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3トップ 10 の都市革新

1990 おいて一部の社会評論家は、デジタル革命が「都市の
終焉」をもたらすと予測していました。それは、人々がサイバ
ー空間でしか互 いに接触しなくなることで、地理的な場所
の重要性が薄れる というものでした。 

それから 20 年経った現在、世界はそのまったく逆を進んで 
います。大半の人々は物理的領域内で暮らしており、今世紀
の初頭には都市人口が農村人口を上回るという一つの転
換点を迎えました。国連は、世界の都市人口は 2050 年まで
に、2002 年の 世界の総人口にまで膨れ上がると予測してい
ますが、未来の都 市とは一体どのようなものなのでしょうか？

人々はこれからも、経済性、社会性、創造性に富ん だ都市に
引き付けられます。大都市は農村よりも生産性が高 いため、
より多くの特許が生み出され、資本収益率も高まり ます。マッ
キンゼーは、2025 年まで に、世界の上位 100 都市が世界の 
GDP の 35% を占める ようになると予測しています1。 

ただし、都市化には大きな課題が伴います。世界で特に急速 
な発展を遂げた都市は、成長と産業化をスムーズに達成する 
ことができず、環境汚染、渋滞、都市貧困などの問題を抱えて
います。先進国では都市のスプロール現象 (都市の膨張に伴 
い住宅が無秩序に郊外に広がる現象) により、個人による資
源の消費レベルが、発展途上国のそれをはるかに超えていま
す。また都市部では、気候変動や水 ・食料の安全保障とい っ
た、世界規模での脅威が強調される一方で、これらに対処す 
るための枠組みも設けられています。 

都市の未来が持続不可能な形での拡張でないとするなら
ば、それは絶え間ないイノベーションであるに違いありませ
ん。本報告書では、世界の都市が革新的なソリューションによ
り、さまざまな問題にどのように対処したのかを示 す最たる
事例を 10 例紹介します。これらのソリューションの 多くは拡
張性があり、再現可能であり、また多種多様な都市環境に適
用することができます。中には新たなテクノロジーによっての
み 実現できるものもあれば、都市が誕生した頃から存在して
い た要素にテクノロジーを適用することで達成できるものも
あり ます。

はじめに

これらのイノベーションには、以下の 4 つの原 則が何度も浮
上します。こうした原則は、複雑な都市問題を解決できる革新
的なソリュ ーションを発見するための一つのコア・フレーム
ワークとらえることができます。  

未使用空間の解放：数々のイノベーションを駆使することで、
未だ十分に活用されていない既存の資源を最大限に活用で
きるようになります。たとえば Airbnb は、使用されていない
住宅を賃貸することに成功しています。また、学校やレクリエ
ーション施設を共同利用してスペースを官民で共有すること
にも成功しています。こうした循環型の経済は、リユース、リサ
イクル、アップサイクル (付加価値を伴うリサイクル) を実現す
る機会にあふれています。 

ピークをなくす：電気、水道、道路、公共交通機関といった各
種施設では、需要のピークに対応できるよう、たいてい 20% 
以上の処理能力を温存しています。テクノロジーを駆使した
需要管理、または革新的な料金体系を用いてピークが生じる
のを抑えれば、コストや天然資源の負担を大幅に減らすこと
ができます。 

小規模なインフラの検討：都市開発には必ず大規模なインフ
ラ プロジェクトが伴いますが、時に、自転車とバイクを同じレ
ーンに走らせ、空いたスペースに植樹をして気候の変動に対
応する、といった小規模プロジェクトも市街地に大きな影響
をもたらします。 

住人に配慮したイノベーション：都市を改善させる最良の方
法は、住民の移動性を促進することです。スマート信号機や
ご み税、そして革新的なテクノロジー、サービス、ガバナンス
は 本来の役割を超えて、都市部に住む人々の行動パターン
を形成し、生活を改善していくものとなります。イノベーショ
ンは必ず住 民に焦点を当て、ユニバーサル デザインの原則
に従い、年齢 や身体能力を問わず、あらゆる人々が利用でき
るものでなくて はなりません。

1 http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world0 
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1.  (デジタル的に) 再構築可能 
なスペース

背景情報
都市における空間需要は、経済成長、人口統計、消 費者の好
みによって常に変化しています。今後 30 年間で、都 市人口
は 40 億人から 70 億人近くにまで増加すると見込まれてい
ます。これは、2050 年の都市人口が今のほぼ 2 倍になる と
いうことを意味しています。従来の大規模な工学的ソリューショ
ンでは、予 算的にも時間的にも、こうした規模に対応できる
インフラ を整備することは不可能です。代わりに、既存のイン
フラを活 用することに注目する必要があります。

取り組みの内容
今日の都市においては、環境を破壊するような従来の重工業 
技術は敬遠されています。現在好まれているのは、環境にや
さしく、知識集約 型の最新軽工業、そして デジタル テクノロ
ジーです。多くの都市では、現在ある空間を再構築し、最大限
に活用する方法について模索を始めています。グラスゴーで
は利 用できる都市の面積を減らし、バンクーバーでは都市 
の開発方針を拡張型から集中型へと転換させました。また、
ニュー ヨークでは道路の拡張を制限し、歩道や広場を作るよ
う努めて います。さらにメルボルンでは、過去 30 年間十分
に活用 されていなかった 86 ヘクタールにも及ぶ道路や土
地の利用方法を見直し、駅やバスなどの公共交通機関の周
辺に中～高 密度の住宅地を開発する方針を決めました。 

潜在的可能性
メルボルンが採用したアプローチでは、1995 年には 13% 
だった税率をわずか 4% 強にまで下げる結果をもたらして
います。また、2050 年までに 350 万人に達すると見込まれ
る人口を同区域内に収容できれば、今後 50 年間に必要とさ
れるインフラ費用は 4,400 億米ドル削減できると予測されて
います。このように、知識労働者 を迎え入れ、第 4 次産業革命
とも呼ばれる 3D プリンターやデ ジタル マニュファクチャリ
ング技術を活用すれば、仕事のあ り方や労働形態、さらには
生産拠点をも自由に設計できるた め、たとえ歴史的には古
い町であっても再び活性化できる可能性があります。建物自
体もデジタル的に再編成できるため、その役 割を劇場、体育
館、市民センター、ナイト クラブなどに自由に変換させ、都市
の全体的な専有領域を最小限に抑えることができます。

役に立つリンク
http://www.melbourne.vic.gov.au/ParksandActivities/Parks/
Pages/ErrolStreet.aspx  
https://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/
Statistics/Documents/TransformingCitiesMay2010.pdf

図 1：マイアミ ビーチにある立体駐車場は、パーティー会場、ヨガ教室、結婚式場としても利用されています。2010 年に完成したこのコンクリートの建物は、
自然 光が入るよう、各階が V 字型の柱で支えられているのが特徴です。また、この立体駐車場は上記の他にも、お店やレストランとして利用することが可能
です。 
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2. ウォーターネット：水道のインター
ネット化

背景情報
人口の増加、生態系上の脅威、気候変動などにより、限りあ
る水資 源を効果的に管理・保護することは、かつてないほ
ど重要になっています。2030 年までに、真水需要は供給を 
40% 上回る可能性があると見込まれています。現在、水漏
れによる損失は 25～30% とも言われ、水道局によっ てはこ
の値が 50% をも超えることがあります。 

取り組みの内容
スマート水管理モデルでは、水道管網にセンサーを設置
して 水の流れを監視し、その循環のすべて管理 すること
で、持続 可 能 な 形で 水を人々と環 境 に 提供す ることが
できます。イスラエルに本社を置く TaKaDu などの 企業
は、水道管を「あらゆるモノのインターネット化（Internet 
of Things: IoT）」につなぐためにクラウド ベース ソリュー
ションを開発しており、これは洪水対策や雨水回収の他、
水道管網の詰ま りや損傷を把握し、大きな障害へと発展す
る前に対 処することを可能にするものです。たとえば、オー
ストリア ク イーンズランド州の Unitywater 社は直接的な水
損失を年間 10 億リットル抑え、190 万米ドルの節約に成功し
ました。また 水道管網の問題を従来の 3 分の 2 の時間で検
出・解決で きるようになったことで供給力が約 20% 向上し
ました。 

潜在的可能性
マサチューセッツ工科大学が開発した新たな技術を応用し 
て下水管にセンサーを設置すれば、科学者が細菌やウイル 
スの分析を行い、健康への影響を監視し、イン フルエンザ株
など感染病の発生やまん延を早期に検出で きるようになり 
ます。こうした早期の警告は、パン デミック（広域でまん延す
る深刻な感染病の大流行）を防ぎ、多くの命を救うことによ
り、医療費を大幅に削 減できます。

役に立つリンク
www.takadu.com  
http://www.ch2m.com/corporate/water/water-resources
http://underworlds.mit.edu

図 2：都市研究 / 開発部門のセンシアブル シティラボ所長を務めるカルロ ラッティ教授と、生物工学部門の研究所長を務めるエリックアルム氏が率いるマ 
サチューセッツ工科大学のチームは、「スマート下水道システム」とも呼ばれる、水道から生化学的情報を収集・分析するシステムを開発しました。この「アン
ダ ーワールド」と呼ばれるプロジェクトは、現在マサチューセッツ州ケンブリッジで試験運用されています。
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3.  ソーシャル ネットワークを通じた木
々の 育成

背景情報
気候変動に関する国際的なパネルは、今後、特に発展途上国
の都市に深刻な影響を及ぼすような極端な気象事象が頻発
すると予測しています。将来発生するであろう嵐や海水面の
上昇による影響を最小限に抑えるため、一般的な工学的アプ
ローチを用いた堤防、隔壁、土手、その他防御設備の強化工
事が実施されてい ますが、植樹の推進が災害対策につなが
ることはあ まり知られていません。都市における緑地を 10% 
増やすだけで、気 候変動による気温の上昇分を相殺できる
ことを様々な研究が証明して います。植物は短波放射線を遮
断するだけでなく、水を蒸散さ せることで周辺の空気を冷や
し、より快適な微気候を生み出す 効果があります。また樹冠
や根系は豪雨による雨水の流れを弱め、土壌中の養分バラ
ンスを維持する働きもあります。

取り組みの内容
メルボルンは、市内 7 万本を超える木々から成る都市森林戦
略を通じて、市民らに都市の緑地化に誇りを持つよう働きか
けています。市内に植えられた全ての木々の情報は中央のデ
ータベースに記録されており、市民らは木を育てる スポンサ
ーとなり、木に名前を付けたり、木の成長やカーボ ン オフセ
ットの状況を追跡し、それらのデータを自身のソーシャルネッ
トワークを通じて共有することができます。それぞれ の木に
は電子メール アドレスが割り当てられているため、付 近を通
る市民が木の状態や病気についてスポンサーに 報告したり、
ファンレターを送ったりすることもできます。

潜在的可能性
現在メルボルンの 22% が緑地であり、この割合は 2040 
年までに 40%にまで上昇すると見込まれています。メルボ
ルン は、木々が気候変動の影響を緩和する度合いを測定お
よび モデル化できるツールやプロセスを開発したことによ
り、自らを都市型 森林管理の世界的リーダーと位置づけて
います。 

役に立つリンク
http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/
UrbanForest/Pages/About.aspx
http://www.rebuildbydesign.org

図 3：メルボルンは、市内の木々の場所、種類、寿命について詳しく知ることができるウェブサイト、アーバン フォレスト ビジュアルを新たに開発しました。
ユーザーは木々の対話型地図を用いることで、メルボルンの木々に関するデータを調べ、その種類や寿命について学ぶことができます。 



7トップ 10 の都市革新

4.  進化を続ける人類：次世代の移動
手段

背景情報
1920 年代～ 1930 年代にかけては、未来学者が掲げたビジ
ョンをもとに、どこまでも高層ビルが建ち並び、高速道路で
各地が結 ばれた自動車中心の都市開発が推し進められまし
た。こうしたビジョンには、歩道、サイクリング ロード、公共交
通機関、そして入念に計画された共有型の都市空間などは
存在 しません。当時は人間らしさ、持続可能性、健康、安全、
活気な どはまったく重視されていませんでしたが、現在で
は、環境的に持続可能で、活気にあふれ、公平で、さら には暮
らしやすい都市の実現には欠かせない要素と考えられてい
ます。

取り組みの内容
歩行者と非電動型の乗り物にとっての安全性が高められた
ことで、公共交通機 関がより頻繁に利用されるようになり、
渋滞と環境汚染は緩和され、人々の健康が促進されました。
また、通勤や通学時間が短縮 され (自転車の場合はラッシ
ュ時で 平均して 40% 減)、交通費も減り、渋滞などの予測も
可能となりました。たとえ自転車の利用を 推進するといった
ささやかな投資であっても、非常に大きな効果を もたらす
ことがあります。イギリス政府による近年の調査1では、35 倍
もの投資効果があったことが示されています。この ような
比較的低コストで実現可能なソリューションとしては、自転
車専用道路の設置、バイク シェアリング構想、オートバイの
速度に合わせた信号機の再設置、交通車両の速度を落とす
ことを目的とした街路樹の設置などが挙げられます。 

潜在的可能性
センサー、光学、埋め込みプロセッサーの進化により、まった 
く新しいタイプの輸送ソリューションが生まれるかもしれま
せん。たとえば、コペンハーゲン ホイール (マサチューセッツ
工科 大学のセンシアブル シティラボの着想をもとに開発さ
れ た自転車の補助装置で、ブレーキや下り坂を降りる際に生
じる エネルギーがバッテリーに蓄積され、そのエネルギーで
ペダ ルをこぐ動作をサポートするもの) などの発明により、自
転車の人 気がさらに高まることも考えられます。 

図 4：コペンハーゲン ホイールを装着すれば、あなたの自転車がスマート電気ハイブリッド型自転車に変わります。ホイールにはモーター、バッテリー、複数
のセンサー、ワイヤレス接続、そして組込式コントロール システムが備わっています。ホイールは乗り手のペダルのこぎ方を学習し、乗り手の動作に合わせ
て ペダルをこぐ力を増幅します。

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/348943/vfm-assessment-of-cycling-grants.pdf 
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5.  3 つの「コ」：コジェネレーション、 
コヒーティング、コクーリング

背景情報
二酸化炭素の約 5 分の 3 は、発電、発熱、工業利用から排出
されれています (IEA 統計 2011)。人口の増加、経済発展、都
市 化、産業化などにより、世界のエネルギー消費は 2010 年
から 2035 年にかけて半分程度増加し 、2,260 億 MWh に達
する と見込まれています (WEO 2010、EIA 2011)。技術的な
進歩なしには、二酸化炭素の排出量は、エネルギー消費の
増加に比例して増加してしまいます。

取り組みの内容
従来型の発電所では、発電時に無駄な熱が生じていました。

「コ・ジェネレーション」機械装置は、余分な熱を取り込んで
利用し、エネルギー効率を大幅に改善します。とりわけ、「トラ
イジェネレーション」システムは、吸収冷凍テクノロジーによ
って熱を建物の温熱や冷却―例えば多くのコンピューターが
設置されているオフィスビルの冷却―に用います。トライジェ
ネレーションは、スカンジナ ビア、南ヨーロッパ、日本、韓国で
浸透し始めています。 

潜在的可能性
さらに一歩先を行くのがクアッドジェネレーションで す。これ
は、発電やガスの燃焼によって生じた熱から二酸化 炭素の
回収をも行うものです。二酸化炭素は、工業プロセス、園芸、
そ して (炭酸飲料などを生産する) 食品業界で利用されます。
クアッド ジェネレーションが設置されれば、柔軟な運用や運
用コストの 削減が可能となるだけでなく、炭酸ガスの放出を
低減または ゼロにできる可能性があります。こうしたシステ
ムの最大の課題は、莫大な初期投資を要することです。

役に立つリンク
http://www.digital21.gov.hk
http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0007/193057/Trigeneration-Master-Plan-Kinesis.pdf  
 

図 5：シドニーのトライジェネレーション基本計画の抜粋。Sustainable Sydney 2030に伴い実施されているこのプロジェクトでは、その実行期間にわたって 
市の年間炭酸ガス放出量を 3% 削減し、市役所や関連施設の電力消費を平均で年間 32 万米ドル削減することを目指しています。
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6. 共有型社会：未使用空間の解放

背景情報
世界で初めて起こった産業革命以降、「原料取得、生産、消
費、廃棄」という 経済モデルに沿った消費パターンが続い
ていますが、これに は大量の原料とエネルギーが使用され
ます。逆に循環型の経済へと移行すれば、資源の利用や有害
物質の排出を抑えることができます。循環型経済は、「共有型
社会」の概念と密 接に関係しています。つまり、消費を常とす
る文化から、製品をサー ビスと見なすような文化へと転換す
ることで、これらがもっとも効率的な方法で使用されるように
なります。 

取り組みの内容
Airbnb などのウェブサイトでは、使用されていない空間を
賃貸するこ とで、空き家という無駄な空間を減らすことに成
功しています。同様に、都市の住民たちは通勤時の無駄な空
間を減らそうと、ウェブサイトを通じて自動車の相乗りを行っ
ています。中には、ウェブ上のカー シェアリング クラブに賛
同して、自動車を手放す人も出てきており、こうした動きは世
界中の都市に広がっています。Streetbank などのウェブサイ
トを使用 すれば、都市の住民の間で簡単に製品を共有した
り、いらな くなった製品を譲渡したりできます。

潜在的可能性
この共有の原則は、物理的、社会的、娯楽的 インフラにまで
広がる可能性があります。コ・ロケーショ ンによってインフラ
の必需性が低くなり、少ない資源とコス トで目的を達成でき
るようになります。たとえば、立派なスポ ーツ施設が備わっ
た学校が体育館などの施設を共有すれ ば、その利用率を最
大限に高めることができます。また、小児 保健サービスを学
校と共同で行えば、健康面でも教育面でも すぐれた結果が
得られます。さらに、ある政府機関が使用していない土地を
譲渡すれば、その土地は他者によって有効に利用されるかも
しれません。  

役に立つリンク
www.airbnb.com
www.streetbank.com
www.zipcar.com

図 6：インターネットの普及により、個人が簡単に従来型の商品やサービスを、大規模な市場に提供できるようになりました。Airbnb などのウェブサイトを使 
用すれば、世界中の人々を相手に、少ない取引費用でモノやサービスを売買できます。大手チェーン企業しか持ち合わせていなかった「規模の利益」は、こ
こではあまり意味を持ちません。 
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7. モビリティ・オン・デマンド

背景情報
交通渋滞と、それによって引き起こされる大気汚染は、経済
的にも人的にも大きな損失となっています。米国の 83 の大
都市だけでも、渋滞による時間と燃料の浪費は金額にして 
600 億米ドルにも達します。世界保健機関は、(多くは交通渋
滞に起因する) 屋外の大気汚染により、世界で 100 万人以上
が死亡していると推計しています。さらに、これよりも多くの
人々が交通事故によって命を落としています。 

取り組みの内容
デジタル情報 や通信テクノロジーを活用することで、交通
渋滞をより効率的に管理できるようになります。リアルタイ
ムの 情報を用いれば、都市の交通インフラをかつてないほ
ど効果 的に監視でき、ダイナミックな最適化アルゴリズム
を 通じて利用されていない交通を最大限に活用する新た
な機会が 生まれます。例えば、カリフォルニア大学アーバイ
ン校が開 発した「大量輸送車両経路選択」アルゴリズムを
使用すれ ば、車両の進路をリアルタイムで指定し、刻一刻
と変化する乗客の送迎の要望に応えることができます。 

潜在的可能性
スマートフォンが広く浸透し、リアルタイム アプリケーション 
の機能が向上すれば、自動車やミニバンの共有をベー スに
した、よりスマートな輸送システムを新たに設計できます。
個人の移動やタクシーの利用を要望に合わせて細かく調 整
できるようになれば、事実上、公共交通機関に代わる交通手
段となる可能性もあります。また、自動運転車両が登場すれ
ば都市の生活に劇的な影響を与え、個人と公共の移動手段
の線引 きがあいまいになるでしょう。マイカーで会社まで
出勤した 後、そのマイカーを一日中駐車場に置いておくの
ではなく、家族、さらには近 所の知人、ソーシャル メディア 
コミュニティ、または他の市民 に利用してもらうこともでき
ます。

役に立つリンク
http://hubcab.org
http://www.uctc.net/papers/748.pdf

図 7：マサチューセッツ工科大学のセンシアブル シティ ラボは、近年Audi、GE、HubCab と共同で、ニューヨーク市におけるカー シェアリングの利点と影響
について調査しました。これらのデータは、調査に参加している 13,586 台のタクシーが、2011 年に行った 1 億 5000 万回の走行記録をもとに集められま
した (HubCab 2014)。GPS 搭載のタクシーによって地理的座標 (経度と緯度)、そして出発地と目的地が報告されることで、乗客が実際に乗り降りした地点を
示す地図が作成されました。
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8.  メデリンの再現：社会的統合に向
けたインフラ

背景情報
1992 年、コロンビア のメデリンは世界でもっとも危険な都
市の一つとされていましたが、2003 年 ～ 2007 年にかけ
て市長を務めたセルヒオ ファハルド氏の一連の政策により、
現在は斬新なデザインの建物が並ぶ都市に生まれ変わりま
した。都市開発プロジェクトでは物理的な問題を解決するこ
とに焦点を当てるのが一般的ですが、メデリンは、建築や都
市化を社会を団結させるためのツールとして用いるという、
新たな戦略を打ち出しました。

取り組みの内容
この政策の目玉であるエスパーニャ・ライブラリー・パークや
移動用の ケーブル カーは、都市の空間、社会、経済、文化の
あり方を 転換させてきました。低所得層の住民やコミュニテ
ィが、より豊かな商業中心地と結ばれたのです。その結果、こ
こ 10 年間でメデリンは大きく変貌を遂げました。単に景観
だけでなく、人々の思考や認識も変わりました。今では、文化
は発展に向 けた重要なツールであると考えられています。こ
の都市化の アプローチは大きな注目を集め、現在では都市
計画 や都市管理 の事例モデルとして多くの専門家たちがメ
デリンを訪れてい ます。 

潜在的可能性
建築や都市化を社会的発展を目的として用いれば、すぐれ
た物理的、機能的、行動的変化をもたらすことができます。特
に、富裕層と貧困層を隔てていた障壁を取り除き、新たなつ
ながりが生まれれば、都市の中で発生する暴力を抑え、最終
的にはこれを排 除することができます。

役に立つリンク
http://www.one.org/international/blog/why-residents-of-
kibera-slum-are-rejecting-new-housing-plans  

図 8：メデリンのメトロケーブルは、山岳地帯に位置する貧しいコミュニティの住民たちの移動と生活の質を向上させる目的で設置されました。
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9.  スマート アレイ：都市のあらゆる
出来事を検知するインテリジェント
街灯

背景情報
標準的な街灯の維持や運用にはコストがかかるばかりか、場
合によっては有毒ガスが含まれている場合もあります。今後
数年間で、世界中の 40 億本の街灯が LED へと交換される
予定です。LED には、通常の電球よりも寿命が長い、エネ
ルギー消費が少ない、有害物質が少ないなどの長所があり
ます。

取り組みの内容
次世代の LED 街灯は、気候、大気汚染、地震活動、交通や人
々の動き、騒音を検出するセンサーとしても機能します。これ
らのインテリジェント街灯がネットワークに接続されれば、都
市の出来事をリアルタイムで把握することが可能になります。
また、治安の監視や空いている駐車場の特定な ど、革新的な
ソリューションも生まれます。例として、あらゆるモノの インタ
ーネット化世界フォーラムのツアーにおいて、Light Sensory 
Network (光感知ネットワーク) がCisco Systems、Sensity、
シカゴ 市によって紹介されました。  

潜在的可能性
LED 技術に切り替えることで、街灯はエネルギーとお金を浪
費する「無価値資産」から、利益を生み出すことのできる「有
価値資産」へと生まれ変わります。ただし、テクノロジーの導
入には一般市民の理解が必要となるため、監視目的で使用
する場合には透明性が鍵となります。

役に立つリンク
www.sensity.com
https://arrayofthings.github.io 

図 9：シカゴでは、あらゆるモノのアレイ化 (AoT) と呼ばれる市内各地に検出器を設置するプロジェクトが進行しています。モジュラー式の双方向性 センサー 
ボックスを張り巡らすことで、シカゴの環境、インフラ、アクティビティに関するデータがリアルタイムで収集され、研究目的あるいは公共利用目的で提供され
ます。AoT は基本的に、街の健康度追跡装置として機能しています。シカゴの気候、空気の質、騒音といった、生活の質を左右する要素が測定されてます。 
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10.  都市型農業：  
野菜の立体栽培 

背景情報
国連は、世界の人口は 2050 年までに 90 億人に達すると見 
込んでいます。今後増加する20 億人の大半は都市部に住む
と見 られることから、増加する食料需要を満たすためには、
世界の食糧シス テムを完全に見直す必要があります。現在の
システムでは大 きな無駄が生じています。エレン マッカーサ
ー財団によると、ヨーロッパで生産された傷みやすい野菜の 
45% が、食卓に届く前に廃棄されています。これは、市場まで
の距離の長さと非効率なサプライチェーンが原因です。 

取り組みの内容
現在のシステムで発生する無駄を省くもっとも簡単な方法
は、農園を移動させることです。建物の屋根や、壁は、消費者
のすぐそばで食料を生産するために土を必要としない水耕
システムを利用できます。水耕システムでは根に栄養を直
接届けることができるため、従来の方法の10%しか水を必
要としません。植物の成長に適した光と波長を発する な
ど の L E D ラ イト の 進 歩 に より、屋 内 で 何 層 に も 積 み
重ねた形で都市農園を営むことができるようになりまし 
た。AeroFarms などが利用する装置は、野菜のトレーを積
み重ねることで、1平方メ ートルあたりの生産量が従来の  
100 倍にも上ります。 

潜在的可能性
Freight Farms などの企業は出荷用コンテナで、スマートフォ 
ンからコントロール可能なプラグ・アンド・プレイ式の都市
型農園を 営んでいます。これらは駐車場などの広い空間に
設置し、積 み重ねもできるため、都市における食品生産を瞬
く間に拡大 します。Sky Greens などの企業が採用するアク
ア ポニックス システムでは、養魚場の廃棄物を栄養として
植物 に与えることで、魚のエサからコイやレタスなどを生
産できます。ロンドンの周辺には、昔から農地が残されて
いますが、こ の「緑の帯」は自然保護の目的だけでなく、急
速に拡大する大都市の食糧安全保障を維持する役割も
担っています。この都市型農業の新しい波は、食料供給目
的で「緑の帯」が立体的 に広がることを意味するだけでな
く、都心の自然を豊かにする効果も あります。

 

図 10：この移動式の農業を用いれば、およそ誰でも新鮮な農産物を 40 x 8 x 9.5 フィートの出荷用コンテナ内で生産することができます。 
ブラッド マクナマラ氏とジョン フリードマン氏は、食料を効率的に生産・受領する方法が世界中で広く求められていることを痛感し、この構想を提案しました。 
当初は屋上の温室で野菜を育てるというアイディアでしたが、流通上に関する問題が幾度となく発生したことを受け、両氏は出荷用コンテナを農場とするこ
とにしました。 
写真：クリス ランク (Bloomberg)
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