではなくて「あなたと一緒に議論しますよ。こう

いうことが問題なんです。あなたの意見を言ってくだ

さい。そしてこれについて知識を持ってくれたらもっ

と意見を言ってください」ということです。Meeting 

of Mindsのプロジェクトが非常に成功したのは、本当

によい専門家がいて、その人たちが一般市民、参加者

と話ができたからです。そして参加者が十分な知識を

持って政策プロセスにきちんと貢献ができたというこ

とが鍵になる要素だったと思います。 

 私が初めて日本に来てリスクガバナンスについて東

大で講義をしたときに、女子大の先生にお目にかかり

ました。この女子大の教授が、自分のコースで GMO

（遺伝子組み換え食品）について議論しようというこ

とでいろいろな人を呼んできました。ですからそこに

は GMOについてのmeeting of mindsがあって、そ

こで議論することによって、いったい政策は何である

べきかということにきちんと貢献できるような意見を

言えるようになったのです。 

 ですから、まず議論をするということ。まず専門家
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と議論をする。それに続いて主要なモデレータを選定

すること。モデレータがきちんと参加者を説得するこ

とができる。説得するというのは、意見を言ってくだ

さいと説得してオープンに議論をして、そしてコンセ

ンサスに到達できるように努力するということ。これ

が一番大事なところだと思います。 

 ヨーロッパは幸運だったと思います。私が関わった

プロジェクトでは、本当に思慮深い形で一般の人と話

ができる能力のある人たちがいました。市民に対して

信頼を与えることができて、きちんと貢献できる形で

議論ができました。みんなが発言するべきです。そう

でなければせっかく参加者になっても意味がありませ

ん。 

 私は幸運なことに、政治家に呼ばれイギリス西部の

小さな村で村人たちに対して原子力について話をする

機会がありました。そのときに私はまず冒頭にこうい

うことを言いました。「この部屋にいる人たちの100％

が反原発ですよね。でもきっとこのミーティングが終

わる頃には少しは知識をお持ちになるでしょう」と言

いました。そして意味のある議論ができるようになる

はずだと申し上げました。私がモデレータとして優秀

だったということを言っているのではなく、そういう

ことをやらなければいけないということです。そのよ

うに持っていかなければいけないということです。 

 通常はポリシーチームの一員ではなく、独立性を持

った学者のような人が選ばれます。学者だから独立し

ているということではありませんが、そういう場合が

多いのではないかと思います。そしてそこでいい対話

ができて、市民の意見を明確に引き出す。そうしたら

それをポリシーメーカーに伝えればいいわけです。 

 私の経験からレコメンデーションとして申し上げた

いのはこういうことです。いろいろな方法論を並行的

に使いなさいということです。市民の参加や市民との

協議には様々な方法論があります。人々が参加型のア

プローチあるいは参加型のテクノロジーアセスメント

を信じる度合いはずいぶん強くなりました。なぜなら

経験が増えたからです。いろいろな方法論を並行的に

試すと、きちんと比較可能になるような結論が出てき

ます。 

 最近、私が関わったトランジション・マネジメント・

プロセスで、ヘルスケアシステムを扱ったことがあり

ます。ヘルスケアには相当ストレスがかかっていまし

た。財政不足に加え、例えば高齢化や疾病の慢性化と

いった新しいプレッシャーがかかり、いろいろなチャ

レンジが生まれてくる。そんな中で、異なった参加型

の方法論、例えば定量的な形、探索型、そして対話型

の方法を、規律ある形で並行的に走らせることによっ

て、結局は同じような結論に到達することが分かりま

した。これを私は自分の目で見ることができました。

それは驚いたとか啓示的なことだったとは言いません

が、参加型がやはりいいのだという私の個人的な確信

を強めることにつながりました。これはたくさんの人

たちの持っている英知ということだと思います。いろ

いろな人が世論を持っているわけですが、それをお互

いに様々な方法論でやることによってクロスバリデー

ションができるということだと思います。 

 

【藤田】 日本型の参加型テクノロジーアセスメント

も、ぜひとも10年ぐらいで実現しなければいけない。

もっと短いのかもしれませんが、5年、10年で実現し

なければいけない。というのは、先ほど申し上げたと

おり二つほど鍵があると思います。 

 一つ目はまさにロジャース先生がおっしゃった予防

原則ということで、特に人口減少はそうですし、気候

変動についても、自分たちにどれだけ不可逆的な影響

があるかは、実は国民一人一人が分かっているわけで

はないかもしれないということです。われわれの研究

所の研究者で、衛星や船でずっとカーボンを観測して

いる人間は、やはり 2 度を超えると後戻りできない、

もし 3度を超えると本当に映画の世界のようなことが

起こるということをよく見せてくれます。では、それ

が本当に国民一人一人にまで、自分たちの出す CO2の

排出によってそういった不可逆的なレベルまで達する

可能性があることが伝えられているかというと、やは

りそこは分かっていないところがあるかと思います。 

 同じように、今だんだん悪くなっているけれど 10
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年我慢したらいいのではないかというような、楽観的

な予感みたいなことを経験からおっしゃる方もいるの

で、そこはやはり科学側で具体的なエビデンスを示し

て、シミュレーションを示して、それを可視化する。

日本人はおそらく参加型のテクノロジーアセスメント

をやるだけの教育水準は高いと思いますが、その情報

を社会コミュニケーションとして提供することは、や

はり国なり、企業なり、市民と共にやっていかなけれ

ばいけません。これが一つ目だと思います。 

 二つ目は、実は私が本日お示しした話題提供はかな

りローテクなつもりで、システムそのものは若干新し

く見えますが、使い方は極めて簡単なものです。どう

も技術革新においては、産業革命から 200年経ってテ

クノロジーがようやくヒューマンフレンドリーになっ

てきているのではないかということを、 iPad や

iPhoneを見て思っています。 

 日本を振り返ると、こういった参加型ミーティング

をやっても一方的にしゃべる機会が多くなってしまっ

たり、学生さんの授業などを持たせてもらってもある

年代から全くしゃべらなくなる。こういうことをここ

何十年も見ていると、日本のどこに根があるか分かり

ませんが、やはり日本のコミュニケーションデザイン

は必ず必要です。例えば SNSなどを見ると、これが同

じ日本人かと思うぐらい声高に発言している主体があ

って、それ自身が悪い影響もありますが、ただそうし

た日本の従来型の一方通行ではない双方向のコミュニ

ケーションデザインを、例えば IT を使ってシステム

を作るということがないと規範的になってしまうので

はないかという気もしています。日本型の参加型デザ

インという意味では、二つほど必要かなということを

申し上げました。 

 

【谷口】 ありがとうございます。ここで会場から、

もし質問がありましたら手を挙げていたらければと思

います。いかがでしょうか。 

 

 

 

【質問者】 どうもありがとうございます。質問とい

うか 2点コメントです。本日のテーマは市民参加とい

うことで、一つはシナリオについてです。パネリスト

の皆さんはあまりイメージ的におっしゃっていなかっ

たかもしれませんが、何か社会シナリオを作って皆さ

んの間で対話として使うとき、最終的にそのシナリオ

に従って一つ社会がそれに向かっていく、一つの社会

転換の在り方として一つの社会像をみんなが目指す、

というイメージがもしかしたらあるのかと思います。

多分そうではなくて、対話に使うことでいろいろな人

がいろいろな社会の在り方を考えていく、そのための

ツールとして使われるのだろうと思います。 

 そうしたときに、市民の皆さんがこういった社会シ

ナリオを見てどう思うかということです。あまり自分

事として思わないのではないか。社会シナリオが

ABCDとありましたが、顔が見えないというか、そこ

に実際にシナリオに住んでいる人々のプロファイルが

あまり見えない。だから参加しようと思っている市民

の皆さんは、そういった社会シナリオもあれば、こう

いった社会シナリオもあるぐらいに思って、あまりそ

のシナリオに関わる緊張感がないのかと思ったので、

社会シナリオを立てることと、参加している市民それ

ぞれの個人のシナリオをどう結び付けるのかが気にな

った点です。 

 それと関係して 2点目ですが、信頼という話があり

ましたが、得てして政策を作ったり何か技術を振興し

ていこうというときに、イギリスの首相だったウィン

ストン・チャーチルが、科学者はトップに置かれるの
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ではなくて必要に応じて使われる、Not on top, but 

on tapと言いましたが、同じようなことが市民参加に

も言えるのではないか。やはり専門家は都合に応じて

市民参加ということで市民の意見を利用するところが

ある、そういうふうに市民が思っているので、行政や、

もしかしたら科学者のほうにもあまり信頼が持てない

のではないか。それを崩すためにも、やはり市民の皆

さんが自分事として将来の社会を考えられる、将来の

自分の在り方を考えられる場が必要なのかなと思いま

した。 

 

【谷口】 いかがですか。では、まず角和先生から。 

 

【角和】 コメントをどうもありがとうございます。

それぞれ分担します。私が、顔が見えないシナリオを

どうしようかという話をしましょう。 

 今回のシナリオ作成チームが、非常にコンセプチュ

アルな軸で 30 年後に飛んでみた、という手法を使う

とこのようになりました。ただ、やはりわれわれは生

身の人間であり、われわれがそこに住んでみるために

は 3年後はどうなるか、5年後はどうなるかという、

もう少し刻んでいくシナリオの作り方もあります。実

はそれが公共政策になじむようなシナリオのやり方で、

それこそロジャースさんに言っていただいたように小

さな決定で次に次にと進んでいく。そうすると後戻り

ができないこともある。専門的に言うと、そういう手

続き的なシナリオのほうが公共政策にはなじむかもし

れません。 

 ただ今回やったことについて非常にいいことはたく

さんあります。こういったゆるゆるのシナリオだとい

ろいろなコンセプトが出入り自由ですので、そこでい

ろいろな議論が多様に展開できる。そのメリットも私

は認識しています。 

 

【ロジャース】 チャーチルの引用を完全に言いまし

ょう。チャーチルはこういうことを言いました。「科学

者というのは on topではなく on tapであるべきであ

る」。そうしたら戦後にある科学者が、自分は topには

いかなかったけれど意見は聞いてほしいと思った、と

言いました。やはり専門家の声を一般市民が聞くとい

うことが大事だと思います。そのほうが公共政策がよ

くなることにつながると思います。 

 それから二つ目のコメントについてですが、これは

本当に深刻な問題です。何とかしなければなりません。

何とかするためには小さなプロジェクトから始めると

いうことでしょう。ずっと模様を眺めて、全部のシナ

リオを完璧なものにして、分析もして、技術も全部磨

いて、それまで待っているというわけにはいきません。

環境省が小さなプロジェクトにお金を出して、あと 6

カ月で何かをするということでも始めなければいけな

いと思います。そうでなければ 2年後でもまだ模様眺

めをしているだろうと思います。こんなことを申し上

げて本当に失礼ですけれど。 

 あなたのコメントは本当に有用だと思います。でも、

やはりシナリオをスタートする前に開発するというこ

とは全部を遅くしてしまうと思います。とにかくトッ

プが意思決定をして、問題は緊急だ、今ここにある問

題なのだ、だから市民を参加させなければならない、

だから小さなプロジェクトから始めましょうと言って、

それがどうなるか見てみよう。そこからどんなメリッ

トがあるか見てみよう。そこから進化していこう。そ

ういうふうにいくべきだと私は思います。 

 

【バンデンブルック】 コメントをありがとうござい

ました。あなたはデリケートな問題に触れましたね。

いろいろなことを考えましたが短く発言いたします。 

 われわれは認識していないことがあります。一体ど

ういう領域にわれわれは入ろうとしているのか。古い

公共政策のパラダイムは捨てて、まったく複雑なもの

を抱きしめようとしているのか。いろいろなジレンマ

がそこには潜んでいます。あなたはそのジレンマにつ

いていろいろと指摘されました。そこから逃れるすべ

はないのですから、とにかくそれに対応せざるを得な

いのです。 

 われわれはとにかく複雑性が怖いために、結局昔な

がらのやり方に戻ってしまうというリスクもあります。
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あるいはわれわれは全く動けなくなるかもしれません。

例えばウサギがヘッドライト見ると眩しくて全然動け

ないことがあります。ですから、ある種の共通テーマ

ということでいろいろな貢献があり得ると思いますが、

基本的な命題として、社会的な学習をする、そして少

しずつながら動いていく、前進していかなければいけ

ないこともあり得ると思います。 

 複雑なトランジションの問題に対応するときには、

デザイナーがこうした問題に対応するやり方として、

デザイン・シンキングという言い方があります。それ

を下支えしているエトスやメンタリティというのは、

まさにロジャース先生が言っておられることです。全

部が分かってから動こうというのではなく、何かをと

にかくやろうということだと思います。プロトタイプ

をまず作って、そこからどのように複雑なことに臨も

うかということです。もし失敗したら別のことをやっ

てみればいい。これがちょっと役に立ったから、これ

を増強したらいい。そのようにして進歩、前進をする

ことができると思います。 

 私は本当に確信しています。大聖堂を立てるときに

は、机の上に青写真がなければできません。でも、と

にかくやらなければ何も始まりません。 

 

【藤田】 目には見えない共通の理解もなければいけ

ない。そうでないと人々がさまざま違ったものを作り

始めるでしょう。別個に動くでしょう。なのでそのよ

うな、目には見えないけれど社会の意図というものも

必要なのでは。 

 

【バンデンブルック】 それは面白い議論にはなると

思いますが、非常に長い議論になり得る話です。情報

の代謝がなければいけないと思います。メタボリズム

です。そして情報が異なったグループの間で素早く動

くようになっていなければいけません。いろいろな違

ったところにいて、共通のプロジェクトでやっている、

そうしたグループの間で足早に情報が動かなければな

りません。いろいろな面白いケースがあり得ると思い

ます。 

 ささやかな例で言うと、大型加速器というものがあ

ってヒッグス粒子が発見されることにつながりました。

これは今までになかったような複雑な実験プロジェク

トで、3000 人以上の科学者が 70 カ国以上、137 の

研究で関わりました。どうしてそんなことが可能だっ

たのでしょうか。社長なんかいません。ただスポーク

ス・パーソンがいただけです。そして青写真というの

は 7ページ程度の MoU（覚書）に限られていて、それ

であれだけのことができたのです。結局は情報メタボ

リズムということです。デザインの選択肢をできるだ

けオープンにしておいたからできたのです。あのよう

にして素晴らしい謎を科学者が解くことができたプロ

ジェクトから学ぶことはたくさんあると思います。 

 

【藤田】 今のお話はおそらくご質問に非常に答えて

いて、われわれは多分誰も、満場一致の唯一のシナリ

オがあるとは余り思っていなくて、非常にシンプルな、

先ほどおっしゃった 7ページの青写真かもしれません。

あとの最後のデザインは参加に任せるということだと

思います。 

 テクノロジーアセスメントにはまさにそこがある。

もしそうしたアプローチがないとしたら、例えばガウ

ディのサグラダ・ファミリアはもしかしたらスラムに

なるかもしれないわけです。やはりスラムではなくて

ある種のモニュメンタルなものを作ろうという社会的

意志と方向は決まっていて、そこが先ほどのカテゴリ

ーでいうと規範的なシナリオデザインでこうあるべき

だということを示す。ただその詳細な探索的なシナリ

オは参加型に任せていこう。そこはあらかじめ科学者

も研究者も均衡解は用意しないということだと思う。 

 もしこれをやらなければどうなるかというと、例え

ば低炭素社会でいうと下手をするともっとどんどん石

炭を使い続けるという選択を日本社会がしてしまうか

もしれないわけです。そうではなく、ある種の規範的

な方向性を示すところは、多分テクノロジーアセスメ

ントの重要性として一つある。それに対して具体的な

ソリューションデザインはもっと幅を広げて、伺って

いるとどうも 2段階あるのだなという気がします。 
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 それから社会シナリオをどうやって個人が自分のも

のにするかというのは、非常に単純化すると IT を使

うべきだということにいきたい。ただそんなに単純で

もないとは思いますが、30年くらい前から見るとやは

り社会の方々の環境関心は高まって、日本の教育も高

まっている。そこについては楽観的にそうしたことを

言い続けると、どこかで社会で主流化するような期待

はあるということを日本人の 1人として申し上げてお

きたいと思います。 

 

【谷口】 ありがとうございました。他に何か質問は

ありますか。無ければ時間も迫っていますので、最後

に私の方より今回のシンポジウムを総括したいと思い

ます。 

 今回のシンポジウムでは将来の社会シナリオを複数

提示しましたが、やはり、どれもあり得る、まさに将

来は不確実だということを確認したところです。ただ、

地球温暖化の問題は着実に、確実に進展しており、社

会、経済、政治、文化、あらゆるところにシステミッ

クな影響を及ぼすことは間違いない。 

 先月末のダボス会議で、世界経済フォーラムのグロ

ーバルリスクレポートが出ましたが、その中に、グロ

ーバルリスク・ランドスケープという、グローバルな

リスクの様相が示されていますが、やはり気候変動へ

の緩和策あるいは適応策が失敗するリスクが、極めて

重大なリスクであると示されていました。これはやは

り、水資源危機や食糧危機、さらには大規模な非自発

的な移民といったリスクと強く結びつくことが指摘さ

れました。 

 COP21 でパリ協定が合意され、さらに 2050 年に

80%削減という野心的な挑戦にはやはり大きな社会

転換が必要です。そのためにはおそらく極めて革新的

な社会技術、社会的な仕組みを、いくつも考えて継続

的に試行し学習していかなければいけない。それには

結局、市民の知恵を活用しなければ実効性はないわけ

ですから、そういう意味で、参加型テクノロジーアセ

スメントの試みは極めて重要だということはご理解い

ただけたと思います。 

 ただ、こういう取り組みは国民には広く知られてい

ません。環境省はこれまでも他省庁に先駆け、住民参

加やリスクコミュニケーションなど、さまざまな活動

に取り組んできたわけですから、是非、参加型テクノ

ロジーアセスメントを主導していただきいと思います。 

 先月 22 日に閣議決定された第 5 期、平成 28 年度

から 32 年度までの科学技術基本計画の中に、しっか

りと科学技術の及ぼす影響を多面的に俯瞰するテクノ

ロジーアセスメント、さらにはいわゆる規制などの策

定や実施において、科学的な根拠に基づいて的確な予

測や評価、あるいは判断を行う科学に関する研究、い

わゆるレギュラトリー・サイエンスと言われるもの、

それと社会制度などの移行管理に関する研究、まさに

トランジション・マネジメントに関する研究というも

のを促進する。そして、これらの取り組みについては、

研究開発活動と連動させながら、その推進を図るとい

うことが基本計画の中で謳われました。 

 本プロジェクトはテクノロジーアセスメントとトラ

ンジション・マネジメントという二つを先取りして、

取り組んでいるものですが、とりあえず参加型テクノ

ロジーアセスメントを行う準備を少し整えたという段

階に来たところです。今後、本日のパネル討論で頂い

たコメントなどをより具体的なものにしていく作業が

必要だと思いますが、ロジャースさんとバンデンブル

ックさんが指摘されたように、小さな試み、準備があ

る程度できたらトライする。ロジャース先生が「you 

won't know until you try.」と言われましたが、小さ

くてもそういう試みをしながら、社会的に学習してい

くアダプティブな態度、プロアクティブな思考を私た

ちも持っていかなければいけないと思います。 

 最後に 4人のパネリストと若林さんに、拍手をもっ

て感謝し、本日のシンポジウムを終了とします。あり

がとうございました。（拍手）  
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Climate Change:

First, what is the Problem?

Our activities have resulted in the production of large amounts of 

greenhouse gases. CO2 levels have risen by about 1.4X since 1880 -

resulting in an average global temperature increase of ≈ 0.9°C. 

Continuing with “business as usual” would result in catastrophic 

changes to the Earth’s climate.

Action is necessary to limit the average global temperature increase to 

2°C, which requires a significant reduction of CO2 emissions. To 

attain the two degrees target, global emissions of greenhouse gases 

have to be reduced to about half of the level of that of 1990 by 2050.

© Michael D. Rogers, 2016

3

What is “Technology Assessment” (1)

In essence, TA is the analysis of the potential 

consequences that could result from the application of a 

particular technology or technologies: It is a form of 

Impact Assessment.

Done well, TA should increase the probability of benign 

public policy decisions. However, it depends on carefully 

“appreciating the situation” and the consistent avoidance 

of “situating the appreciation” (preconceived ideas are 

always dangerous!)

© Michael D. Rogers, 2016 4

Clearly, TA has to take account of the social, political, 

environmental and ethical dimensions; which are outside 

the compass of the science and technological spheres.

“It is essential that, to the fullest extent possible, the 

consequences of technological applications be 

anticipated, understood, and considered in the 

determination of public policy on existing and emerging 

problems” (US Senate 1972)

What is “Technology Assessment” (2)

© Michael D. Rogers, 2016
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TA should provide crucial information, which should 

contribute to sound public policy decisions. 

Three Types of TA (which can be inter-connected):

1. A Project TA – e.g. constructing a new power station

2. A Problem Orientated TA – e.g. climate change

3. A Technological Field TA – e.g.  GMO

What is “Technology Assessment” (3)

© Michael D. Rogers, 2016 6

What is “Technology Assessment” (4)

© Michael D. Rogers, 2016

TA

Science Ethics

Communication Foresight

Risk
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Low Carbon Futures

TRANSITION

CURRENT

ENERGY 

TECHNOLOGIES

PUBLIC 

POLICY

INITIATIVES

LOW CARBON

FUTURES
TA

CONTRIBUTION
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Technology Assessment

Is Critical When:-

THE FACTS

ARE

UNCERTAIN

THE STAKES

ARE

HIGH

DECISIONS

ARE

URGENT!

THE VALUES

ARE

DISPUTED

© Michael D. Rogers, 2016
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TA as an “Expert Process”
In Summary

1. Clearly identify the Problem

2. Carry out a comprehensive search for possible Technological Solutions

3. Assess the current Technological Status

4. Identify relevant current R&D programmes

6. BUT This is all based on “Utilitarianism” – What about “Values”??

5. Assess possible Technological Development Trajectories

© Michael D. Rogers, 2016 10

Technology Assessment

EXPERT Advice

Policy Response

Development

Risk 

Perception

& Trust

PUBLIC

Risk 

Communication

& Trust

PUBLIC

Risk  Issue 

Management

& Trust

BUSINESS

The “TA Labyrinth”

GOVERNANCE

© Michael D. Rogers, 2016
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THE ESSENTIAL BUILDING BLOCKS OF TRUST

 1) FAIRNESS & 

IMPARTIALITY
Do the policy makers take 

everyone’s interests into 

account?

 2) COMPETENCE
Is the public perception 

positive about the risk 

managers’ competence?

 3) EFFICIENCY
Are the public resources 

devoted to risk management 

cost effective?

BUILDING

TRUST

in RISK

MANAGEMENT

© Michael D. Rogers, 2016 12

THE GOVERNANCE OF TECHNOLOGY  ADVICE

2002 Communication (2002/713)

“The Collection and Use of Expertise by the Commission”

PRINCIPLES & GUIDELINES

 QUALITY

 OPENNESS

 EFFECTIVENESS

BUILDS

TRUST

© Michael D. Rogers, 2016
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BUT - What about Public Opinion?:

“Participatory TA & Trust”

Does the Public Generally Trust

Expert Evidence Concerning e.g.?-

© Michael D. Rogers, 2016

Nuclear Power? GMO Crops? Roads?

SOME FORM OF CITIZENS PARTICIPATION IN the TA 

PROCESS IS CLEARLY NECESSARY for a 

SUCCESSFUL OUTCOME

14

Citizens’ deliberation is a form of participatory 

technology assessment in which socially 

relevant issues of science and technology are 

assessed by citizens’ panels.

What is “Citizens’ Deliberation”?

© Michael D. Rogers, 2016
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Four Criteria for Citizens’

Participation Projects

 Competence: The citizens must be able to raise and test 

arguments as part of an active informed dialogue

 Transparency: The methods, procedures and results 

must be transparent

 Fairness: The citizens must be representative and must 

have equal opportunities to make their contributions

 Efficiency: There must be a good balance between the 

effort (time, money, etc.) and the results achieved

© Michael D. Rogers, 2016 16

Core Principles of

Deliberation

 A fair representation of all the relevant viewpoints and 

actor groups is important

 Enough time must be allocated to synthesise the results 

and to validate them with the participants

 Equal speaking rights and responsibilities among all the 

participants is essential

© Michael D. Rogers, 2016
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The

Meeting of Minds

Project
http://www.brainscienceeurope.org/europe_default_site.aspx?SGREF=14

© Michael D. Rogers, 2016 18

The Justification for Carrying Out a

Citizen’s Deliberation Exercise on Brain Science

 Neurosciences are accelerating rapidly

 “The brain is much too important to leave the discussion 

just to brain scientists”

 Discussing the brain leads to the question “What does it 

mean to be human?”

 Brain sciences had received the least public attention of 

the NBIC (Nano., Bio., Info., & Cognitive) technologies

© Michael D. Rogers, 2016

http://www.brainscienceeurope.org/europe_default_site.aspx?SGREF=14
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Policy-making/governance
Objectives

 To set the issue of brain sciences on the (wider) political 

agenda

 To come up with recommendations to the political, 

science and research community at European and 

national level

© Michael D. Rogers, 2016 20

Post-Project Analysis of the

Citizens’ “Meeting of Minds”

Report

© Michael D. Rogers, 2016
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EU Policy Dimensions

 The Ethics of Science and Technology (7)

 Research and Development (5)

 Health Care (4)

 Governance of Science and Technology (3)

 Pharmaceuticals and Medical Devices (4)

 Science Communication (5)

 Education and Training (7)

© Michael D. Rogers, 2016 22

Ethics of S&T - Recommendations

 Establish mandatory informed consent procedures for all 

brain imaging techniques. Ban the use of brain imaging 

techniques by police, courts and security services

 Establish a pan-European ethical and legal advisory 

committee “that lays down guidelines for brain research”

© Michael D. Rogers, 2016
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Science Communication - Recommendation

 Provide early training for science students in 

communication skills so that they can inform the lay 

population without oversimplifying the information: 

Encourage scientists to produce “popular” accounts of 

their work and provide expert help for this.

© Michael D. Rogers, 2016 24

Did the Meeting of Minds Project 

meet its objectives?

“Ordinary citizens can become 

knowledgeable in science-related matters 

and a European consensus is possible”

(Die Zeit)

© Michael D. Rogers, 2016
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Siting Waste Processors in the

Northern Black Forest of Germany

 Deciding on a technically sound site without the effect of

NIMBY-ism is difficult

 Around 5000 randomly selected citizens were invited and 

around 200 accepted to participate

 The Citizen’s participation project was organised and 

moderated by a university team of experts in such 

projects (local and national policy makers were excluded)

 The project was successful, both in terms of identifying 

agreed sites and in terms of timely completion

© Michael D. Rogers, 2016 26

Would it work for this MoE

Low - Carbon - Futures Project?

 You won’t know until you try!

 Japan has a highly educated population and 

many would be interested in participating!

 Better to run a Participatory TA project which 

results in public acceptance than an expert 

driven TA which risks not being trusted by the 

citizens!

© Michael D. Rogers, 2016
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In Summary

 The Problem is clear, as was Demonstrated at the COP 21 in Paris

 Many potential approaches to solving the problem are on the table –

admittedly, some are more controversial than others

 However, the societal implications are too important to leave this just 

to the scientists, engineers and government officials!

© Michael D. Rogers, 2016

We need to involve the public in this 

journey!
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一般公開シンポジウム
「低炭素社会実現に向けた政策を探る」

平成28年2月3日

社会システムを含む
低炭素技術アセスメントの研究

大場真・花岡達也・五味馨・戸川卓哉（国環研）

環境都市の取組が拡大する転換点

1997年 京都COP3 京都議定書

2005年 京都議定書発効

2007年 ドイツ・ハイリンゲンサミット

2008年 洞爺湖サミット

2008-12年 京都議定書の約束期間

⇒2008年- 環境モデル都市の指定

2015年 パリCOP21 パリ協定
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電力事業法
農地法
都市計画法
地域産業
地縁の消失

現在2011.3.11 目指す将来

社会技術
レジーム

社会技術
ランドスケープ

ニッチ
イノベーション

動的な安定 不安定化に対する
特例レジーム

【技術レジーム】

再生可能エネルギーの
技術開発、スマートグ
リッド、新交通システム：
日本型イノベーションの
推進力

【機会の窓】

低炭素まちづくり
の先導的取り組み
が契機となるニッ
チイノベーション

【新たなニッチ】

地区街区エネルギー事
業、産業都市連携事業、

地域エネルギーマネジメ
ント地区・ネットワーク

あらたな社会の圧力東日本大震災

環境都市からの社会転換の期待

レジリアントな国土・分散型エネルギー

過去

既成の
圧力

新たなレジームの変化への接続

電力事業法の変更
農地法の変更
都市計画法の変更
低炭素まちづくり事業
地域の絆の再生

FIT制度
総合特区制度

既成レジーム
への回帰

機会の窓
としての

環境都市の
先導事業
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環境都市の
システム定着

社会システムの転換

2012年指定

7都市

日本の環境モデル都市

下川町
3600人

帯広市
17万人

横浜市
369万人

宮古島市
5.5万人 4

新潟市
80.8万人

ニセコ町
4800人

2008年指定

13都市

2013年指定

3都市

千代田区
4.8万人

豊田市
42万人

飯田市
11万人

神戸市
154.2万人

水俣市
3万人

北九州市
97万人

尼崎市
45.1万人

西粟倉村
1600人

小国町
7900人

（2014年6月現在）

つくば市
21.7万人

京都市
147万人

生駒市
12.1万人

御嵩町
1.9万人

檮原町
3800人

富山市
42万人

堺市
84万人

松山市
51.3万人

ゆすはら
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Decision Planning for

Stakeholders

低炭素シナリオを定量化する統合評価モデル
by NIES K.Gomi(2015)

Low carbon 
planning

Citizen 
participation

Local and Regional Low Carbon Plans

Scenario design 

revision  from 

Feed back from 
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AIM Model 
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Future Scenarios
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Energy Model
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Land Use

Model
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スマート都市を国策に位置付ける論理づけ

③拠点事業計画

②空間計画

空間構造を含む
まちづくりの計画

・ 集約的土地利用

・ 地域熱エネルギー網

・ 複合集約型拠点地区

①マクロ計画
・ 人口、住宅、雇用

・ 拠点施設、産業集積

・ 地域エネルギー供給

地域特性を活か
した将来の方針

・ ゾーニング、立地誘導

・ 地区エネルギー事業

・ 低炭素型の産業

高い地域効果が
期待される事業

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

億
円

試算の結果例 (域内総生産)

なりゆきシナリオ

LNG立地シナリオ

産業振興シナリオ

環境産業共生シナリオ

事業可能性

将来予測
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地域空間解析モデル群

8

健康モデ
ル

社会経済モデル・インベントリ

人口・家庭
モデル

交通モデル

住宅モデル

【世界】

【国・地域】
衡平性評価

ストックモデル

長期データ
勘定体系

適応
研究

一国システム分析モデル（AIM）

都市内移動
交通モデル

一国産業経済モデル 技術評価モデル 一国目標策定 一国行動計画

都道府県システム分析モデル

地域
産業
経済

地域
技術
評価

地域
目標
設定

都市・自治体の計画モデル

スナップ
ショット
モデル

計画策
定支援
ツール

地域
目標
設定

地域統計・技術・政策データ
ベース 建設・インフラ

農林水産・産業・循環・地域エネルギー

地域
特性
パラ
メータ

統合モデル (AIM)

地域
行動
計画

環境成長拠点
シミュレーション

くらし・自然

地域統合モデルと地域空間モデルの開発による政策・技術評価モデル（地域AIM）の開発

低炭素地区街区モデル

低炭素産業コンビナート

地域熱エネルギー需給システム

低炭素都市デザインモデル

地域インベントリ解析

環境空間ゾーニングモデル

森林エコシステムモデル

地域AIM

地域における環境経済価値評価のための統合評価モデルの開発 環境都市シミュレーションシステム
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交通物質
フロー

建物

エネルギー需給・人口・経済活動

交通モデル
資源循環
モデル

4d-GIS

2030年、2050年の適正技術導入シナリオ
各技術の低炭素効果、資源循環効果、その他の便益

応用一般均衡モデル スナップショットツール

低
炭
素
・環
境
技
術
・施
策
デ
ー
タ

環境都市
アジアの都市

地
域
特
性
条
件
・空
間
デ
ー
タ

技術選択モデル
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4,000

6,000
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10,000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

人

人口

なりゆき
LNG立地
産業振興
環境産業共生

2050年までの人口・経済の将来予測シミュレーションの例

エネルギー産業で程度、人
口減少を緩和

産業振興による雇用確
保で人口維持

環境産業共生で2050年
に人口を回復

なりゆきでは2050年
に5千人を割る

2020年以降の人口減に対する産業・定住促進の目標を定量化。
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地域活性化ととも
に再エネ省エネ、
地域の導入により
排出を約80%削減

環境産業共生シナリオでの排出量削減

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

中長期のまちづくりシナリオの検討の例

民生

産業

野菜
工場
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2
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]

5
0

%
減

環境影響の定量評価

事
業
の
効
果
算
定

地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー

空間計画案の設計
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CO2排出量の試算例

民生 野菜
工場

複
合
機
能
化

産
・農
・住

現
状
推
移

コ
ン
パ
ク
ト
化

住
宅
地

地域エネルギーを活用する
まちづくりで５０％のエネル
ギーコスト削減の可能性

産業

空間シナリオを考慮する技術アセスメントのスコープ

バイオマス
資源利用
システム

戦略的な土地
利用誘導

低炭素
生産システム

地域エネルギー
供給需要マネジ
メントシステム

Demand control

Regional Power
Generation

Evaluating existing 

planning methods in 

technology integration 

processes based on 

the following 

parameters

Demand and Supply

Heat dissipation 

(Eg.high heat 

insulation)

Integrated Evaluation Model for Technology Alternatives
for the Future Target of the City and Region;
AIM (Asia Pacific Integrated Model)-Region
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Heat Distribution 
System

Forestry Lumber 
Transportation System

Cascade Production 
and Consumption 
System of Lumber

Low Carbon Eco-
industrial System

Urban Industrial 
Symbiosis System

Land Use Zoning for 
Future Compact City

Mixed Land Use 
among Sectors

土地利用ゾーニング、コ
ンパクトシティー、ミクス
ドユース（用途混合）

廃熱利用、都市廃棄物
の原燃料利用、高度選
別・マテリアルリサイクル

ディマンドコントロール、
コジェネレーション、トリ
ジェネレーション

高効率林業生産、都市
木質化による炭素貯留、
廃材のカスケード利用

技術アセスメントシステムにおける地域エネルギー
技術群のスコープ（国立環境研花岡）

太陽光 風力 蓄電池
(系統・需要側)

燃料電池
（家庭向け）

燃料電池
（大規模）

効率
セル効率 パワーカーブ・

体積エネルギー密度等
充放電効率

エネルギー密度
発電効率・熱効率

コスト
システム価格
運転維持費

資本費
運転維持費

平均価格 平均価格 初期費用・運転費用

普及量 設備容量・普及率 設備容量・普及率 生産量 販売台数 設備容量・導入台数

対象地域 世界全体、日本、米国、独国、中国

過去～現在までの経年データ（本調査） 推計・モデル

効率

コスト

普及量(率)

効率改善に関する推計

コスト低減に関する推計
地域エネルギー供給モデル組込

調査対象とした技術スコープと調査項目（平成27年度調査）

技術
スコープ

調査
項目
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技術動向調査の分析例 （暫定的な分析結果）
国立環境研 花岡
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R² = 0.8791
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蓄電池の累積生産量 [kWh]

日本
（機械統計年報）

日本
（富士経済調査）

世界
（富士経済調査） 日本 米国 ドイツ

蓄電池に関する分析
（2012－2014の時系列データ）

太陽光発電池に関する分析
（2004‐2014の時系列データ）

普及量と価格の低減の間に、線形近似
の傾向がみられる。

出典によって、累積生産量と価格の値
が異なり、データ調査が引き続き必要

普及量とモジュール価格の間に、累乗近似
の傾向がみられる。欧米の近年の価格は
0.7-0.8 (USD/W)付近で推移している。

国別に傾向が異なり、価格に影響を与える
他要素（補助金やFITなど）の調査も必要
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低炭素の地域エネルギー事業のスキーム例

LNG
基地

電気
ガス
熱新

地
町
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

駅
前
地
区
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

町役場
植物工場 商業業務施設

住宅

災害公営住宅
復興住宅

LNG発電
中核工業団地

最適
制御

地域エネルギーセンター

駅前区画整理事業

太陽光とコジェネ、
蓄電クラウド、需給
予測、需要制御シ
ステムの組合せで
調整力の高い地域
電力供給システム
を実現

ガ
ス
供
給

工業団地

情報

コージェネ管理システム

森林

熱
供
給需要家

電
力
供
給

「くらしアシストタブレット」を
ベースとした地区街区エネル
ギー管理システムにより蓄
電・蓄熱装置を統御し、系統
電力への依存割合を低減、
エネルギー自給率とエネル
ギーセキュリティーの向上と
低炭素を実現

熱電併給ハイブリッド化によ
り、エネルギーの高効率利用
を実現

アグリゲータ

情
報
共
有

風力発電
事業者

バイオマス発電
事業者

太陽光発電
事業者

IPP

制御

系統連携

電力取引市場活性化等を背
景とした地区に留まらない電
力供給の実現

情
報
共
有
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地域エネルギーシステムのシミュレーション分析

電力需要

温熱需要

冷熱需要

冬季 夏季 中間季

事業性のあるエネルギーシステム構成の検討
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【先進性】①LNGを地元で活かす地域エネルギーシステム、
②業務、住宅、農業の複合立地により熱・電バランスの最適化、
③情報通信システムによる熱電の需給制御） 野菜工場

3-10ha

温浴施設

低炭素型まちづくりの事業計画検討例
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ガ
ス
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

戸建て住宅 戸建て住宅

LNG基地

複合商業
施設

集合住宅(寮)

熱導管
情報通信
電気

CO2供給

スマートメーター

CO2

サイネージ

サイネージ

新地町役場

サイネージ

ＤＲイベント
参加状況の確認

デマンドレスポンス信号

BEMS※装置

ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

発電機
蓄熱装置

CEMS ※

※ BEMS/CEMS：Building / Community Energy Management System

タブレットや
PCから電力
や熱の使用
量をチェッ
ク、需要の
制御
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ICT技術を活用する双方向情報システムのイメージj

資源循環センター

需要・発電

ｴﾈﾙｷﾞｰ

High value

substitutive

Operation 
information

都市街区・大学キャンパスでの
低炭素モニタリングシステム

需要

産業地区のCO2モニタリング
システム

Urban 
Waste

ｽﾏｰﾄ産業コンプレックス

Local 
symbiosis

民生系の
炭素ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

地域エネルギーシステム

インドネシア環境省、バンドン工科大学、ボゴール農業大学と連携しての環境都市モニタリ
ングシステムの開発（2014年度～2019年度）

統合的なCO2排出情報
ネットワークシステム

Power plant

Steel 

Cement

Chemical 

気象情報
発電量予測

By-product 
information

Energy demand 
response

再生エネ
ルギー

地区・都市
環境マネジメ
ントセンター

ボゴール農業大
学との連携研究

インドネシア
環境林業省との連携

バンドン工科大学
との連携研究

環境未来に向けての復興計画シミュレーション

環境都市自治体 国立環境研・研究グループ

復興まちづくりの
シミュレーション環境未来の

まちづくり
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エネルギーアシスト

情報共有アシスト

生活アシスト

くらしアシストタブレット
地域生活
ニーズ

地域環境
情報

都市空間
解析システム

地域環境の
「たなおろし」

地域統合
評価モデル

地域の将来
ビジョンの構築

復興まちづくり
施策・技術
-低炭素技術
-循環技術
-産業共生技術
-制度・施策
-土地利用転換

復興まちづくの
↓

復興まちづくりの
(KG)



情報の技術革新を活用する技術アセスメント

- 20 -

【社会システムイノベーションの期待】
○情報コミュニケーション技術（ICT）の開発に
伴う、多様な主体間での新しい参加・合意形
成プロセスの可能性
一方向の情報システムによる情報集積

・双方型情報システムが可能にする地域
コミュニティの「絆」創生
・環境、健康、生活等の統合的な情報共有
・地域の現状、地域のビジョンや行動計画
の認知の共有 - 21 -

【○市民、企業、行政が協働する地域情報の
マネジメント
対立型から協働型のコミュニケーション

○地域ガバナンスの情報システムによる代替
情報提供、情報管理機能のICTでの代替効果

○主観的な要素情報にとどまらない「公」情報
客観、学術、定量的な情報による認知の共有

⇒モニタリング・報告・検証システム
理解を助ける指標システム（多元、統合）

情報の技術革新を活用する技術アセスメント②
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電力中央研究所

転換の社会技術
～集住に関わる制度・行政措置等～

社会経済研究所

シンポジウム『低炭素社会実現に向けた政策を探る－集住都市
社会を考えるテクノロジーアセスメントの試み－』

２０１６年２月３日

主任研究員 若林雅代

※本報告は「CO2テクノロジーアセスメント推進事業」の一環として当所が実施した
調査研究の成果を中間的にとりまとめ，報告するものです．

「分散」から「集約」へ

→効率化，安心／安全なコミュニティ形成

「集住」に期待すること

住民
•利便性向上

•安心／安全

地方
自治体

•コスト削減

•治安／防災
／医療水準

国
•地域活性化

•低炭素社会
の実現

交通網
エネルギー
輸送

車依存社会
からの脱却

コンパクト
シティ

集住

人々の「集住」に関わる制度・施策

補助金

住宅提供

財政支援（低利融資/融資保証/税の減免）

地区計画制度（都市計画法）

公共インフラの優先整備

住民協議会

広域連合

市町村合併

市町村合併を契機とする「集住」

新
市

A
市

B
町

C
町

行政サービスの再編

規模のメリットを活かした効率化

⇒行政コストの削減

行政サービスの最低水準確保

⇒行政コストの増大

さらなるコスト削減のための方策…

サービス「エリア」の見直し
＝「集住」

※直接の目的は；
行政区画の再編によるサービスの効率化（コスト削減）

結果として「集住」を誘引

誰が制度の主体か？①

国（トップダウン）

官邸（政治）主導

省庁主導

都道府県

市町村（ボトムアップ）

地域住民／経済団体

時限措置・一過性の
制度が多い？

国民の関心に直結？

継続性のある取組み
縦割りによる重複？

県境地域が見過ごされがちに？
⇒広域圏の検討

強制力の欠如，有望性ある地域
の「つまみ食い」？

住民に近い存在，財政的に脆弱
広域での調整が困難

誰が制度の主体か？②

効率的な運用，
全体での最適化

住民のニーズに
あわせた選択

トップダウン型

ボトムアップ型



一枚岩ではない省庁の政策目的と施策

総務省｜地域の自立促進，財政健全化

具体的施策）「定住自立圏構想」「広域行政・市町村合併」

国交省｜国土の体系的利用／開発・保全

交通整備，安全と治安確保
具体的施策）「地域公共交通再編実施計画」認定，財政支援

厚労省｜福祉・介護／年金制度／雇用環境
具体的施策） 「地域包括ケアシステム」

経産省｜地域産業の維持・発展
具体的施策）中小企業・地域経済振興支援（地方支部）

環境省｜低炭素社会実現

間接的に「集住」を誘引

⇒「重複」による効果の相殺を回避し，「協調」する必要性

第一義的な
政策目的

どのような性質の制度か？
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直
接規

制

※国による立法措置（根拠）がないと
実現が難しい可能性あり

社会的受容性

強制・
命令

行政指導

富山市の事例｜コンパクトシティ

市によるコンパクトなまちづくりの推進
 「富山市総合的都市交通体系マスタープラン」（2005.3）

6市町村が合併，新「富山市」誕生（2005.4）

マスタープランを引き継ぐ交通事業とまちづくり
 「富山市公共交通活性化計画」策定（2007.3）

「公共交通軸」の設定｜ 駅の利便性向上，路面電車の軌道延長，上下分離方式
による運営，路線バス・地域自主運行バスへの公的支援

 「中心市街地活性化基本計画」策定（2007.2 第一次認定）

まちなか・公共交通沿線への居住推進｜ 居住推進地区の設定と公的資金投入に
よる助成，サービス水準や鉄軌道・バス路線の利便性向上による人口誘導

環境モデル都市／環境未来都市（国家戦略プロジェクト）
 「環境モデル都市」（2008.7選定）

 「環境未来都市」（2011.12選定）

国交省「軌道輸送高度化事業」認定（2013.4）

 事業継続の財政的な支え

合併
環境モデル／
未来都市

富山『コンパクトシティ』にみる社会技術の整理

事業認定
（地域公共交通活

性化法）

公設民営によるLRTの整備
上下分離方式による路線延伸
鉄道路線の活性化事業（社会実験，P＆R駐車場等周辺
施設整備）
バス事業への補助金

まちなか・公共交通沿線の居住推進（補助金）
住宅ストック活用推進（空家情報提供，住替え支援）
中心市街地開発・施設整備
おでかけ定期券（公共交通料金割引制度）

制
度
の
主
体

制 度 の 型

都市計画
（規制）

誘
引
／
誘
導
的
手
法

環
境
整
備

財
政
支
援

指
導

よりスムーズな社会転換を図るために

「集住」を志向する動機は様々

主体（アクター）により異なる価値判断

第一義的目的ではなく，他の目的追求の中で
実現する結果としての「集住」

⇒主体間連携の重要性

「集住」につながる社会制度は様々

「集住」を直接の目的としないが，間接的に
「集住」を誘引 ⇒制度間協調の重要性

２軸による整理・見える化

制度の特徴をつかみ，課題・解決策を検討



Reality and Lessons: 
Orchestrating Mass Movement of 
Communities in Europe

Philippe Vandenbroeck, shiftN

Symposium of CO2 Technology Assessment

Tokyo, 3 February 2016

Orchestrated mass-movement of people: 
a framework

Three elements that help to understand orchestrated 
mass-movements of people:

• spatial scope (whence to where?);

• motivation (why?);

• instruments used (how?).

2

Orchestrated mass-movement of people: 
spatial scope (whence to where?)

Based on the urban-rural divide a distinction can be 
made between movements …

• from urban areas to urban areas;

• from rural areas to urban areas;

• from urban areas to rural areas;

• from rural areas to rural areas.

3

Orchestrated mass-movement of people: 
motivation (why?)

For instance the move of communities can be orchestrated to 
...:

• relieve pressure from large cities;

• reduce the impact of suburbanization;

• avoid risks associated to natural or industrial hazards;

• accommodate an expansion of public/industrial 
infrastructure;

• render the urban metabolism more ecologically sustainable;

• avoid concentrations of people as a means of social control;

• increase the efficiency of land and infrastructure use.
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Orchestrated mass-movement of people: 
instruments (how?)

The instruments relied on by authorities can be 

• ‘soft’, i.e. rely on monetary or legal 
incentives, or

• ‘hard’, i.e. consisting of infrastructural 
elements,

or any mixture of both. 
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Three cases

• Case of village of Doel (Antwerp, Belgium)
– rural to rural; 
– expansion of industrial infrastructure (port expansion);
– soft incentives.

• Case of Garzweiler area (Germany)
– rural to rural;
– expansion of industrial infrastructure (lignite surface mining).
– soft and hard incentives.

• Case of Eko-Viiki neighborhood (Helsinki, Finland)
– urban to urban;
– greening of the urban metabolism (new eco-neighborhood);
– hard incentives.

6



Location of the three cases

Map of northern Europe

Eco-Viiki 
(Helsinki)

Doel (Antwerp)

Garzweiler

7

Case: Doel, Antwerp

The  inland port of Antwerp 
has significantly expanded 
since WWII. Growth shifted 
from bulk goods to 
containerized cargo. This 
requires more space of 
docks and terminals. 

North Sea

River Scheldt

Port of Antwerp

Map of port of Antwerp

village of 
Doel

Planned new
dock

8

A long process of dispersal

• Doel is a village that is located in the port’s 
targeted expansion area. It has to disappear. At 
its highest expansion it counted a population of 
2.400 residents. Today it is virtually deserted. 

• Instruments used over a 40-year period: 
– building stop;

– rezoning through regional land use plans;

– incentives for residents to sell their houses;

– social assistance plan to relocate residents to other 
villages in the wider area.
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Doel: a symbol of botched government policy

• The fate of Doel has been at the center of a 
long and inconclusive legal battle between 
port authorities and regional government on 
the one hand and residents and 
environmental activists on the other hand. 

• Activist resistance hinges on government 
having to comply with strict European 
guidelines for species protection in valuable 
ecosystems (Habitats Directive).
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Case: Garzweiler area

Germany has extensive 
lignite surface mines in 
various parts of the 
country. Settlement 
relocation has been 
going on since the 
beginning of the 20th 
century. More than 150 
communities have been 
affected.
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The Garzweiler mining area

• Expansion of the 
Garz-weiler surface 
mines affects twelve 
villages and around 
7600 citizens. Seven 
settle-ments have 
already been 
relocated.

• The most recent 
relocation involved 
three villages, started 
in 2006 and has now 
been concluded.

Planned westward expansion of the Garzweiler surface mines (2006-2044) 

There is activist local opposition against lignite 
mining, an important source of CO2. The 
opposition is expected to become more effective 
as climate change mitigation policies toughen. 
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The German experience: 
Key factors for securing social acceptance
• Reversibility and planning security: the long term goals for resettlement 

and development of the mining areas are periodically checked and 
before each new step is taken.

• Prevention: local communities are supported and strengthened until the 
very moment of resettlement, to avoid a long-term process of slow decay. 

• Material security: all material, immaterial and organizational expenses and 
losses are compensated.

• Participation: the preparation and execution of the relocation offers room 
for participation, especially for timing and planning issues. 

• Strict time planning: the relocation process happens within a time frame of 
max. ten years and is organized in clear phases that are harmonized with 
building phases in the new settlement, to avoid that people have to live on 
construction site. A relocation within a defined time frame protects social 
networks but still offers room for personal decision-making. 

• Differentiated housing offer: the new settlement offers a varied set of 
options: property and rental housing, senior housing, housing for families.

• Familiarity of physical surroundings: New settlements mimick physical and 
spatial features of the original villages such as street patterns and include 
reintegration of existing landmarks. 
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Case: Eco-Viiki
A environmentally 
sustainable 
neighborhood, built 
from scratch, in an 
ecologically valuable 
area NE of Helsinki city 
center, that soon will 
accomodate 15.000 
residents. 
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Piloting ecologically sustainable urban 
strategies

• Eco-Viiki was initiated as a demonstration project for 
emerging ecological planning and construction practices in 
the 1990s.

• It was championed by the City of Helsinki, the Finnish 
Environment Ministry, the architects’ association SAFA 
and the National Agency for Technology, Tekes. 

• First phase of the project was completed in 2004 on a 23 
ha greenfield site.

• Eco-Viiki pilots technologies and building concepts that 
excel in environmental performance in these areas: 
pollution, natural resources, health, bio-diversity and 
growing food. 
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Maximising quality of life

• Viikki is a node in an emerging ‘science-art’ business axis which 
explains the concentration of teaching, research and business facilities 
in the immediate vicinity.

• The proximity of valuable wetland habitat brings constraints in terms of 
site layout and management of surface water runoff.

• The ecological rationale leads to grouping of essential services 
(education, employment, shopping) so as to minimise trips to other parts 
of town.

• Proximity to nature, jobs and essential services is an important factor in 
experiencing quality of life. 

• Eco-Vikkii caters predominantly for a young, well-educated urbanite 
population. 60% of Eco-Viikki flats are inhabited by singles or 2-person 
families. The remaining stock is allocated to families with children. The 
majority of inhabitants fall into the 30-44 age bracket. The dominant 
professional orientation is academic.
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Lessons learned

• Orchestrated mass-movement of people is a complex 
process that requires careful prior assessment of 
potential consequences and stumbling blocks. As a 
rule cost, uncertainty, and stakes are high and clashes 
between values are not uncommon. 

• Key success factors include sound Technology 
Assessment, material security, full stakeholder 
participation and an overarching societal goal that is 
widely supported by the population.

• The opportunity to increase quality of life is an 
important factor in persuading people to make the 
move. This encompasses many societal elements: 
good quality housing, jobs, access to public services, 
access togreen space, good social network, ...

17

Thank you for your attention

18



30年後の日本未来社会シナリオ
～“低炭素社会”と“人々の「集住」に関わる社会技術”を考えるためのヒント～

2016.2.3

シナリオ作成チーム
東京大学 公共政策大学院 角和 昌浩

1 シナリオ手法とは何か？ 2

シナリオとは？

• 未来のことを、活き活きと説得的に語るストーリー

• 場面設定、登場人物（アクター）、時間の経過

シナリオ手法の特徴

• 専門的知見を展開するのではなく、未来のあり様を、全体システ

ムとして捉える

• 現時点で、未来のことは予測がつきにくいという 「アタリマエ」

を正直に認める

• それぞれに説得的ないくつかの未来像を制作

• それぞれの未来像を、証拠を揃え、分析的に破綻なく整える

• シナリオ手法は、未来を“より深く”多面的に討議するための道具

3

集住に関わる社会技術～制度・行政措置等～

の実施提案が、

未来の日本の市民社会に

どのように受けとめられるのだろうか？

３０年後の日本社会を複数試作し、

市民対話 （テクノロジー・アセスメント） のための道具を得る。

シナリオスタディの目的 と 今回のテーマ 4

【メンバー】

今回のテーマに合わせて、都市計画、環境、行政手法に明るいメン

バーに加え、生活者動向に詳しい多様なメンバーによって構成。

【前提条件】

低炭素社会実現が望ましいことにつき、

現在/未来社会とも、市民社会の合意がある前提でシナリオは作成。

【具体的プロセス】

１．現状分析

２．未来社会を想像する

３．シナリオ手法で、未来社会を複数描く
※別のスタディチームが、異なる未来社会像を作ることは、もちろん可能。

今回のシナリオ作成のプロセス

5

【１．現状分析】
現在の日本社会の観察

6

出典：電気事業連合会

 温暖化ガス（特にCO２）問題は、ストックの問題。

• 産業革命以前の大気中の二酸化炭素濃度は約280ppm、現在では約400ppm

現状分析①：地球温暖化問題の深刻化



「分散」から「集約」へ

⇒効率化，安心／安全なコミュニティ形成

住民
•利便性向上

•安心／安全

地方
自治体

•コスト削減

•治安／防災
／医療水準

国

•地域活性化

•低炭素社会
の実現

交通網
エネルギー
輸送

車依存社会
からの脱却

コンパクト
シティ

集住

出典：電力中央研究所

7現状分析②：「集住」への期待 8

出典：日経BP 出典：内閣府

現状分析③：ニュータウンの高齢化

9

出典：石油連盟

現状分析④：限界集落が増え、そこでの生活は大変になってゆく

消滅集落

限
界
集
落
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住民
• 利便性向上

• 安心／安全

地方
自治
体

• コスト削減

• 治安／防災／
医療水準 国

• 地域活性化

• 低炭素社会の
実現

交通網

エネル
ギー輸送

車依存社会
からの脱却

コンパクト
シティ

集住

高齢者だけの暮らし
が立ちゆかない

新しい取りくみに参
画できる

今住んでいる地域と
今後も関わりを持ち

たい

現状が変わる
変化を楽しめる
チャンスが
生まれる

この先は短い
多少不便でも
今のままがよい

自給自足で
暮らすから
動きたくない

国家主義のビジョン設
計を信用できる?

御用学者は
信用できない

基本的人権の侵害

なぜそこへ移転・集住
させられるのか

全体のことを
考えるとやむを
えないのか？

自分では判断でき
ない（周囲に賛

同）

移住⇒集住施策に対する市民社会の眼？ シナリオ作成チームによるワークショップより

「何か」の、大変化が起る予感・・・・

スマート・コン
パクト・シティ

低炭素社会

地域間格差

限界集落

地方自治体
財政破綻

ニュータウン

高齢化 人口減

圧力なべ状態

12

１．現状分析

２．未来社会を想像する

３．シナリオ手法で

未来社会を複数描く
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30年後の日本の地域での住まい方

について洞察する。

～集住している社会？集住していない社会？～

現在の10代から30代
が、

40代から60代！ 社会の中心

現在に特徴的なトレンドをベースに、

今後の“地域の住まい方”や“まちづくり”に関連する

世の中に大きな変化を与えそうな「変化の芽」を抽出

14

30年後の

地域での住まい方・まちづくりをめぐる社会環境

３０年後の未来の日本社会に、一挙に飛ぶ！

15

国際
競争
力低
下

低炭素
社会

地域間格
差

限界
集落

地方自
治体財
政破綻

ニュータウン

高齢
化

人口
減

• 「圧力なべ」 が、なんらかのメカニズムで、解決している！

• 現在の社会とは、異なった姿の社会が成立している！

と仮定してみる。
30年後の

日本社会

３０年後の未来の日本社会に、一挙に飛ぶ！

人口減の状態が続く

高齢化が進行

地方自治体の財政の圧迫

地域間経済格差の拡大

国際競争力の低下

総デジタル社会の到来 （年代問わず、インターネットの普及）

16３０年後の日本社会：多分起こりそうなこと

個人、あるいは個人の集合としての市民社会の抱く、

「価値観の変化や方向が最も不確実である」と想定

【理由】

1. 人々の「集住」に関わる社会技術の考察と、未来の人々の暮らしぶり

やライフスタイルのありかたとは密接な関係がある。

2. 市民参加型ということをイメージして、価値観という人の心に関係の

深い軸で考えてみることが有効。

３０年後の日本社会：今後どうなるか、現時点で見極めがつかないこと 17 18

自己創造型 トレンド追従型

【”世の中“と人の関係】

• ほしいものはパーソナライズ

• 文化創出

• 健康寿命/生きがい

• 個人を尊重

• 無個性を好むひとびと

• 人間からロボットへ

• 大量生産型社会

• 国や社会の維持も大事

現在見えているシグナル 現在見えているシグナル

※30年後は、現在の10代から30代のひとびとが中心

３０年後の日本社会の価値観は、一つではない！
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生活者の変化：同質化か？個性化か？

自ら自力で行うことへの自信は徐々に低下。

特に住生活は、トレンド追従傾向が強いようです。

19

自分自身のチカラによる自信

何かに属していることによる自信

住生活：人と同じようにしている

住生活：人と違うようにしている

自分自身の力による自信」とは、健康、体力、知識、スタイル、性格、センス、収入、貯蓄、家事、仕
事、勉強、交際、余暇のすごし方など、自分自身の力を信じることから生まれる自信です。
「何かに属していることによる自信」とは、勤め先、学校、クラブやサークル、友人、家族、家系、地域、
日本という国などに属していることから生まれる自信です。

出典：「生活定点調査」博報堂生活総合研究所
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ストック型の価値観

シェアしない社会

フロー型の価値観

シェアする社会

【モノの所有形態】

• シェアから所有 （自宅内の砂場）

• オンラインビジネス・教育

• モノは所有・購入が基本

• 住宅は定住型、マイカー文化

• 終身雇用が好ましい

• 所有から使用

• パブリックの拡大

• モノはレンタル・シェアが基本

• 住まいはライフスタイルで変化

• さまざまな雇用形態

現在見えているシグナル 現在見えているシグナル

３０年後の日本社会の価値観は、一つではない！

若年層で進む「買う」から「借りる・共有する」という文化 21

新しいものでなくても、良ければ使う

所有以外の価値もどんどん広がるのでは？
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インターネットオークションを今後も利用したい リサイクルショップ、フリーマーケットを利用する

男性20代 男性30代
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自己創造型意識

トレンド追従型意識

ストック型価値観 フロー型価値観

【シナリオＡ】

マス・トレンド

追従社会

【シナリオC】

計画的流動・

最適化社会

【シナリオＢ】

コミュニティ

共創社会

【シナリオD】

遊住スタイル社会

３０年後の日本社会シナリオ (枠組み）

23

１．現状分析

２．未来社会を想像する

３．シナリオ手法で

未来社会を複数描く

24

シナリオＡ：
マストレンド追従社会

ストック型価値観×トレンド追随

自己創造型意識

技トレンド追従型意

識

ストック型価

値観

フロー型価値

観

【シナリオＡ】

マス・トレンド

追従社会



シナリオＡ：マス・トレンド追従 社会概要 25

 人口減や、少子高齢化の影響で都市への一極集中がさらに進

み、その影響で、都市部と地方部との格差が拡大

 所有欲が高いため、不動産や住まいに対する意識が強い社会

 基本的には官と民は協調しており、国が旗振りをし、それを受け

る形で民間主導の都市形成が進んでいく

 新しい技術・新製品を積極的に受け入れる土壌があるため、そ

れらをうまくトレンド化（＝魅力的に見せる）できると、社会が大き

く変革する可能性を持つ社会

一極集中型

不動産

購入活性化

官主導・

民同調

トレンドが

マスに拡大
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シナリオB：
コミュニティ共創社会

ストック型価値観×自己創造型

自己創造型意識

トレンド追従型意識

ストック型価値観 フロー型価値観

【シナリオＢ】

コミュニティ

共創社会

【シナリオB】：コミュニティ共創社会 社会概要 27

• ストック型価値観が強く、自己創造型の意識が強い人
が特定の地域に集うため、多様な価値観が尊重され、
共通の価値観に沿ったコミュニティが形成される。

• 大規模な都市開発が進むというよりは、それぞれの地
域性やコミュニティ特性に応じたまちづくり。

• 「限界集落」が生き残りに成功。地域独自の文化を積極
的に発信。

• 中央政府が、一気に政策を進めるのは、困難であり、民
間の力が重要となってくる。

価値観の

多様化

コミュニティ型

まちづくり

地域性の

確保

民間主導

での取り組み
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シナリオＣ：計画的流動・最適化社会

フロー型価値観/トレンド追随

自己創造型意識

トレンド追従型意識

ストック型

価値観
フロー型価値観

【シナリオC】

計画的流動・

最適化社会

【シナリオC】：計画的流動・最適化社会 社会概要 29

• 市民社会は、人口減や財政赤字などの国家的課題を理解し、危機
感を抱いている。

• したがって、社会問題解決への期待が高いが、自分自身で考えるこ
とができない。国や自治体を信頼し、政府やマスコミの発信情報に頼
るため、住民主導のコミュニティ活動は、停滞。

• 人々は、ものを買い、所有することから賃貸やシェアハウス中心の生
活へ。ライフステージやライフスタイルに合わせて、転出転入が頻
繁。

• 国の生涯現役労働者政策。テレワーク、多様な働き方による官主導
の共助社会。

• 国、自治体の低炭素化施策を踏まえた、計画的なまちづくり。

社会問題への

国への期待感

所有から

シェアへ

生涯現役・

共助社会

国・自治体主導

での計画的な

取り組み
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シナリオＤ：遊住スタイル社会

フロー型価値観×自己創造型

自己創造型意識

トレンド追従型意識

ストック型

価値観
フロー型価値観

【シナリオD】

遊住スタイル

社会



【シナリオD】：遊住スタイル社会 社会概要 31

• 多くの問題に、まったく手を打てなかったこの世界は、国
家財政破綻を経験している。

• 市民社会は、政治・行政不信に陥り、ひとびとは、税金を
自ら払う意思が薄れてきている。

• 定住文化は薄れ、まちを転々と、移り住むのがトレンド。都
市全体が「宿場町」のように生活している。ただし、その
地区の中では、周りの住民と自給自足のような暮らし。

• モノは買うよりもシェアする。

• 経済活動、冷え込み
• 日本に失望し、海外へ人材流出
• 人口減少

社会問題の

拡大

市民の行政への

期待感の低下

転々とする

自給自足型

の暮らし

経済活動の

全体的な

冷え込み
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国際
競争
力低
下

低炭素
社会

地域間格
差

限界
集落

地方自
治体財
政破綻

ニュータウ
ン

高齢
化

人口
減

• 「圧力なべ」 が、なんらかの メカニズムで 、解決している！

• 現在の社会とは、異なった姿の社会が成立している！

現在の
社会技術

現在見えている
先端技術

将来ありうる
社会技術

将来実用化しそ
うな 先端技術

シナリオから見えてきたメッセージ
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出典：電気事業連合会

• 日本社会の成り立ち、利便と安心安全のシステム ：
同様に、長い過去を引きずるストック問題

• 低炭素化社会への転換プロセス ： どう、マネイジ？

シナリオから見えてきたメッセージ


