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2022 年 1～6 月の主な論文・記事 

 

 

１．執筆・インタビュー記事  

 

（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載     P. 2 

・“働くこと”の意味について――高齢化と AI の 2 つの波のはざまで（1 月 12 日） 

・データの時代に健全な社会を作る方法 （2 月 10 日）  

・スマートパーキングとこれからの街づくり（3 月 10 日） 

・ウクライナ問題を手掛かりに日本の針路を考える（4 月 11 日） 

・未来を考える 3 つの P の思考軸 （5 月 10 日） 

・「改革」をマネージする――合計 100 の組織の改革体験をもとに（上）（6 月 10 日） 

   

 

（２）Yahoo ニュース                                  P.23 

・我々は「ぬくもり」と「効率」のどちらを求めるのか？（1 月 7 日） 

・行政 DX では、公民連携とシビックテックを考えたい（2 月 16 日） 

・データの時代の功罪を考える―プロファイリングをどう制御すべきか？（3 月 1 日） 

・大都市経営の新たな組織形態を考えよう：都道府県でも市町村でもない第 3 の組織（4 月 1 日） 

・スマートパーキングとこれからの街づくり（5 月 2 日） 

・ウクライナを手掛かりに日本の針路を考える（上）―最近のロシアの動きは戦前日本の大陸 

進出に似ているー（5 月 11 日） 

・未来を考える 3 つの P の思考軸―プロダクト、プロダクション、プロデュース（6 月 1 日） 

  

 

 

 

 



 

（３）WISS                                      P.52 

・プラットフォーマーの本質は「規格 3.0」である―（4）既存企業が GAFA に逆襲（1 月 31 日） 

・時代を動かすドライバー。「新知性ブランド」論 （2 月 16 日） 

・ポスト資本主義のドライバーを探る―「新知性ブランド企業」に注目 （2 月 18 日） 

・資本主義・民主主義に代わる新知性を学ぶ「古典６選」 （2 月 28 日） 

・ウクライナは必ず復興する...戦争・震災と都市計画 （3 月 30 日）  

・地方都市を再生する鍵は脱自動車 （3 月 31 日） 

・次世代の都市計画、命運を分ける３つの鍵 （4 月 15 日） 

・魅力ある街づくりの条件...文化施設が人を集める （4 月 22 日） 

 

 

（４）インタビュー記事                                 P.87 

・昭和おじさん×IOC モンスター 札幌五輪は大丈夫か（日経 XWOMAN、2022 年 3 月 1 日） 

・美術手帖 なぜ開館できたのか？ 大阪中之島美術館の 40 年から考える公立美術館の過去・ 

現在・未来（美術手帖、2022 年 6 月 24 日） 

 

 

（５）その他                                     P.104 

・追悼 上山安敏先生（京都大学 有信会誌 No.75 2022.3.1） 

 

 

２．名前の引用等  

・富士急コースター事故（日経新聞、2月 26日） 

・ド・ドドンパ負傷（毎日新聞、2月 28日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執筆・インタビュー記事  
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（1）『上山信一の続・自治体改革の突破口』 

日経 BPガバメントテクノロジー連載 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2022-1-11 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第233回 “働くこと”の意味について――高齢化とAIの 2つの波のはざまで 

 

 高齢化、そして年金財政の厳しさを反映し、定年後も仕事をするのは当たり前という

時代に入りつつある。だが一方で、数年前には AI（人工知能）が人間の仕事を奪ってし

まうという未来予測が話題になった。 

 

 あの時、AIに代替される職種とされたのは、普通の事務仕事だけではない。医師、学

校の先生、警察や弁護士まで挙げられていた。これを見た子ども達は、「じゃあ、どん

な職業に就けばいいのだろう？」と唖然（あぜん）としたものだ。 

  

●代替される労働 

 

 歴史をひもとけば、労働は機械によって次々に代替されてきた。飛脚は自動車に、店

員は自販機に、土木作業員の仕事は建機に替わった。そして今や労働はAIによって代

替され始めている。 

 

 家事も例外ではない。かつての三種の神器（冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビ）から始まっ

た技術革新によって、家事にかかる手間は、時代とともに小さくなっている。レシピを提

案する AI アプリや、最適なコースを自動で決定する AI を搭載した洗濯機など、時間を

短縮するものに始まり、お掃除ロボット・調理ロボットなど、任せっきりにできるアイテム

まで生まれた。 

 

 このような AI による労働の代替が雇用と経済に及ぼす影響はまだわからない。しか

し、これまで機械に置き換わって仕事が消えても、別の仕事が生まれてきた。だから大

きな心配はいらないはずだ。しかし、私たちが労働に対して抱く価値観は大きく変わる

のではないか。 

  

●日本で美徳とされる労働 

 

 日本では、「労働は美徳である」という風潮が強い。だから定年後でも生き生きと仕事

をする人が多い。このような労働観のルーツをたどると、日本神話に行き着く。日本で

は、神々でさえも働くのだ。最高神の天照大神でさえ、稲作をしている。そもそも、稲作

は天照大神が地上界に稲を預けたことによって始まった。つまり、日本人にとって、労
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働は神の祝福に等しかったのだ。 

 

●西欧で苦役とされる労働 

 

 しかし、西欧社会の労働観は日本と異なっている。旧約聖書では、「労働」は「罰」とし

て与えられた。神に背いて「木の実」を食べてしまったアダムの「原罪」に対する罰として、

男性に「労働」が課せられた。 

 

 政治思想家のハンナ・アレント（1906年～1975年）は、人間の営みを「労働」「仕事」「活

動」の 3 つに分類した。彼女の定義では「労働」とは、「生命過程そのものに必要とされ

るもの」の生産である。例えば、料理や農業など、生命維持のための肉体活動を指す。

そして特筆すべきは、彼女が、3分類の中で「労働」を最下位に位置付けている点だ。 

 

 2 つ目は「仕事」である。アレントは、「労働」と「仕事」の違いは、生産物の耐久性だと

言う。「労働」の生産物は、消費されることに価値がある消費財だが、「仕事」の生産物

は耐久性を有する。机や椅子、芸術作品などが例だ。消費財と異なり生産物がしばらく

世に残るため、評価は少し高い。ちなみに、「労働」も「仕事」もともに「人と物」の構造に

ある。 

 

 これに対し、3 つ目の「活動」は人と人の間の「言語を通じたコミュニケーション」を意味

する。そこでは、コミュニケーションを通じて個人間における差異の自覚や、人格的アイ

デンティティの表出がある。政治談義が一例だ。このように「活動」は「人対人」の構造を

とり、「労働」「仕事」の「人対物」の構造とは違う。そして彼女は「活動」を最も高く評価す

る。かくしてハンナ・アレントは、「活動」「仕事」「労働」の順に価値があるという。 

  

●古代ギリシャで蔑まれていた労働 

 

 ハンナ・アレントのこうした考え方は、古代ギリシャの価値観、特にアリストテレスの思

想に由来する。「労働」は奴隷が担った。そこから「仕事」の概念が生まれた。「労働」イコ

ール「奴隷」という評価の低さに驚く。 

 

 そもそも古代ギリシャの「市民」の定義は「働かない人」だった。彼らは、日々政治につ

いて思考していた。それほど、政治談義が、言い換えれば、「活動」が重視されていた

のだ。アリストテレスは「労働も仕事も真に人間的な生活様式を形成するには不十分で

ある」という言葉を残した。「労働」は生きるという必要性や欲望に迫られているため、

「自由」を損なうと考えられ、蔑まれていたのだ。このような、西欧における労働観は、

日本とは真逆の価値観にある。     

    （続く） 

 

 （注）本稿は上山信一研究室学生 内藤里沙との共著である 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2022-2-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第234回 データの時代に健全な社会を作る方法――プロファイリングの管理と育成 

 

 「20 世紀は石油の時代。21 世紀はデータの時代」とよく言われる。これからはデータ

を制するものがビジネスを制する。だが消費者、あるいは国民にとってどうなのか。今

回はデータの時代の功罪を考えたい。 

 

●利便性か監視される生活か 

 

 データの活用で日常生活も仕事も便利になる。たとえば高速通信規格 5Gを活用する

と、本人が望みさえすれば「朝何時にカーテンを開け、どういう濃さのコーヒーを飲む

か」など日常生活の行動データを集めて蓄積できる。マシンは蓄積データを基にいつも

と同じ時間にカーテンを開け、毎朝同じ濃さのコーヒーを入れてくれる。もちろんエアコ

ンのスイッチを触ったり目覚まし時計をセットしたりといった雑用からも解放される。 

 

 生活の細部が企業に知られるのはいやだという意見はある。だが ITが浸透するにつ

れ、機械はたくさんのデータを生み出すようになる。それを蓄積して使わずに暮らすと

いうのは、今後はあたかも電気洗濯機を使わずたらいで洗濯をし続けるような偏屈な

生活とみなされるようになるだろう。人間はいつでも楽をしたい。人々は、なし崩し的に

企業に個人データを与え、機械を賢くさせて手間のかからない生活を選ぶようになるだ

ろう。 

 

●企業はデータを資産化 

 

 上記の例ではデータの価値を享受するのは本人である。だが、機械メーカーやコーヒ

ー豆の提供企業が何万人ものユーザーのデータ（人々がどういう濃さのコーヒーをい

つ飲むかなど）を入手できるようになると、消費トレンドが先読みできる。たとえば「最近、

女性が在宅で夕方に酸味の強いコーヒーを飲む傾向がある」とデータを通じて察知した

企業は、他社に先んじて新しいビジネスを展開できる。 

 

 このように「データ」はビジネスにとって資産になる。その典型例が中国アリババ集団

の「ジーマクレジット（芝麻信用）」だろう。これは決済アプリ「アリペイ（支付宝）」の機能

の一つで、個人の水道代や税金などの支払いデータを収集、分析して信用スコアを算

出する。スコアが高いと信用が高い人物とみなされる。スコアは 350～950 点の幅があ
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り、650 点以上だと”シェアサイクルの保証金が無料”になる。またローンの限度額もス

コアで変化する。スコアは住居賃貸やビザ取得でも利用される。 

 

●「プロファイリング」で個人の行動を探る 

 

 さらに AI（人工知能）が個人の過去についての蓄積データを分析すると、未来の行動

がある程度予測できる。プロファイリングという推測手法がある。これは個人の行動履

歴データを分析する。データは匿名でいい。たとえば「大津市に住む 40 代喫煙女性」と

いう属性区分にあてはまる人のデータを集めて分析を精密に行う。するとその人たち

向けの商品開発や価格付けがやりやすくなる。 

 

 プロファイリングではAIが共通属性の集団、セグメントを対象に、そこにおける特徴的

な法則を探り当てる。具体的には SNS（交流サイト）などネット上の媒体の閲覧履歴など

を集めて解析する。そこから行動様式（アウトドアスポーツが好きなど）や思想（保守的

など）傾向が、ある程度推測がつく。最近は携帯電話の位置情報とソーシャルメディア

の普及により、個人の行動特性、趣味、嗜好がより高度に推測できるようになりつつあ

る。 

 

●プロファイリングと人権問題 

 

 しかし、ここから生まれてくるのは、AI が導き出す個人の行動特性や未来予想と自由

や人権との対立の問題である。個人のプロファイリングデータは SNS の閲覧履歴から

はもちろん、企業が IoT（インターネット・オブ・シングズ）を活用して家電や車など日常の

製品経由でどんどん集められていく。これらを束ねて特定個人について分析すると、そ

の人の私生活、好み、思想傾向まで詳細に推測できるようになる。 

 

 プロファイリングはあくまで推測だし、固有名詞が特定されない形にとどまる場合が多

い。しかし企業の本質は利潤追求である。データのプロファイリングによって有望な顧

客とそうでない顧客の選別をやり始めるだろう。さらに社内でも人事部が AI を使って社

員の行動様式をプロファイリングし、社員の将来価値を早くから見極め、選別していく可

能性がある。 

 

 顧客や社員のプロファイリングやそれに基づく評価や選別は、あくまでAIが人間に提

供するひとつの判断材料でしかない。しかし「AIによるデータ解析の結論だ」と告げられ

ると注目を浴びやすくなる。プロファイリングは人間には理解不可能なブラックボックス

である。アルゴリズムは極めて複雑で、なぜそのような意思決定をしたのか、生身の人

間には簡単に理解も説明もできない。だが、AI が導き出した結論は、企業の中では合

理的根拠をもつ客観データとして尊重されやすい。 

 

 かくしてプロファイリングはいつのまにか人間よりも一段上の位置から個々人の価値

を評価、格付けする存在となる。そしてプロファイリングがあちこちで使われるようにな

ると、「人間個々人の尊厳を最大に尊重する」という近代社会の基本原理との間で齟齬

6



（そご）を来すようになるのではないか。 

 

●AIによる脳とマインドの間接支配 

 

 企業によるプロファイリング情報の利用にはもう一つ懸念がある。企業がターゲット広

告を大量に出し、結果的に個人の自由意志や自己決定権をゆがめてしまう、という懸

念だ。 

 

 プロファイリングが進むと、企業は特定の属性の人たちに繰り返し個別化されたター

ゲット広告を出すようになる。たとえば健康食品の広告や記事だ。それに応じて、中に

は他の選択肢を探さなくなる人も出てくる。この場合、（あくまで結果的にだが）そのユ

ーザーは広告を通じて企業から間接的に意思を操作されている（あるいは脳やマイン

ドのハイジャック）とみなすべきではないか。 

 

 プロファイリングには、さらに「自動化バイアス」問題がある。人々は自動算出の結果

や判断を過信する傾向にある。例えば AIによる判断を過信して、裁判の判決が下され

るようになる。となるとAIはやはり重要事項の決定に過大な影響を与えてしまう。 

 

●「バーチャル・スラム」という恐怖 

 

 プロファイリングは過去のデータを用いて将来を予測する。だからその人が人生をや

り直す権利を奪う可能性もある。今のリアル社会では、アルコール依存症、落第、犯罪

などの前歴があっても繰り返しやり直せる。しかし AIは容赦なくデータを食べて過去か

ら未来を推断する。すると永遠にその人は“スティグマ（らく印）”から逃れられなくなる

可能性がある。これは AIが社会復帰を阻害するリスクだ。 

 

 AI は最悪の場合、「バーチャル・スラム」と言われる人々を生み出す。バーチャル・ス

ラムとは、AI によって「低評価」を受ける人々のことである。人事採用、融資などでは過

去の履歴が重視されるので AI が導き出す評価は説得力を持つ。一方、低評価を受け

た人には反論の機会が与えられない。いったん低評価が定着すると、なぜ低評価にな

ったのか整理、分析する機会すら与えられず、どうすればその地位から抜け出せるか

すらわからなくなる。 

 

●データ自体のバイアス 

 

 プロファイリングの分野では「情報の非対称性」が著しい。消費者は自分の情報がど

のようなアルゴリズムで処理されるか、知らされていない。ところが企業側は意図をも

って個人データを収集、分析、活用をする。両者の関係は対等ではない。 

 

 さらに深いところでは、プロファイリングで使われるデータ自体がバイアスに満ちてい

る可能性がある。たとえば「全国民の間で○○という傾向が強まっている」といった時に、

関東のサンプルデータが他地域より人口比で少ないと仮定しよう。この場合は、「全国

7



民」よりも関東の人たちの声が薄まってしまう。 

 

 偏りなくデータを集めるには全国の全年齢層の国民生活データを集積させる必要が

ある。だがこれを即座に行えるのは国家だけだし、民主主義国家では国家が国民のプ

ライバシーを侵害してまで国民生活データを広く集積することはできない。その結果、

企業がバイアスを含むデータを使って行うプロファイリングの結果が社会全体で定着し

てしまう可能性がある。 

 

●政府による規制、情報銀行でのデータ保護 

 

 以上みてきたようにこれからのデータ社会ではプロファイリングが本格的に使用され

る。そんな世の中では、個々人が企業が発信する広告に流されず、いかにデータ分析

の結果を主体的に利用できるかがポイントとなる。 

 

 一つの方策は規制だ。ドイツでは独禁当局である連邦カルテル庁が 2019年 2月、フ

ェイスブック（現メタ）が「同社のプライバシーポリシーに同意しない人にはサービスを使

わせない」としていることについて、市場における支配的地位の乱用という観点から、

ユーザーデータの収集・統合に制限を課した。 

 

 2 つ目の解決策は情報銀行制度である。これは、個人からの信任を得て、個人の利

益のために個人情報を管理・運用するもので、国内では政府が2018年に公表した指針

に沿って、これまで 7事業者が認定されている。 

 

 21 世紀を動かす「データ」という資産の管理は厄介だ。規制をかけて特定の私企業だ

けが独占的に利活用できないようにしたり、個人が自ら管理し必要に応じて本人の判

断で外販等ができたりするような仕組み作りはこれからの公共政策の課題の一つであ

る。 

 

 ※注）本稿は、慶応大学総合政策学部の上山信一研究室学生（田口瑛麗奈、 

     丸山知春、村上友梨、沓村桃圭）との共著である。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2022-3-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第235回 スマートパーキングとこれからの街づくり 

 

 最近、タイヤ止め（フラップ板）がないコインパーキングや出口に遮断機のない駐車場

が増えている。入出庫時にナンバープレートを読み取り、料金の支払いもキャッシュレ

ス（スマホアプリやクレジットカードへの請求）で済ませる。商業施設のほか、街中のコ

インパーキング、空港、市役所などの駐車場で少しずつ導入されている。 

 

●利用者、テナント、駐車場の 3社にとってメリット 

 

 このような駐車場のスマート化（スマートパーキング）のメリットは大きい。利用者は、

入場時にいったん停止し窓を開けて駐車券を受け取る手間がなくなる。慣れないと窓

から手を伸ばしても発券機に届かない、雨で手や券がぬれるなどのストレス、車を縁

石やポールにぶつける等の事故のリスクが消える。さらに病院などでは高齢ドライバ

ーがブレーキとアクセルを踏み間違える事故の例もある。 

 

 もちろん、出庫時にも同じく窓を開けて券を入れて支払いが必要だが、その手間も消

える。出庫前に精算できる機械がある場合でも、支払いを待つ行列があるとストレスだ。

また、スタジアムや企業の事務所では決まった時間に入出庫が集中して渋滞が起きや

すいが、これも緩和される。 

 

 スマート化は利用者に対して、（1）遮断機（フラップ板）レス、（2）駐車券レス、（3）出入り

口停車レスの 3つのレスをもたらし、買い物等のストレス軽減につながる。 

 

 駐車場事業者にとってのメリットも大きい。出入り口に遮断機や駐車券発行機を置か

なくても済むので駐車台数が増やせる。出入り口付近の車と機械の接触や追突などの

事故が減る。入出庫がスムーズになると、駐車場内での出庫渋滞、場外の路上での入

庫待ち渋滞が減る。ひいては現場に待機させる保安要員の数も減らせる。 

 

 駐車場の多くは商業施設に併設されており、その 9 割がサービス券等を使えば実質

的には無料である。施設テナントにとってはどうか。従来は、来店客が駐車券やサービ

ス券をしばしば紛失して、その対応に人手がかかっていた。それが不要になる。また券

を紛失するリスクがなくなると来店客のストレスが減り、来店意欲が高まるそうだ。スマ

ート化はテナントにとっては来店者の増加や売り上げ増への布石となる。 

9



 

 さらに万引き抑止にも役立つ。特に車で団体で来て逃走する窃盗団による被害が激

減する。全日本駐車協会の会報『PARKING』（2022年1月号）によると、大阪市のヤマダ

デンキ LABI1なんば店ではスマートパーキングを導入した結果、盗難点数が 22.8％減

少（前後6カ月間の比較）した。関係者に話を聞くと、窃盗団は画像で車の出入りの様子

やナンバーを記録されることを警戒するので、駐車場がスマート化された商業施設を

避ける傾向がみられるそうだ。 

 

●スマート化のリスクは？ 

 

 スマートパーキングになると料金の取りはぐれが増えるという印象があるが、そうで

はない。「十分な事前告知」「正しい精算手続き」「きちんとした事後取り締まり」を行えば、

従来型よりも取り漏れ率は低くなり、おおよそ 0.2％程度でしかないそうだ。 

 

 精算は多くの場合、事前にアプリで払ったり、買い物レシートについている QR コード

で無料になったり、モール内料金所でナンバー4桁を入れて支払う仕組みになっている。

このやり方は慣れれば、ポケットから券を探して精算機に入れるやり方よりも楽だし、

払い忘れも少ないらしい。 

 

 また仮に払い忘れても、次回の来店時（入庫時）や近隣の同一事業者の駐車場を使っ

たときに払い忘れの警告表示が出て、支払いをリマインドする。こうした工夫でいわゆ

る踏み倒しはほとんど防げるそうだ。プレートの読み取り精度も、この業界でのパイオ

ニア、ピットデザイン（本社：東京・千代田）の仕組みだと 99.99％にまで高まっており、こ

れは高精度のカメラ、AI（人工知能）技術の進歩、現場と技術者の工夫の積み重ねのお

かげだ。 

 

 以上見てきたようにいいことづくめのスマートパーキングだが、唯一の懸念事項が「う

っかり支払い忘れ」への対応らしい。ヒューマンエラーは必ず起こる。うっかりして支払

いを忘れても、スマート化された駐車場ではさっさと出られる。従来なら遮断機があっ

たり、フラップ板が下がらなかったりで、うっかり忘れる場面は避けられた。スマート化

は快適だが、うっかり忘れのドライバーと悪意のドライバーの区別がつきにくくなる。 

 

 うっかり忘れのドライバーに未払いの督促をすると逆切れされる等の恐れがあり、商

業施設にはお客離れにつながるかもしれないという懸念があるようだ。しかしこれは当

面の過渡期の利用者と駐車場の双方の慣れの問題だろう。全体システムの最適化効

果を考えると微々たるリスクでしかないが、完全になくなることはない。これについては

公共的なキャンペーンなども必要だろう。 

 

●スマート化は公共価値が高い 

 

 こうした懸念もあるが、筆者は駐車場のスマート化はどんどん進めるべきだと思う。

第 1 にスマート化に伴って画像読み取り装置等に投資する必要が生まれるが、遮断機
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や発券機などの維持費と比べるとあまり変わらない。第 2 に環境への効果だ。渋滞が

減るので温室効果ガスの排出量が減らせる。駐車券の紙代は年間に全国で数億円程

度かかっているらしいが、これがなくなるのも環境への貢献となる。 

 

 第 3 に駐車場の周辺の一般道路の混雑緩和に役立つ。週末の郊外では入庫待ちの

車が車線をふさぎ、周辺道路の渋滞を生む例が絶えない。しかしこれが減り、しかも排

気ガスが減る。第 4 には駐車場の稼働率上昇と土地の効率利用だ。スマート化で時間

当たりの収容台数、つまり稼働率が向上し、建物内外の土地の有効利用が進む。その

結果、商業施設の投資効率の向上やひいてはコンパクトシティ化にもつながる。 

 

●スマートパーキングとスマートシティへ 

 

 スマートシティをめぐる議論が盛んだが、主題は自動運転や MaaS（モビリティ・アズ・

ア・サービス）など移動手段に関する議論が多い。あるいは信号機の最適制御など、道

路のスマート化の話にとどまる。しかし移動を支える存在として駐車場のあり方はもっ

と注目されていいだろう。 

 

 駐車場は個人経営やコインパーキングなど零細小規模なものが多く、ほとんどが民

営のためまとまった調査や研究が遅れている。だが都市政策において車両の置き場

所をどうするかは重要課題である。またスマートパーキングには車両やナンバーの画

像データが集まる。それは犯罪防止や渋滞防止等で警察情報とデータ連携させると有

効な都市の社会資産となる。 

 

 24 時間 365 日の車の流れを道路と駐車場の両方で捕獲したビッグデータは、デジタ

ルツインの時代の都市計画に有用だろう。加えてEV（電気自動車）化が進むと充電ステ

ーションをどこに置くかが課題となる。マイカーの場合、戸建て住宅なら平置き駐車場

がほとんどで自宅で充電できる。しかしマンションの機械式駐車場では充電は簡単で

ない。ならば既存の駐車場やガソリンスタンドに設備投資して充電ステーションにして

いく手も考えられる。スマートシティの設計過程ではそうした未来も考えながら、駐車場

のスマート化の動きを視野に入れるべきだろう。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 

11



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2022-4-11 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第236回 ウクライナ問題を手掛かりに日本の針路を考える 

     ――現状維持がベストという現実 

 

 このコラムでは内政課題や行政サービスの在り方を論じてきた。だが今回は政策課

題のひとつとして安全保障政策について考えてみたい。なにしろロシアはわが国の隣

国である。中国、北朝鮮も似たような専制国家で核を保有する。3 カ国とも常に軍事的

な示威行為を続ける。ウクライナは緩衝地帯であり極東の朝鮮半島に相当する。日本

はそういう意味ではポーランドのような位置にある。海を隔ててはいるが結構危ない位

置にいる。ウクライナに何を学ぶかは国民的な宿題である。 

 

●戦争は不合理の塊 

 

 ウクライナで犠牲になる市民の姿に心を痛める日々だが、ロシアの動機が謎である。

なぜあそこまで割に合わない戦争を始めたのか。世の中のたいていのことは損得、つ

まり経済原則で動く。ところが今回のロシアの動きは説明がつかない。膨大な戦費と戦

死者の数、じわじわ効く経済制裁の大きさなど、まるで割に合わない。 

 

 そもそもウクライナのNATO（北大西洋条約機構）、EU（欧州連合）への加盟は、差し迫

った重大な脅威ではなかったはずだ。「ナチスやナポレオンのようにいずれ西側がま

たロシアに侵攻する」という説も古臭く、荒唐無稽でしかない。しかし目の前にはあの現

実である。まことに戦争は不合理の塊である。 

 

●ロシアの不可解な行動は戦前の日本の姿と重なる 

 

 しかし歴史をひも解けば戦争の多くは不合理の塊である。典型はわが国だろう。 

 

 遅れて西欧化、近代化した日本は西欧列強の先例に学び、あるいは同様に遅れて近

代化して極東に進出してくるロシアを警戒した。そこで明治の元勲たちは先手必勝と考

え、日清戦争を経て緩衝地帯の朝鮮半島と台湾を併合した。日露戦争に勝って大陸で

の防衛線を広げ、また資源と市場を求めて満州に進出し、傀儡（かいらい）国家を建設

した。 

 

 こうした侵攻劇は今となっては愚かだったと評するしかなく、現在の価値基準に照ら
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すと不当な侵略行為でしかない。しかし、当時の西欧諸国は世界各地を侵略し、植民地

収奪を続けていた。米国もメキシコからテキサスを奪い、ハワイを侵略した。 

 

 当時の日本が、もし平和国家を宣言して大陸に一切進出しなかったらどうなっていた

か。なめられ侮られ、侵略される危機に瀕（ひん）していた可能性は否めない。その意

味で「防衛目的での大陸進出、やられる前に緩衝地帯を押さえる」という発想自体は、

当時の国際常識から大きく逸脱するものではなかったといえよう（現在になってそれを

正当化はできないものの）。 

 

●レッドラインを超えた大日本帝国 

 

 しかし物事には限度がある。日本はレッドラインをどんどん超え、満州、そして中国そ

のものに侵攻した。世界から批判され、制裁され、やがて国際連盟を脱退。その後は非

合理な行動連鎖にはまり込む。大東亜共栄圏の建設、八紘一宇（はっこういちう）の世

界の実現を目指すという理念（大義名分）、いや妄想のもと、戦線を中国、ハワイ、南太

平洋、インドシナへと拡大した。そして当然ながら負けた。 

 

 無謀な戦線拡大の理由としては関東軍が勝手に動いた、陸軍が暴走した、世論も強

気だったなど様々いわれた。あるいはルーズベルト米大統領が日本を宣戦布告に向

け挑発した、欧米は日本を経済制裁で追い詰めすぎた、白人の黄色人種に対する人種

差別感情が底流にあった、最終的には原爆の威力を試してみたかったなどの外発陰謀

説もある。しかし、結果として日本は勝てるはずのない戦争に突入して、巨大なつけを

払った。だからまことに戦争は不合理の塊である。 

 

●朝鮮併合とクリミア支配から先はレッドライン越え 

 

 今回のロシアのウクライナ侵攻は、戦前日本がレッドラインを超えた満州事変（1931

年）に相当するだろう。そのまえのクリミア支配（2014 年）は現地に親ロシア派住民が多

いという言い訳ができた。戦前日本の場合も朝鮮・台湾併合までは戦争の結果、いちお

う条約協議で決まった結論だった。しかし、ともにその先は単なる武力侵攻でしかな

い。 

 

 ロシアの経緯をもう少し見ていくと、91年にソ連が崩壊したあと、旧ソ連の周辺国が離

反し始めた。バルト3国を筆頭に各国はEUやNATOに加盟するなどロシアとの関係を

軽視する。そこでロシアは現地にいるロシア人の保護などの名目でジョージアなどの

旧ソ連国の一部（南オセチア、アブハジアなど）を軍事支配し、ロシアの管理地域（他国

の中のロシア）を作りはじめた。クリミア侵攻も同様の手法で行い、ウクライナの一部に

も管理地域を得た。 

 

 こうした経緯は戦前日本の大陸進出に近似する。防衛のためと称して朝鮮半島に介

入し、中国と戦い、朝鮮と台湾を得た。次にはロシアの南下を警戒し、それを理由に満

州経営に乗り出した。これは今回のロシアによるドンバス地域侵攻に匹敵するだろう。
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その先のキーウ（キエフ）侵攻は、旧日本軍の中国本土への侵攻に相当する。ともに世

界から猛烈に批判された。 

 

●対外侵攻は国内勢力にとっては合理 

 

 戦前日本にしろロシアにしろ、他国への軍事侵攻は巨大な賭けであり、通常の感覚で

取れるリスクではない。その巨大な非合理をあえて選択するのは、国家が全国民の最

大幸福を目指していないからだ。 

 

 ロシアの場合、ソ連時代に強大化した KGB（国家保安委員会）出身者や軍隊関係者が

新生ロシアの支配階級を形成した。ソ連崩壊後の混乱の中でエリツィン大統領は自身

のスキャンダルを解消してくれる部下としてKGB出身のプーチンを重用したといわれる。

それを契機に旧KGB人脈が国の官僚組織を支配しつづけた。 

 

 ロシア経済は弱い。となると、あとは軍隊である。軍隊と旧 KGB が支配する国家は、

両勢力の存続を第一義に考え、国民の命や全体経済よりも自分たちの権益確保を優先

する。 

 

 この文脈で考えるとロシアが旧ソ連の各地に軍事侵攻するのは合理的に見えてくる。

なぜなら侵略された国々は NATO に加盟できなくなる。ロシア軍の繁栄維持のために

は各地に軍事進攻して駐留を続け、かつ対 NATO で対立をエスカレートさせない状態

がベストということになる。 

 

 KGB も同じだ。国内の反政府勢力や西側との諜報合戦が適度に存在し、反対分子や

スパイの摘発が必要という状態が組織にとってはベストということになる。要するに旧

KGB勢力と軍隊にとって「平和」は決して望ましいことではない。自分たちの存在を脅か

す「平和」は抑制すべき状態なのだ。 

 

 民主主義国では、国家の目的は最大多数の最大幸福だから平和が必須だ。ところが

強権国家では、平和という全体最適は二の次である。全体から見ると部分でしかない

支配組織の存続が国家の目的になる。だから部分最適の実現を目指して侵略を続ける

ことになる。つまり、国家とは名ばかりで、反社会的勢力とおなじ行動様式をとることに

なる。 

 

 ちなみに民主主義は全体最適を実現する装置である。民主主義国家では多種多様な

勢力が議会で意見を戦わせ、また軍隊、大統領などに単独で暴走させないような権力

の分散と相互チェックの構造がある。そもそも戦場に送られる兵士やその家族が主権

者だから防衛戦争以外、なかなか成り立たない。よって民主主義国家は他国への侵略

戦争は起こしにくい。 

 

●レッドラインでの勢力均衡か、核の脅威を横目に民主化か 
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 さて、これから世界はロシアにどう対峙すべきか。戦前日本とロシアの違いは核の有

無である。わが国は核を持たなかったため、窮鼠（きゅうそ）猫を噛（か）めず、かえって

広島・長崎の悲劇に至った。ところがロシアは制裁に苦しんだあげくに核を使う可能性

がある。あるいは軍隊としても地上戦で苦労をするより、核を使ってそろそろ終わらせ

たいという誘惑にかられるはずだ。 

 

 それを避けるには、プーチン政権との融和策が合理的かもしれない。つまりウクライ

ナ東南部への非合法なロシア軍の駐留を容認し、現状の体制維持を認める。そして下

手にプーチン政権を攻撃し、ロシア全体を民主国家に変えようなどと考えない。だが非

合法な侵略を容認すれば、ならず者国家は核の威力を背景に西欧まで侵略する可能

性がある。毅然として対峙すべきかもしれない。要は状況を見ながら微妙なかじ取りを

するしかない。 

 

●極東では現状維持がベストという現実路線 

 

 さて、極東ではどうか。ロシア、中国、北朝鮮の 3国が全部、韓国や台湾のような民主

主義体制になればベストだろう。しかしその過程では大混乱が起こり、下手をするとイ

ラクやアフガンのような内戦が続き、ゲリラ勢力が核を手中に脅迫してくる場面もあり得

る。それなら今のような権威主義国家のままであり続けるほうがましかもしれない。3カ

国とは幸い海を隔てているし、日米同盟もある。となると当面は現状維持が一番“まし”

な選択肢となるのではないか。 

 

 国内政治では大きな政府か小さな政府か、シルバーデモクラシーの是非など、変更、

改革すべきテーマが多数ある。だが極東の外交、軍事においては現状維持が一番よ

い。環境が激変する世界情勢の中でいかにしたたかに現状維持を周りに構築していく

か。それをわが国は民主主義の政治のもとで冷静にどうやり続けるか。これは実はき

わめて難しい政策課題の遂行である。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 

15



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2022-5-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第237回 未来を考える 3つのPの思考軸 

     ――プロダクト、プロダクション、プロデュース 

 

 ロシアのウクライナ侵攻を含め今どきの世界では想定外の事象がよく起こる。地震や

天災に加えて大きな事件、たとえば 2001 年の米国同時多発テロ、2011 年の東日本大

震災に伴う原発事故、2022年のウクライナ侵攻などが立て続けに起きた。 

 

 ただし大事件の背景にはマクロトレンドがある。マグマがたまっていて何か事件が勃

発するのだ。同時多発テロもウクライナ侵攻も米国の対外政策が積もり積もって起きた

という見方ができるし、原発事故も東京電力の企業体質に由来する部分があったと考

えられる（東電では起きたが東北電力では起きなかった）。 

 

 先の見えにくい時代に役立つのが「フレームワーク」である。フレームワークは写真

の画面のフレームと同じく情景の一部を切り取って必要な情報を強調して見せてくれる。

そこから抽象思考が進み、類推や推測の幅と精度が上がる。 

 

 古典的なフレームワークは「3C」である。カスタマー、コンペティター、カンパニーの略

である。まずは顧客のニーズを知れ。競合はだれで何に強いかを調べよ。それから自

社（カンパニー）のできること・すべきことを考えよというものだ。 

 

 当たり前に思えるが、意外にこれは役に立つ。多くの会社は自社の技術、つまりカン

パニーを中心に戦略を考える。しかし消費者ニーズがなかったり競合が先行していた

りする。フレームワークは人生訓、箴言（しんげん）のようなもので、「まずはカスタマー

を見よ」「競合の動向をチェックせよ」「最後に自社のスキルを点検せよ」 

と語りかけるのである。 

 

●3つのPで未来を予測する 

 

 次の時代を予想するために最近、筆者が見つけて多用するフレームワークは「3つの

P（プロダクト、プロダクション、プロデュース）」である。 

 

 プロダクトとは、商品やサービスそのものを生み出すことである。たとえば自動車の

発明。今までなかったプロダクトである自動車の発明はそれだけで大きな進歩だ。だが、
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自動車が社会に影響を与えたのは安く量産できたからだ。そこで威力を発揮するのが

プロダクション技術だ。鋼板をプレスする、塗装する、さらにジャストインタイムなどの大

量生産のための技術がそろって低コストで迅速な量産ができるようになり、それを見越

して道路が整備され、車社会の実現につながった。 

 

 さて今後はどうか。そこでプロデュースという言葉を当てはめてみる。これからは量

産だけではなく、それをどう使うか、個別ニーズにどう役立てるかが大切になる。モノの

プロデュースとはどういうことか、カスタマー視点から考えてみると、「いつでもどこでも

好きなだけ」車が使える状態をつくることとなり、レンタカー、シェアカー、サブスクリプ

ションによるMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）などへの展開が考えられる。 

 

 自動車産業自体にプロデュースをあてはめると、注文生産で個人の好みに合わせた

個性的な車の注文生産のサービスが考えられる（エルメスなど高級ブランドでは富裕

層向けにすでにある）。あるいはソニーやもしかしたら将来ヤマダ電機が EV（電気自動

車）に参入するのを既存メーカーがプロデュースするといった技術提携が思い浮かぶ。 

 

 あるいは自動運転を想定すると、ホンダの車をソニーがプロデュースして社内でエン

タメを楽しむ、そこから派生して広告会社がプロデュースした宣伝ラッピングカーのビジ

ネスや広告・話題作りのための派手な車体の運賃ゼロのタクシー事業、さらに車体広

告付きの格安あるいは無料のレンタカービジネスなどを思いつく。 

 

●農業への応用 

 

 農業の歴史に 3Pを当てはめてみよう。農業でのプロダクトとは、人間にとって役立つ

作物の発見と品種の改良だろう。プロダクションは量産技術だが、当初は灌漑（かんが

い）と暦。そして肥料や家畜の導入、さらにトラクターなど機械の投入があたる。 

 

 農業の起源は約1万年前のチグリス・ユーフラテス川流域の麦の栽培だ。定住生活を

営むには、余剰食糧の発生と長期保存が必要だが、麦がそれを可能にした。狩猟採集

社会では全員が食糧生産に従事した。ところが農業が始まると余剰食糧が発生し非生

産階級が登場する。余剰食糧を売買する商人や農具を作製する職人、そして彼らを統

治する統治者が登場し、職業と階級が分化して社会構造が高度化した。 

 

 初期の重要なプロダクション技術は、灌漑と暦である。広大な地域をまたいで水を供

給する灌漑設備の構築には、労働の大量動員と指導者が必要だった。灌漑は農業の

生産性を高め、同時に統治者階級を育てた。耕作スケジュールを決める上で暦が不可

欠だったが、その作成には天文学を必要とし、それは統治者の権威付けとして強力な

ツールとなった。 

 

 近代に入ると、化石燃料で動くトラクターと化学肥料が登場し、農業生産力は爆発的

に増大する。農家は重労働と家畜の糞尿（ふんにょう）から解放された。農業の労働生

産性は飛躍的に向上し、農業労働人口は大幅に減った。農村を出た人々は都市に向
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かい、安価な食べ物を買って暮らす生活に入った。そして第二次・第三次産業が発展し

た。その意味で石油とトラクターと化学肥料が近代の都市文明を生んだといってもよ

い。 

 

●技術史を捉え直す「3つのP」のフレームワーク 

 

 このように農業と社会、経済の関係は「プロダクト」「プロダクション」の 2 つで見るとわ

かりやすい。さて今後の農業の姿はどうなるのか。第 3 のフレームワークの「プロデュ

ース技術」がどう生かせるか。 

 

 プロデュース技術は、これまで人間社会を支えてきたプロダクト、プロダクションの技

術の上に、個人の欲求の充足を実現するものだ。プロデュースの典型は調理である。

外食産業や加工食品は農産物を食べやすく提供するプロデュース産業といえる。 

 

 もう少し高度化すると、料理の宅配やアレルギーのない食事、あるいは糖尿病や介

護などの目的別の料理の配送などもある。あるいはダイエットのためのレシピ指導な

ど。そこから派生すると、健康食品産業もすでにあるプロデュース産業といえるだろう。 

 

 モノづくりに徹してプロデュースを考えると、動物を食べたくない人のための培養肉の

生産、その場で新鮮な野菜を食べたい人のための店内での水耕栽培など農業を超え

て食品そのものを培養・栽培するという姿も見えてくる。あるいは誰もが自宅の室内で

野菜や肉を培養する時代がくるかもしれない。 

 

●プロダクト技術、プロダクション技術の限界 

 

 農業の歴史を振り返りながら、プロダクト、プロダクション、そしてプロデュースという 3

つの進化モデルを説明したが、注意すべきはこの 3つは並存するということだ。品種改

良はますます進むだろう。トラクターや化学肥料、大規模農場はもっと進化する。ロボッ

ト技術による労働代替も始まる。 

 

 しかし既存品種のプロダクト改良には限界があるし、プロダクション技術による大量生

産だけでは個人の欲求は満たせない。農業、そして現代社会はプロダクト技術、プロダ

クション技術で支えられてきたが限界を迎えつつあり、別の次元での展開を待っている。

それを探すためのフレームワークがプロデュースなのである。 

 

 農業に限らず、プロデュースがめざすのは、「いかに個人の満足度、幸福度を高めら

れるか」ということである。プロデュース技術は、社会や経済という単位ではなく、個人

という単位で未来を考えるフレームワークである。 

 

 ウクライナの戦争も実は個人という単位でみるとわかりやすくなる。そもそもあれは

“プーチン戦争”といわれる。一人の独裁者の国内の個人の妄想、願望、いや政治的都

合が先に立つとみられている。ウクライナ側でも、犠牲となる個々の国民の姿とゼレン
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スキー大統領の姿が強烈なメッセージとして発信される。そしてそれが海外支援や経

済制裁を決めていく。 

 

 SNS（交流サイト）で流される個人の物語が戦争をプロデュースし、ウクライナに対す

る世界中の共感とロシアに対する反感を増強する。現地では戦車による組織攻防戦が

行われているが、個々のウクライナ兵が持ち運ぶ対戦車ミサイル「ジャベリン」や地対

空ミサイル「スティンガー」も有力な兵器となる。 

 

 19世紀の戦争は職業軍人が仕切り、20世紀の戦争は国民を巻き込んだ総力戦となり

チャーチル、ヒトラーなどの政治家が仕切った。21 世紀の戦争では個々人の物語が

SNSを通じて戦争をプロデュースしているとみることもできるだろう。このように3つのP

はいろいろな場面の思考に使えるのではないか。 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2022-6-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第238回 「改革」をマネージする――合計100の組織の改革体験をもとに（上） 

 

 私の専門は「改革」である。「改革」自体は今やありふれた言葉だが、現実に成功させ

るのは極めて難しい。ひとつの組織が取り組む本格的な改革は数年、いや数十年に一

度だし、何度も経験する人は少ない。だから組織内にノウハウが蓄積されにくい。 

 

 だが、コンサルタントとしてたくさんの組織の「改革」を経験すると、改革の設計や実行

についての経験工学のようなものが見えてくる。それを整理したい。 

 

●改革屋＝シェルパの仕事 

 

 私は旧運輸省を経てマッキンゼーに入社し、経営コンサルタントの修行を始め、最終

的に 14年間に約30の大企業の経営戦略や組織変革を手掛けた。その後渡米し、帰国

後は教鞭（きょうべん）をとりながら、20年ほどで官公民合わせて 70以上の組織変革に

関わってきた。 

 

 領域は、企業はもとより自治体から美術館、病院、大学など幅広い。関わり方は社外

取締役や非常勤監査役のほか、政府・自治体の各種委員、特別顧問などだ。企業や

NPO（非営利団体）とは大学ゼミ生と授業の一環で無償のコンサルティングをする場も

ある。改革対象の組織での私の肩書きはさまざまだが、改革のプロデューサー（改革

屋）として、当事者の横に位置して密に助言する、シェルパのような役割であることは変

わりがない。 

 

 「改革」は、海外では「Change Management」と言われ、体系化されてきた。だが日本の

組織は非合理な有機体だ。終身雇用の忠誠心や面子など経済合理性だけでは割り切

れない要素も多い。そこで私は自らの経験をもとに「改革屋」のノウハウを整理・出版し

てきた（『変革のマネジメント』(NTT 出版) 、『だから、改革は成功する』（ランダムハウス

講談社） 、『組織がみるみる変わる 改革力』（朝日新聞出版）  

など）。 

 

●改革、行政改革、そして社会イノベーションへ 

 

 この 20 年は、企業の変革支援の経験を自治体や政府に応用してきた。その内容は
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『行政評価の時代』（NTT 出版）、『行政経営の時代』（同）、『政策連携の時代』（日本評論

社）の 3 冊をご覧いただきたい。また、行政機関から社会全般に改革の対象を広げて、

共著で社会変革の本も出してきた。例えば『脱藩官僚、霞ヶ関に宣戦布告！』（朝日新聞

出版）、『地方から政治を変える: 未来政治塾講義 II』（学芸出版社） 、『逆風を生きぬく革

命者たち』(朝日新聞社) である。 

 

 公的機関の改革や社会変革には時間と手間が大変かかるし、利害関係者が多い。マ

スコミや政治の習性も理解しなければならない。リーダーは組織内だけでなく広く地域

や社会にも改革の必要性を訴求しなければならない。 

 

 特に地域を変える上では首長のリーダーシップは必須である。自治体はいや応なし

に人々から税金を集め、それを原資に仕事をする。改革リーダーの仕事は、まず税金

をどこに使うか（やめるか）の采配から始まる。さらに地域にビジョンを示して企業や投

資を呼び込むなど、おのずと組織外への目配りが必要になる。 

 

●大阪維新のアプローチと起こった変化 

 

 2008 年から始まった大阪の維新改革は、直接的には大阪府庁、次に大阪市役所（11

年以降）の改革だった。だが、結果的には 2つの組織の行政改革を超え、地域全体で 3

つのレベルでの「改革」が起こった。 

 

 第 1 は組織内の改革で、キーワードは「身の丈改革」だった。第 2 は政治レベルの改

革である。大阪府と大阪市が別々に投資をしていたのではインフラ整備などが進まな

い。そこで両者を経営統合すべく、大阪都構想が提唱された。また、その実現のために

は強力な政治力をもった地域政党が必要と考えた。さらに国政に影響力を及ぼすべく

国政政党も作られた（結果的に自治体統合は実現できなかった）。 

 

 府と市の二重行政の問題で当初、着目したのは浄水場の問題だった。大阪には大き

な浄水場が 6 個あり、供給過剰だった。能力削減されてこなかった理由は、大阪府と大

阪市が水の融通をせず、それぞれが部分最適を目指していたからだ。話し合いではな

かなか合意に至らないのがそれまでの長い歴史だった。そこで議会を含めた行政組織

自体を統合するために、大阪都構想が必要となった。そのほか大阪府立大学と市立大

学の統合、地下鉄の民営化等も政治レベルの頑張りで実現した。 

 

 第3に、地域/社会レベルの変革である。これは 08年からの経済再生、教育改革、規

制緩和・特区制度の獲得に向けた動きである。インバウンドブームに間に合うことがで

き、また鉄道整備などが一気に始まった。 

 

●過去との決別とストックの組み替え 

 

 「大阪維新」では、当初、大阪の発展を阻む 3つの障害要因の除去が非常に重要だっ

た。それは、（1）3 大不良債権（関西空港、ワールドトレードセンター、りんくうゲートタワ
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ービル）の処理、（2）大阪市役所の労使の癒着問題、（3）エセ同和問題である。これらは

橋下氏が知事・市長の時代にすべて解決された。 

 

 大阪維新ではこれら 3 つの課題の解決と同時に大都市投資戦略を打ち出し、（4）スト

ックの組み替えと交通インフラの見直し(関空、鉄道新線、高速道路)、（5）教育改革、（6）

企業誘致のための特区戦略(減税)に取り組んだ。これらは 1 人当たりの所得を上げる

戦略でもあった。 

 

 さらに、改革を持続させる仕組みとして、（7）地域政党「大阪維新の会」の設立と国政

進出(民営化、集権化、分権化)、（8）都構想（選択と集中、成果主義、PPP：官民パートナ

ーシップ）、（9）行政改革が打ち出された。維新改革では、情報公開も積極的に行った。

全国市民オンブズマン連絡会議発表の「全国情報公開度ランキング」で大きく順位を伸

ばした。 

 

 以上を経て、大阪府の景気動向指数は、11年頃から大きく回復した。13年頃からは商

業地価も上昇した。さらに、17 年から大阪市の人口が増えて、近隣の神戸市・堺市との

間で人口の流入出の競争が起こった。 

                                  （中 に続く） 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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我々は「ぬくもり」と「効率」のどちらを求めるのか？

―左か右か、ではなく若者たちに学ぼう― 
 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

1/7(金) 7:38 

 

出展：エストニア TOOL BOX 

 

年初なので今回は現実から離れて大きなテーマを考えてみたい。「ぬくもりか効率か」というテ

ーマだ。 

 

「昔はよかった」「最近は世知辛い」とよくいわれる。個人的には『三丁目の夕日』の時代に

幼年期を過ごした。成人してからは昭和の成長期の官庁や大企業を経験した。課員総出

で課長の引っ越しの手伝い、みんなで社員旅行など楽しかった。一方で昭和の日本にはコ

ネや口利きや非合理が残っていて事務はアナログ、非効率の塊だった。 

 

日本に限らず世界はますます清潔に、透明に、効率的になっていく。一方で、冷たく画一的

でつまらなくなっていく。 

 

これに対し政策、政治の世界ではいわゆる左翼の人がぬくもり、人間らしさを主張し、それに

影響された保守政治家までがポスト資本主義を唱え、新自由主義を攻撃する。だが、どち

らも無意味な主張に見える。我々は村のよろず屋よりもコンビニが好きだし、効率化は安さ
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を意味する。かくして画一化は止まらない。なぜなら資本主義と民主主義には画一化、そし

て規格化がビルトインされているからだ。 

 

〇生活の画一化 

 

マンションの物件比較サイトを眺めると、立地や建設会社を問わず、全て同じような部屋ば

かりだ。限られた面積でより多くの部屋数が取れて、建物工事がしやすい間取りはどうしても

似たパターンになる。これらが人間にとって最も住みやすい間取りかどうかわからない。マンショ

ンはいくら高級そうに見えても、産業革命以降に始まった大量生産と“規格化”の産物であ

る。注文建築で造られた戸建て住宅にはかなわない。だが多くの人はマンションでいいと考え

ている。 

 

こうした現象は住居だけではない。車や家電製品もそうだし、さらに言えば、学校も会社もレ

ジャーも、私たちの生活の多くは統一様式、つまり規格によってしばられている。 

 

だが、幸か不幸か、私たちはそれに気がつかない。慣れてしまったからだ。いや、それがなくな

るとむしろ不便に思う。人間は規格のもとにしばられることで安心し、快適と感じる。このあた

りは首輪を放った犬が一瞬は元気にその辺を走り回るが、やがて飼い主に首輪をかけてくれ

と寄って来る姿に似ている。 

 

〇規格化と功利主義 

 

こうした“規格化”の源流にはもちろん大量生産の技術や経済性があるのだが、社会思想の

歴史をたどるとジェレミー・ベンサムの『最大多数の最大幸福』に由来する。そこでは“「豊かさ」

とはモノ・金を量的に追求すること”だった。この思想が今の大量生産と大量消費のもととなっ

た。 

 

〇人間も“規格化” 

 

ベンサムは 1748 年から 1832 年を生きた人物だが、彼が思いついたものの一つに「パノプティ

コン（一望型円形収容所）」がある。 

 

これより上のエリアが無料で公開されます 

 

パノプティコンは、人々を矯正する効率的刑務所（監視施設）である。そこでは囚人たちの独

房が円形に並べられ、円の中心の監視塔から放射状に囚人全員を監視する。監視塔の

内部の様子は周りからは見えないが、囚人たちは常に監視の目を意識しながら生活する。
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監視塔の内部は見えない。だから管理人が実際はその場にいなくとも、囚人たちは見られて

いることを前提に行動する。こうした目に見えない“抑止力”によって監視システムは成立す

る。 

 

パノプティコンの中で囚人たちは突飛な行動を避け、他の人に合わせ、目立たないようにする。

この考え方はいつの間にか刑務所の外の公共施設や公園にも流れ出し、社会の様々な場

所で無意識のうちに取り込まれるようになった。こうして権力や他者からの視線を常に感じつ

つも安全に生活する社会の監視システムが出来上がった。 

 

〇テストは現代に色濃く残る“規格化” 

 

学校は現代における典型的なパノプティコンだ。学校では、教師が生徒に効率的に知識を

伝達する。そのために教師に自発的に服従する生徒を作り出そうとする。いや、そもそも子供

の学習をいかに監視し規律化するかという視点から学校という仕組みが生まれた。時間割に

沿った一斉授業の仕組みは典型だ。これで多くの生徒を一度に効率的に指導・監視でき

る。 

 

テストも同じだ。テストは、入試のほか期末試験、資格試験など、様々な機会で利用される

が、受験者に一定基準に達することを要求する仕組みとして有効だ。受験者は、常日頃か

ら（前日にすべてをかける人もいるが）テストでよい点を取ることを意識して勉強するようにな

る。 

 

しかし、受験者（生徒）に、あらかじめ想定された課題や暗記に学習努力を集中させる弊害

ももたらす。その結果、テストは若者のマインドを既存の知識の詰め込みに向かわせ、結局

のところ、頭を学歴や偏差値、資格の獲得に向かわせる見えない鎖となっている。だが、この

おかげで反社会的な発想や枠を壊す若者はあらかじめ排除される。こうして、安全安心で

保守的な社会の営みが維持されていくのだ。 

 

〇“規格化”のくびきをいかに脱するか 

 

テストは、どの国にもある。自由に見える米国でも、大学のランクや学歴による待遇の差は

激しい。年収も大きく変化する。最近の LGBT（性的少数者）運動の高まりや、オリンピック

で選手が LGBTであることをカミングアウト（公表）する動きを見ると、一見、世界が多様性を

認め合う方向に進んでいるように見える。 

 

しかしどんなに個性や自由を認めたとしても、私たちの心の奥深くには“規格化”に安住する

メンタリティが消えない。これはまるで見えない流砂に足を踏み入れているようなもので、なか
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なか抜け出せない。そもそも“自分の個性を打ち出そう”ということ自体が、「周りと比べて変わ

っている」という人物を特別視する視点に由来している。“規格化”から脱出するためには、

“規格”の傾向を分析し、そこから離れる対策を意識しなければならない。 

 

そもそも人間は社会的動物であり、他人と自分を比較しないと、自分らしさが見つけられな

いのだろう。集団生活が好きな人間は、“規格化”なしに生きていくことは不可能かもしれな

い。 

 

人間はこれからも、規格の枠の中で“よりよく”生きたいと考え、生を全うするのだろう。だから

今日も我々は商店街にはいかずモールに、そしてコンビニに行ってしまう。 

“規格化”のくびきから脱するには新しい哲学が必要だ。過疎地の古民家に移住する、離島

に就職する若者たちがいるが、直感的にこうした問題意識があるのだろう。場所を変え、発

想を変えるのだ。サーキュラーエコノミーもそうだろう。生活のあり方そのものから変えていく。若

者たちに学ぶことがたくさんありそうだ。 

 

（注）本稿は上山信一研究室学生 村上友梨とのリサーチをもとに共同で執筆した 
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行政 DX では、公民連携とシビックテックを考えたい 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2/16(水) 7:21 

 

出展：エストニア TOOL BOX 

 

デジタル庁の発足を機に自治体含めた各官庁に「わが国行政の DX が遅れている。民間ＩＴ

人材を活用して整備を急ぐべき」という大号令がかかる。しかし国連データでは、日本は電子

政府の世界ランキングで第 14 位。そしてわが国では戸籍も税も年金もいちおうシステム化さ

れ、公務員の仕事もそれなりにＩＴ化されている。では、何がまずいのか。 

 

○要は使い勝手と連携不足の問題 

 

 問題はユーザー（国民、住民）にとっての使い勝手がよくないことだ。例の 10 万円が配れな

かった問題が典型だ。省庁のシステムが縦割りで、国と自治体の連携もない。そして自治体

間がばらばらだ。個人認証の仕組みも統一されていない。 

 

 ちなみに国連の電子政府ランキングの上位はエストニア、シンガポール、韓国、デンマークな

どの小国や比較的歴史の新しい国であり、行政サービスはそもそもメニューが少なく制度もシ

ンプルだ。一方で日独仏など大きな国では、古くからの福祉、医療の制度が修正に修正を

重ねて維持されてきており複雑だ。デジタルトランスフォーメーション（DX）以前にそもそもの制

度が複雑すぎる。そして古くて大きな国では政治的な都合でそれもなかなか進まない。日本
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が１４位というのは、実はデジタル化や DX の遅れというより、縦割りで作られてきた古い制度

をだましだまし使っている大国に共通の悩みが故という見方もできる。 

 

○民間 IT 人材の投入よりも民間 IT 企業へのアウトソーシングを考えよう 

 

 行政 DX における民間人材の活用についてはどうか。もちろんそれができれば結構だが現

実は民間企業でも IT 人材が足りない。中でも、クラウド、アプリケーション、データベース、ア

ナリティクス、セキュリティなど最先端分野の人材は引っ張りだこで払底している。 

 そこで考えるべきは、「そもそも行政の全ての分野が自前でＩＴシステムを持って、自前で運

用する必要があるのか」「行政のどの分野でどういう民間ＩＴ人材が必要なのか」そして「IT 化

以前に制度を簡素化できないのか」ということだろう。 

 

○行政 IT の３ジャンル 

 

 行政のＩＴ化は、その業務の本質にそって３つに分けて考えるといい。１つ目は空港やダム、

警察、信号の管理、防衛関係など行政特有の社会インフラのシステム。これは金融、電力、

鉄道と同様の高度の処理能力とセキュリティを必要とする。自分たちでサーバーやデータベー

スを抱え、主体的に運用管理する必要がある。２つ目は巨大な BtoC事業である年金や保

険などの事業。難易度は高いがすでに損保や生保などが大型システムを構築し運用してい

る。そこに学べばいい。３つ目は主に自治体が行う市民サービスだ。これはわりあいシンプルで

民間企業の消費者向けサービスと本質は変わらない。外注先もたくさんある。ユーザーのプ

ライバシーの保全の問題が喧伝されるがその大切さは民間ビジネスでも同じで公務だからと

言って一律に軍事防衛的なセキュリティの発想を持ち込むのは間違っている。 

 

○そもそも人生で数回のサービスにＩＴ化が必要か 

 

 行政ＤＸはこのように３つに分かれるが、1 つ目は確かに自前での IT システムを運用する必

要があるし、その近代化は必須だろう。しかし２つめは丸ごと、民間金融機関に任せる等の

発想があってもいい。あるいはそもそも運用を民営化してしまうことも考える。問題は３つ目の

市民サービスである。ここが最も注意が必要だ。首長などはよく「全ての手続きを電子化する」

「行政の全ての分野で民間並みのサービスを目指す」とよく言う。しかし本当にそこまで必要

だろうか。ある県の調査では手続きの種類にして 5割程度を電子化すれば全体の手続き件

数のかなりが電子化できるとわかった。ならば全部の電子化はあきらめて絞ってやればいい。

そもそも行政は全員に一律の平等なサービスを確実に提供する。全部に徹底するとなると

対象者数は膨大になるし、民間のＥＣサイト並みのていねいなサービスをやると多大なコスト

がかかる。一方で例えば出生届や引っ越し届は、たかだか人生に数回だけのことだ。「行政

サービスのすべてを電子化する」という首長たちの掛け声は勇ましいが、わが国のような複雑
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でメニューも豊富な国では、費用対効果を考えると現実的かどうか疑わしい。 

 

○セキュリティ人材の育成と確保は最重要課題 

 

 一方で意外と見過ごされているのが、特に 1 つ目と 2 つ目で大切となるセキュリティの問題

である。各国の軍隊や警察はハッカー対策に追われる。日本でも人材不足が深刻だ。安全

保障は行政の肝の部分なので、アウトソースしにくい。その上で年収 2000万円とも言われる

ホワイトハッカーと呼ばれる人たちの力も借りなければならない。 

 

セキュリティ分野で優秀な人材を確保し維持するためには、給与体系を変えるしかない。厚

生労働省には医師の給与テーブルがある。同様にインフラやセキュリティに関わるプロが行政Ｉ

Ｔの専門家としてやっていけるよう、給与体系や人事制度を変えなければならない。 

 

人材育成のシステムづくりも重要だ。IT セキュリティは国立高等専門学校機構が人材を育

成している。しかし通常の大学や専門学校でも、もっと学べるようにすべきだ。育成と養成も

含めて投資が必要だ。政府がセキュリティの専門大学を作るのはどうか。 

 

セキュリティは政府の本質なので、高度な技術と知識が求められる。一方でこの仕事にまつ

わる矛盾はセキュリティ専門家は周囲に自分の仕事について語れないということだ。周りから

どういう仕事をしているのか理解されず、リスペクトも得られにくい。例えば警察庁で ITセキュリ

ティを担当するというのはグーグルで働くのと同じくらいすごいことだろう。 しかしマスコミはそうい

う人材を取材して紹介しない。そんな中で多くの学生がこの分野を目指すようになるには、

情報発信の仕組みが必要だろう。 

 

〇かつての受注事業者が最も高い外注管理能力を持つ 

 

 さてセキュリティはなんとか自前で備えるとしても、市民サービスを担うＩＴシステムの大半はア

ウトソーシングできる。すると「どの部分をどこの会社に出すか」の検討が真の課題となる。とこ

ろが役所にＩＴの発注能力がある人はあまりいない。小さな自治体になると、発注経験自体

があまりない。そこで得てして過大なスペックの大型システムを発注してしまい、いわゆるＩＴゼ

ネコンの“えじき”になる（と言われている）。あるいはベンダーロックインが起きてしまう。 

 

それならば、どんな人が外注管理能力を持っているのか。これまで事業を受託していた人、

つまり IT 企業の OB が一番詳しい。海外では、かつて建設業や IT 企業にいた人が政府機

関など行政側に転職し、調達のアドバイザーや調達担当に就くことがある。例えば、米国シ

アトル市では元ゼネコンの幹部が雇われ、低コストで業者に発注するノウハウを伝授していた。

日本でもたとえば東京都副知事の宮坂学氏はヤフーの元・社長であり、IT ゼネコンそのもの
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のご出身ではないが、ＩＴの目利き力は備えておられるだろう。 

 

全国の各自治体にもＩＴ業界出身者をもっと入れて知事や役所側が彼らをうまく活用できれ

ば、大きな変化が起きるだろう。官民癒着や口利きの温床になるリスクは守秘義務契約で

縛ったり契約内容を情報公開することで排除が可能だ。ちなみに、デジタル庁にも民間人

材がたくさん参加する。これは省庁間に横串を通してコストを下げるという発想に加え、シス

テム面の外注管理を各省庁に委ねずデジタル庁に一元化し、そこに民間人材を登用してま

とめて調達する発想だが、理にかなっている。 

 

〇市町村の枠を超えた自治体間連携を 

 

しかし地方の小さな市町村となると、地元に民間出身のＩＴ人材はなかなかいない。こういう

場合は、業務委託の形で近隣の大きな政令市などにシステム運用を頼む手がある。すでに

住民サービス向けのシステムや文書管理などでは、県が音頭を取って県下の市町村が共同

でシステムを運用する例がある（北海道、鳥取県、京都府など）。 

 

組織形態としては一部事務組合や財団法人、あるいは株式会社を作ることが多いが、実

は水道や消防などと同じ動きだ。小さな市町村ではこれらのインフラは管理しにくい。そこで

隣接市町村が合同で管理するが、ＩＴインフラも同じだ。明治以来、日本の自治体インフラ

は水道も消防もごみ処理も、何でも市町村単位だった。だがもはや単位として小さすぎる。

２１世紀のＩＴインフラの構築は市町村の枠を超えるべきだ。 

 

〇シビックテックの活用 

 

これより上のエリアが無料で公開されます 

 

もう一つ、民間ＩＴ企業から人材を採用しなくても、その都度、ボランテ .ィアで雇う方法がある。

それがシビックテックだ。例えば各地に、ボランティアで行政 DX を支援する民間人材の団体

がある（コード・フォー・ジャパンなど）。 

東日本大震災の際に、小規模な町村では、住民の罹災の補助金申請などの手続きすら

手伝えないという状況に陥った。国、県、市町村がさまざまな支援制度を用意した。しかしこ

れらの制度を全て並べて閲覧し、申請書をダウンロードできる Webサイトがなかった。そこで、

行政 DX のベンチャー企業であるアスコエパートナーズがボランティアでサイトを作り、感謝され

た例がある（復興ナビ https://www.fsnavi.jp/）。 

 

他のボランティアの例では、人材が不足する町村で、アプリの発注仕様書を代行して書いた

例もある。今までの余計な仕様を削り、さらには、“６段階の決裁だが３段階でいいのでは？”
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など、行政の業務プロセスの改革も提案した。その結果、発注額が当初予定の２割程度の

料金になった例もあるそうだ。ボランティアだけではない。さらに最近は大手ＩＴ企業の社員が

副業として神戸市などの自治体のサポートをする動きもある。 

 

○行政 DX を通じた新たな公民連携づくり 

 

以上、行政 DX についてまとめてみると、防衛、警察や年金、保険などのシステムを除くと、

今の行政サービスそのままＤＸ化する発想はおそらく正しくない。特に住民サービスを担う自治

体は、DX 化に際して、一部の業務を行政機関の外、つまり企業に出してしまう思い切りが

必要だろう。また外に出さない場合でも、近隣市町村と共同でやる方がよい。さらに人材に

ついても、足りないならばボランティアや副業の民間ＩＴ人材に任せるといった思い切りも欲しい。

その意味で、行政の DX化は実は公民連携の新しい姿の模索であるともいえよう。 
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データの時代の功罪を考える―プロファイリングをどう制

御すべきか？ 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

3/1(火) 7:40 

 

出展：エストニア TOOL BOX 

 

 「20 世紀は石油の時代。21 世紀はデータの時代」とよく言われる。これからはデータを制す

るものがビジネスを制する。だが消費者、あるいは国民にとってどうなのか。今回はデータの時

代の功罪を考えたい。 

 

○利便性か監視される生活か 

 

データの活用で日常生活も仕事も便利になる。たとえば高速通信規格 5G を活用すると、

本人が望みさえすれば「朝何時にカーテンを開け、どういう濃さのコーヒーを飲むか」など日常

生活の行動データを集めて蓄積できる。マシンは蓄積データを基にいつもと同じ時間にカーテ

ンを開け、毎朝同じ濃さのコーヒーを入れてくれる。もちろんエアコンのスイッチを触ったり目覚

まし時計をセットしたりといった雑用からも解放される。 

 

生活の細部が企業に知られるのはいやだという意見はある。だが ITが浸透するにつれ、機械

はたくさんのデータを生み出すようになる。それを蓄積して使わずに暮らすというのは、今後は

あたかも電気洗濯機を使わずたらいで洗濯をし続けるような偏屈な生活とみなされるように

なるだろう。人間はいつでも楽をしたい。人々は、なし崩し的に企業に個人データを与え、機
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械を賢くさせて手間のかからない生活を選ぶようになるだろう。 

 

○企業はデータを資産化 

 

上記の例ではデータの価値を享受するのは本人である。だが、機械メーカーやコーヒー豆の

提供企業が何万人ものユーザーのデータ（人々がどういう濃さのコーヒーをいつ飲むかなど）を

入手できるようになると、消費トレンドが先読みできる。たとえば「最近、女性が在宅で夕方

に酸味の強いコーヒーを飲む傾向がある」とデータを通じて察知した企業は、他社に先んじて

新しいビジネスを展開できる。 

 

このように「データ」はビジネスにとって資産になる。その典型例が中国アリババ集団の「ジーマ

クレジット（芝麻信用）」だろう。これは決済アプリ「アリペイ（支付宝）」の機能の一つで、個人

の水道代や税金などの支払いデータを収集、分析して信用スコアを算出する。スコアが高い

と信用が高い人物とみなされる。スコアは 350 点～950 点の幅があり、650 点以上だと”シェ

アサイクルの保証金が無料”になる。またローンの限度額もスコアで変化する。スコアは住居

賃貸やビザ取得でも利用される。 

 

〇「プロファイリング」で個人の行動を探る 

 

さらに AI（人工知能）が個人の過去についての蓄積データを分析すると、未来の行動がある

程度予測できる。プロファイリングという推測手法がある。これは個人の行動履歴データを分

析する。データは匿名でいい。たとえば「大津市に住む 40 代喫煙女性」という属性区分にあ

てはまる人のデータを集めて分析を精密に行う。するとその人たち向けの商品開発や価格付

けがやりやすくなる。 

 

プロファイリングでは AI が共通属性の集団、セグメントを対象に、そこにおける特徴的な法則

を探り当てる。具体的には SNS（交流サイト）などネット上の媒体の閲覧履歴などを集めて

解析する。そこから行動様式（アウトドアスポーツが好きなど）や思想（保守的など）傾向が、

ある程度推測がつく。最近は携帯電話の位置情報とソーシャルメディアの普及により、個人

の行動特性、趣味、嗜好がより高度に推測できるようになりつつある。 

 

〇プロファイリングと人権問題 

 

しかし、ここから生まれてくるのは、AIが導き出す個人の行動特性や未来予想と自由や人権

との対立の問題である。個人のプロファイリングデータは SNS の閲覧履歴からはもちろん、企

業が IoT（インターネット・オブ・シングズ）を活用して家電や車など日常の製品経由でどんど

ん集められていく。これらを束ねて特定個人について分析すると、その人の私生活、好み、思
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想傾向まで詳細に推測できるようになる。 

 

プロファイリングはこれはあくまで推測だし、固有名詞が特定されない形でのプロファイリングに

とどまる場合が多い。しかし企業の本質は利潤追求である。データのプロファイリングによって

有望な顧客とそうでない顧客の選別をやり始めるだろう。さらに社内でも人事部が AI を使っ

て社員の行動様式をプロファイリングしする。そして社員の将来価値を早くから見極め、選別

していく可能性がある。 

 

顧客や社員のプロファイリングやそれに基づく評価や選別はあくまで AIが人間に提供するひと

つの判断材料でしかない。しかし「AI によるデータ解析の結論だ」と告げられると注目を浴び

信ぴょう性を帯びやすくなる。プロファイリングは人間には理解不可能なブラックボックスである。

アルゴリズムは極めて複雑でなぜそのような意思決定をしたのか、生身の人間には簡単に理

解も説明もできない。だが、AI が導き出した結論は、企業の中では合理的根拠をもつ客観

データとして尊重されやすい。 

 

かくしてプロファイリングはいつのまにか人間よりも一段上の位置から個々人の価値を評価、

格付けする存在となる。そしてプロファイリングがあちこちで使われるようになると、「人間個々

人の尊厳を最大に尊重する」という近代社会の基本原理との間で齟齬（そご）を来きたすよ

うになるのではないか。 

 

〇AI による脳とマインドの間接支配 

 

企業によるプロファイリング情報の利用にはもう一つ懸念がある。企業がターゲット広告を大

量に出し、結果的に個人の自由意志や自己決定権をゆがめてしまう侵す、という懸念だ。 

 

プロファイリングが進むと、企業は特定の属性の人たちに繰り返し個別化されたターゲット広

告を出すようになる。（たとえば健康食品の広告や記事だ）。それに応じて、中には他の選択

肢を探さなくなる人も出てくる。この場合、（あくまで結果的にだが）そのユーザーは広告を通

じて企業から間接的に意思を操作されている（あるいは脳やマインドのハイジャック）とみなす

べきではないか。 

 

プロファイリングには、さらに「自動化バイアス」問題がある。人々は自動算出の結果や判断

を過信する傾向にある。例えば AI による判断を過信して、裁判の判決が下されるようになる。

となると AI はやはり重要事項の決定に過大な影響を与えてしまう。 

 

〇「バーチャル・スラム」という恐怖 
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プロファイリングは過去のデータを用いて将来を予測する。だからその人が人生をやり直す権

利を奪う可能性もある。今のリアル社会では、アルコール依存症、落第、犯罪などの前歴が

あっても繰り返しやり直せる。しかし AI は容赦なくデータを食べて過去から未来を推断する。

すると永遠にその人は“スティグマ（らく印）”から逃れられなくなる可能性がある。これは AI が

社会復帰を阻害するリスクだ。 

 

AI は最悪の場合、「バーチャル・スラム」と言われる人々を生み出す。バーチャル・スラムとは、

AI によって「低評価」を受ける人々のことである。人事採用、融資などでは過去の履歴が重

視されるので。だから AIが導き出す評価は説得力を持つ。一方、低評価を受けた人には反

論の機会が与えられない。それらに対し人間は容易に反論できない。いったん低い評価が定

着すると、なぜそのような低い評価になったのかを整理、分析する機会すら与えられず、いっ

たいどうすればその地位から抜け出せるかすらがわからなくなる。 

 

○データ自体のバイアス 

 

プロファイリングの分野では「情報の非対称性」が著しい。消費者は自分の情報がどのような

アルゴリズムで処理されるか、知らされていない。ところが企業側は意図をもって個人データを

収集、分析、活用をする。だから両者の関係は対等平等ではない。 

 

さらに深いところでは、プロファイリングで使われるデータ自体がバイアスに満ちている可能性が

ある。たとえば「全国民の間で○○という傾向が強まっている」といった時に、関東のサンプル

データが他地域より人口比で少ないと仮定しよう。この場合は、「全国民」よりも関東の人た

ちの声が薄まってしまう。 

 

偏りなくデータを集めるには全国の全年齢層の国民生活データを集積させる必要がある。だ

がこれを即座に行えるのは国家だけだし、民主主義国家では国家が国民のプライバシーを

侵害してまで国民生活データを広く集積することはできない。その結果、企業がバイアスを含

むデータを使って行うプロファイリングの結果が社会全体で定着してしまう可能性があるが行

われてしまう。 

 

○政府による規制、情報銀行でのデータ保護 

 

以上みてきたようにこれからのデータ社会ではプロファイリングが本格的に使用される。そんな

世の中では、個々人が企業が発信する広告に流されず、いかにデータ分析の結果を主体

的に利用できるかがポイントとなる。 

 

一つの方策は規制だ。ドイツでは独禁当局である連邦カルテル庁が 2019 年 2 月が、フェイ
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スブック（現メタ）が「同社のプライバシーポリシーに同意しない人にはサービスを使わせない」と

していることについて、市場における支配的地位の乱用という観点から、ユーザーデータの収

集・統合に制限を課調査を開始した。  

 

2 つ目の解決策は情報銀行制度である。これは、個人からの信任を得て、個人の利益のた

めに個人情報を管理・運用するもので、。政府や非営利団体が設立し、運用する。国内で

は政府が 2018年に公表した指針に沿って、これまで 7事業者が認定されている。  

 

21 世紀を動かす「データ」という資産の管理は厄介だ。規制をかけて特定の私企業だけが

独占的に利活用できないようにしたり、する。あるいは個人が自ら管理し、必要に応じて本

人の判断で外販等ができたりするようなにする仕組み作りはこれからの公共政策の課題の

一つである。 

 

（注）本稿は、慶應義塾大学総合政策学部の上山信一研究室学生（田口瑛麗奈、丸山知春、

村上友梨、沓村桃圭）との共著である。 
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大都市経営の新たな組織形態を考えよう：都道府県で

も市町村でもない第 3 の組織 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

4/1(金) 7:31 

 

出展：エストニア TOOL BOX 

 

  

企業経営の世界ではM&Aによる規模拡大や異業種間の経営統合など、いわば何でもありの

業界再編が進む。経営形態も持ち株会社やジョイントベンチャーなど目的に合わせて自由に

選べる。そうしなければ生き残れないからだ。都市の経営でも事情は同じだ。小規模の市町村

は水道やごみ焼却工場は維持しきれなくなり、民間委託や隣の市町村との共同事業化など

が進む。大都市ではどうか。一部で民間委託などが進むが事業規模が大きすぎて引き受け手

の企業がいない場合がある。大阪市営の地下鉄・バスのように丸ごと民営化（株式会社化）で

きる場合はいい。それでも民営化の議決には議会の 3 分の２の議決が必要という地方自治法

由来の規制が障害となり、時間がかかった。あるいは地方の道路の維持管理のように県庁と

市町村の共同事業化が理想なのに現行制度のままでは難しい場合もある。国の制度は全国

の自治体を一律で扱う。そのためあちこちで不合理が生じる。官から民への規制の弊害が言わ

れて久しいが、官から官への規制（官官規制）も問題だ。 

 

〇政令指定都市と府県の二元行政 
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そんな中、新たな方策を模索する動きもある。2021年 4月に「大阪府市一元化条例（通称）」

が施行された。これは大阪府と大阪市（以下府市）の二元行政を解消するため、成長戦略や

都市計画の権限の一部を市から府に事務委託するもので、政令指定都市の主要権限を道

府県に移管する全国初の条例だ。これは前年11月の住民投票で否決された「大阪都構想」

の代案ともいわれる。 

 

条例の目的は政令市の大阪市を存続させつつ、これまで知事と市長の人間関係で行ってき

た府市一体の行政運営をルール化することだ。具体的には府市が共同設置する「副首都推

進本部会議」で成長戦略や都市計画を協議する。そして府市両議会で府に事務委託する

事業を決める。 

 

大阪市と大阪府の広域一体運営は長年の懸案だった。過去、長年にわたって高速道の淀川

左岸線、鉄道のなにわ筋線の建設など、特にインフラ関係において大阪市と大阪府の足並み

がそろわず、大都市としての大阪の発展が遅れた。そういう意味でこの条例の意義は大きい。 

 

海外の大都市でも広域行政と基礎自治体の役割分担で様々な工夫がされている。例えばフ

ランスでは３万以上もある基礎自治体はそのままにした上で、バーチャルな市町村合併、ある

いは都市部の事業を「メトロポール」という広域事業推進体組織に委ねる制度ができた。米国

は以前からそうだったが、他の国でも基礎自治体のそれぞれが“フルセット自前主義”ですべて

の業務を同様にこなす仕組みの見直しが始まっている。 

 

〇都道府県でも市町村でもない事業体に委ねる方法 

 

大都市経営に必要な事業は、上下水道から学校、公衆衛生まで多岐にわたる。従来は、基

本的に都道府県と市町村のどちらかが担ってきた。しかし、最近はその中間形態ともいえる複

数市町村による合同の業務執行（例えばごみ処理の組合など）が増えている。多くは、複数

自治体が合併再編せずにサービスだけを統合する仕組みである一部事務組合や広域連合を

使っている。 

 

大阪等では中核市の周りで消防をブロック化していく動きもある。道路の利便性向上や ICT イ

ンフラを使えば、各市町村がそれぞれ域内でフルセットで事務事業を担う必要はなくなりつつあ

る。民営化はもとより、隣接市への委託、共同事業化、都道府県への委託、共同での大手

企業への外注など、なんでもありうる。 

 

〇政令市という受け皿 
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大阪など政令指定都市を擁する大都市では、一部事業を各市町村から切り出して政令指

定都市の出資団体に委託する方法もある。例えば大阪府の市町村の中には、下水事業を

大阪市が出資する株式会社であるクリアウォーターOSAKA に任せていく動きがある。あるいは

最近、東京都は一般財団法人の「東京学校支援機構」を作り、23 区内にとどまらず市町村

立の小中学校の支援を始めた。 

 

さらに、これは自治体の業務ではないが、近接する関空、伊丹、神戸の３空港は、ともに民間

企業であるオリックス等にコンセッション（公共施設等運営権）の権利を売却し、結果的に広域

での大規模な民間業務委託を実現した。また大阪市がすでにやり始めている水道管路の更

新の一括民間委託などの方式は、小規模自治体が単独で行うと採算がとりにくいが、複数の

市町村が大阪市の指導のもとで一緒になって発注することなどが考えられる。 

 

〇政令指定都市が周辺自治体をけん引する 

 

今後を見据えると大阪市など力のある政令指定都市は実質的に周辺の中小市町村を支え、

スケールメリットを追求し、そのことで自らの経営も一層効率化していくのが得策ではないか。 

 

政令指定都市は、古くはこれを市域拡張で達成してきた。だが、もはや周辺市の業務をフルセ

ットで取り込む必要はない。上下水道など一部業務のみ周辺市と連携し、実質的な市域拡

張をすればいい。あるいはさきほどのクリアウォーターOSAKA などの子会社を使って、持てるスキ

ルを広く周辺に提供しその対価を得る。 

 

そういう意味では、府か市町村か、広域か基礎か、という二元論だけで大都市経営は語れな

い。特に大阪府と大阪市の関係は二者択一ではなく、大阪府が音頭を取って大阪市のスキ

ルや技術を出資団体を通じて、あるいは大阪府を経由して周辺自治体に提供するというシナ

リオも必要だ。 

 

注目すべきはそのことで大阪市も市域の外から”外貨”を獲得し、いっそう発展できるという点だ。

わが国の大都市はフランスなど世界の動きを見据え、また ICT がもたらすイノベーションにも目

配りしつつ、これからの広域事業の形を見直すべきだろう。 

 

〇時代遅れの国の大都市制度 

 

ところで大阪が住民投票に二度も挑戦して大阪都構想をめざした背景には、大都市制度に

関する国の制度の不備があった。地方自治法は東京以外に都区制度を認めていなかった。そ

こで大阪府市は 2012 年に大都市法の制定を求めた。 
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この法律は全国を対象にしつつ、現実には大阪のためにつくられた法律だった。そこではある意

味、泥縄式に東京の都区制度が下敷きにされた。それは当時の政治情勢に照らせば現実的

だったものの、原理的には大都市にとってベストな法律ではなかった。本来は地方自治法の大

都市制度の部分を全面改正すべきだった。あと消防法、水道法がいまだに市町村単位の事

業遂行を前提にしているのも時代錯誤だ。 

 

制度の運用もおかしい。例えば「政令指定都市」にするか否かが、なぜ国の政令、つまり中央

政府の閣議決定で決まるのか。指定の要件は主に人口要件だが、それだけではない。しかし

閣議決定のプロセスは不透明だ。 

 

〇自治体実務に合った法人格の設置権限を 

 

こういう話をすると、政令市が足並みをそろえてとか、全国知事会で国に要望しようという意見

がよく出てくる。しかし「足並みをそろえる」という発想自体が地方主権の時代に合っていない。

そもそも国が各地域の県と市町村の役割分担を全国一律に決めるという前提が自治の否定

であり、地域間の事情の違いを無視しており、非合理である。 

 

フランスのような中央集権の国ですら、大都市に関してはメトロポールという新しい広域自治体

制度をつくった。米国では、昔からオレゴン州の広域地方政府「メトロ」のように、州や郡の交通

や住宅政策などの権限を特別地方公共団体に移転している。 

 

かたやわが国は、全国一律で政令指定都市のような古い制度を維持している。これは国によ

る制度改正の懈怠（けたい）、あるいはある種の不作為である。国は自分の事業については時

代の変化に合わせて独立行政法人などの新たな法人制度を作ってきた。しかし自治体には

新しい形態の法人を作る権限が与えられていない。各大都市は自らの実態に合わせた事業

経営形態を設計し、それに法人格を与える権限を国に求めていくべきだろう。 
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スマートパーキングとこれからの街づくり 
上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

5/2(月) 7:31 

 
出典：Estonia Tool Box 

 

最近、タイヤ止め（フラップ板）がないコインパーキングや出口に遮断機のない駐車場が増え

ている。入出庫時にナンバープレートを読み取り、料金の支払いもキャッシュレス（スマホアプリ

やクレジットカードへの請求）で済ませる。商業施設のほか、街中のコインパーキング、空港、

市役所などの駐車場で少しずつ導入されている。 

 

〇利用者、テナント、駐車場の 3 社にとってメリット 

 

このような駐車場のスマート化（スマートパーキング）のメリットは大きい。利用者は、入場時に

いったん停止し窓を開けて駐車券を受け取る手間がなくなる。慣れないと窓から手を伸ばし

ても発券機に届かない、雨で手や券がぬれるなどのストレス、車を縁石やポールにぶつける

等の事故のリスクが消える。さらに病院などでは高齢ドライバーがブレーキとアクセルを踏み間

違える事故の例もある。 

 

もちろん、出庫時にも同じく窓を開けて券を入れて支払いが必要だが、その手間も消える。

出庫前に精算できる機械がある場合でも、支払いを待つ行列があるとストレスだ。また、スタ

ジアムや企業の事務所では決まった時間に入出庫が集中して渋滞が起きやすいが、これも
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緩和される。 

 

スマート化は利用者に対して、（1）遮断機（フラップ板）レス、（2）駐車券レス、（3）出入り口

停車レスの 3 つのレスをもたらし、買い物等のストレス軽減につながる。 

 

駐車場事業者にとってのメリットも大きい。出入り口に遮断機や駐車券発行機を置かなくて

も済むので駐車台数が増やせる。出入り口付近の車と機械の接触や追突などの事故が減

る。入出庫がスムーズになると、駐車場内での出庫渋滞、場外の路上での入庫待ち渋滞

が減る。ひいては現場に待機させる保安要員の数も減らせる。 

 

駐車場の多くは商業施設に併設されており、その 9 割がサービス券等を使えば実質的には

無料である。施設テナントにとってはどうか。従来は、来店客が駐車券やサービス券をしばし

ば紛失して、その対応に人手がかかっていた。それが不要になる。また券を紛失するリスクが

なくなると来店客のストレスが減り、来店意欲が高まるそうだ。スマート化はテナントにとっては

来店者の増加や売り上げ増への布石となる。 

 

さらに万引き抑止にも役立つ。特に車で団体で来て逃走する窃盗団による被害が激減す

る。全日本駐車協会の会報『PARKING』（2022年 1月号）によると、大阪市のヤマダデンキ

LABI1 なんば店ではスマートパーキングを導入した結果、盗難点数が 22.8％減少（前後 6

カ月間の比較）した。関係者に話を聞くと、窃盗団は画像で車の出入りの様子やナンバーを

記録されることを警戒するので、駐車場がスマート化された商業施設を避ける傾向がみられ

るそうだ。 

 

〇スマート化のリスクは？ 

 

スマートパーキングになると料金の取りはぐれが増えるという印象があるが、そうではない。「十

分な事前告知」「正しい精算手続き」「きちんとした事後取り締まり」を行えば、従来型よりも

取り漏れ率は低くなり、おおよそ 0.2％程度でしかないそうだ。 

 

精算は多くの場合、事前にアプリで払ったり、買い物レシートについているQRコードで無料に

なったり、モール内料金所でナンバー４桁を入れて支払う仕組みになっている。このやり方は

慣れれば、ポケットから券を探して精算機に入れるやり方よりも楽だし、払い忘れも少ないら

しい。 

 

また仮に払い忘れても、次回の来店時（入庫時）や近隣の同一事業者の駐車場を使ったと

きに払い忘れの警告表示が出て、支払いをリマインドする。こうした工夫でいわゆる踏み倒し

はほとんど防げるそうだ。プレートの読み取り精度も、この業界でのパイオニア、ピットデザイン

（本社：東京・千代田）の仕組みだと 99.99%にまで高まっており、これは高精度のカメラ、AI
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（人工知能）技術の進歩、現場と技術者の工夫の積み重ねのおかげだ。 

 

以上見てきたようにいいことづくめのスマートパーキングだが、唯一の懸念事項が「うっかり支

払い忘れ」への対応らしい。ヒューマンエラーは必ず起こる。うっかりして支払いを忘れても、ス

マート化された駐車場ではさっさと出られる。従来なら遮断機があったり、フラップ板が下がら

なかったりで、うっかり忘れる場面は避けられた。スマート化は快適だが、うっかり忘れのドライ

バーと悪意のドライバーの区別がつきにくくなる。 

 

うっかり忘れのドライバーに未払いの督促をすると逆切れされる等の恐れがあり、商業施設に

はお客離れにつながるかもしれないという懸念があるようだ。しかしこれは当面の過渡期の利

用者と駐車場の双方の慣れの問題だろう。全体システムの最適化効果を考えると微々たる

リスクでしかないが、完全になくなることはない。これについては公共的なキャンペーンなども必

要だろう。 

 

〇スマート化は公共価値が高い 

 

こうした懸念もあるが、筆者は駐車場のスマート化はどんどん進めるべきだと思う。第 1 にスマ

ート化に伴って画像読み取り装置等に投資する必要が生まれるが、遮断機や発券機など

の維持費と比べるとあまり変わらない。第 2に環境への効果だ。渋滞が減るので温室効果ガ

スの排出量が減らせる。駐車券の紙代は年間に全国で数億円程度かかっているらしいが、

これがなくなるのも環境への貢献となる。 

 

第 3 に駐車場の周辺の一般道路の混雑緩和に役立つ。週末の郊外では入庫待ちの車が

車線をふさぎ、周辺道路の渋滞を生む例が絶えない。しかしこれが減り、しかも排気ガスが

減る。第 4 には駐車場の稼働率上昇と土地の効率利用だ。スマート化で時間当たりの収

容台数、つまり稼働率が向上し、建物内外の土地の有効利用が進む。その結果、商業施

設の投資効率の向上やひいてはコンパクトシティ化にもつながる。 

 

〇スマートパーキングとスマートシティへ 

 

スマートシティをめぐる議論が盛んだが、主題は自動運転や MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービ

ス）など移動手段に関する議論が多い。あるいは信号機の最適制御など、道路のスマート

化の話にとどまる。しかし移動を支える存在として駐車場のあり方はもっと注目されていいだ

ろう。 

 

駐車場は個人経営やコインパーキングなど零細小規模なものが多く、ほとんどが民営のため

まとまった調査や研究が遅れている。だが都市政策において車両の置き場所をどうするかは

重要課題である。またスマートパーキングには車両やナンバーの画像データが集まる。それは
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犯罪防止や渋滞防止等で警察情報とデータ連携させると有効な都市の社会資産となる。 

 

24時間 365日の車の流れを道路と駐車場の両方で捕獲したビッグデータは、デジタルツイン

の時代の都市計画に有用だろう。加えて EV（電気自動車）化が進むと充電ステーションをど

こに置くかが課題となる。マイカーの場合、戸建て住宅なら平置き駐車場がほとんどで自宅

で充電できる。しかしマンションの機械式駐車場では充電は簡単でない。ならば既存の駐車

場やガソリンスタンドに設備投資して充電ステーションにしていく手も考えられる。スマートシテ

ィの設計過程ではそうした未来も考えながら、駐車場のスマート化の動きを視野に入れるべ

きだろう。 
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ウクライナを手掛かりに日本の針路を考える（上） 

ー最近のロシアの動きは戦前日本の大陸進出に似ているー 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

5/11(水) 7:21 

 
出典：Estonia Tool Box 

 

ロシアはなぜ、これほどまでに割に合わない戦争を始めたのか。膨大な戦費、戦死者、経済

制裁など、まるで割に合わない。ウクライナの NATO（北大西洋条約機構）、EU（欧州連合）

への加盟は、差し迫った脅威ではなかったはずだ。まことに戦争は不合理の塊である。 

 

●ロシアの不可解な行動は戦前の日本の姿と重なる 

 

 しかし、歴史をひも解けば多くの戦争は不合理の塊である。実はその典型が戦前のわが国

だった。戦前に米国を相手に勝てる見込みのない戦争を始め、全てを失った。遅れて近代

化した日本は西欧列強の先例に学び、そして同様に遅れて近代化して極東に進出するロ

シアを警戒した。そこで明治の元勲たちは先手必勝と考え、日清戦争を経て緩衝地帯の朝

鮮半島と台湾を併合した。日露戦争に勝って大陸での防衛線を広げ、さらに満州に進出し、

傀儡（かいらい）国家を建設した。こうした侵攻劇は今からみると愚かで不当な侵略行為で

しかない。しかし、当時の西欧諸国は世界各地で植民地収奪を続け、米国もメキシコから

テキサスを奪い、ハワイを侵略した。当時の日本が大陸に一切進出しなかったら、逆に侵略

される危機に瀕（ひん）していた可能性は否めない（現実は戦った末に負けて占領されたわけ

だが）。その意味で「防衛目的での大陸進出、やられる前に緩衝地帯を押さえる」という発

46



想自体は、当時の国際常識から大きく逸脱するものではなかったといえよう（人道犯罪など、

どう見ても正当化できない部分がほとんどだが）。 

 

 ともかく日本はレッドラインをどんどん超え、満州、そして中国そのものに侵攻した。世界から

批判され、制裁され、やがて国際連盟を脱退。その後は非合理な行動連鎖にはまり込む。

大東亜共栄圏の建設、八紘一宇（はっこういちう）の世界の実現を目指すという理念（大義

名分）、いや妄想のもと、戦線を中国、ハワイ、南太平洋、インドシナへと拡大した。そして

当然ながら負けた。 

 

これより上のエリアが無料で公開されます 

 

 無謀な戦線拡大の理由としては関東軍が勝手に動いた、陸軍が暴走した、世論も強気

だったなど諸説がある。あるいは「ルーズベルト米大統領が日本を宣戦布告に向け挑発した」

「欧米が日本を経済制裁で追い詰めすぎた」「白人の黄色人種に対する人種差別感情」

「最終的には原爆の威力を試してみたかった」など外発陰謀説もある。しかし、結果として日

本は勝てない戦争に突入し、巨大なつけを払った。だからまことに戦争は不合理の塊であ

る。 

 

●ロシアの動きは戦前日本の大陸進出と似た動き 

 

 最近のロシアの経緯を見ていくと、91 年のソ連が崩壊後、旧ソ連の周辺国が離反し始め

た。バルト 3 国を筆頭に各国は EU や NATO に加盟するなどロシアとの関係を軽視する。そ

こでロシアは現地にいるロシア人の保護などの名目でジョージアなどの旧ソ連国の一部（南オ

セチア、アブハジアなど）を軍事支配し、ロシアの管理地域（他国の中のロシア）を作りはじめ

た。クリミア侵攻も同様の手法で行い、ウクライナの一部に管理地域を得た。 

 

 こうした経緯は戦前日本の大陸進出に近似する。防衛のためと称して朝鮮半島に介入し、

中国と戦い、朝鮮と台湾を得た。しかしここまでは一応、戦争を経て条約協議で決まった結

論だった。問題はロシアの南下を警戒した満州経営、その先の中国本土への侵攻だ。これ

はもうレッドライン越えで世界から猛烈に批判された。 

 ロシアのクリミア支配は満州国の建設、ウクライナ侵攻は中国本土侵略に相当するだろう。

それでもクリミア支配（2014 年）は現地に親ロシア派住民が多いという言い訳がかろうじてで

きた。しかしウクライナ侵攻は大量殺戮であり明らかにレッドラインを超えた。このように最近の

ロシアの動きは戦前日本の大陸進出に似ている。ちなみにドイツも非合理な戦争をした。そ

して今回のロシアだが、いずれも遅れて近代化した先進国だ。そして民主主義が根付く前に

独裁体制のもと、海外侵攻に踏み切った。歴史はくりかえす。人間は学ばない。愚かとしか

言いようがない。（続く） 
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未来を考える 3 つの P の思考軸 

――プロダクト、プロダクション、プロデュース 
上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

6/1(水) 7:21 

 

 

出典：Estonia Tool Box 

 

最近、想定外の事象がよく起こる。地震や天災に加え戦争がほぼ 10 年おきに起きる。

2001 年の米国同時多発テロ、2011 年の東日本大震災と原発事故、本年のウクライナ侵

攻などだ。 

 

天災は予測不可能だが被害の大きさは人災といえる。同時多発テロもウクライナ侵攻も米

国の対外政策が積もり積もって起きたという見方ができるし、原発事故も東京電力の企業

体質に由来する部分があった（近所の東北電力の発電所では起きなかった）。 

 

〇フレームワークで時代を予見する 

 

先の見えにくい時代に役立つのが「フレームワーク」である。フレームワークは写真の画面のフ

レームと同じく情景の一部を切り取って必要な情報を強調して見せてくれる。そこから抽象思

考が進み、類推や推測の幅と精度が上がる。 
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古典的なフレームワークは「３C」である。カスタマー、コンペティター、カンパニーの略である。ま

ずは顧客のニーズを知れ。競合はだれで何に強いかを調べよ。それから自社（カンパニー）の

できること・すべきことを考えよというものだ。 

 

当たり前に思えるが、意外にこれは役に立つ。多くの会社は自社の技術、つまりカンパニーを

中心に戦略を考える。しかし消費者ニーズを調べていなかったり、競合の先行を無視してい

たりする。フレームワークは人生訓、箴言（しんげん）のようなもので、「まずはカスタマーを見よ」

「競合の動向をチェックせよ」「最後に自社のスキルを点検せよ」と私たちに語りかける。 

 

〇３つの P で未来を予測する 

 

次の時代を予想するために最近、筆者が多用するフレームワークは「３つの P（プロダクト、プ

ロダクション、プロデュース）」である。 

 

プロダクトとは、商品やサービスそのものを生み出すことである。たとえば自動車の発明。自動

車は今までなかったプロダクトである。その発明はそれだけで大きな進歩だ。だが自動車が社

会に影響を与えたのは安く量産できたからだ。そこで威力を発揮したのがプロダクション技術

だ。鋼板をプレスし、塗装し、さらにジャストインタイム方式で大量生産する。それで低コスト

で迅速な量産ができるようになった。またそれを見越して道路が整備され、車社会の実現に

つながった。 

 

今後はどうか。プロデュースという言葉を当てはめてみる。これからは量産だけではなく、それを

どう使うか、個別ニーズにどう役立てるかが大切になる。モノのプロデュースとはどういうことか、

カスタマー視点から考えてみると、「いつでもどこでも好きなだけ」車が使える状態をつくることと

なり、レンタカー、シェアカー、サブスクリプションによる MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）など

への展開が考えられる。 

 

自動車産業自体にプロデュースをあてはめると、注文生産で個人の好みに合わせた個性的

な車の注文生産のサービスが考えられる（エルメスなど高級ブランドでは富裕層向けにすでに

ある）。あるいはソニーやもしかしたら将来ヤマダ電機が EV（電気自動車）に参入するのを既

存メーカーがプロデュースするといった技術提携が思い浮かぶ。 

 

あるいは自動運転を想定すると、ホンダの車をソニーがプロデュースして社内でエンタメを楽し

む、そこから派生して広告会社がプロデュースした宣伝ラッピングカーのビジネスや広告・話題

作りのための派手な車体の運賃ゼロのタクシー事業、さらに車体広告付きの格安あるいは

無料のレンタカービジネスなどを思いつく。 
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〇３P の農業への応用 

 

農業の歴史に３P を当てはめてみる。農業でのプロダクトとは、人間にとって役立つ作物の発

見と品種の改良だろう。プロダクションは当初は灌漑（かんがい）と暦。そして肥料や家畜の導

入、さらにトラクターなど機械の投入による量産技術である。 

 

農業の起源は約 1 万年前のチグリス・ユーフラテス川流域の麦の栽培だ。定住生活を営む

には、余剰食糧の発生と長期保存が必要だが、麦がそれを可能にした。狩猟採集社会で

は全員が食糧生産に従事した。ところが農業が始まると余剰食糧が発生し非生産階級が

登場する。余剰食糧を売買する商人や農具を作製する職人、そして彼らを統治する統治

者が登場し、職業と階級が分化して社会構造が高度化した。 

 

やがて広大な地域をまたいで水を供給する灌漑設備ができる。その構築には、労働の大量

動員と指導者が必要だった。灌漑は生産性を高め、同時に統治者階級を育てた。耕作ス

ケジュールを決める上では暦が不可欠だったが、その作成には天文学を必要とし、それも統

治者の権威付けのツールとなった。 

 

近代に入ると、化石燃料で動くトラクターと化学肥料が登場し、生産力は爆発的に増大す

る。農家は重労働と家畜の糞尿（ふんにょう）から解放され農業の労働生産性は飛躍的に

向上して農業人口は大幅に減った。人々は農村から都市に向かい、食べ物は買って暮らす

生活に入った。そして第二次・第三次産業が発展した。その意味で石油とトラクターと化学

肥料が近代の都市文明を生んだといってもよい。 

 

〇技術史を捉え直す「３つの P」のフレームワーク 

 

このようにこれまでの農業と社会、経済の関係は「プロダクト」「プロダクション」の２つで見ると

わかりやすい。今後はどうなるのか。第３のフレームワークの「プロデュース技術」をはめてみよ

う。 

 

プロデュース技術は、これまで人間社会を支えてきたプロダクト、プロダクションの技術の上に、

個人の欲求の充足を実現するものだ。典型は調理である。外食産業や加工食品は農産

物を食べやすく提供するプロデュース産業といえる。 

 

もう少し高度化すると料理の宅配やアレルギーのない食事、あるいは糖尿病や介護などの

目的別の料理の配送などもある。あるいはダイエットのためのレシピ指導など。そこから派生

すると健康食品産業もすでにあるプロデュース産業といえるだろう。 
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モノづくりに徹してプロデュースを考えると、動物を食べたくない人のための培養肉の生産、そ

の場で新鮮な野菜を食べたい人のための店内での水耕栽培など農業を超えて食品そのも

のを培養・栽培するという姿も見えてくる。あるいは誰もが自宅の室内で野菜や肉を培養す

る時代がくるかもしれない。 

 

〇プロダクト技術、プロダクション技術の限界 

 

農業の歴史を振り返りながら、プロダクト、プロダクション、そしてプロデュースという 3 つの進化

モデルを説明したが、注意すべきはこの３つは並存するということだ。品種改良はますます進

むだろう。トラクターや化学肥料、大規模農場はもっと進化する。ロボット技術による労働代

替も始まる。 

 

しかし既存品種のプロダクト改良には限界があるし、プロダクション技術による大量生産だけ

では個人の欲求は満たせない。農業、そして現代社会はプロダクト技術、プロダクション技術

で支えられてきたが限界を迎えつつあり、別の次元での展開を待っている。それを探すための

フレームワークがプロデュースなのである。 

 

〇戦争もプロデュースの対象になる 

 

農業に限らず、プロデュースがめざすのは、「いかに個人の満足度、幸福度を高められるか」と

いうことである。プロデュース技術は、社会や経済という単位ではなく、個人という単位で未来

を考えるフレームワークである。 

 

ウクライナの戦争も実は個人という単位でみるとわかりやすくなる。そもそもあれは“プーチン戦

争”といわれる。一人の独裁者の国内の個人の妄想、願望、いや政治的都合が先に立つと

みられている。ウクライナ側でも、犠牲となる個々の国民の姿とゼレンスキー大統領の姿が強

烈なメッセージとして発信される。そしてそれが海外支援や経済制裁を決めていく。 

 

SNS（交流サイト）で流される個人の物語が戦争をプロデュースし、ウクライナに対する世界

中の共感とロシアに対する反感を増強する。現地では戦車による組織攻防戦が行われてい

るが、個々のウクライナ兵が持ち運ぶ対戦車ミサイル「ジャベリン」や地対空ミサイル「スティン

ガー」も有力な兵器となる。 

 

19世紀の戦争は職業軍人が仕切り、20世紀の戦争は国民を巻き込んだ総力戦となりチャ

ーチル、ヒトラーなどの政治家が仕切った。21世紀の戦争では個々人の物語が SNS を通じ

て戦争をプロデュースしているとみることもできるだろう。このように３つの P はいろいろな場面の

思考に使えるのではないか。 
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プラットフォームの本質は「規格 3.0」である

～第 4回 既存企業が GAFAに逆襲 

―ウォルマートやコマツの底堅さ 
2022/01/31 18:46 

 

 

見えない物を見よう 

目次 

• メーカーや流通大手のリベンジ 

• 規格 2.0企業の逆襲 

• (1)ウォルマートの事例 

• (2) コマツの事例 

 

前回は、最近注目を浴びる GAFAなどのプラットフォーマーの来し方と行く末を考えた。

今回は、こうしたプラットフォーマーによる付加価値の囲い込みに対し、その他の有力企

業、たとえば大手メーカーや流通企業などはどういう戦略を展開すべきか、考えたい。 

 

メーカーや流通大手のリベンジ 

商業ではウォルマート、製造業では GE、コマツ、ナイキや小規模 D2C 等がプラットフ

ォーマーの脅威に対して善戦している。彼らはもともと規格化された完成度の高い工業

製品（一部には食品なども）を大量に安く安定的に生産、そして販売することで優位性を

築いてきた。まさに 20世紀の大量消費社会の申し子である。そこでの差別化の鍵は、ネ

ジからはじまる部品を間違えることなく均一に安く、早く作る技であり、また、時にはいち

早く製品のスペックについて業界標準、いわゆるデファクト・スタンダードを獲得すること

だった。彼らは大量生産を高速回転で繰り返すことで力を発揮した。よってそこでの規格

は再現性規格（2.0）といえよう。 
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だがこうした再現性規格企業は何も手を打たなければやがてプラットフォーマー（規格

3.0企業）に付加価値を吸い取られる運命にある。プラットフォーマーの方が強くなるから

だ。たとえばイヤホン市場の例で考えてみよう。Amazonは画面上で SHUREや SONY

など各社の製品を比較対比し、消費者に売れ筋商品を示し、また長所短所を明らかにす

る。またメーカーもAmazonのサイトのコメントを見て自社製品への苦情や他社製品への

称賛を知る。こうしてメーカーも消費者も今まで可視化できていなかった「ニーズの森」の

姿を読み取ることができる。可視化はパワーだ。例えば Amazonで A社のワイヤレスイ

ヤホンがランキング１位に来ると、多くの消費者が追随する。他のメーカーも A社のイヤ

ホンの特性を研究し、似たものがより安く作られ、切磋琢磨が始まる。 

あるいは Amazonの宅配システムを前提に、配送料金を最適化するサイズの家具が増

えている。中国では「アリババのサイトで美しく見えるカバンがいい鞄」とされる。この状態

が続くと、イノベーションが起きない分野、あるいは消費者がおとなしいような分野ではプ

ラットフォーマーが評価軸を決められるようになり、最終的にはメーカーの行動も消費者

のマインドも左右するようになる。例えば、すでに一部の消費者は、店頭でモノを買うより

も Amazonのような ECプラットフォームを好む。提供商品の網羅性、価格比較の容易さ、

レビューの充実等の機能面で圧倒的に便利だからだ。こうして消費者が Amazonに対す

るエンゲージメントを強く持つようになると、Amazon（あるいは楽天など）に出ていないメ

ーカーはそもそも信用されないようになる。Amazonに認められていないようなメーカー

はモグリではないかと。かくしてメーカーはプラットフォーマーへの依存が避けられなくな

る。また、もともと流通企業に握られていた消費者とのタッチポイントをプラットフォーマー

に独占されてしまうようになる。 

規格 2.0企業の逆襲 

もちろん、これに対する逆襲の動きも盛んだ。これには３段階あって、第 1段階はデータ

分析によって自らの生産体制、顧客サービスを最適化し、既存ビジネスの利益を最大化

する。第 2段階は、そのデータを使ってサービスやメンテナンスの領域に進出し、メーカ

ーがサービス業にもなる（サービス業の場合はメーカーになる）。さらに第 3段階は、自ら

エコシステムを構築することで、既存の規格 3.0企業への依存を下げ、競争していく。そ
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して最終的にその分野の測定規格をプラットフォーマーから奪取していく。ウォルマートと

コマツの取組みを見てみよう。 

(1)ウォルマートの事例 

Amazon は自己増殖規格（規格 3.0）から再現性規格（規格 2.0）へ進出したが、ウォル

マートは逆に再現性規格（規格 2.0）から自己増殖規格（規格 3.0）に進出しつつある。 

ウォルマートの強みは、もともとは倉庫から小売店の棚まで商品を運ぶ物流、すなわちロ

ジスティクスである。しかし、これらのロジスティクスはあくまでサプライヤーと自社間のネ

ットワークでしかなく、消費者と直接つながっていなかった。そこでウォルマートは自社の

ロジスティクスを延長し、消費者との接点を強化したエコシステムを作り上げ、今やプラッ

トフォーマーに進化しつつある。 

同社は 2019 年には主要都市で翌日配送を実現した。さらに一部地域で 2020 年から、

注文後２時間での配送を実現した。AIを使って商品の在庫状況や配送用の車両・人員

の空き状況、交通や気象に関する情報を分析することで、より効率のよい配達経路を割

り出せるようになった。小型ロボットを使った倉庫内の運搬作業の自動化の試みも拡大し、

2020 年末時点で支店の約半分の 2500店超で店頭のオンライン注文の処理や配送管

理までを担う複合拠点として運用を始めた。同社は最終的に、インホームという消費者の

家の冷蔵庫まで配送するサービスを整備した。これは規格 2.0企業から規格 3.0企業へ

のアップデートである。棚から消費者の冷蔵庫までは、従来のウォルマートには掌握しき

れない「ラストワンマイル」だった。しかしこれによって、消費者を包含したエコシステムが

構築された。同社はオンとオフの融合、つまりオムニチャネルの構築でこの接続を実現し

た。 

同社はこのエコシステムを活発化するべく、立て続けにロジスティクスを活用する定額制

サービスの「ウォルマート＋（プラス）」をリリースしたが、これでエコシステムの循環が完

成した。さらに同社はフィンテックによって小売から金融に展開する動きも見せている。 

(2) コマツの事例 
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コマツは売上高 2兆 1,895億円の建設機械メーカーで世界シェアは 12.4％である。早く

からブルドーザーなど建機にセンサーを標準搭載し、GPS で動作を把握した。その結果、

建機の盗難を防止し、また移動距離から稼働率がわかり作業の確認や最適配置が容易

になった。さらにコムトラックス（KOMTRAX）という機械稼働管理システムによって、サプ

ライチェーン全体のデータ共有による市場最適化を実現した。こうして建機の周りに IoT

ネットワークを構築し、エコシステムを確立した。今ではコムトラックスを搭載すれば、稼

働時間、燃料の残量、作業負荷、二酸化炭素の排出量などのデータがリアルタイムで送

られてくる。このデータはコマツと顧客、販売代理店の間で共有される。顧客は自らの保

有建機の状況をリアルタイムで知ることができる。代理店は稼働時間を分析しメンテナン

スやアフターケアをタイムリーに提案できる。エコシステムに参加する各社はふだんから

緊密につながりあう。 

さらに、同社は他社製品にもセンサーをとりつけられるようにした。その上で建設業界全

体へのエコシステムの拡張を試みている。またコムトラックスから送られてくる建機の稼

働状況のデータから、景気予測を行っている。2011 年に中国の需要が低下した時、コ

ムトラックスのデータから早期に中国向け生産を抑えたという。 

以上、プラットフォーマー以外の従来型企業も規格３．０に進化できるし、実際にその動き

が始まっていることを見た。次回は、プラットフォーマーの話に戻り、彼らと国家の衝突に

ついて考える。 

 （注）本稿は上山信一研究室学生佐藤恵衣（2021年 3月当時）との共著である 

【参考】 

※ ドン・ソーダクィスト (2012)『ウォルマートの成功哲学』, ダイヤモンド社 2220。日経

速報ニュースアーカイブ「コロナ下で好調ウォルマート、CEO「デジタルが追い風」」

（2021/01/14 15:00） 

※ 森川 博之. データ・ドリブン・エコノミー (Kindle の位置 No.1102-1105). ダイヤモ

ンド社. Kindle 版.ルチアーノ・フロリディ(2017)『第四の革命』, 新曜社, p.17-18 
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時代を動かすドライバー。「新知性ブランド」論 
2022/02/16 17:29 

 

 

見えない物を見よう 

 

何が次の時代を形作っていくのだろうか。「資本主義が疲弊している」といわれて久しい

が、資本主義を置き換えるイデオロギーは長く出現していない。イデオロギーや国家が

変化を作っていく時代は終わり、個人が今の資本主義、民主主義の枠組みをレバレッジ

して社会を変革していく時代となるのではないか。 

これからの時代で注目すべきキーワードは、世界中の若者からの共感を集める「ミニマリ

ズム」「シェアリング」「グローバリズム」だと私は考える。それらを体現する「新知性ブラン

ド」がいかにこれまでの資本主義を置き換えうるかを洞察してみよう。「新知性ブランド」

が成立することとなった経緯や、「新知性」という思想の形態について次回紹介したいと

思う。 

まずは未来を創る「新知性ブランド」について、今回は考えてみる。 

「科学主義」「資本主義」「民主主義」の制度疲労 

近代から現代に至るまで世界のOSとなってきた「科学主義」「資本主義」「民主主義」とい

ったイデオロギーは、17世紀後半のヨーロッパ近代啓蒙思想が拡大する中で生まれ、現

代まで国家の基盤、すなわち国家を動かす OSであった。 

デカルトの人間中心主義や要素還元主義は合理主義と科学主義を育み、結果として医

療の発達に貢献し、合議制といった政治メカニズムを構築する基盤となった。 
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モンテスキューの三権分立やロックの自然権、ルソーの人民主権に代表される権利思想

は、フランス革命を実現させ、民主主義の基盤となっている。人権という概念が確立され

る過程で、個人の行動の自由や財産権が保障され、資本主義の基盤となった。 

民主主義によって学問と言論の自由が守られたため科学が発達し、産業革命が起こり、

富を拡大再生産してきた。こうして資本主義はさらに強固になっていった。 

このように３つのOSは相互作用しながら発展し、人間は、健康的に安全な生活を享受す

ることができるようになった。しかし、資本主義社会が発展していくほど、環境破壊、格差

の拡大など制度のマイナス面も肥大化していく。民主政治は時にはナショナリズムを暴

走させ、国家的対立を生む。また、民族主義や原理主義がもてはやされることで、テロリ

ズムが発生する。さらに科学の発達がテロリズムの威力を倍増させる。 

このような課題をどの国も大なり小なり抱えている。現代を支える３つのOSはまだ機能し

ているが、限界が見えてきたのではないだろうか。 

 

「科学主義」「資本主義」「民主主義」の制度疲労が見えた今、次の社会を創っていくのは

国やイデオロギーではなく「ブランド」と、それを支える人の集合意思の様なものではない

かと考える。 

これからの社会を形作る新知性ブランド 

私は世界の人々に愛され、支持を集めるブランド、つまり志をもった企業や民間組織の

主張が次の時代を牽引するのではないかと考える。民主主義や資本主義は国家やその

指導者が喧伝するものだが、企業ブランドは人の共感のうえに成り立っている。 

ここ数年で大きく支持を広げ、我々の生活に浸透したグローバル企業やそのサービスを

想像してみよう。GAFAが提供するサービスや、Nikeや Apple、SONY, Amazon、無印良

品そして airbnbやUberなどが思い浮かべられる。これらの会社は、周囲や環境との調和

を謳うミッションを掲げることが多い。そのサービスはシンプルで、また世界のどこからで

も、誰もがサービスへとアクセスできるグローバル性を持っている。そして成長しプラット
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フォームとしての立場を構築した後は、高収益体質を維持していく。重商主義的なミッショ

ンよりもエコさ、シンプルさを強調するこれらの企業を私は「新知性ブランド」と定義する。 

新知性ブランドは、人々の「好き」という共感に支えられている。人々の思いによって支え

られるこれらブランドは、高収益企業として投資家の資金力を獲得し、消費者のリピート

購買を確保するだけでなく、圧倒的な評価＝いいね数＝正当性を獲得し、更に共感する

人を増やし、企業のミッションに共感するマインドを広げていく。 

これまで、人々は民主主義、資本主義や国家主権といった近代啓蒙思想を学校で教育

され、その上に成り立つ政府や市場経済を社会の基盤として受け入れてきた。しかし選

挙の投票率は低迷を続け、資本主義は環境破壊と格差拡大を是正できず信頼を失いつ

つある。これからは新知性ブランドが近代啓蒙思想に代わって現代人の新たな宗教にな

るのではないか。世界の若者にとっては愛国心よりも等身大の生活感、普段の生活者目

線がどう社会に反映されるかが重要になりつつある。 

新知性ブランドは、次第に時間をかけて今ある権力構造をレバレッジして社会を変革して

いくのではないか。新知性ブランドが資本市場での競争に勝つことは、サービスがグロー

バル市場の隅々までいきわたることを意味する。エコ、シンプリシティ、利他主義、シェア

リング・・従来の資本主義の概念を置き換えていくこれらのコンセプトは、こういったコンセ

プトを掲げる新知性ブランドが資本市場で勝利することによって拡散するのだ。 

この思考には大きな示唆がある。素敵な価値観を広げたければ、素敵な価値観をミッシ

ョンに掲げる新知性ブランドを育てればいいのだ。今の世界を変えたいと考えるならば、

資本主義社会で勝ち抜ける新知性ブランドを持つ企業を育てるべき、という革命的ブラン

ド論とも言える。 

次回は、新知性ブランドの成り立ちについて洞察していく。 
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ポスト資本主義のドライバーを探るーー「新

知性ブランド企業」に注目 
2022/02/18 17:09 

 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 「新知性」とは何か 

• IT化により「新知性」を実装した企業たち 

 

 民主主義の行き詰まりや資本主義の制度疲労が語られるのにあわせて、「ミニマリズ

ム」「シェアリング」「エコ」などのキーワードがよく語られるようになってきた。これらのキー

ワードは、拡大再生産を前提とするビジネス、資本主義の世界とは従来は無縁だった。し

かしパタゴニアや Uberなどこうした概念を戦略の軸にする企業が消費者と投資家に注

目されている。こうした現象を見るにつけ、これまでの西洋哲学、近代啓蒙主義にかわっ

て「新知性」ともいうべき新しい思想・理念が生まれつつあるようにおもう。 

 

 「新知性」とは何か 

 近代社会を支えてきたのは民主主義、資本主義、そして数字と実証を前提にものごと

を決めていく科学主義だ。この３つが近代社会の OS（オペレーティング・システム）といえ

よう。義務教育や地方自治などの制度や各種法律はすべてこの OSの上に載っている

AS（アプリケーションシステム）ととらえられる。そしてこの OS と ASの根っこには近代西

洋思想、いわゆる啓蒙思想がある。これは、社会は確立した個人から構成され、各人が

自律的に考え、人も企業も健全に競争・協力し、それで社会は進歩するという考え方であ
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る。だが、格差の拡大やポピュリズムの暴走を見るとこの近代の OSの疲弊が見えてい

る。さらにその根源の近代の啓蒙思想への疑問も出てきている。そこで近年、注目されて

いるのが東洋哲学の一連の思想である。「共生」「主客未分」「ホーリズム」「対話」という

４つの軸とした思想だ。これを私は「新知性」と定義したい。 

  新知性は、近代資本主義の限界を乗り越える積極的なアンチテーゼとして注目したい。

それぞれの視点を近代資本主義との対比で整理すると、下記の様に定義できる。 

 ・第 1は「共生」である。これの対立概念は「競争」だ。競争は資本主義の動力源である。

資本主義は、常に新たな市場（フロンティア）を切り拓き、そこでの競争に勝ち、拡大再生

産を続けていく事を是とする。対する「共生」は、無駄に競争しない、補完しあって生き延

びていくという思想だ。そこには敗者や無駄なものという概念はない。お互いがお互いを

支えあって全体として持続可能な世界を保っていく。 

・第 2の概念は「主客未分」である。対立概念は「主客分離」だ。主客を分離することは、

デカルト以来の近代哲学の考え方で、客観性は科学発展の重要な要素であった。相手と

自分を分けて考え、主観を排して冷徹に対象物の真価を評価する。一方で「主客未分」と

は、あえて主客を分けず、主客がつながり、時には入れ替わり主客が合一しているという

視点から物事を見る。分けない、一体の視点である。 

・分けないで一体的にものごとを丸ごととしてとらえるところから第 3の「ホーリズム」がで

てくる。これの対立概念は「要素還元」だ。ものごとを要素に分解し、切り刻み、細かく解

析する事で科学は発達してきた。しかし切り刻み過ぎて全体感を見失う弊害もある。専門

バカが典型だ。そこで１つの事象をあえて要素に分けず一つのものとして全体感をもって

とらえる考え方がでてきた。これがホーリズムだ。 

・第 4は「対話」である。主客を分離する場合、自分は相手を「観察」する。それに対し、ホ

ーリズムや主客未分の立場からは相手と自分は「対話」する。「観察」の場合は対象から

一定の距離を置き、また自ら働きかけず対象を外から理解する。全てのものがつながっ

て、お互いに作用しあっていると考えると、周囲との対話・交わりが発想の出発点になる

し、ものの本質は「関係性」の中に宿るという考え方に至る。 
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  これら新知性の思想は実は古くから仏教や東洋哲学の中にある。西洋にだってなかっ

たわけではない。しかし、資本主義、民主主義、科学主義の３つの OSが支配する現代

社会では主流の思想ではなかった。しかし、近年になって急速に見直されつつある。例え

ば SDGｓが目指す世界観には、共生やホーリズムが色濃くあらわれている。また量子論

などでは電子と他の電子とのかかわり方から理論構築をする。生物学でも要素還元に対

してのホーリズム、物理学でも観察に対しての対話という視点が入り始めている。 

 IT化により「新知性」を実装した企業たち 

 新知性の思想から出てくるコンセプトを事業に実装する企業もある。私はこれらの会社

を「新知性ブランド企業」とよぶ。たとえば IKEA、パタゴニア、Apple、無印良品、Google、

Airbnb,Uberなどだ。これらの企業は「ミニマリズム」「シェアリング」「グローバリズム」「エ

コ」などのキーワードを掲げ、その根底には共生や対話などの概念がある。以下ではこ

れら「新知性ブランド企業」の事例を紹介しよう。 

 「ミニマリズム」を代表するブランドのひとつに『Apple』がある。『Apple』の創始者スティ

ーブンジョブスが、東洋哲学に傾倒し、禅を取り入れていたことは有名な逸話だ。ジョブス

が最もこだわったといわれるプロダクトデザインは、無駄を極限まで削ったシンプルなも

のだが、それをジョブスは「禅」と表現している。Apple ストアが白で統一されていることは、

ブランディングにとどまらず新知性をプレゼンテーションしているともいえるだろう。 

 ちなみに Appleが開発した『iPhone』スマートフォンは時代の転換点となった。スマート

フォンは個人の生活に ITを持ち込み、おかげで人々の意識も急激に変わった。ＳＮＳに

よって個人のネットワーク化が進み、個人が自分自身をブランディングする時代になる。

同時に従来は消費者だった個人が生産者にもなれる時代になった。そこで誕生し大きく

成長したのが『Airbnb』や『Uber』のシェアリングサービスである。それまでもレンタカーや

リゾートホテルなどのシェアリングサービスは存在した。しかし、個人間のシェアリングは

なかった。最近の個人が主体のシェアリングサービスは、個人が他人に対して価値を共

有するという発想があって育つサービスだった。こうした個人間のシェアリングサービス

は、お客様 V.S.業者という主客分離、上下関係を壊す。消費者と事業者が場合によって

は入れ替わり、価値あるもの、個人の時間・空間・趣味が簡単に即時に他人と共有され、
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換金される。シェアリングは個人と個人の間に新たな価値の循環と共生関係を生みだし

た。 

「シェアリング」ムーブメントはスマートフォンを介した個人間への ITの普及から始まった。

ITの思想はそもそもネットワークの「シェアリング」から始まる。ITの登場以前は、共有

「シェアリング」は個人主義を是とする西洋思想からはやや遠い考え方だった。しかし黎

明期、『Google』は世界の図書館を目指して国境を越えるネットワークでの知識の共有を

めざし、圧倒的な熱意で地球上の地図を作った。そして Googleの ITプラットフォームが

現代の規格となり、彼らは「グローバリゼーション」の担い手となったのだ。 

 似たように、ネット書店として開店した Amazonは、個人の生活をおさえ物流を支配す

るに至り、グローバルな物流企業となった。コロナ禍においてジェットセッター的なグロー

バリズム経済は沈滞したが、ITプラットフォームは情報の世界で引き続きグローバリズム

を推進している。そしていま、グローバリズムの単位は、「世界」ではなく「地球」だ。新知

性を標榜するブランドのメッセージには、必ず「地球」への思いが入っている。例えば、

Google「情報のニーズは全ての国境を超える」（『Googleが掲げる 10の事実』より）、

Amazon「地球上で最もお客様を大切にする企業」（『Amazonについて』より引用）など

だ。 

 そして「エコ」は、地球をシェアする上で人類が避けては通れない課題として、個人の生

活レベルで意識されるようになってきた。高度経済成長時代は、環境保全は企業や資本

主義にとって過剰なコストという思考が主流だった。そのためエコは経済活動とは別もの

とされていた。しかし、現代では情報公開が進み、消費者と生産者が対等になり、情報を

共有する。消費者はものの購入においても投資先の選定でも「エコ」≒環境と調和してい

ることを主体的に選ぶことが増えている。そしてそれを考え行動しメッセージを発信する

ブランドを選ぶ。 

 こうした自覚をもった個人の投資と消費行動に支えられて「エコ」は経済的優位性も持

ち始めた。「エコ」を体現するメッセージを掲げるブランドとして支持が高い『Patagonia』

はその典型だ。「新商品を買うより、古いのを修理して使おう」というという同社のメッセー

ジは逆説的だが消費者の共感を集める。同社はいわば拡大再生産という資本主義の基

63



本原理を否定することによって資本主義で勝っている。こういう現象をみると「ポスト資本

主義は実は資本主義から生まれようとしている」といえるのかもしれない。 

 今回は、新知性の概要と、新知性が企業活動によっていかに広まっていくのかを説明し

た。次回は、次世代社会の OSを刷新していく、新知性という思想について更に理解する

ために触れるべき書籍を紹介したい。 
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資本主義・民主主義に代わる新知性を学ぶ

「古典６選」 
2022/02/28 21:05 

 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 湯川秀樹、梅棹忠夫『人間にとって科学とはなにか』 

• 山田廣成『量子力学が明らかにする存在、意志、生命の意味』 

• 宮本常一『忘れられた日本人』 

• 内藤湖南『東洋文化史』 

• 鈴木大拙『日本的霊性』 

• 西田幾太郎『善の研究』 

 

今回は、「新知性」についてより深く知るための参考書籍を紹介したい。この中には、古典

と呼ばれる、20世紀初頭のものも多くみられる。今まさに注目されつつある概念が 100年

近くも前に研究・言及されていたのは非常に興味深い。 

 

 湯川秀樹、梅棹忠夫『人間にとって科学とはなにか』 

ノーベル賞を受賞した物理学者である湯川秀樹と、人類学者である梅棹忠夫の対談をま

とめた本で読みやすい。科学者同士の対談だが、実は京都学派に由来する新知性の概

念が多分に盛り込まれている。まず冒頭で両者は「人は認識できるものを科学と呼んでい

るだけ」と論じ、科学の客観性をいきなり否定する。そして「もの」と「こころ」を二元論で語

る限界を次々と論じていく。二人は「情報を抽象化し体系的にまとめることは、要素を抽出

することを助けるので統計的・確率的に扱う分には優れている。その一方で、それを行う
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事で非常に多くの情報が読み取られない」と示唆する。素のままでものごとの全体感を捉

えて考えを進めることの大切さを梅棹が語ると、当時の最先端の物理学者の湯川が同意

する。対談の中には新知性「ホーリズム」の観点も所々に見受けられる。 

山田廣成『量子力学が明らかにする存在、意志、生命の意味』 

著者は量子力学の研究者である。量子力学を学んだことが無い方にも読みやすい。この

本のサブタイトル「電子にも意志があるとしたら 貴方はどうしますか？」は新知性の一つ

の「対話」を想起させる。山田は電子と人間との間の共通点を冒頭の章で説明する。例え

ば、人も電子も予測不可能であり、お互いに干渉しあうことや、教室で整理された机の順

番に人が座るように電子も規則正しく並ぶ点、そして人も電子も一人では存在しえず、複

数で存在し共存している点等だ。山田はこうした人と電子に共通する不思議な類似性を下

記の様に説明している。 

「他者がいるから自分自身を定義できる。実は電子も同じである。他に電子が有れば、そ

の電子の波動は他の電子から反射された波動を感じることにより自分自身の位置を確定

できる。電子が複数で存在していることの重要な意味がここにあり、人間が複数で居なけ

れば社会が構成できないことの意味がここにある」。これはまさにお互いがお互いを影響

しあう中で社会が構成されていく、「対話」の概念を説明したものといえる。 

 宮本常一『忘れられた日本人』 

宮本常一は戦後、間もない頃に日本中を旅して歩きまわった文化民俗学者である。紋切

型に封建的といわれがちな地域の生活の中に多様性がある点を示し、また文字を使わず

に伝えらえてきた伝承や風俗をとらえた名著である。読み物としても極めて面白い。「共生」

の観点からは「女の世間」という章のエピソードの一つが面白い。老婆が昔の旅の話をす

るのだが、歩いて一人で旅をする中で、旅先で食事をご馳走になる話、ただで泊めてもら

う話、道案内がてら一緒に旅をしてもらう話など、昔の人が利他的な振舞いを旅先で受け

ていた様子が紹介されている。旅で困るだろうからとお金をもらうことまであったようだ。困
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ったときはお互い様、古き良き時代の日本における共生と許容の原体験が描かれてい

る。 

 内藤湖南『東洋文化史』 

内藤湖南は 19世紀後半から 20世紀前半に活動した東洋史学者である。この本は、内藤

が執筆した著作の一部を再編集したものだ。西洋と東洋の文化の違いを比較した書だが、

ここでは新知性「共生」の観点から紹介したい。内藤は、中国の歴史は西洋史のような発

展と進化の直線的な流れではなく、競争主義から共生主義へと復古して、また戻るサイク

ルを長い間に繰り返してきたと説明する。清など、外部民族を中心とする王朝の時期と、

開発主義から環境保全重視に切り替わり文化が成熟する時期が重なるという指摘なども

興味深い。本書で内藤は西洋の開発・進歩的な文化と東洋的な文化を比較した上で環境

との共生についても論じている。「・・しかし天然を征服するという事が決して真の文化では

ない。・・天然を保護し育成して天然の中に安んじうる程度になるところのものがすなわち

真の文化生活であらねばならぬ。」 

 鈴木大拙『日本的霊性』 

鈴木大拙は明治の仏教学者である。海外に禅文化を知らしめるきっかけを作った。新知

性のコアとなる「主客未分」の概念は、『日本的霊性』の中で「霊性」として定義されている。

禅から派生した思想や浄土系思想を持つ仏教の宗派は、物質的な感覚と精神的な認知

を対峙させる考えのもとでは発展しえなかったと説明する。自覚は事実を体験として受け

入れることで生まれる、客観と主観が対立せず、同一の状態にあることが重要などと説い

ている。本書ではそうした「日本的霊性」が日本文化、生活、宗教の発展の中でいかにし

て育まれてきたかを説明する。 

 西田幾太郎『善の研究』 

鈴木と類似した視点は、西田幾太郎による『善の研究』にも見られる。西田は論理的に主

客を分離し分析することではなく、対象と自らを一体と捉える事で物事を知ることが出来る
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と説いている。西田はデカルトの「我思う、故に我在り」という立場を否定する。全ての仮定、

前提を取り払っていくと、自身が思考している、という「自我」すらないのかもしれない、と考

えるのが自然であり、その後に残るのは純粋な経験のみであり、まさに自我と周囲が同一

の状態にある場合であろうと西田は説明する。西洋的な分離の思考そのものを疑問視す

る一冊だ。鈴木による「霊性」は、西田によって定義される「純粋経験」の概念に近い。 
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ウクライナは必ず復興する...戦争・震災と都

市計画 
2022/03/30 18:58 

 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 破壊された街は劇的に復興する 

• 関東大震災から東京の下地が生まれる 

• コロナ禍は３回目のチャンス 

• 品川を楽しくしよう 

• 支店経済の地方にも自立の必要性 

 

破壊された街は劇的に復興する 

ロシアによるウクライナ侵攻に心を痛める読者が多いだろう。破壊され、焦土と化す街の

映像のインパクトは大きい。約 80年前、大空襲や原爆投下の後の東京や広島などの光

景を重ねる人もいるだろう。 

あくまでも戦争終結後の話になるが、ウクライナの破壊された街ではやがて復興が始まる。

それはかつて関東大震災、太平洋戦争を経た日本がたどった道と同じだ。 

さて、ここからはあえて前向きの話をする。瓦礫と化した街は、ビジョンある都市計画を実

現する絶好のチャンスに恵まれている。 

明治より前の日本には、都市計画の文化や概念が存在しなかった。それでも今や東京は

世界の都市ランキングの上位にある。これは実は大震災と空襲を二度も受けることで、ゼ

ロからスタートができたからだ。 
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東京はもちろんかつての江戸、城下町だった。城下町は城が攻略されないよう入り組んだ

構造になっている。広い道路を要する車社会を前提に作られていない。 

そこで東京では、明治に入って、近代都市に必要な公共施設の整備やヨーロッパの都市

を模倣した都市計画が模索された。しかし地主の地権が強いために、計画は次々に頓挫

した。大正期まで上下水道や都市公園の整備などを進めたが、あくまでも都心部に限られ、

皇居周辺地区の整備をするのがせいぜいだった。 

状況が一変したのは、関東大震災だ。1923年（大正 12年）9月 1日に起きたこの地震で

10万人以上が死傷し、都内で被害に遭った家屋は 6割に上った。翌日の新聞紙面では

「東京全市火の海に化す」と報じられたほどだ。火災が木造住宅を襲ったのだ。 

関東大震災から東京の下地が生まれる 

だが、当時のリーダーたちはピンチをチャンスと考え、震災復興を都市インフラの整備につ

なげた。震災復興事業の中心となった後藤新平は、内務大臣兼帝都復興院総裁として防

災はもちろん、人口増加への対応を目的に掲げ、交通インフラの整備、幹線道路の新設

を進めた。さらに海外から散歩道の概念を導入したうえで、防災と連動させ、避難場所に

なり得る大型の公園を新設。木造建築から鉄筋コンクリート建造物への移行も推進した。

当初の計画は議会の反対や地権者の抵抗によって計画規模が縮小されたが、東京の近

代化の下地となった。  

さらに 20年後、もう一段階、東京の都市化をアップデートさせる契機になったのが太平洋

戦争だった。焼け野原となった東京の戦災復興計画を担ったのは都市計画家の石川栄耀

で、やはり人口増加への対応、東京一極集中からの脱却、駅前広場の整備などを掲げた。

その結果、銀座、新宿歌舞伎町などの繁華街が生みだされた。 
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被害にあったことはもちろん悲劇だったが、二回の破壊を機に、東京は世界有数の都市

になれたともいえる。 

コロナ禍は３回目のチャンス 

今後はどうか。３度目の災害が実は２０２０年から続く新型コロナウイルスの流行ではない

か。リモートワークの浸透で、「大企業のオフィスは都心に」という建前が崩れつつある。今

後、都心の高層ビルはオフィスのみならず住居、ホテルやエンタテインメントなどに用途転

換されるのではないか。 

そして、郊外では、緑豊かな空間に建てられた木造のオフィスが人気を集めるだろう。 

品川を楽しくしよう 

そうした発想転換が最も求められるのが、品川だろう。品川は、緑が少なく、ひたすら高層

のオフィスビルだけが並ぶ。「楽しくない街」という印象が強い。ヒルズのある六本木や、三

井不動産が手掛けたミッドタウンのある赤坂や日比谷、あるいは三菱地所の手でオフィス

街から脱皮しつつある丸の内と比べ、あまりにもつまらない。品川は JR 東海、JR 東日本、

東京都が主体となって開発されてきた。いずれも民間ディベロッパーのような柔軟な街づく

りの経験に乏しい。利用者や居住者のニーズを考えず、ひたすら開発を手掛けてきた感

がある。結果として、各地区の地権者が部分最適を目指した。まるで「高いビルを建てて

オフィスを入れれば収益が出る」という発想しかないようだ。その結果、まったく楽しくない

街になった。 

要するに、品川は高度成長期の発想のまま開発された、周回遅れの街なのだ。だからこ

そやりようがある。すでに、そんな品川に、近年、わずかな変化がみられる。 

品川駅の港南口には、殺風景なオフィス街と、高層マンション街が並んでいる。その境目

に NTT Docomo 品川ビルがある。隣接する同じく NTT都市開発が手がけた品川シーズ

ンテラスとの間を緑で埋め、さらに芝浦中央公園と地続きになっている。さらに、この芝浦
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中央公園は新設の JR山手線・高輪ゲートウェイ駅と歩行者専用デッキで接続される計画

があるという（2024年完成予定）。 

この緑地では、平日はキッチンカーが集って、ビジネスパーソンが昼休みを過ごし、休日

は近隣の親子連れが芝生で遊んで過ごす。他の家族との出会いもある、セミパブリックな

空間として利用されている。ここの空間利用は、アフターコロナのリモートワークの時代に、

公園が家の外の居間になりつつある姿を体現している。 

ここに行くと、「働くか、暮らすかしかない街」であった品川が、「楽しい街」「遊びに行く街」

に変わる予感を感じる。 

東京にとっての三度目の悲劇であるコロナ禍は、大震災や空襲のように一過性ではなく、

また、劇的でもない。そしてぐずぐずとまだまだ続く。だが、その余波はじわじわと街に変化

をもたらしつつある。それがたとえばオフィスとマンションしかなかった品川のような街を、

新しいワークライフバランスを実現できる場所に変えつつある。 

支店経済の地方にも自立の必要性 

さらに言うと、コロナ後の都市機能の見直しは「支店経済」に頼ってきた地方都市にも必要

だろう。特に札幌、仙台、博多は、価値感の転換が必要になる。 

これらの都市は東京、大阪からのリモートワーク需要を取り込むチャンスに恵まれている。

一方で、何もしなければ、もっと田舎で豊かな自然に恵まれる地域（軽井沢、熱海、富士

吉田、南紀白浜など）に新たなビジネス客のワーケーション需要や居住ニーズを奪われる

のではないか。 

日本のコロナ禍はウクライナの戦争被害に比べると、まるでゆるい。しかし、災害の後の

再生に向けた明確なビジョンが後世の人々を大いに助けるという意味では、共通するので

はないか。 

72



地方都市を再生する鍵は脱自動車 
2022/03/31 16:08 

 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 米国型の街づくりを導入した弊害 

• 集めた電気料金は地元で循環 

• 車優先からどう脱するか 

• 医療福祉コストも下がる 

• スマートシティも QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の重視へ 

• 自動運転に対しても冷静 

• 公共交通を公共財と伝え直す 

  

地方都市の衰退が語られて久しい。特に東北や日本海側の都市が厳しく、県庁所在

地の駅のすぐ近所がシャッター通りになっているところもある。こうした事態に対し、政

府は「コンパクトシティ」、つまり周辺に広がった市街地を畳む政策を提唱する。そして

お手本としてドイツのフライブルグやフランスのナント、オーストリアのザルツブルグな

ど欧州の中小都市を掲げる。国内でも LRTをてこに街づくりに取り組む富山市などが

先行事例だといわれる。 

 確かに欧州都市はうらやましい。人口数万程度の街でもトラムが行きかい、窓辺に

は花が咲き、中心広場などで人々が集いカフェで憩いのひと時を楽しんでいる。どう

すれば、日本の地方都市もそうなれるのか？何が違うのか？ 

米国型の街づくりを導入した弊害 

 明治以降の近代化の中で、我が国はおしなべて欧米の都市づくりを参考にしてきた。

戦後はアメリカ型に振れた。つまりマイカーを前提に高速道路を整備し、郊外に住宅
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地をどんどん開発した。この傾向は実はヨーロッパも同じで、戦後しばらくはアメリカ

型の自動車社会を目指した。しかし、欧州の多くの都市は、1970年代半ばには方針

を転換し、自動車中心の都市づくりをやめて、自転車やトラム（路面電車）の拡充を図

るなど、コンパクトで持続可能な街づくりを始めた。 

 例えば、ドイツのフライブルグでは、トラム建設や自転車専用レーンの施策を実施。

歩行空間の拡大を目指し、自動車移動を前提とする郊外型の大型店舗の進出を禁

止する制度も設けた。 

 

 

 特に交通関係の施策は「モーダルスプリット（交通分担率）」によって目に見える結

果が出ている。フライブルグの徒歩以外の移動手段は、1982年時点で車が 30％、

公共交通機関が 11％、自転車が 15％だった。それが 2016年には車が 16％、公共

交通機関が 16％、自転車が 34％と大きく変化した。 

 また、オランダのアムステルダムは「経済開発と持続可能性の相互作用」を理念に

掲げ、「コンパクトシティ政策」を実施する。1960年代から 70年代にかけては市街地

が拡張され、大規模な住宅団地も開発された。それが今は、市と州が土地の利用規

制を定め、公有地のリース基準やバッファゾーン指定を設けている。燃料自動車の禁

止という「脱自動車」シフトも始めた。 

集めた電気料金は地元で循環 

 フライブルグのケースで特に注目すべきポイントは、シュタットベルケといわれる自

治体所有の公営企業がエネルギー事業を担っている点だろう。発電、送電、小売によ

ってシュタットベルケがあげた利益でトラムなど公共交通の車両開発、燃料調達、運

営までを担う。よって国の補助金なしで地元の力で交通インフラの整備から運営まで

できる。一方、日本では電力会社の収益は広く株主に還元される。この視点抜きで欧

州に学ぼうといっても限界がある。 
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車優先からどう脱するか 

 ちなみに、我が国は産業育成の視点もあって自動車優先である。ガソリン税の収入

も道路に廻る。今の国の政策のもとでは、地方都市の脱クルマ社会の実現は難し

い。 

 日本の各都市では 60～70年代に路面電車が次々と廃止された。最近になって見

直しが始まり、富山市がトラムを唯一、走らせているが、元々JRの路線の再活用であ

り、例外的だ。日本の地方都市でトラムを建設すると、建設費はもちろん、運営上の

赤字の補填に頭を悩ませることになる。企業も自治体も「公共交通の使命は収益だ

けでなく、魅力的な街づくりと住民のためにある」という理念を掲げるが、現実には採

算が取れない。 

医療福祉コストも下がる 

 トラムやバスの利用を促進するには、無料化も一案となる。そのために税金の投入

をためらうべきではない。車社会から自転車社会化が進むフライブルグでは、自転車

利用によって環境負荷が減少（GDP9.7％の損害削減）し、さらには健康増進の影響

による医療費の削減が見込まれる。 

 日本でも、無料バスで出かけ、街ブラを楽しむことで高齢者の孤独化の問題や、引

きこもることで生じる痴呆症リスクや、足腰が弱るなどの問題が改善できる。医療・福

祉コストが安くなることや、商店街の活性化などの効用を併せて考えると、無料化した

方がトータルの財政負担は下がる可能性がある。「水平エレベーター」という考え方が

ある。ビルのエレベーターは無料だが、地下鉄やバスも同じという発想だ。それだけ

人が自由に動くと、街は活性化する。だから無料化すべきという発想だが、こうした考

え方も有効だろう。 

スマートシティも QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の重視へ 
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 ヨーロッパの各都市は、単に「人口減少」「地方衰退」の対症療法として脱クルマ社

会とコンパクトシティ化へ舵を切ったのではない。そこにはサスティナビリティ（持続可

能性）と QOL(人生の質)への強い意思がある。 

 スマートシティ化の成功例とされるデンマークのコペンハーゲンは、「きれいな空気、

快適な居住、グリーンモビリティ」「世界初のカーボンニュートラルな都市」を都市改革

のコンセプトに掲げる。かたや日本の都市のスマートシティ化は、ひたすら先端テクノ

ロジーの実証を強調する。 

 技術では米中が先行、日本が追い、欧州はその後塵を拝する存在といわれる。し

かし、欧州諸都市のスマートシティ戦略は、そもそも先端技術に過剰な期待をしない。

スマートシティは、QOLをあげる課題解決策のパッケージととらえる。 

 例えばノルウェイの首都オスロは「都市から自動車を締め出す」ことを目標に、駐車

場を 1000以上も削減し、トラムを街の背骨として自転車道を整備し、そのうえでオン・

ディマンド型カーシェアを普及させる戦略を展開する。ウィーンも脱クルマを目指し、そ

の手段としてMaaS（Mobility as a Service）を位置づけ、自動運転はその手段とみな

す。 

自動運転に対しても冷静 

 だから多くの欧州都市では、日米のハイテク企業がいうように「自動運転で世の中

が激変する」なんて考えない。「運転手なし」は技術革新の一要素でしかない。自動運

転よりも大きなテーマは、MaaSや運賃の定額サブスクリプション化である。だから既

存のバスやトラム、メトロをつないだ公共交通の MaaS化を始める。そしてマイカーに

変わって当面は自転車（シェアバイク、スクーターを含む）、将来はオン・ディマンド・シ

ェア・カーが決め手になると期待を寄せる。主目的はそれで公共交通が便利なドア・ト

ゥー・ドア移動の手段となること、そして、都市住民がマイカーを手放すことである（郊

外は例外としつつ）。その上で、自動運転はオン・ディマンド・シェア・カーの運行コスト

を下げる手段となる 
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 さらにドイツなどは MaaSを目指し、自治体が交通事業者の運賃収入をプール化し

て利益を分配する運輸組合を構築する。公共交通は公共財であり税金で賄うという

都市政策の考え方である。 

 欧州都市のこうした動きはフライブルグ（ドイツ）、ナント（フランス）等の小さな街のこ

の 40年ほどの試行錯誤に始まり、アムステルダム、オスロ、ストックホルム、バルセ

ロナなど各地に浸透しつつある。欧州都市にとってスマートシティ戦略とはこの 40年

来、目指してきた車社会との決別の最終手段なのである。エコシティ戦略、コンパクト

シティ戦略、そして 21世紀に向けた都市計画の一形態なのである。 

公共交通を公共財と伝え直す 

 日本の場合、電車やバスなど公共交通の担い手は私企業が多い。そのため、公共

交通は公共財＝みんなで支えるという意識はやや薄い。背景には私鉄や JR各社が

高度成長の中で流通業や不動産業で収益を上げてきたこともある（交通事業の赤字

を社内で補填）。だが、運転手不足や少子高齢化で鉄道もバスも運輸収入は減って

いく。さらに、高齢化で免許を持たない人が増える中で路線バスが廃止されると、都

市部から遠い町は次第に放棄されていくだろう。 

 だが、公共交通を公共インフラと捉えたり、料金無償化の議論はまだ始まったばか

りだ。誰でも自由に移動する権利を人権と考える交通権の考え方も使って、車の在り

方を見直すことから地方都市の姿を見つめなおすべきだろう。 
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次世代の都市計画、命運を分ける３つの鍵 
2022/04/15 16:42 

 

 見えない物を見よう 

 

目次 

• 中心部の駐車場化は自傷行為 

• 車社会を後押しする日本の財政構造 

• 劇場や文化施設があるような都市が伸びる 

 

 

 前回までのレターでも述べたが、これからの都市計画とスマートシティ化に「脱自動

車化」は欠かせない要素だ。しかし、政府はもちろん各地方、そして企業も個人も日

本での動きは鈍い。 

 ここでは「車」「財政」「魅力」という都市計画に必須の三要素を引きながら、都市計

画における「脱自動車化」について考えてみたい。 

まずは「車」だ。 

中心部の駐車場化は自傷行為 

 戦後日本は、アメリカの後を追って全国でモータリゼーションを進めてきた。そこに

は、戦後の日米関係が反映されていた。米国依存型の経済構造のもと、自動車産業

の勃興と対米輸出は重要な国策の一つだった。そのため、各都市は路面電車をやめ

てマイカーを優先し、街づくりも車を前提に郊外に拡張していくアメリカ型を採用してき

た。 

 だが、マイカーが浸透すると、人々は街の中心部ではなく周辺部に住むようになる。

そして郊外型の大型ショッピングモールができると、昔ながらの商店街はつぶれる。こ

の連鎖によって、街の空洞化が進んだ。 
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 一方で、中心部にもマイカーで人が来るので駐車場が必要となり、つぶれた商店街

は駐車場と化す。当初は駐車場で収益をあげられるが、あちこちが駐車場化すると

儲けも薄くなる。こうして駐車場が次第に増殖していく。これはまるでサンゴを食べつく

すオニヒトデのようだ。増殖する駐車場が街のポテンシャルを食いつくしてしまう。 

 こうして駐車場が残った商店や飲食店を圧迫し、街自体の駐車場化が進むと、究極

的には「駐車をする目的がなくなる」。つまり「駐車場化」は街にとって、ほとんど自傷

行為に近い現象なのだ。 

 車は個人にとっては便利だが、都市を空洞化させる麻薬のようなものだ。前稿でも

述べた通り、ヨーロッパはその問題に気づき、1970年代前後から現在にかけて「脱自

動車化」を進めてきた。日本も今後は高齢化で、免許を持たない人や運転できなくな

る人が増える。今後は必然的に車を街から排除し、公共交通や自転車に置き換える。

歩いて回ることのできる楽しい街を目指すことになろう。おりしもポストコロナ、リモート

ワークの時代である。日本でも「脱自動車」は今後の都市計画の大きな柱となるだろ

う。 

車社会を後押しする日本の財政構造 

 次に「財政」である。「脱自動車化」をめざすとなると、代替の交通機関としてトラム

やバスなどが必要になる。もちろん投資と運営費用が必要となる。しかし公共交通は

利用者からの運賃収益だけでは成り立ちにくい。 

 一方で、日本の財政構造は「車社会」を後押しするものとなっている。ガソリン税は

そっくりそのまま、道路建設費に充てられる。つまり車が走れば走るほど、道路が郊

外に延び、街の中心部の濃度が薄まっていくメカニズムがビルトインされている。 

 前稿でドイツの都市にはシュタットベルケ（発電から送電までを担い、収益をトラム

の開発、運営に当てる）があると紹介したが、こうした公的な資金循環の仕組みがな

ければ、「脱自動車」は進まないだろう。 
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 最後は「魅力」だ。いくら地方都市がインフラを整え、「子育てにやさしい環境である」

と売り込んでも、それだけで都市から地方に人々を移住させるのは難しい。魅力的な

街を作らない限り、移住者は増えない。観光も同様で、「豊かな自然」「美味しい食べ

物」「人情」だけでは足りない。実は日本全国どこにもあるので、差別化できない。 

 そんな中で近年、自発的な街づくり、魅力発信に努めてきたのが金沢だ。「加賀百

万石」の加賀藩の伝統復興として江戸時代の街並み、武家屋敷の再現に取り組み、

金沢 21世紀美術館や鈴木大拙館など文化資源の蓄積に励んできた。新幹線の開通

とともに、金沢は観光都市としてのブランド力を一気に高めた。 

特に金沢 21世紀美術館は SNS映えするレアンドロ・エルリッヒの作品「スイミング・プ

ール」が若年層を含めて人気となり、年間 200万人超が国内外から来場するなど、大

きな成果を挙げている。 

２００３年に私は共著で『ミュージアムが都市を再生する』(日本経済新聞社)を出版し

た。そこで私は 

〈ミュージアムは行き詰りつつある現代資本主義社会の次の時代のカギを握る装置と

なりうる〉 

〈21世紀には「インターネット」と「ミュージアム」が時代を切り開くのではないか。なぜ

なら前者は〝バーチャル〟だが圧倒的な情報量を提供する。後者は逆に〝リアル〟

に徹し、我々のインスピレーションを刺激する〉と書いた。 

 現地へ赴かなければ見られない〝リアル〟な作品を持つ美術館は、地域の魅力の

核となりうる。 

劇場や文化施設があるような都市が伸びる 
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 「クリエイティブ都市論」を提唱するアメリカのリチャード・フロリダは、ボストンやサン

フランシスコのように、街の規模が小ぶりで、徒歩で移動する先々に劇場や文化施設

やレストランがあるような都市こそがこれからは人材を集める、と指摘する。 

なぜなら、文化的蓄積にあふれる街には、感性を刺激されたい芸術家やＩＴエンジニ

ア、研究者のほか、医者や弁護士などハイクラスのプロワーカーが移住してくる。大

企業の本社を誘致するよりも、文化を育ててこそ都市が創造性を持ち、それが経済

力や人の誘因につながる、というのがフロリダの説だ。 

 以上、都市計画における三つの重要な論点について見て来た。 

 気候変動、環境問題は待ったなしの時代に突入する。自動車の「ＥＶ化」は急務だ

が、高齢化を併せて考えると、そもそも「脱自動車化」の街づくりが必要だ。日本の都

市はいつまでも自動車産業にしがみついていては成り立たない。自動車中心の街づ

くりを続けていては、経済もくらしやすさも共に失いかねない。「脱自動車化」は産業

構造にも、都市計画にも共通する日本の最大の課題ではないだろうか。 
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魅力ある街づくりの条件...文化施設が人を

集める 
2022/04/22 15:57 

 

 見えない物を見よう 

目次 

• 地方の美術館が地元経済を潤す 

• 「Ｉ♡ＮＹ」の誕生秘話 

• ミュージアムは社会を映し出す鏡 

• 大阪での都市戦略 

 

 初めてニューヨーク観光をするとしたら、あなたはどんなスポットを訪れるだろうか。

ニューヨークの象徴であるタイムズスクエアはもちろんだろうが、メトロポリタン美術館

や「MoMA」（ニューヨーク近代美術館）、ブロードウェイのミュージカルや演劇を楽しみ

たいと思う人も多いだろう。 

 ニューヨークはビジネス、金融の街であると同時に現代文化、現代芸術の世界的中

心である。 

 地方の美術館が地元経済を潤す 

 

 

 さて、日本の地方都市はどうだろう。美味しい食べ物や神社仏閣、温泉などは魅力

的だが、文化施設はどうか。たとえば美術館。多くは県立だが、観光客の多くが「黴臭

く、さえない」「地元の作家の作品や地元の風景ばかりで、つまらない」「それにもかか

わらず、静かに作品に対峙しなければならない」というイメージを持つ。建物が巨大で

立派なものも多いが、それがかえって「公共事業で建てた（無駄な）ハコモノ」というネ
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ガティブな印象を与える。多くの公立美術館は地元の文化資産を保護・管理すること

を第一目的とし、「展示」も見せるだけにとどまっている。 

 だがこうした姿は他国ではとっくに過去のものとなっている。 

 世界各地の都市で、ミュージアムは「展示するだけの場所」から「集客の核装置」へ

と脱却しつつある。特に美術館は、地元経済を潤し、ハイクラスでクリエイティブな

人々を引き付ける。つまりミュージアムは都市そのものを支える装置の一つになりつ

つある。これまでミュージアムは税金や篤志家の寄付等で成り立っていた。それが、

逆に地元の経済を支える存在に成長しつつある。 

 これが〈ミュージアムは、行き詰りつつある現代資本主義社会の次の時代のカギを

握る装置となり得る〉（『ミュージアムが都市を再生する』稲葉郁子氏との共著、日本

経済新聞社）と私が述べるゆえんだ。 

 ニューヨークの事例を見てみよう。今でこそアメリカのみならず世界における「文化

の中心都市」であるニューヨークだが、1970年代には産業の衰退、失業者と犯罪者

の増加に直面。観光客はもちろん、大手企業までがニューヨークを離れ、税収を失い、

1970年代半ばには都市財政の破綻に追い込まれた。 

 「Ｉ♡ＮＹ」の誕生秘話 

 そんなさなかの 1975年、ニューヨーク州知事に就任したヒュー・キャリー氏が「アイ・

ラブ・ニューヨーク」キャンペーンを打ち立てる。ハートマーク入りのロゴをイメージアッ

プにつなげる試みだった。今ではすっかりおなじみになり、40年以上が経った現在で

も、このロゴはニューヨーク土産の定番となり、地元に利益を生みづけている。 

 1976年にニューヨーク市長になったエド・コッチ氏もこのキャンペーンに着目。「アー

トの中心としてのニューヨーク」の魅力をアピールすることで、「危険で廃れた街」とい

うイメージの払拭に乗り出した。 
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 そうして文化施設やパブリック・アートプロジェクトが各地で起こるようになり、早くも

1980年代後半には、ニューヨークは文化芸術による都市再生の先端事例と言われる

までになった。 

 メトロポリタン美術館の来館者の 50％以上が域外から訪れる観光客で、彼らは飲食

や宿泊などを伴い、地元にお金を落とす。2003年時点の研究調査では、ニューヨーク

において文化芸術が市に約六千三百億円の経済効果をもたらし、およそ五万四千人

の雇用を創出した。ブロードウェイなど商業系文化産業もあわせると、実に経済効果

は一兆六千億円、雇用は十三万人にも上ったという（NGO「Alliance for the Arts」調査

による）。 

 ミュージアムは社会を映し出す鏡 

 ここまでの数字を叩き出し、都市そのものを支えるまでに成長したのは、単に「文化

施設を整えた」からではない。そこにはミュージアムのビッグバンとすら言われる、美

術館自身の役割の変化もあった。美術館機能が「単なるコレクションの展示と保管」

にとどまるのではなく、「何を見せ、体験してもらうか」という、利用者を主体とする展

示への発想の転換だった。 

「美術品の素晴らしさを啓蒙する」という従来の立場から、作品と利用者の出会いを

結び、「自ら鑑賞したくなる、楽しめる」ものへの変化。こうした意識は、ミュージアムシ

ョップやレストランの充実にもつながった。美術館は「作品や芸術家、歴史的背景へ

の理解」を深める場であれというのはもちろんだが、作品への親しみを深めるための

施策、さらにはグッズ販売による事業収入も、美術館存続のためには重要な要素に

なる。人を引き付けるグッズが入り口となり、美術品そのものへの興味関心が高まれ

ば、本来の目的である「啓蒙」や「学習」にもつながるわけだ。 

 国内にも好事例が増えている。前項で紹介した金沢 21美術館や、六本木ヒルズ森

タワー最上階の森美術館などだ。 
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 私は大阪市立の美術館の統廃合を検討する過程で「大阪市の美術館のあり方検

討会」の作業をリードし、２０１３年６月に報告書を市に提出した。 

 当時の大阪市では、大阪市立美術館（天王寺美術館）と東洋陶磁美術館を統廃合

し、中之島に新しい市立美術館を建てる計画が進んでいた。中之島の新美術館は実

は１９８３年に「市政百周年記念事業」として計画されたものの、財政悪化のあおりを

受け、計画が凍結されていた。そこで老朽建物の維持費がかさむ天王寺美術館を廃

止して、新しい美術館にするという案が出ていたのだ。しかし、ここでの問題は、新美

術館にしても、天王寺美術館にしても「建設費・維持費をどう捻出するか」という「戦術」

レベルの話しかできていないという点にあった。 

 大阪での都市戦略 

 そこで「検討会」では世界の美術館が都市戦略上の重要施設として位置づけられて

いることを起点とし、大阪全体の都市計画をも見据えた広い視野で課題を捉えなおす

ことにした。 

 こうした決定過程では、どうしても「過去の経緯」や「予算捻出」と言った近視眼的な

要素に判断が左右されがちだ。だが成功に必要なのは都市戦略における美術館の

位置付け直しだ。 

「報告書」では美術館内の施設（トイレ、レストラン、ミュージアムショップなど）というミ

クロな視点はもちろん、「大阪にとって美術館が果たしうる役割は何か」といった戦略

的・マクロ的視点まで幅広く検討。結果、天王寺美術館、東洋陶磁美術館、そして新

設の中之島美術館それぞれが個性を発揮し、運営には民間のノウハウを入れること

で、維持費がネックだった美術館も存続でき、さらに三館がそれぞれの魅力を発揮す

ることがより大きなシナジー効果を生むと結論付けた。これを受けて、大阪市は、天

王寺美術館、東洋陶磁美術館を単独で存続させた上で、中之島にも美術館を新設す

ると決定したのである。 
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 それから約 10年、２０２２年２月、中之島美術館が開館した。初日から多くの来館者

があり、開館前には長蛇の列ができ、大きな話題を呼んでいる。７月には大阪万博の

象徴である「太陽の塔」で当地とゆかりの深い岡本太郎展が予定されている。まさに

「大阪」そのものの魅力の発信拠点となりつつある。 

 もちろん、全国各地のミュージアムの全てがこういう可能性を持っているとは限らな

い。話題になりそうな作品や展示イベントを仕掛けさえすれば、美術館の運営がうまく

いくわけでもない。来館者減や予算削減で閉館に追い込まれる美術館は、今後も必

ず存在する。しかし、多くはまだ可能性の掘り起しができていない。大阪がやったよう

な都市戦略におけるミュージアムの位置付け直しが必要だ。 

 ミュージアムが都市を支えるほどの存在になるためには、運営に対する使命感、他

の地域や文化施設とのネットワーク、そして地元と連携した担い手の確保がカギにな

る。 

 と、ここまでお読みいただいてお気づきの方もいるかもしれないが、世界に目を向け、

成功事例を吸収し、日本になじむようローカライズしていく。こうした取り組みは日本

社会そのものの課題解決に必要な施策とも共通する。 

 時に「ミュージアムは社会を映し出す鏡」でもあると言われるゆえんがここにある。 
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日経 xwoman トップ ARIA 

 

昭和おじさん×IOCモンスター 札幌五

輪は大丈夫か 

札幌オリパラ招致はやめたほうがいい…東京 2020で IOCに真剣

勝負を挑んだキーマンに長野智子さんが迫る 

 

2022.03.01 

 

キャスターとして第一線を走り続ける長野智子さんが今回話を聞いたのは、東

京都特別顧問として東京 2020 の予算削減に携わった慶応義塾大学教授の上山

信一さん。“昭和おじさん”と“IOC モンスター”が暗躍した東京 2020 の舞台裏、

そして今まさに進行中の札幌五輪招致の是非について、長野さんが迫ります。 

「東京の二の舞」になったら困る 

 現在、2030 北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の招致

活動が進行中である。東京 2020 を巡る混乱の記憶がまだ新しい中で、また大丈

夫なの？ と思ってしまうが、年内には候補地として内定が出される可能性も報

じられている。 
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 札幌オリパラ招致の動きを前にして、ぜひお話を伺いたい人がいた。東京都

特別顧問として、かつて東京 2020 の予算削減に携わった上山信一慶応義塾大学

教授である。上山さんは旧運輸省を経て大手コンサルティング会社・マッキン

ゼー日本支社に 14 年間勤務。その後、大阪の橋下改革など数多くの改革プロジ

ェクトに携わってきた行政改革のプロだ。そんな上山さんは、実際に関わった

東京 2020 をどう見ているのだろう。 

 「予算の見直しはとても難易度が高かったですね。利害関係が錯綜（さくそ

う）していたし、施設の着工も迫っていて時間がなかった。これまで手掛けた

改革プロジェクトの中で一番難しかったと言えるかもしれない」 

 経験を踏まえて札幌招致にアドバイスはないですか、と聞くとすぐに返事が

返ってきた。 

 「オリンピックはモンスター。個人的には、招致しないという選択以外ない

ですよね。やめたほうがいい」 

 そう言い切る上山さんが見た東京 2020 の現実は一体どんなものだったのだ

ろう。 

 

 

 

 

 

東京 2020 の開会式、閉会式

の舞台となった国立競技場 
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 上山さんが東京 2020 の予算の見直しに関わったのは、2016 年、小池百合子

都知事が誕生した際、知事本人から都政改革について協力してほしいと頼まれ

たのがきっかけだった。 

 「もともと私の専門は行政改革で、オリパラの専門家ではない。しかし、当

時の都政は、豊洲市場や都議会のことなどいろんな問題が炎上していて行革ど

ころじゃなかったんです。中でもオリンピック施設の建設問題は都議会の闇と

もつながっていると噂され、都政改革のセンターピンでした。そこで都政改革

本部という官僚組織の別枠組織をつくって、知事直結の体制で取り組むことに

しました」 

 当時、小池都知事は築地市場移転問題、都議会とのバトルに加え、「1 兆、2

兆、3 兆ってお豆腐屋さんじゃあるまいし」の発言が話題となったオリパラ予算

膨張問題を抱えていた。2013 年に IOC（国際オリンピック委員会）に提出した

立候補ファイル（開催計画書）では 7340 億円だったオリパラ予算が、その 2

年後には3兆円規模になると舛添要一前都知事が発言して大炎上していたのだ。 

 

膨張した五輪予算を払うのは誰？ 

 2016年 9月、第1回の都政改革本部会議が開催された。その議事録を読むと、

上山さんはオリパラ予算について「組織委員会が大会予算をどこまで管理して

いるのか分からない。全体の開催費用がいくらかかり、IOC と都庁その他で費

用分担をどうするのか、見えないし分からない」と発言。東京 2020 について今

も指摘されている問題点を早々に指摘していた。 

 「例えばロンドン五輪の場合は、組織委員会は総予算について開催 5 年前か

ら逐次、最新状況を公開していました。その後も予算の増減や進捗について四

半期に一度報告書を出していた。ロンドンは市民団体がうるさいというのもあ

るけど、厳しく予算管理していました。 
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 ところが、東京 2020 は当時すべてが非公開でした。組織委員会は民間の財団

で、都庁もチェック権限を持たない。大会全体のガバナンスが不在の状況に見

えました。関係者間で総予算の共有もないまま、各部署がそれぞれに準備して

いるためにどんどん膨れ上がる。このままだと確かに３兆円を超えると。しか

も赤字分を支払うのは東京都という契約ですから」 

 一体なぜそのような事態になってしまったのか。 

 「IOC、東京都、組織委員会の役割がはっきりしていない。加えて日本の役所

の無謬（むびゅう）性を原則とする体質。そのせいで、都庁も組織委員会も 100％

完璧でないと数字を公表しない。結果的に透明性がなくなる。もう一つは昭和

のおじさん的なゆるい組織運営。自分も昭和おじさんだけど（笑）」 

 上山さんの指摘する「昭和おじさん」は、単に昭和生まれということではな

い。 

 

 

 

 

昭和おじさん的組織運営とは… 

（写真はイメージ） 

 

 

「昭和おじさん」が重用する人の特徴 

 「昭和のおじさんは、高度成長期の成功体験を何の根拠もなく再現できると

思い込んでいる。快楽バイアスというかな。最悪の状況を想定しない。リサー

チ能力もなくて、都合のいいこと、快適なことしか耳に入らない。昭和おじさ
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んの周りには、『僕もそう思います』という人間ばかりが重用される。まさに

長いものに巻かれるという『日本の根っこ』が凝縮された組織なわけです」 

 さらに、東京 2020 には何かの事業を行うときに必ず必要な「社長（CEO）」

と「資金の調達・査定を行う財務部長（CFO）」が存在しなかった。 

 「組織委員会に中村英正さんという優秀な財務官僚が入って CFO として頑張

っていました。しかし彼はあくまで組織委員会内の予算管理の責任者。総予算

を統括する役割ではなかった」 

 東京 2020 は「国立競技場」を利用し、各省庁にも東京 2020 大会の担当がい

た。国家行事との認識からテロ対策を含めて五輪担当大臣もいた。しかし、運

営はすべて組織委員会任せで、国も都庁も権限を持たない。一方、組織委員会

は IOC や IF（国際競技連盟）に言われると NO と言いにくい。そんな状況の中

で権限のない都庁が財政責任だけは負う不思議な体制だったという。 

 「都、JOC、組織委員会、政府による調整会議はあったけど、儀礼的な報告会

でしかなかった」 

 要するに東京 2020 大会は「社長」も「財務部長」もいない巨大プロジェクト

だったのだ。2016 年に「オリパラ予算を見直す」と公約して都知事となった小

池氏と上山さんが参加した時点で、もはや IOC と IF というモンスターをコン

トロ－ルできない体制になっていたのだという。 

 「そもそも前提としてあるのが、IOC と IF の無駄遣い体質。彼らは開催都市

の財政事情にはお構いなしに世界最高水準の施設と競技環境を、と押し込んで

くるわけです」 

 上山さんが中心となって見直しを進めたボート・カヌー会場の移転案も断念

せざるを得なかった。 

 「会場候補地だった『海の森水上競技場』（東京都江東区）は海上施設で波

や風が強い上に建設コストがかかりすぎる。実績のある宮城県の長沼ボート場
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にしたほうがよいと提言しました。復興五輪の意義もありますしね。小池さん

もそれはいい、と 2016 年 10 月には現地に視察に行ったんです」 

「1946 年アゲイン」という根拠なき成功バイアス 

 しかし、結果として長沼ボート場案は姿を消し、宮城県の村井嘉浩知事はじ

め地元の落胆は大きく、「復興五輪はどこに」と大きく報道されることとなっ

た。 

 「そもそも 11 月末には建設を始めないと間に合わないと期限を区切られてい

て、見直すには時間が短すぎた。結果、海の森水上競技場案のまま、できる範

囲でコストカットすることになりました。加えて、IOC からすると、ボートは

非常にステータスの高い欧州貴族の競技なんです。馬術とか射撃とかね。しか

もコーツ IOC 副会長がもともとボート競技出身なわけで、いったん決めたこと

は変えたくないと」 

 

 

 

 

紆余曲折（うよきょくせつ）

を経て、ボート、カヌーの

競技会場となった海の森

水上競技場 

 

 

 

 しみじみと五輪の難しさを感じたという上山さん。利害関係者があまりにも

多い上に、伝統の中の原理・原則を守りながら実行可能性を考えなければなら

ない。 
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 「IOC も IF も、民間団体なので透明性やガバナンスが心もとない。モンスタ

ーのようなものです。おまけに内外の NF（国内団体）が要求を押しつけてくる。 

 これに対して、本来なら必死に交渉して安く抑えるべきなのに、先頭に立つ

昭和おじさんたちの交渉スタンスが非常に甘い。『IF の話はまず聞いてあげて』

とか、『お祭りごとだから明るくいこう』とか。グローバルな交渉では最悪の

事態を想定し、性悪説でものを考えるべきなのに、やってはいけないことをや

ってしまう」 

 上山さんは「1964 年アゲイン」という発想が諸悪の根源だと言った。「どん

なにお金がかかっても、1964 年の東京五輪のように開催さえすれば後でもうか

る、すべてうまくいく」という昭和おじさんたちの根拠なき成功バイアスの根

源だと。 

 しかし、このままでは赤字をすべて東京都が支払うという最悪の結末となる。

なんとか負担を軽減するため、上山さんはモンスター退治のための最終手段に

出たのだ。 

 「海外メディアに実態を訴えるしかないと思いました。都政改革本部の資料

はもともと IOC に見せるべくすべて英訳していました。行政の公開資料だから

そのまま外国特派員協会で配って記者会見をしたんです。（都庁にも組織委員

会にも全体の出費を管理する権限がないのに、赤字は都が全部負担させられる

という）明治初期の不平等条約みたいな状況を打破するには、世界への情報公

開しかなかった。そうしたらニューヨーク・タイムズとか、五輪の予算膨張に

ついてかなり書いてくれたわけです」 

札幌は招致をやめたほうがいい理由 

 「これが世界中で想像以上の反響を呼びました。それまでもローマで女性市

長が誕生してオリンピック招致をやめようと言い出したり、ボストン市民の反

対運動が盛り上がって、2024 年五輪の立候補を取りやめちゃったりしていた。
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その後にブダペストが五輪招致を辞退したこともあって、IOC は慎重になった

わけです。 

 やがて慌てた IOC が予算管理はとても大事だ、と急に言い出しました。IOC

のほうから資材は海外から調達したほうほうが安くなるとか、入札の仕組みは

どうなのかという話も出てきて。これはものすごい成果でした。組織委員会経

由ではなく東京都と IOC で予算削減について話し合う体制もつくれた。そうし

た環境づくりも手伝って、結果的に都が建てる施設も簡素化して、建設費が約

410 億円削減できました」 

 東京 2020 は 3 兆円超えのリスクは回避できて、形の上ではなんとかギリギ

リ OK。しかし、結果的に非常に費用対効果の低い大会になった。無力感とまで

はいかないが、現在の東京 2020 への批判は当初からの予想通りだったと振り返

った上山さんは、 

 「札幌市役所や市民の人たちは大丈夫なんですかね」と心配する。 

 「財政負担という負のレガシーが重くのしかかった長野五輪をきちんと検証

して参考にすべきですね。長いものに巻かれて、組織の中で耳の痛いことを言

う人が排除されるという日本の根っこのところが変わらないととても危ない。 

 あとは、IOC というモンスターをコントロールする力を持っている人がいな

いとだめ。例えば、孫正義さんとか、稲盛和夫さんみたいに経営視点に優れた、

力のあるネゴシエーター。そういう人が組織委員会のトップに就任しない限り、

札幌は招致をやめたほうがよいと私は思います」 

 

取材・文／長野智子 写真／PIXTA 
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美術手帖 https://bijutsutecho.com/magazine/insight/25710 

INSIGHT 

2022.6.24 

なぜ開館できたのか？ 大阪中之島美術館の 40年から

考える公立美術館の過去・現在・未来（2） 

構想から約 40 年という異例の時間を経て今年開館した大阪中之島美術館。財政難や整備計

画の白紙などいくつもの困難を、関係者たちはどのように逆転したのだろうか？ 3 名のキーパ

ーソンと識者にインタビューし、開業までの経緯や将来像などを振り返る。第 2 弾は大阪府・市

の特別顧問で計画の再検討に関わった上山信一・慶応義塾大学総合政策学部教授に話を聞

いた。 

文・聞き手＝永田晶子 

     開館前

の大阪中之島美術館の様子 

 

 

 新しい美術館をつくるべく大阪市が 1983年に構想を発表し、約 40年を経て北区の中之島エ

リアに今年開館した大阪中之島美術館。その建設計画は 90 年以降に始まり、98 年には基本

計画を策定したが、財政難のため整備費が工面できず凍結された。再起動は 2010 年代に入

ってからで、市は同年 11月に規模と費用を大幅に縮減した 2度目の計画を発表する。しかし、

ようやく建設の機運が高まった新美術館計画は翌年、「待った」がかかる。新市長に就任した

橋下徹氏が「一から構想を練り直したい」と表明し、計画を白紙撤回したためだ。関連して国内

有数の歴史を持つ既存の市立美術館（天王寺区）の統廃合問題も持ち上がる。 
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 一度「白紙」に戻された新美術館計画はその後、どう筋道がついて実現へ向かったのか。本

企画の 2回目は、大阪府・市の特別顧問で計画の再検討に関わった上山信一・慶応義塾大学

総合政策学部教授に話を聞いた。上山教授は民間の手法を官庁・自治体に導入する行政経

営の専門家で、大阪市営地下鉄の民営化や東京都の五輪予算の見直し等に携わってきたほ

か、東京都や川崎市、静岡県など各地の公立ミュージアムの評価や改革、再建計画にも携わ

ってきた。 

トリガーになったのは国との契約 

──上山教授は著書『ミュージアムは都市を再生する』（日経新聞社、共著）で美術館や博物

館の存在価値を経済的視点から分析・評価しました。今回、完成した大阪中之島美術館をどう

見ますか。 

 建物内部に広々とした「パッサージュ」（遊歩空間）を持ち、出入り口も複数あって 1、2 階は自

由に行き来できる。地域に刺激と活気をもたらしてくれそうです。建築を含む総施設整備費は

約 156 億と規模に比して抑え目ですが、立地は非常に良く、遠藤克彦建築研究所が手掛けた

設計も優れている。国内外や地元の近現代美術・デザイン作品などのコレクションは、まだ市

が財政に余裕がある時期から予算を投じて集めてきたうえ、寄贈品も多く、充実したものになり

ました。同館がある中之島は水辺の景観に恵まれ、府立中之島図書館をはじめ歴史的建造物

や国立国際美術館・市立東洋陶磁美術館（1982 年開設）など文化施設が数多くあります。フラ

ンスのパリで言えばシテ島のような存在です。そうした地域のポテンシャルを発信する「文化装

置」として、大阪の都市戦略的に極めて重要な美術館が完成したと考えています。 

     大阪中之島美術

館のパッサージュ 
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    国の重要文

化財に指定されている中之島の大阪市中央公会堂 

──同館は構想から開館するまで約 40 年を要しました。建設計画はいつお知りになりました

か。 

 40年かかったプロジェクトですから、初期から詳細を知る職員はいまではほとんどいない。菅

谷館長が一番お詳しいはずです。私は 2004年 12月くらい、当時助役だった弁護士の大平光

代さんに行政改革の職員向け講演を依頼されて初めて大阪市と付きあいができました。市職

員の不適切な厚遇問題が報じられていた時期で翌年、同助役の要請を受けて「カラ残業」や

「ヤミ年金」にメスを入れる市の委員会に入りました。次いで市政改革の改革委員会の委員長

として事業分析や関淳一市長への助言を行いました。当時の大阪市は巨額の赤字財政を抱

えて次々と不祥事が発覚し、行財政の抜本的な見直しが急がれていました。「身の丈改革」が

キーワードという状況でしたから、新美術館の建設計画は知っていたものの、論点にすら上が

ってこない感じでしたね。予算がないから当分は推進できなくて当然と役所内で認識されてい

た。やがて関市長は3選を目指した07年の選挙で落選し、大平さんも退任され、私も一度市と

縁が切れました。しかし翌年、府知事に当選したばかりの橋下さんから府の特別顧問を依頼さ

れ、その延長で、11 年秋に橋下さんが知事から市長になった際に、一緒に大阪市に入ってい

って、市の特別顧問として再び大阪市の改革に関わるようになりました。 
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上山信一教授 

──凍結された新美術館の建設計画は、府知事から転じた橋下市政下で 2010 年代に動き

出し、3回目となる基本計画がつくり直されました。それから約 10年でいまの大阪中之島美術

館ができました。構想から約 30年も経った当時、計画が再始動したのはなぜでしょうか。 

 トリガー（引き金）になったのは国との契約でしょう。市は用地として中之島の国有地を国から

購入しましたが、その際に交わした契約では一定年度まで美術館が完成しなかったり、美術館

以外に転用したりすると違約金が発生することになっていた（＊1）。契約の期限が近づく 2011

年秋に市長になった橋下さんは、早急に対応する必要に迫られていました。 

市立美術館統廃合の危機 

──橋下さんは「しょぼい美術館なんかできても大阪の力は高まらない」と表明し、市長就任

後に市が前年に発表した縮小計画を白紙撤回します。どのような背景があったのでしょうか。 

 まず当時の政治状況を簡単に説明しておきましょう。橋下さんは府の赤字財政再建と組織改

革には 2 年ほどで目途をつけ、2010 年には府・市の「二重行政」解消を目指す「大阪都構想」

を打ち出します。また前年に府庁移転問題を機として自民党府議団が分裂し、その後に橋下

改革を支持する「大阪維新の会」ができて、2011 年春の統一地方選挙では府・市議会ともに

大躍進しました。次いで秋のダブル選で大阪維新の会の松井一郎さんが知事、橋下さんが市

長に当選しました。 

 橋下さんは新美術館の建設自体には賛成で、当時は府との共同事業にする腹づもりでした。

ただ彼が代表を務める大阪維新の会としては、財政難のなか、美術館の数は増やさない立場

を取っていた。新しい美術館を建設するなら市の財源だけでなく民間資本も活用して質の高い

施設をつくり、既存の市立美術館は廃止して新美術館に統合すべきだとしていました。たしか

に築 80 年近い天王寺の市立美術館は老朽化していたし、紙の上の計画では、一元化すれば

維持管理費は圧縮できる。これは行政改革の議論の延長線上で生じた一見、正しい主張です

が、私は正直困ったことになったと思いましたね。 
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大阪市立美術館 

──なぜですか。 

 2011年の春の大阪維新の会の躍進後、私はいったん府の役職を離れて大阪維新の会の政

策特別顧問として政策づくりや新人議員の教育を手伝っていた時期があります。もともと、市と

府は水道など同じ事業や似たような施設をそれぞれ自前で持っていました。それで大阪維新

の会は「二重行政による無駄」こそが大阪のガンと考え、府と市の施設や役所自体の統合を主

張し、それが都構想につながったのです。いわば「2つあるものは1つにする」という合理化が、

大阪維新の会の原理原則になっていた。私も「官から民へ」の論理と既存の組織・施設をスク

ラップ＆ビルドする必要性を新人議員に説いてきました。 

 しかし、美術館はコレクションと建物、立地、歴史的経緯まで含めたトータルな存在です。ただ

「機能」だけ取り出して、他と合体できません。体育館やホールとは違います。そもそも東洋美

術を多く所蔵する市立美術館と近現代美術を扱う新美術館では性格がまったく異なる。新美術

館は天王寺の歴史の上にプラスする新設が大前提だったし、関係者は当然そうなると思って

いた。私もそうでした。とはいえ、行財政改革の視点から言えば大阪維新の会の主張も理解で

きる。自分が投げた行政改革のブーメランが戻ってきたようで困惑しました。 

──市は市立美術館を廃止統合する方針を固めたとメディアは一時報じました。 

 2013 年 2 月に市の戦略会議で美術館の新設は再決定しましたが、統合か併存かは専門家

の意見を聞いて最終的に決定することになりました。美術の専門家や市民からも疑問や反対

の声が上がりました。そこで私を含めた外部有識者 6 人を交えた市の検討会がつくられ（＊2）、

意見交換や市立美術館の現状評価、他の公立館との比較、コスト試算などを行い、集客の可

能性も分析しました。 
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 有識者は全員が「新美術館に統合せず、市立美術館は存続させるべきだ」という見解でした。

「2 つの美術館はコレクションの性格が異なり、統合すると中途半端になる」「戦前開設された

歴史的経緯からも市立美術館は残すべき」「都市戦略的に大阪の北と南に 2 つ美術館がある

メリットは大きい」など、統合案に対し慎重論が相次ぎました。さらに天王寺の収蔵品も合わせ

た巨大な収蔵スペースを確保するには川べりにある新美術館を高層化する必要があり、その

分の整備費が跳ね上がると予想されました。要するに統合する文化的、財政的メリットがなさ

そうだとわかったのです。 

──いったん固めた方針と違う結論が出たわけですが、橋下氏は提言をすんなりと受け入れ

たのでしょうか。 

 非常に現実的に考える人ですから、具体的な数字を見ると納得されました。また、大阪は比

較的早い時期から観光振興に力を入れ始め、2012 年には橋爪紳也さん（建築史家・大阪府

立大教授）らを招いた府市合同の有識者会議もできていました。インバウンドをにらんだ議論

が行われ、国際都市として魅力向上を目指す文脈のなかで中之島の文化資源が見直され、そ

こに美術館の新設はうまくフィットした。橋下さんは、都市の集客装置としての美術館の意義に

は非常に理解と関心がありました。 

──結果的に市立美術館は廃止されず、存続しました。 

 あの時の検討会で改めて市立美術館の意義を再評価できてよかったと思います。同館はそ

もそも住友家が邸宅跡地と庭園を寄贈し 1936 年に開設されました。公立美術館として東京都

と京都市に次ぐ歴史があります。関西の財界人が収集品を寄贈したコレクションは、仏像や中

国書画など東洋美術の逸品が数多く含まれ、「国立博物館に匹敵するレベル」と検討会では評

価されました。瓦ぶき屋根を持つモダニズム建築の建物、隣接する作庭の名人・7 代小川治兵

衛らが手掛けた「慶沢園」も貴重です。しかし当時は会場が他にないこともあり、所蔵品と必ず

しも関係のない西洋美術の巡回展などを開催して、館本来の特色が打ち出せていませんでし

た。建物は耐震補強の必要があり、設備は老朽化し、レストランや売店の利用者満足度も低く、

入館者数が減少傾向にありました。ターミナル駅に近い天王寺公園にある地の利が生かしき

れていませんでした。そこで検討会ではたんに存続させるだけでなく、積極的に投資して再生

すべきだと結論付けました。もちろん中之島への統合による廃止には反対と表明した。ちなみ

に天王寺の市立美術館は今秋から約 2 年半の長期休館に入り、耐震化や展示設備、サービ

スエリアを刷新する大規模改修を行います。当時の検討会の提言がそのまま活かされること

になり、結果的にはあのとき、中之島との統合の是非を議論したことが功を奏しました。 

 2 館はペアでとらえるべきです。平たく言うと市立美術館が「大阪の財界人、町衆がつくり上

げたコレクション」なら、大阪中之島美術館は佐伯祐三や吉原治良ら「大阪が育んだアーティス

トの作品群」です。それぞれ市南部と北部に位置して地域バランスも取れている。大阪の公立
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館には他に東洋陶磁美術館もありますが、これほどの大都市なので、東京やニューヨークと同

じく性質が違う公立美術館が複数あって当然だと思います。 

大阪市立東洋陶磁

美術館 

大阪の文化行政の未来 

──2019 年に市立の美術館・博物館を束ねる地方独立行政法人「大阪市博物館機構」（＊3）

が設立されました。美術館と博物館の地独法化は全国で初めてです。どのような狙いがある

のでしょうか。 

 大きな目的は専門人材を継続して安定的雇用、確保することです。かつては各館とも指定管

理者制度による運営でしたが、契約期間が 5 年ほどなので長期的視点に立った事業計画、雇

用や人材確保が難しかった。たまたま財政難で人件費も抑制され学芸員の人数は減り非正規

雇用が増えていました。人手不足で企画力が低下し来館者数の減少を招く悪循環に陥ってい

ると思えました。加えて、関西の優秀な人材が東京等へ流出するのをくい止めたいと考えた。

その処方箋が、市立館の経営と運営を独立行政法人のもとで一元化する方法でした。学芸員

は法人の正規職員として雇用され、各館で仕事をするので、安定した雇用環境のもと、知識と

経験を蓄積して展覧会の企画や収集ができる。事業の継続性や館の個性の創出につながり

ます。 

──府・市双方の文化、博物館行政に関わっています。今後の展望はどのようなものですか。 
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 全体的な見通しで言えば、いまは山を登り始めたばかりです。最初の 1歩は独立行政法人を

つくって、民間出身の理事長のもと経営改革を行う。独立組織として主体的に予算と人材を回

す。第 2 歩が長年の懸案だった大阪中之島美術館の開館。3 歩目が天王寺公園のリニューア

ルと軌を一つにした市立美術館のリニューアル。その次に来るステップは、おそらく大坂城に近

い国史跡・難波宮跡の保存整備と活用でしょう。大阪市は、古代に宮殿があった全体像が体

感できるような公園にすることを計画している。民間の力も借りて 2025年の大阪万博に向けて

機運を盛り上げていきたい。その他、府内には他に多くの古代遺跡や史跡があります。府立の

近つ飛鳥博物館なども見事なものです。しかし今までの大阪の歴史展示は大阪城を中心とす

る近世が中心だった。産業都市だったので京都や奈良に比べ行政による文化の資源化が進

んでいなかった。これから大阪の歴史をいわば再発掘していく必要がある。そのけん引役とし

ても独法には期待をしたい。そこまで完了して、やっと大阪の都市の大きさにふさわしい文化

施設と運営体制が整ったと言えるのではないかと考えています。 

大阪・中之島の水辺の

景観 

＊1──大阪市は美術館用地に大阪大学跡地の 1600 平方メートルを国から購入。国との契

約では公立美術館を整備しない場合は約 48億円の違約金が発生した。 

＊2──大阪市の美術館のあり方検討会。外部メンバーは上山氏のほか、梶谷亮治（東大寺

ミュージアム館長）、鈴木博之（青山学院大学総合文化政策学部教授、博物館明治村館長）、

高瀬孝司（株式会社ジオ・アカマツ取締役会長）、建畠晢（京都市立芸術大学長、埼玉県立近

代美術館館長）、柳沢秀行（公益財団法人大原美術館学芸課長）＝五十音順、肩書は当時 

＊3──大阪市博物館機構に所属するのは市立科学館、市立東洋陶磁美術館、大阪歴史博

物館、市立自然史博物館、市立美術館、大阪中之島美術館。理事長は真鍋精志氏（元 JR 西

日本会長） 
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