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2021年に、デンマークの首都であるコペンハーゲンは2025年ま
でに完全にカーボンニュートラルな都市になることを宣言しまし
た。もし成功すれば、コペンハーゲンはこの目標に到達した世
界初の首都になるだけでなく、他の主要都市に10年以上も
差をつけて宣言を達成することになります1。

この取り組みのカギは「Copenhagen 2025 Climate Plan
（CPH 2025：コペンハーゲン2025気候変動変動適応計
画）」です。気候変動に対するこの多次元的アプローチは、民
間企業、学術機関および市民の代表者等200以上のステー
クホルダーが共同で策定しました。同計画には、4つの重要分
野（エネルギー消費、エネルギー生産、モビリティ、市政）に
おける具体的な目標とカーボン削減への取り組みの概要が示
されています2。

• エネルギー生産と消費：コペンハーゲンはすでに62基の風
力タービンを設置しており、総発電量は158MWに達しま
す。これは、3万世帯以上の消費電力を完全に賄えるエ
ネルギーに相当します3。同市は2025年までに460MWまで
増やすことを目指しており、また、ごみをエネルギーに変える
発電所の新設を委託し、既存の廃棄物発電所を石炭
発電所で使用される燃料を木質パレットに切り替えるな
どの取り組みも行いました4 。このような活動を通じて、コペ
ンハーゲンは2005年水準比でカーボン排出量の42%削減
と、熱消費の15%削減を達成しています5。

• モビリティ：コペンハーゲンは、市内の移動の75%を徒歩、
自転車または公共交通機関で行うことを促進する新たな
交通機関モデルの構築を目指しています。これを実現する
ため、自転車のインフラを増やしたり、公共交通機関の路
線網を拡大したり、駐車料金の値上げ等により自家用
車の使用を抑制する対策を取っています6。

2019年時点で、コペンハーゲン市内の移動手段の約66%
が自転車、徒歩、公共交通機関のいずれかを利用した
ものでした。

• 市政：同市は 庁舎のエネルギー消費の40%削減や公用
車の代替燃料への転換、庁舎への太陽光パネルの設置
に注力することにより、行政運営や体制をより持続可能
なものにすることを目指しています。古い建造物をグリーン
テクノロジーで改築し、新しい建造物はよりサステナブルな
設計にすることで、建物のエネルギー効率を上げています。
また、Nordhavn（ノーハウ）という新しい地区に建物にセ
ンサーを埋め込んだ「リビングラボ」を建設中で、研究者は
エネルギー管理の新しいインサイトを構築するためにこのセ
ンサーから得られたデータを使うことができます7。

さらに、こうした素晴らしい成果は同市の経済成長を阻害す
ることなく達成されました。気候変動適応計画のコストは高く
（推定総額40億米ドル）、ビジネスモデルがシフトするにもか
かわらず、2018年のコペンハーゲンのGDPは、2010年比で約
31%成長しました8。

コペンハーゲンの計画は、気候変動への取り組みにおける政
府の役割の変化に関する見解を提示しています。それは単に
意欲的な目標の設定だけでなく、気候変動におけるより大胆
な行動と協調的なアプローチで目標達成を追求することを意
味します。

都市は気候変動に対して多次元的なアプローチを取っていかなければなりません。そこで当グ
ループでは、私たちの調査から得られたインサイトに基づき、都市に対して「5つのレンズ 」 - ガバナ
ンス、イノベーション、リスク削減、行政運営上のサステナビリティ、気候衡平性 - を通して気候
変動を見ることを推奨しています。
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エネルギー消費とモビリティに関するコペンハーゲンの意欲的な
目標は、さまざまなステークホルダーグループの連携や協力がな
ければ成功は不可能です。

従来、都市、または行政は緩和や適応といった観点から気
候変動について考えてきました。これらは重要なコンセプトです
が、都市はコペンハーゲン計画のように、気候変動のアプローチ
をより広範で、より包括的なものに進化させるべきです。都市
はガバナンスや気候イノベーションのエコシステムを見直し、気
候衡平性に一点集中して取り組む必要があります。

本稿では、世界の各都市の進捗を把握するために、気候行
動の各重要分野を掘り下げていきます。推奨事項や所見は
ESI ThoughtLab とデロイトのグローバル都市調査に基づきます。
（本調査の詳細は下記の「本調査について」をご参照くださ
い。）

気候レジリエンスの構築には気候変動
への新たなアプローチが必要です

気候変動に関する何年もの白熱した科学的・政治的議論を
経て、科学界はようやく人類の役割についてほぼ全員の共通
認識にたどり着きました。気候科学者の約97%が過去100年
の気候温暖化の傾向は人間の活動が原因である可能性が
高いという意見で一致したのです9。このことは、2020年にパン
デミックによる経済停滞やロックダウンにより世界の排出量が
2019年比で7%（二酸化炭素約24億二酸化炭素換算ト
ン）減少したことで、その合理性が明確に示されました。しか
し、経済活動が世界各地で再開されると、炭素排出量は通
常レベル、またはそれ以上に戻ると予想されています10。

パンデミック後は、気候変動が世界各地の都市の長期的最
優先政策アジェンダになるでしょう。調査対象都市のトップの4
分の1が、気候変動と環境脅威を最優先に取り組むべき外
的破壊因子と捉えていると回答しました。さらに、調査対象
都市の約半数が国連の気候行動に関するSDG「気候変動に
具体的な対策を」に向けて大きく前進しています。しかし、地
域差が大きいのも事実です。アジアや欧州の都市は当該目
標に向かってそれぞれ67%と65%と、大幅な進展を見せていま
す。欧州の成功の理由の1つには国民の支持の高さがあり、
EUが行ったユーロバロメーター調査で、市民の約93%が気候変
動は深刻な問題であると考えていることがわかりました11。

気候科学者の約97%が、過去100
年の気候温暖化の傾向は人間の
活動が原因である可能性が高いと
いう意見で一致しています。

本調査について
ESI ThoughtLabは、デロイトを含む民間企業、自治体、学術機関のリーダーと協働で、世界の167都市を対象に、国連の持
続可能な開発目標（SDGs）の取り組みの進捗状況、パンデミックへの対処方法、パンデミック後に取り組みを加速させるた
めのデジタル技術やデータを始めとするイノベーションソリューションの活用状況を調査した。

本調査は、2020年8月から11月にかけて、さまざまな所得レベルや人口規模の82カ国の都市を対象に行われた。また、さまざ
まな都市区域における技術やデータの活用の進捗度および市民やステークホルダーの関与を促す能力に基づき、スマートシティ
の成熟度として3つのステージ（初級、中級、リーダー）に都市を分類した。本調査の結果により、都市の29%が初級、49%が
中級、22%がスマートシティリーダーに分類された。
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北米は比較的遅れており、気候行動目標に対して大きな進
展が見られたのは調査対象都市のわずか10%でした。この点
に関して米国ではバイデン・ハリス政権が危機感をあらわにし
ています。同政権は攻めの姿勢を示して気候変動に関する
一連の大統領令を発令し、政府一丸となったアプローチを取
るよう命じました。これら命令には、エネルギーシステムの変革、
ゼロエミッション輸送への支援、炭素回収等のクリーンエネル
ギー技術におけるイノベーションの促進といった取り組みも含ま
れます。

また、これらの命令により、都市計画や行政運営はさまざまな
影響を受けるでしょう12。

気候変動とその影響が次の10年において重要な課題であり
続けることは間違いありません。そして都市は、私たちが気候
行動の5つのレンズと名付けたコンセプトのような、この課題に
取り組むための新たなアプローチを生み出す必要があります。
この5つのレンズは、都市のトップが行動の機会を見出せるよう、
従来の緩和・適応アプローチをベースに展開します（図1）。

出所：デロイトによる分析

図1

都市の多次元的気候変動アプローチへのシフト
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イノベーション
公共セクターの力を利用し、先
進技術、新しいソリューション、
革新的な資金調達パートナー
シップを促進し、気候変動の問
題に取り組む

リスク削減
自治体のインフラ・行政運営・
サービスへの投資を特定し、
優先順位をつけ、状況により
適応させ、気候変動のリスク
に対応し、レジリエンスを促進

する

行政運営上のサステナビリティ
自治体のインフラ、行政運営および
サービスからの炭素排出量を測定・
削減し、それらの任務遂行のレジリ

エンスを強化する

気候衡平性
契機になりうる気候変動
の課題を活用して市民
全員がより良い社会・雇
用・環境を享受でき、そ
の効果を計量する

ガバナンス
気候変動問題に対応するため、

政策、資金調達、規制、データレベルに
おいて、都市の技術面・行政運営面を

義務化する



以降のセクションでは、都市による気候変動への取り組みを
考察し、5つのレンズそれぞれの進捗状況をマッピングしていき
ます。また、地域差についても検討し、気候変動の取り組み
が進んでいる地域を明らかにします。

ガバナンス
気候変動は都市が今直面している最も深刻な世界的脅威
の1つであり、自治体のトップは問題の規模、範囲、複雑さに
合ったガバナンスモデルを採用する必要があります。これを行う
方法の1つは、都市のすべての活動の中心に気候変動を据え、
行政運営上の実務およびプロセスの有意義な変革を行うこと
です。

都市は、ハイパーローカル（超地域密着）型の具体的な目
標に取り組むための革新的なガバナンスやリーダーシップモデル
を発展させることもできるでしょう。米国のマイアミ・デイド郡は、
どのように気候問題を中心に据えたリーダーシップおよびガバナ
ンスを構築し、現地の気候変動問題に取り組んでいくことが
できるかについて、群の見解を示しています。

2021年5月、マイアミ・デイド郡は世界初のChief heat Officer
（最高熱波責任者）にJane Gilbert氏を任命し、マイアミ市
への気候変動の影響を正式に認めました13。Gilbert氏は、新
設された役職に就任する前はマイアミ市の最高レジリエンス責
任者を4年間務めていました。今後は、熱波・健康タスク
フォースの共同議長として、地方自治体や群の各課、医療機
関、コミュニティに拠点を持つ団体、学術機関を含む、より広
範なエコシステムを1つにまとめていきます。この役職を新設した
ことで、マイアミ市は、例えば公園・レジャー施設課では林冠を
作り、輸送課ではより涼しい舗装道路の建設に使用する素
材に注目するなど、熱波緩和の取り組みを課の垣根を越え
て連携して進めることが可能になります14。

Gilbert氏はまた、深刻化する熱波問題への取り組みにおける
マイアミ市の役割を少しずつ変えていこうとしています。一例と
して、小売店舗がエアコンをつけているときにドアを開けたまま
にすることを防ぐ対策を取ったり、酷暑の時間帯を避けた勤務
スケジュールに変更したり、日陰で休憩を取るよう市民に勧め
たり、ヤシの木を、日陰をつくる木に植え替えたりするような取
り組みを行っています15。

気候変動への関心が高まるにつれ、都市は、沿岸都市の海
面上昇、大気汚染、安全な水へのアクセス改善等の重要分
野に焦点を当てたガバナンスやリーダーシップのモデルを活用し
た斬新な取り組みを打ち立てることも可能です。本調査から、
各都市は現時点では、幅広いサステナビリティやレジリエンス
に注力することで、従来の役割を引き続き進化させていること
が分かりました。

サステナビリティやレジリエンス担当役員の任命 この10年、
各都市が次々と気候への取り組みを監督する最高サステナ
ビリティ責任者（CSO）またはそれに相当する役職を設置す
るようになりました。当グループの調査結果によると、調査対
象都市の全体の78%がサステナビリティを監督する幹部職を
置いています。欧州の約97%、北米の88%がCSOまたはそれに
相当する役職を設置していると回答しました（図2）。

もう1つの傾向は、都市がレジリエンス構築の取り組みを強化
してきていることです。レジリエンスとは気候変動の専門用語
ではありませんが、もちろん関連性はあります。簡単に言えば、
レジリエンスは、ディスラプティブ（機能不全に陥らせるほどの
破壊的）な事象に備え、対応・回復・適応できる都心の能
力と定義することができます16。
（Four capabilities to build resiliency in cities [都市のレジ
リエンスを構築する4つの能力]を参照）
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また、本調査から、世界の都市の55%がレジリエンスを監督す
る幹部職を設置し、特に欧州、北米、中南米でその動きが
進んでいることが明らかになりました。

行政運営プロセスに気候・サステナビリティレンズを採り入れる
サステナビリティとレジリエンス担当の幹部は、都市が気候や
環境のディスラプションに対し完全一体型の対応を取るための
取り組みの調整役を担うことができます。

例えば、調査した都市の78%がスマートシティ案の重要な評
価基準としてサステナビリティとレジリエンスを挙げました。地理
やスマートシティ成熟度にかかわらず、様々な都市がそのように
答えています。さらに、71%が新たなインフラ投資を行う際には
気候変動が将来与えうる影響を考慮すると回答しました。

図2

都市における気候ガバナンスの取り組み

気候とサステナビリティの
リーダーシップ

スマートシティ案を評価する
際、重要な評価基準として
サステナビリティとレジリエンス
を採用している都市

欧州アフリカ アジア 中南米 MENA* 北米

都市のプロセス改善

63%

42%

67%

68%

57% 97% 80% 90% 88%

37% 70% 67% 50% 65%

74% 59% 67% 80% 78%

84% 86% 73% 70% 85%

注： *MENAは中東・北アフリカ（Middle East and North Africa）の略称
出所： Smart city solutions for a riskier world survey（リスクがより高い世界へのスマートシティ・ソリューションに関する調査）

レジリエンスを監督する
幹部職を設置している都市

サステナビリティを監督する
幹部職を設置している都市

気候変動による新規インフラ
投資への将来的な影響を考
慮している都市
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リスク削減
気候変動の影響が異常気象、海面上昇、自然破壊といった
形で頻繁に見られるようになるにつれ、気候リスクの情報開示
を求める機運が世界中で高まってきています。しかし、リスクを
特定し開示するだけでは不十分で、各都市は特定したリスク
（予防可能なものと不可避なものの両方）を積極的に管理
する必要があります。

ポーランドの国家気候行動計画を見てみましょう。人口の60%
以上が都市や市街地に住むポーランドの国家計画（MPA:
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu [都市の気候変
動適応計画]）では、首都のワルシャワを含む44の中央管轄
都市で気候変動に取り組むことを目指しています17。

MPAにまとめられている取り組みには、洪水警報防護システム
の最新化、効果的な水管理システムの構築、市街地の緑地
拡大、激化する熱波対策の策定などがあります。例えばワル
シャワでは、500km2の土地に生えている900万本の樹木を監
視する森林樹冠地図のプラットフォームTree Crown Mapping
を立ち上げました。

このプラットフォームは、リモートセンサーからのデータを活用して
樹木がある条件下の気候変動や都市化の影響を把握する
ためのもので、都市の各関係当局は、これを活用してターゲッ
トを絞った行動を取ることが可能です。市民はデータにアクセス
して各地の緑地率を確認したり、さまざまな住宅地周辺の植
樹の進捗状況を観察したりすることができます18。

将来に向けた計画 国連によると、世界の78%のエネルギー
を都市が消費し、世界の温室効果ガスの60%を発生させてい
ます19。気候変動の主要因として、将来のニーズを計画し、持
続可能な開発に向かって動くことは都市の義務です。

例えば、大気汚染は世界の都市、特に先進国の都市で深
刻化しています。質の悪い空気により毎年700万人が世界中
で死亡しています20。大気汚染の主な発生源の1つは市街地
のモビリティと交通渋滞の悪化です。都市は公共交通機関
やマルチモーダル（多様な輸送手段）ソリューションに注力し、
化石燃料に依存した車両の使用をやめることで、人々の移
動手段を再検討する必要があります。
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本調査は、都市が、公共交通手段の選択肢の拡大から歩
きやすさの改善まで、現在のモビリティモデルを見直しているこ
とを示しています。調査した都市のうち、徒歩が今日の重要
な移動手段であると考えているのは36%に過ぎませんが、62%
以上が今後3年で重要な移動手段になると考えています
（図3）。

さらに、 世界の40の主要都市が作成した新型コロナウィルス
感染症の回復計画であるC40 Mayors’ Agenda for a Green
and Just Recovery（C40市長連合のグリーンで公平な回復
のためのアジェンダ）は、歩行者をもっと受け入れるような市
街地づくりに注力し温室効果ガスの削減を目指す「15分都
市」モデルを推奨しています21。

図 3

都市における持続可能な交通手段の高まる重要性
現在と3年後の都市の割合の比較

欧州

アフリカ

アジア

中南米

MENA*

北米

現在 3年後

84%63%

62%

21% 26%

24% 39%

100%

47%

87%74%

43%

42%

65%

67%

43% 67%

60% 60%

60%

40% 40%

73%

7% 60%

35%

35%33%

93%

93%

53%

53%

78%

78%

90%80%

現在 3年後 現在 3年後

注： *MENAは中東・北アフリカ（Middle East and North Africa）の略称
出所：Smart city solutions for a riskier world survey（リスクがより高い世界へのスマートシティ・ソリューションに関する調査）
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もう1つの傾向は、電気自動車（EV）へのシフトと世界の都
市におけるEVインフラの開発です。EV技術は今後10年で進歩
し、バッテリー容量が増え航続距離が向上するため、都市で
はEVモビリティが大幅に増加するでしょう。本調査では、都市
が今後3年でEVへの大きなシフトチェンジ（33%から55%）を
見込んでいると報告しています。さらに、調査した都市の68%
が公共のEV充電インフラに大規模な投資をしており、欧州
（92%）や北米（88%）の都市が電気で走るモビリティに大
きな期待を寄せています。

リスク削減戦略への技術投資 新しいツール、技術、手法に
より、都市は幸運にも大気汚染等のある程度の気候関連リ
スクを避け、洪水等の気候リスクが避けられない場合には被
害を抑えるような過去にはなかった能力を手に入れることがで
きます。本調査によると、都市の93%がリアルタイムの空気質
監視システムに大規模投資を行っています。
同様に、調査した都市の88%がリアルタイムの水質管理シス
テムに、69%が集中豪雨やハリケーン等の異常気象が引き起
こす問題を予測する事前警報システムに投資しています。

行政運営上のサステナビリティ
気候変動や自然破壊は都市のほぼすべての課や区域の任
務に影響する可能性があります。これに取り組むため、都市
のリーダーは排出量削減と再生可能エネルギーについて大胆
で意欲的な目標を検討するべきです。しかし、都市はこうした
目標に向かって確実に前進するために現場での行動を推進
する必要があります。

大胆で意欲的な目標の設定 調査結果によると、世界の
主要都市の47%しか国連の気候変動に関するパリ協定に合
わせた目標を定めていません。北米の都市が参加率が最も
低く、18%に留まりました。しかし、バイデン・ハリス政権は気候
変動問題を最優先政策アジェンダの1つに掲げているため、パ
リ協定目標に向かって前進する米国都市が増えることが期
待できるでしょう。
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さらに、調査対象都市の32%しかカーボンニュートラルの目標を
設定していない一方で、他の30%が今後数年で100%クリーン
再生可能エネルギーへのシフトを計画していることが本調査で
分かりました（図4）。
しかしながら、国民の圧力により今後数年でこの割合が上昇
することが期待できます。

本調査の一環として実施された10都市の市民感情分析によ
ると、市民の過半数が自治体の気候変動への取り組みに対
して不満を感じていました。
今後はおそらく、国民の感情や市民運動がこの分野において
より大胆に行動するよう都市を後押しする重要な役目を果た
すことになるでしょう。

100%クリーン再生可能エ
ネルギーを使用するという
目標と計画

壮大で大胆な
目標の設定

新たな建設や改築に対
する国や州の規制より厳
しい建築基準法

既存ビルのエネルギー効
率や性能向上に対する
財政優遇措置

自治体のビルのグリーン
建築基準の順守とエネル
ギーの実績データの公開

エネルギー効率プログラムと
ルール

5% 35% 51% 20% 40% 28%

21% 24% 43% 13%

61%

30% 35%

42% 37% 65% 60% 80% 53%

32% 46% 67% 40% 45%

30%16% 30% 47% 40% 48%

アフリカ アジア 欧州

図4

都市の行政運営上のサステナビリティ目標と取り組み

中南米 MENA* 北米

注： *MENAは中東・北アフリカ（Middle East and North Africa）の略称
出所：Smart city solutions for a riskier world survey（リスクがより高い世界へのスマートシティ・ソリューションに関する調査）

カーボンニュートラルを実
現するという目標と計画

10

気候レジリエントな都市の構築：気候行動の5つのレンズを考察する



株主や消費者、従業員が会社に対して気候関連の取り組
みへの意義あるコミットメントを要求しているように、こうした動
きはすでに民間セクターで起こっています。

インフラ変更の実施と推奨 ほとんどの都市がすべてをリセッ
トしてゼロから建設するような潤沢な資金は持っていないため、
古いインフラやビルをより環境に優しく持続可能なものに改修
することに注力しています。

本調査によると、都市の52%が新規の建設や大規模改築に
対し国や州の規制よりも厳しい建築法を定めています。一方
で、50%が既存ビルのエネルギー効率を向上させる工事に対
し財政優遇措置を設定しています。さらに、都市の約35%が
自治体のビルを建設・改築したりする際にグリーン建築基準
に準拠し、そのビルのエネルギー効率の実績データを公表して
います。

例えば、チェコ共和国のプラハでは2015年以降、気候変動
適応戦略を推進しています。プラハはグリーンインフラの開発
や洪水・干ばつの影響緩和、持続可能なモビリティ手段の開
発、市内の既存ビルのエネルギー効率の向上といった様々な
分野で目標を設定しました22。エネルギー効率の高い照明シ
ステムの設置やインテリジェントビル管理システム、エネルギーの
一元管理システムの統合化により、古い建造物のエネルギー
効率を向上させるための修復または改修工事に対しては、財
政優遇措置を導入しています23。

また、同市はここ数十年間気温上昇や熱波に直面しており、
これにより市内、とりわけ中心街にヒートアイランド現象が生じ
ています。ヒートアイランド現象は一般的に、緑地を、吸熱・蓄
熱するコンクリート等の建造物が密集したエリアに変えてしまう
と発生する現象です24。この問題を解決するため、プラハはグ
リーンインフラの活用や緑地率の向上を通じた市内の各所を
「冷やす」一連の取り組みを始めようとしています。これには、
持続可能なモビリティ手段の開発、新しい公園の設置や既
存の公園の修復、路地脇の植樹、グリーンルーフの設置が含
まれており、他にも多くの取り組みが計画されています25。

イノベーション
気候技術市場では破壊的イノベーションが起ころうとしていま
す。例えば、Peter Plastrik氏とJohn Cleveland氏は2019年
に上梓した著書で、気候イノベーションを地域で発展させた世
界の25の都市に注目しています26。両氏はこうした都市を「気
候イノベーションラボ」と称し27、都市が気候変動問題に取り
組むためにいかに公共セクターの力を利用して先進技術や新
しいソリューション、資金調達に関する革新的なパートナーシッ
プを進めることができるのかを考察しています。

また、同書では、化石燃料を風力・太陽光・水力発電に切り
替えることにより、2050年までに再生可能エネルギーの使用を
100%にするという意欲的な目標を設定したカナダ・バンクー
バーの例を取り上げています。同市は、新しいビルを建設する
際は必ずエネルギー効率が高くかつ化石燃料に依存しない建
物にするよう、より厳しい建築基準法を施行するなど、様々
な方法によりこれに取り組んでいます28。

バンクーバーは世界のクリーンテックの主要ハブになっており、都
心部には燃料電池ソリューション、パワーエレクトロニクス、廃
水処理技術に注力する140社超のクリーンテック企業が拠点
を置いています29。
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アフリカ アジア 欧州 MENA*

また、バンクーバーは、食料、繊維、グリーンビルディングといった
重要分野におけるグリーンジョブの創出や循環経済の構築を
実現するため、技術イノベーションも推進しています。例えば、
Unbuildersという企業は解体したビルの資材をアップサイクル
する（回収・リサイクル率99%）ことで建設廃棄物を最小限
に抑えています30。

バンクーバーにとどまらず、当グループの調査で環境やサステナビ
リティが都市にとって今後3年間で2番目に優先順位の高い
投資分野であることがわかりました。これらの投資価値を上げ
るには、自治体のトップは新しい技術ソリューションの試行、検
証、展開を進めるために、成長産業である気候・クリーンテッ
クセクターとのより良い協働方法を考える必要があります。例
えば、都市の78%がエネルギー使用の追跡・管理をするアプリ
に、69%が水道スマートメーター、 67%がスマートグリッドやスマー
トメーターに投資しています（図5）。

バンクーバーの循環経済技術への取り組みのように、都市は
気候変動と闘うために持っている力やリソースを利用しディスラ
プティブ技術や資金調達のための革新的なパートナーシップを
推進しなければなりません。供給面では、都市はイノベーター
をサポートし、気候変動の抑制に必要なスピードと規模でイノ
ベーションを加速するのを阻む障害（規制に関する障害、業
界経済、頑として変わろうとしない現職議員）を克服する必
要があります。例えば、調査した都市の約3分の1が飛び込み
の提案やパートナーによる公開ピッチ（企画提案）セッション
で都市にアイデアを提示することを奨励していると回答しました。
需要面では、各都市は購買で需要を刺激するのに苦戦して
いるかもしれませんが、革新的な資金調達方法によって刺激
することができます。本調査は、スマートシティプロジェクトの資
金調達に際して、都市は、従来の政府借り入れおよび民間
セクターからの資金調達から、より焦点を絞ったベンダーの資
金調達モデルに移行しようとしていることを示しています。

中南米 北米

図5

都市のスマートエネルギーや水管理技術への投資

エネルギー使用の追跡・
管理のアプリに大規模投
資を行っている都市

水道スマートメーターに大
規模投資を行っている
都市

スマートグリッド／ス
マートメータに大規模
投資を行っている都市 61% 73% 73% 90% 78%

63% 54% 95% 87% 90% 90%

57%47% 78% 60% 90% 85%

32%

注： *MENAは中東・北アフリカ（Middle East and North Africa）の略称
出所：Smart city solutions for a riskier world survey（リスクがより高い世界へのスマートシティ・ソリューションに関する調査）
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気候衡平性
気候変動の影響は世界中のあらゆる人に及びますが、皆が
平等に体験するものではありません。対抗するための手段が
最も少なく最も被害を受けやすい人々に最大の脅威をもたら
します。例えば、モンスーン豪雨のパターンが変化すると発展途
上国の最貧困層の農業従事者たちが最も大きな影響を受
け、海面上昇は沿岸地域の町や都市の被害を受けやすい住
民に最大の被害をもたらすでしょう31。

気候変動に対抗するための計画を都市が進めるにつれ、環
境に公正なレンズを通して、つまり都市の意思決定やプログラ
ムが及ぼす環境面の影響だけでなく、社会面、衛生面および
経済面で起こりうる影響を評価し、自身の行動を考えてみる
べきです。

例えば、コロンビア・ボゴタでは持続可能でかつ包括的なモビリ
ティソリューションを生み出そうとしています。人口780万人と車
両数120万台が行き交う同市は、交通渋滞とそれによる大
気汚染に30年前から苦しんでいます。2019年のボゴタ市内に
は、交通渋滞が世界で最も深刻な地域が複数あり、同年に
渋滞で車両が動けなかった時間は191時間を超えました。

同市で実施されたあるモビリティ調査によると、住民の過半数
が公共交通機関に不満を感じていました。さらには、路線網
が十分に行き渡っていない区域に住んでいる、いつ来るか分か
らない、長時間待たなくてはならない、目的地まで複数路線
を乗り継ぐ必要がある、などの理由で、都市で最も弱い立場
の人々が一番の苦難を強いられていました。

ボゴタはさまざまなモビリティイニシアチブを通じ、精力を注いで
これらの問題に取り組みました。まず、より安価な料金の公共
交通機関の選択肢を増やすことで、低所得層世帯の金銭
的負担を軽減しました。次に、シャトルの運行本数を増やし、
新たなルートを設置することで、交通機関へのアクセス時間
（駅やバス停までの徒歩時間と待ち時間の両方）を減らす
ことに注力しました。

ボゴタの公共交通機関当局はバスの本数を増やすことで輸
送力を増やしました。同市は2021年の初めに596台の電気バ
スを新たに追加し、総バス台数は中国を除く世界最多の
1,485台に増えました。この動きによりボゴタでは毎年83,433 ト
ンの二酸化炭素排出量と9.63トンの粒子状物質排出量の
削減が予想されています32。

今後の展望
都市は今後数十年にわたる気候変動との闘いにおいて中心
的な役割を果たすことが求められるでしょう。しかしながら、都
市、または行政は単独でこの闘いに立ち向かう必要はありま
せん。事実、単独では闘えません。気候変動は現代で最も
困難な問題であり、それにはこの意地悪な問題に集結する民
間セクター、技術企業、学術機関、市民による広範なエコシ
ステムが必要となるでしょう。

気候問題に取り組むため各都市で新たなガバナンスモデルの
発展が今後見られるでしょう。しかし、もっと重要なのは、都
市がこのより広範なエコシステムの招集者となり、コンセンサス
の形成、連携の向上、協働体制の構築に取り組まなければ
ならないという事です。 これにより、さまざまなステークホルダー
が思い思いの方向に動くリスクを削減し、気候行動が都市の
重要気候目標に焦点を合わせられるようになります。
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デロイトのガバメント・インサイト・センターのスマートシティに関する研究リーダーであるMahesh Kelkarは、技術、イノベーションおよび政
策が都市の未来に及ぼす影響を把握することをテーマとした研究を行っています。連邦政府・州政府セクターの実績詳細を追跡調
査し、行政運営、政策、意思決定と技術の交点について綿密な研究に注力しています。

Mateusz Bratek | mbratek@deloittece.com

Mateusz Bratekは、デロイトポーランドのサステナビリティ・経済チームのコンサルタントとして主に公共セクターのクライアントを担当し、
環境のサステナビリティ、気候行動、スマートシティまたは経済分析に関するプロジェクトに従事しています。現在、グローバル行政・
公共サービスの気候行動グループの発展をサポートすると同時に、デロイト内のスマートシティネットワークでデロイトポーランドのスマート
シティアンバサダーも務めています。英国の開発学研究所からグローバリゼーション、ビジネス、開発の修士号を取得しています。

執筆者について
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問い合わせ先
当グループのインサイトを活用し、変化を生かした企業活動の実現をお手伝いいたします。貴社の課題解決に役立つ斬新なアイデ
アをお探しでしたら、ぜひお問い合わせください。

業界リーダー

Irena Pichola
グローバルGPS気候行動大胆政策のリーダー |スマートシティのグローバル・EUサステナビリティのリーダー
パートナー |リスクアドバイザリー
+ 48 502 184 587 | ipichola@deloittece.com
中欧のサステナビリティ・コンサルティングチームのリーダーであるIrena Picholaは、民間・公共の両セクターのクライアントのためのサステ
ナビリティや気候問題、戦略を専門としています。

業界センターの問い合わせ先

William Eggers
エグゼクティブ・ディレクター |デロイト・ガバメント・インサイト・センター
+ 1 571 882 6585 | weggers@deloitte.com
William Eggersはデロイトのガバメント・インサイト・センターのエグゼクティブ・ディレクターであり、同センターではデロイトの公共セクター
のソートリーダーシップの責務を担っています。近著『Delivering on Digital: The Innovators and Technologies that Are
Transforming Government（デジタル化の実現：行政変革を実現するイノベーターと技術）』

日本の問い合わせ先

丹羽弘善
政府・公共サービス
執行役員 |デロイトトーマツコンサルティング
気候変動、及び中央官庁業務に従事。製造業向けコンサルティング、環境ベンチャー、商社との排出権取引に関するジョイントベ
ンチャーの立ち上げ、取締役を経て現職についています。
システム工学・金融工学を専門とし、政策提言、排出量取引スキームの構築、気候変動経営戦略業務に高度な専門性を有す。
気候変動及び社会アジェンダの政策と経営戦略を基軸とした解決を目指し官民双方へのソリューションを提示しています。
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デロイトのガバメント・インサイト・センターでは、行政のイノベーションにおける示唆に富むストーリーを紹介し、新技術や管理プラクティ
スの導入の背景を考察しています。調査内容が専門用語や些細な点に埋没しないよう、わかりやすい形で本当に必要なインサイ
トを具体的に示し、行政職員に指針を与えるような最先端の調査の結果を提示します。当センターの目標は、調査、フォーラム、
没入型ワークショップを通じ、行政職員や政策に携わる職員、メディア関係者に対して、行政変革で何が実現可能かの理解を促
す最新のインサイトを提供することです。

デロイトのスマートシティ・都市変革サービス

デロイトは、スマートシティ・都市変革の取り組みを通じ、市民の生活の質を向上させ、都会が抱えている主要問題 を解決し、
国連の持続可能な開発目標11「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする」ことにポジティブに
貢献するという大きな目標を持っています。
本イニシアチブは、都市によるモビリティ、データおよびサステナビリティ等の主要問題への取り組みにおける先端デジタル技術の
活用方法に関して、最先端の考え方を提供しています。
デロイトは、グローバルネットワークとセクター横断の経験を生かし、包括的なスマートシティ構想をより明るい都市の未来をもたら
すことができる実行可能で具体的なソリューションに進化させます。詳細については、 Deloitte.comをご覧ください。

デロイトのガバメント・インサイト・センターについて

注意事項：本資料はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2021年8月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ グループ
が翻訳・加筆したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/public-sector/solutions/gx-smart-cities-of-the-future.html




デロイトトーマツグループは、日本におけるデロイトアジアパシフィックリミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイトトーマツ合同会社ならびにそのグ
ループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツ コンサルティング合同会社、デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマ
ツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイトトーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイトトーマツグループは、日本で最大級の
ビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャ
ルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントと
しています。詳細はデロイトトーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイトトウシュ トーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人
（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的
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Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するプロフェッショナル
サービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超える国・地域にわたるメンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称して“デロイトネットワー
ク”）を通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービスを提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約312,000名
の専門家については、（www.deloitte.com ）をご覧ください。
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