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１．はじめに
2015 年に、国連本部で「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」が採択され、17 の国際目
標である SDGs が掲げられました。また、同年に
は、全ての国で気候変動問題に取り組むことを合
意したパリ協定が採択されました。持続可能で、誰
しもが取り残されない豊かな社会を目指すととも
に、これまでの化石燃料を前提とした社会からの
大きな転換が求められています。このような社会
を構築するための切り口として、スマートシティ
に関する取組が、国際的にも高い期待や関心が寄
せられています。例えば、2016 年には、国連本
部経済社会理事会から、「スマートシティとインフ
ラストラクチュア」と題した国連事務総長名のレ
ポートが発出され、全世界的な傾向にある都市化
による問題とSDGsへの達成のためのスマートシ
ティとインフラストラクチュアに関する５つの主
要な課題が説明されています。

このような中、2019 年 10 月にベトナム国ハ
ノイで開催された第 12 回アジア EST 地域フォー
ラムでは、『低炭素化と高度道路交通システムに
よるスマートでレジリエントな都市の達成につい
て』を主要テーマに掲げ、スマートシティに関する
セッションも設けられました。本文では、当フォー
ラムで発表された内容の紹介を中心にスマートシ
ティに関する国際的な情勢について記したいと思
います。

２．アジア EST地域フォーラム
　について
アジア地域では、経済発展と都市化に伴うモー

タリゼーションの進展により、大気汚染等が深
刻な社会問題となっています。国連地域開発セ
ンター（United Nations Centre for Regional 
Development、以下、UNCRD。）及び環境省
は、アジア地域における環境的に持続可能な交通

（Environmentally Sustainable Transport、 以
下、EST。）を目指し、「アジア EST 地域フォーラ
ム」を開催してきました。愛知県で愛地球博万博が
開催された 2005 年に、名古屋市で第１回が開催
され、当時 OECD が進めていた EST のアジア地
域での普及を目的に、SDGs の源流となる MDGs
を踏まえ、社会的弱者や貧困等の問題を解決する
交通の意義が言及されました。

第１回以降も継続的にアジア各国で開催し、参
加国・人数を広めてきました。2010 年には、2020
年までの目標を掲げた『バンコク宣言 2020』を採
択し、各国が EST に係る取組を推進してきました。

2015 年に SDGs が採択され、2017 年にラオス
国ビエンチャン市で開催された第10回では、EST
としてSDGsの考え方を取り入れることを確認し
たビエンチャン宣言を合意しました。

SDGs と交通に関しては、国際連合アジア太平
洋経済社会委員会（UNESCAP）が発表した「交
通部門の SDGs 達成への役割」によると、交通政
策、計画、運行の各段階において経済・社会・環
境の３つを統合したマネジメントは、直接的また
は間接的にSDGsに貢献することが可能とされて
います。交通は先進国と途上国の双方に関心が高
いテーマであり、SDGs の全 17 目標に対して直
接・間接的に効果を及ぼすことから、交通は 18
番目の SDGs であるとも言われます。

2018 年にモンゴル国ウランバートル市で開催
された第 11 回では、元々交通を主眼とした会合
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に関わらず、主要テーマを「持続可能な都市計画
と開発～ EST の役割～」と掲げました。大気汚染
が深刻なウランバートル市では、交通問題を都市
計画の観点から議論したいというモンゴル国側の
意向と、更に SDG11 への達成を念頭にしたこと
によるものです。

2019 年 10 月に、第 12 回がベトナム国ハノイ
市で開催され、同様に都市をテーマに掲げ、更に、
スマートシティというキーワードが取り上げられ
ました。

このような、2005 年から約 15 年間の EST の流
れを顧みると、当初から交通問題を基本に社会的
問題に考慮し、政策対話を重ねていく中で、様々
な問題を議論していくには、都市をアプローチに
していくことの必要性の理解が深まっていき、更
にSDGsという複合的な社会的課題を達成するた
めに、一つの効果的な解決策としてのスマートシ

ティの重要性の理解が広がってきているものと考
えられます。

３．第 12回アジア EST地域
　フォーラム
第 12 回は、アジア 22 カ国の都市、交通、環境

担当省庁のハイレベル、アジア各都市の市長級に
加えて、国連機関、ADB、JICA、ヨーロッパの
国際支援機関、国際 NGO 等の多様な組織から約
300 名が参加しました。日本政府からは、八木哲
也環境大臣政務官が代表し、国土交通省からも平
井海外プロジェクト審議官等が参加し、また、佐
藤宇都宮市長を始め、合計 12 の団体や企業等が
発表やポスター展示等を行い、日本のベストプラ
クティス等が紹介されました。

アジア EST 地域フォーラムの実績

アジア EST 地域フォーラムの変遷
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第 12 回のハイレベルの集合写真

八木哲也環境大臣政務官の発表の様子

ポスターセッションの様子

４．スマートシティのセッション
　について
「アジアでのスマートシティの実現に向けて」と

題して、新技術や効果的なマネジメント方法を活
用した都市交通システムの取組について議論され
ました。議長は、国土交通省平井海外プロジェク
ト審議官、司会は、UNCRD 遠藤所長、国土交
通省海外プロジェクト推進課小林協力官が行い、
国連本部、宇都宮市長、香港ビジネス環境協会か
ら発表がなされ、最後には統括的にパネルディス
カッションが行われました。また、成果文書とし
て、『ハノイ宣言～ EST によるアジアでのスマー
トシティの実現に向けて～』をとりまとめました。
それぞれの発表について、以下の通り、概要を紹
介します。

スマートシティのセッションの様子

○ 国連本部経済社会局　持続可能な開発部　政策
分析部門長の発表について
現状は、SDGs に「全ての人々に持続可能な交

通システムを提供する。」とあるものの、10 億人
以上が不足し、社会的・経済的発展への大きな障
壁となっており、また、温室効果ガス排出量の約
４分の１を輸送部門が占め、加えて、大気汚染、
交通事故等の交通に係る問題が触れられました。
2050 年には世界人口の約 2/3 の約 54 億人が都
市に住むと言われ、都市化に伴う問題の深刻化に
関する懸念も指摘されました。

このような中、持続可能で、誰も置き去りにし
ない社会を構築するためには、都市や交通システ
ムの考え方、計画、用途方法に変革をきたすこと
が必要という主張がありました。

スマートシティは、世界中で推進されており、イ
スタンブール、ヨハネスブルグ、メキシコシティ
のバス高速輸送システム、北京、ニューデリー、
シンガポールの大量高速輸送システム等の例が挙
げられ、ブラジル国サンパウロの自転車シェアシ
ステムは、二酸化炭素排出量を 570 トン削減した
とのことです。

今後、特に開発途上国では、資金や能力開発の
サポートが必要で、EST のような場で、先進的な
取組や課題を共有することが益々必要となってい
るとの意見がありました。

○宇都宮市長の発表について
宇都宮市の佐藤市長から、同市が抱える課題と

スマートシティの取組に関する目的や事業内容の
紹介がなされ、現在進められているスマートシ
ティに関する４つの先行的なモデル事業について
具体的な説明がありました。一つ目は大谷地域の



4  Vol.74 No.2 2020  SHINTOSHI

特集 ◦ スマートシティ

観光推進施策としてのグリーンスローモビリティ
や GPS の交通情報を活用した交通マネジメント
等に係る取組です。二つ目はLRTの機能効果を最
大限に発揮するためのフィーダーバス、乗換え拠
点、シェアサイクル等のネットワーク強化による
モビリティの円滑化に関する取組です。三つ目は
顔認証システムや ICT 等の最新技術を活用した
サービス向上による観光客への『おもてなし』環
境の充実に関する取組です。四つ目は新地域電力
会社を設立し、再生可能エネルギーを LRT 等の
公共施設に導入する等のエネルギーマネージメン
トに関する取組でした。

最後にＵスマート推進協議会として、産学官が
連携することの重要性やこの宇都宮市の取組に関
する将来的な展望等の発表がありました。

宇都宮市長の発表の様子

○ 香港ビジネス環境協会　政策・リサーチ部門長
の発表について
香港では、居住性等の向上、リビングラボとし

てのビジネス環境向上、コミュニケーション活性
化、環境配慮を目的にスマートシティを進めてお
り、考え方や事例の紹介がありました。

実現に向けては、最新技術だけでは不十分であ
り、人々が如何にスマートな行動をするかが大事

で、利便性を高め、社会的損失を減らし、まち全
体の持続可能性や居住性向上を高めることが重要
だという主張がありました。

都市のコンパクト化・高密度化や鉄道等の公共
交通の強化を推進し、人口の約 70%、また勤務地
から約 80% が鉄道駅から１時間以内という利便
性を達成しています。また、45 の鉄道駅周辺の開
発を進め、「ロハスパーク」の紹介がありました。
ショッピングセンター、50 の高層マンション等に
よる６万８千人の住居、公園、学校等が駅と一体
的に整備され、シームレスな移動と統合的な土地
利用がなされ、経済的・社会的に両面での利益が
向上したということです。

４．おわりに
新技術を活用し、計画、整備、管理等で適切な

マネジメントが行われ、全体最適化が図られるス
マートシティの取組は、各地域の関係者が連携し
ながら、各地で主体的に進められる取組と理解し
ています。

一方で、スマートシティは SDGs 等のグローバ
ル規模の課題を解決する取組として、国際的な関
心の高さを再認識することができます。「都市問
題は、グローバルから地域独自の問題等が複雑に
絡み合っているが、一つずつではなくて、都市を
ターゲットに複合的に扱うことで効果的に解決す
ることができるため、『都市』は国際的な関心が
高まっており、特に、スマートシティは、規制や
既存のインフラ等が不十分な地域でドラスティッ
クな効果が期待できる。」という意見がありまし
た。日本で進められている各地域での解決の糸口
が、グローバル規模の課題へのヒントとなるよう
EST の場も活用できればと考えております。

（えんどう　かずしげ、やなだ　まゆみ）


