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Withコロナ時代のDecade of Action ～国際共生社会研究センターの貢献～
開催日：2020年10月23日 金曜日
会 場：オンライン開催
主 催：東洋大学国際共生社会研究センター
共 催：東洋大学大学院国際学研究科、東洋大学大学院情報連携学研究科
協 賛：東洋大学SDGs推進連絡会
後 援：独立行政法人国際協力機構
プログラム：
司会者：松丸

亮

東洋大学国際共生社会研究センター、副センター長

13：00

開会の挨拶
北脇 秀敏

13：05

基調講演：Withコロナ時代の国際協力と日本の役割
佐藤 寛
日本貿易振興機構 アジア経済研究所、上席主任調査研究員

13：35

Iotがもたらす行動変容と社会の変化
花木 啓祐
東洋大学情報連携学部、教授

14：05

新型感染症により再定義される教育におけるICTの役割
内藤 智之
独立行政法人 国際協力機構、
国際協力専門員／シニアアドバイザー（ICT・イノベーション分野）

14：30

休憩

14：45

国際共生社会研究センターが今なすべきこと
北脇 秀敏
東洋大学国際共生社会研究センター、センター長

15：00

パネルディスカッション

15：40

質疑応答

16：00

閉会の挨拶
松丸 亮

東洋大学国際共生社会研究センター、センター長

東洋大学国際共生社会研究センター、副センター長
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基調講演：Withコロナ時代の国際協力と
日本の役割

佐藤 寛 氏

日本貿易振興機構 アジア経済研究所、上席主任調査研究員

1981年、東京大学文学部社会学科卒業。1981年アジア経済研究所入所。1991年より援助プロジェ
クトを研究フィールドとする開発援助研究を開始。アジア経済研究所支援部長、開発スクール事
務局長、研究企画部長などを歴任。イエメン共和国サナア大学にて客員研究員、国立民族学博物
館外来研究員、英国サセックス大学開発研究所客員研究員を経験。専門は、開発社会学、地域研
究（イエメン、エリトリア）
、援助研究、日本の開発経験研究。
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⁛䛃䛾䛯䜑䛾ᐁẸ㐃ᦠ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
• ㈐௵䛒䜛እᅜேཷ䛡ධ䜜䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮
(JICA+ASSC)
᪥ᮏ䛻ᅾ䛩䜛እᅜேປാ⪅䛾ேᶒ᧦ㆤ
• ㈐௵䛒䜛䝃䝥䝷䜲䝏䞊䜵䞁ⱞฎ⌮䝯䜹䝙
䝈䝮(GCNJ+ᘚㆤኈ)
䑷satokan 2020

⏕⏘㐣⛬䛷䛾⎔ቃ◚ቯ
ᾘ㈝䜢㏻䛨䛯⎔ቃ◚ቯ
ᾏὒ䝥䝷䝇䝏䝑䜽䛤䜏ၥ㢟(2019)
㣗ᩱᗫᲠ ex.ᜨ᪉ᕳ10൨ศᗫᲠ
2019/1/11㎰Ỉ┬䜃䛛䛡
ฟ␃⨾https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20190127-

• ᪥ᮏ䛾㣗ᩱᗫᲠ㔞ᖺ㛫646䝖䞁(2015)䠙
WFP䛾㣗⣊ຓ㔞(320䝖䞁)䛾ಸ
• ᐆ⏘ᴗ(⮬ື㌴ゎయ)㟼⬦⏘ᴗ䛸䛔䛖ᴫᛕ

䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䜢㏻䛨䛯
ᅜ㝿༠ຊ䛾ᶍ⣴㛤ጞ

2020/10/27

14

䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䛸⎔ቃ

• 䛂䝡䝆䝛䝇䛸ேᶒ䛃䛜ㄽⅬ䛸䛺䜛
• 2011 䝡䝆䝛䝇䛸ேᶒ䛻㛵䛩䜛ᅜ㐃ᣦᑟ
ཎ๎ 䛂ேᶒ䜢᧦ㆤ䛩䜛䐟ᅜᐙ䛾⩏ົ䚸䐠
ᴗ䛾㈐௵䚸䐡ᩆ῭ᥐ⨨䜈䛾䜰䜽䝉䝇䛃
• OECD 䝡䝆䝛䝇䝁䞁䝎䜽䝖䜺䜲䝗䝷䜲䞁ᨵ
ゞ䠄ேᶒ㡯┠㏣ຍ䠅
• ᅜู⾜ືィ⏬䠄NAP䠅᪥ᮏᨻᗓ䜒䜘䛖䜔䛟
సᡂ(2020/10/16Ⓨ⾲)
• ୡ⏺䛻ඹ㏻䛩䜛Level Playing Field
䠙ᢤ䛡㥑䛡┈䜢チ䛥䛺䛔
2020/10/27

(by rijans, Wikimedia Commons)
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• 㐺ษ䛺ᴗ⾜ື䝹䞊䝹䛾ᚭᗏ䚓ᣢ⥆ྍ⬟
䛺/㈐௵䛒䜛䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁ᵓ⠏
• ᕫⓗ䛺⩏
• ᪥ᮏᴗ䛾ホ౯ྥୖ(ᢏ⬟ᐇ⩦⏕ไᗘ䛿
ே㌟ྲྀᘬ䞉ያ㞔ປാ䛸䛾ᢈุ)䠙ᅜ┈䛻䜒
䛛䛺䛖
• ㏵ୖᅜ䛾⎔ቃ䚸ேᶒ䚸♫䜈䛾㈉⊩
• ᅜ㝿༠ຊ䜰䜽䝍䞊䛾ከᵝ䛻ྥ䛡䛯ၨⓎ䞉
ᩍ⫱άື䚓୰ᑠᴗ䚸ᆅ᪉㔠⼥ᶵ㛵䚸
NGO/NPO䚸ᆅ᪉⮬య
2020/10/27
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ESGᢞ㈨

ឤᰁ䛸ᅜ㝿༠ຊ

E⎔ቃ 䠄Environment䠅 䝂䞊䝹6,12-15
S♫ 䠄Society䠅 䝂䞊䝹1-5,7-11
Gᴗ⤫(Governance) 䝂䞊䝹8,10,16
㠀㈈ົሗ䜢ຍ䛧䛯ᢞ㈨䠙SDGsᢞ㈨
2006㈐௵ᢞ㈨ཎ๎䠄PRI䠅
䜰䝘䞁ᅜ㐃ົ⥲㛗ᥦၐ
• ▷ᮇⓗ䛻┈䛻⤖䜃䛴䛛䛺䛔άື䛷䜒䚸
SDGs䛻㈉⊩䛩䜛άື䛻㈨㔠ㄏᑟ䛜ྍ⬟
�㛗ᮇⓗ䛻䛂ᴗ౯್䜢㧗䜑䜛䛃
• ESG䝬䝛䞊䛜㛤䛟䝁䝻䝘ᚋ㈨ᮏ⩏䠄᪥⤒
2020/4/13䠅
• ᚑᴗဨ䛾ᕪู᧔ᗫ䚸䝆䜵䞁䝎䞊ᖹ➼䚸Ᏻ⟶
⌮

• ๓ྐ 䜶䜲䝈⸆ㄽத(1997༡䜰⸆ἲ≉チ↓
ຠэ2001〇⸆♫ゎ)䚸WTO䝅䜰䝖䝹ᭀ
ື(1999)
• MDGs(2001-2015)௦:9.11䚸WTO䝗䞊䝝䝷
䜴䞁䝗(2001)䚸䜲䝷䜽ᡓத(2003)䚸㣗ᩱ౯᱁㧗
㦐䚸䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽(2008)䚸䜰䝷䝤䛾䚸3.11
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䚸䜴䜷䞊䝹⾤༨ᣐ㐠ື(2011)䚸
す䜰䝣䝸䜹䜶䝪䝷ฟ⾑⇕(2014-16)
• SDGs(2016-2030)௦: Brexit(2016-2020),
䝖䝷䞁䝥Ⓩሙ(2017),䜾䝺䝍䛥䜣䛾ᛣ䜚(2019)䚸
᪂ᆺ䝁䝻䝘ὶ⾜䚸ᮾி䜸䝸䞁䝢䝑䜽ᘏᮇ䚸WTO
ົᒁ㛗㎡௵䚸⡿WHOᣐฟ㔠Ṇ(2020)䚸
COVAX(䝽䜽䝏䞁ඹྠ㉎ධᯟ⤌䜏)

WTO䛸WHO䛾ᙺ

•
•
•
•
•
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䝽䜽䝏䞁䞉⒪⸆㛤Ⓨ䛾බඹᛶ

᪂䛯䛺䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾ᚲせᛶ

䝁䝻䝘䝽䜽䝏䞁䚸⒪⸆䜈䛾㐣ᗘ䛺ᮇᚅ
ඛ㐍ᅜ䛿䚸ᡃඛ䛻☜ಖ䛩䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛
㏵ୖᅜ䛿䛭䛾㈨㔠ຊ䛿䛺䛔
㏵ୖᅜ䛾䝁䝻䝘ᑐ⟇ᨭ䛻ODAቑ㢠䠄⿵ṇ
ண⟬䠅
• 䜶䜲䝈⸆䛸≉チ䠄TRIPS༠ᐃ䠅2001ᖺ䛻ከᅜ
⡠〇⸆♫䛿䚸䜰䝣䝸䜹㏵ୖᅜ䛷䛾䝆䜵䝛
䝸䝑䜽⸆⏕⏘䛻ྜព䠙ᕷẸ♫䛛䜙䛾ᅽຊ
• 䝁䝻䝘䛻䛴䛔䛶䜒ྠ䛨䛣䛸䛜㉳䛣䜛䛛䠛
• COVAX(䝽䜽䝏䞁ඹྠ㉎ධᯟ⤌䜏)䛾㛤ጞ

• ᚑ᮶䛾䝁䝇䝖䝧䝛䝣䜱䝑䝖ศᯒ䛷䛿䜹䝞䞊䛷
䛝䛺䛔䛂බඹᛶ䛃䡞⌮ᛶ䡟䡞㈐௵䡟䜢ᴗ䛿
䛹䛖ྲྀ䜚㎸䜐䛾䛛
• ⎔ቃ䛸⤒῭ᛶ䛸♫ᛶ䛾」ྜ㡿ᇦ䜢ㄡ䛜
┘ど䛩䜛䛾䛛䠛�ᴗ䛸ᕷẸ♫䛾䝁䝷
䝪䝺䞊䝅䝵䞁䛾ᚲせᛶ
•
䞉ᕷẸ♫䚸୰ᑠᴗ䚸ᆅ᪉⮬య
ᆅ᪉Ꮫ䚸ᆅ᪉㖟⾜䚸ᨻᗓ䜢ྵ䜑
䛯䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾ྍ⬟ᛶ

•
•
•
•
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䑷satokan 2018

22

NGO䚸ᕷẸ♫䛸䛾ᑐヰ䞉༠ㄪ

䛰䛛䜙䛣䛭䚸SDGs

• ᪥ᮏ䛾ᴗ䛻䛿䝝䞊䝗䝹䛜㧗䛔
• ከᅜ⡠ᴗ䠄䝛䝇䝺䚸䝴䝙䝸䞊䝞䚸䝁䜹䞉䝁䞊
䝷etc䠅䛿䚸ᡓ␎ⓗ䛻ά⏝䛧䛶䛔䜛
• ᪥ᮏ䛾NGO䛾ᴗ䛻ᑐ䛩䜛⊜ᚰ
• ᪥ᮏ䛾ᴗ䛻NGO䛻ᑐ䛩䜛⊜ᚰ
• ᑐヰ䛾సἲ䛾ᅾ
• ᐁᗇ䛸ᕷẸ♫䛾ᑐヰ䝹䞊䝖䛿⣽䛔䚹⎔ቃ
┬䚸እົ┬䛿ከᑡ䛒䜛䛜䚸䛭䛾䛾ᐁᗇ䛿
䜋䛸䜣䛹ᑐヰ䛾ᶵ䛜䛺䛔

• Build Back Better
=๓䜘䜚Ⰻ䛟䛺䜛⯆
• 䝁䝻䝘ᑐ⟇䛸䛧䛶䛾SDGs䚸䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊
䞁䝬䝛䝆䝯䞁䝖䜢㏻䛨䛯᪥ᮏ䛾㈉⊩ྍ⬟ᛶ

䑷satokan 2020

23

2020/10/27
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アジア経済研究所の佐藤寛です。どうぞよろしくお願いします。Withコロナ時代の新しい現実
ということで、こんなことやったことないですけど、今、120人のすごいでかい会場に６人しかい
ないんですよ。今日は無観客セミナーをやるという初体験をさせていただこうと思っています。
今、ご紹介いただきましたように、私は社会開発を中心的な研究テーマとしてまいりました。近
年は、SDGsの伝道師として、地方の中小企業の経営者のみなさんにSDGsを説明して歩くというこ
とを、新型コロナの流行始まるまでやっていました。その経験から実感していることがあります。
SDGsが非常に重要な人類のゴールであるということを地方の中小企業の人たちもだんだん気付く
ようになっています。ただ、その地方の中小企業の経営者のかたがたは、ふだんは世界の平和とか
環境とか人権とか、普通、考えてはいません。考えてないんですけども、そういった人たちにも
SDGsという共通テーマを掲げることによって、いろんなパートナーシップが組めるということが
だんだん分かってきたのではないかと思います。今日はそのあたりのことも含めて、お話しさせて
いただきます。
本日のセミナーのテーマが『Withコロナ時代の国際協力と日本の役割』なんですが、今日はそ
のSDGsとサプライチェーンマネジメントというキーワードに焦点を当ててお話しさせていただき
たいと思います。
さきほど北脇先生が、Decade of Actionとおっしゃいました、これから10年間の活動だという
ことですね。その前に、これまで20年間、2001年から2019年にわたる２つのDecadeに何が起こっ
たのかをちょっとおさらいしておきましょう。主なものを挙げるとMDGsからSDGsになりました。
そして国際公共事業における官民連携がキーワードになってきました。それにとどまらず、世界的
な課題解決のための民間セクターの役割が非常に期待されるようになってきました。すなわち国際
協力の将来を考えるためには民間の役割というのが非常に重要になってきています。
それに伴って、プライベート・グローバルガバナンスという言葉が出てきました。これは何かと
いうと、グローバルガバナンス、地球社会の制御・統治を民間主導でやるという話です。このプラ
イベート・グローバルガバナンスを考えるうえで一番重要なことはサプライチェ―ンマネジメント、
後でこれはお話しします。もう一つの焦点は国際協力というものに国益を含めていくのかどうかと
いうことです。かつては国際協力に国益をからめることにかなり羞恥心があったのですが、最近、
その羞恥心がなくなりつつあります。また、地球環境を巡る議論について一言だけ申し添えるなら
ば、気候変動とか気候危機とかいう言葉が浸透しつつありますが、その一方でたとえば地球温暖化
などの責任がどこのあるのかについての議論が分かれていく、企業活動を擁護する論陣も張られて
いくということが、この過去20年間に起こっていました。
さて、改めてこの20年間に起こってきたことの一番大きな流れは、ビジネスと開発の相互接近だ
と私は思っています。もともと、開発というのは公共性が高くて、国連機関や援助機関がやるもの
でした。ビジネスは、もちろん民間企業がやることでした。開発は利他的で、ビジネスは利己的、
全く別々の世界を形作っていたのですが、過去20年間、この両者がどんどんどんどん相互に接近し
てきているというのが、非常に大きな流れだと思います。開発はもっとビジネスに接近し民間のノ
ウハウとそして資金を使うべきだという活力、ビジネスに対してはもっと利他的になるべきだ、人
権とか環境にも配慮すべきだという圧力がかかる。こうして両社が相互に接近しているこの大きな
流れをまず確認しておきたいと思います。
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「官民連携」という言葉が、今さかんに使われています。この言葉は、
実は、
昔使われていたものの、
一回人気がなくなって、それからまた浮上してきているのですね。日本の国際協力の歴史を見ると
皆さんご存じのように、戦後賠償から始まっています。戦後賠償とは何かというと、日本が第二次
世界大戦中に迷惑を掛けた東南アジア、南アジアの国々に、ごめんなさいという意味で賠償するこ
とにしました。しかし、それは単に謝罪することだけが目的ではなく、敗戦によって国内の産業が
壊滅した事態を踏まえて、戦後復興を目指し何とかして、国際的な市場に再進出していこうという
思惑がありました。そのために、この戦後賠償を使って、日本の技術とか人材が途上国の現場で用
いられ、経験を蓄積していったのです。この意味で当時の日本にとっては、官民連携は不可欠だっ
たのですね。日本が国際社会に復帰するためには、どうしても国際協力における官民連携が必要な
ものだったわけです。
ところが日本のODAは、1960年代、70年代、80年代を経て自分の経済的利益ばっかり追い求め
てているのではないかと批判を受けるようになり、これを受けて日本はどんどんどんどん官民連携
の旗を降ろし、とにかく途上国のためにやりますよ、ひも付き援助も減らしますよと言ってきま
した。同時に日本の産業も調子よくなってきて、別にODAの仕事にぶら下がらなくても、どんど
ん世界に進出できちゃう、Japan as no.1の時代だったですね。貿易黒字がどんどん膨らみ、その貿
易黒字があまりに多過ぎるので、それを還流するためにODAを使うという時代がありました。こ
れによって日本は世界第一のODA大国になっていくのです。この時代になると、日本の民間企業
にとっては、別にODAなんかどうでもいいわけです。ODAは政府がやること。企業は自分たちの
ビジネスをする。なので、この時代に一回、日本企業でODA依存体質は終わっています。これが
1980-90年代です。
ところが、今世紀に入ってから様子が変わってきます。これまで世界の国際協力のルールを主導
してきたのはOECD（経済協力開発機構）という先進国クラブで、今まで、自分たちのひも付き援
助とかやっちゃいけませんっていうODAルールが、OECDにあったのです。けれども、そのルー
ルに従わない中国がドナーとして登場しました。そして中国は、自分の国のビジネスと結び付いた
国際協力を特にアフリカで推進し始めたのです。一方日本の企業はバブル崩壊後ちょっと元気がな
くなって、劣勢になってきました。そうすると、やっぱりODAを使って、日本の企業も支えるべ
きという議論が再燃してきて、同じ議論は日本だけではなくて、他のOECD諸国でもさらには国際
機関でも、さっき申し上げたような民間企業と開発の相互接近という潮流とも相まって高まってき
たのです。こうして開発の世界からビジネスに対するラブコールが送られるようになって、かつて
ダメだと言われた官民連携はやっぱりいいかも、となってきたっていう大きな流れがあるわけです。
官民連携と合わせて国益論が出てきました。日本で最初にODAの方向を明示した政策文書は
1992年のODA大綱ですが、その後、2003年に大綱が改正され、そして2015年に名前も変えて、開
発協力大綱になりました。この三つの大綱の変化を見ると、
最初は国際益。
「世界のために」と言っ
ていましたが、だんだんと国益論が頭をもたけで一番新しい2015の開発協力大綱の中では、ODA
が日本の国益に寄与するべきと明示されるようになったのですね。そこにコロナが追い打ちをかけ、
まず、自分の国のコロナ対策が最優先、世界全体の安全を保つことよりも自国が一番だという自国
主義、自国防衛というのが、中心的になってくるわけです。これが、ODAに対する考え方にも反
映してきます。
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そして2020年になり、日本でもコロナが蔓延し、東京オリンピックが延期されます。そしてコロ
ナによって物流が、かく乱されます。ひと頃、特に２月、３月、われわれ、マスクが手に入りませ
んでしたよね。これ、マスクというのは、もう、グローバルバリューチンをたどって、われわれの
もとまでやってきていたのですが、それがなくなってしまった。そして、サービス産業、旅客業に
深刻な打撃を与えます。われわれはこれまでグローバル化、グローバリゼーションって後戻りでき
ないものだっていうふうに考えていました。「どんどんどんどん緊密になる一方なんだよ。この流
れを途絶することなんかできないんだよ」っていうふうに思い込んでいたのですが、コロナによっ
て途絶されちゃったんですよね。こういう世界もありなのだということに気付かされたという意味
で、この2020年という年は、非常に重要な年になっていると思います。
もちろん、悪いことばっかりじゃなくて、リモートワークが始まりました。日本でもそうですけ
ども、リモートワークが本格化する大きな契機となりました。今日のようなウェビナーだって、コ
ロナがなければ実現されなかったわけです。CO2排出量の削減にもポジティブな影響が出ました。
今年の前半期で、世界全体で約８パーセント排出量が削減されたらしいのですけども。昨年、真面
目に取り組みなさいよって、グレタさんが一生懸命言ってもできなかったことが、コロナによって
できちゃったってところもあるわけです。そういう意味では、悪いことばっかりではありません。
さらに、世界でコロナがまん延状況がある中で、日本の感染防止がある程度成功している背景とし
て日本人の行動様式というものに、それなりの評価ができるようになったという意味で、2020年と
いうのは、物事を考え直すとてもいいチャンスだとは思います。
しかし、日本の国際協力にとっては壊滅的な影響が残るかもしれません。何が起こったかという
と、日本型の国際協力の十八番であった専門家や青年海外協力隊が現地に行って何かをするという、
泥臭い、でも、とても人間味のある国際協力のやり方が、できなくなっちゃいました。青年海外協
力隊、世界中にいた2000人以上の人たちが、2020年の春先には一斉に帰ってきてしまいました。専
門家もほとんどが帰ってきてしまいました。こういう状況の中で、
われわれが誇りに思っていた
「現
場主義」というものが試練を受けているのです。
そもそも、日本に比べると欧米のドナーは自国人員を日本ほど送ることはしていません。むしろ
現地にいるNGOとか、現地のエリートを使って彼らがNGOをつくったりして、そのNGOに自国の
ODA事業を委託するという形でさまざまなプロジクトを実施してきました。それはある種合理的
なんですね。だって、人件費が高いのだから。わざわざ先進国の人間が行って働けばお金がかかっ
てしまう。実は、そういう意味では、日本は批判されていたのですが、今まで人件費の高い日本人
を途上国に送るというやり方をキープできてきたことのほうが、もしかしたら奇跡だったのかもし
れません。いずれにしても、これまでのような国際協力のやり方は、再考を迫られている。これが
2020年の日本型国際協力の危機ですね。
さて、あらためて言うまでもないのがSDGsです。私、いつも中小企業の経営者対象のSDGsセ
ミナーで言っているのは、S、すごく、D、大胆な、そしてGは指切りげんまんだ、ということで
す。これはもちろん語呂合わせですけども、単に受けを狙っているだけじゃなくって、SDGsの精
神を示すスローガンの一つが、Transforming Our World。Transformという言葉ですね。外務省
はtransformを変革って訳していますが、そんな生易しい言葉じゃないと思います。この姿（form）
を変える（trans）っていうのは、サナギがチョウになるように姿をすっかり変えてしまおうぜっ
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ていうことですね。それぐらい大胆な約束を2015年に世界はしたわけです。コロナが来たから忘れ
ちゃうというような、安易な約束じゃないのです。
ところが、今SDGsどころじゃないよ、脱プラスチックとか言っていたけれども、それどころじゃ
なくって、レジでも行政の窓口でも感染予防のためにはプラスチックのスクリーンが必要だ。
スター
バックスも去年は「使い捨て容器やめよう」って言ったんだけども、今年に入って感染予防のため
に復活するとか。去年まではこのSDGsバッジしてる人も結構増えていたのですけど、最近、あま
り見なくなったし。コロナが何とか収束する頃にはもうSDGsはコロナと共になくなっちゃうのじゃ
ないかっていう危惧もあるわけです。
でも、コロナ状況だからこそやっぱり、今、SDGsの取り組みっていうのが非常に重要だと私は思っ
ています。ロックダウンがあったときに、人々の経済活動がすっかり止まってしまった。すっかり
止まってしまったが故に、サプライチェーンが途絶えてしまった。それでは困るわけですね。マス
クは作んなきゃいけない。食べるものも必要である。だとすると、考えるべきはどうやってコロナ
状況下で、サプライチェーンを維持するのか、それが非常に重要なことになってきました。サプラ
イチェーンの中には工場労働とか、雇用者の労働環境も含まれます。この、東洋大今日のセミナー
の元となる研究会自体が生活環境をテーマにしていますが、生活環境には物理的な環境とそれから
労働条件とか人権とかも含まれるわけです。したがって、サプライチェーンの中で生活環境、労働
環境が非常に重要になってきている。それ故に、われわれはこのコロナ状態だからこそ、このサプ
ライチェーンをどうやって安定的に維持するのか。
これを企業側の立場からいうと、
サプライチェー
ン・マネジメントになりますが。これが重要だと私は考えています。そして、日本の国際協力の役
割というのは、実は、国際的なグローバルサプライチェーンを改善することに官民挙げて、官も民
も大学も、そして市民社会も、ここに尽力することが必要だというふうに考えています。
グローバル・サプライチェーンの模式図です。左に途上国があり、右に先進国があります。原料
が途上国のさまざまな所から調達されます。その際に搾取労働があったり、農薬散布があったり、
あるいは賃金の搾取があったり、児童労働があったり、そういうリスクがあちらこちらにあります。
加工する工場でも、スウェットショップがあったりというリスクがありえます。サプライチェーン
が機能しているからこそ様々なものが遠く離れた途上国からわれわれの消費者に届くし、先進国で
作ったものが途上国に届くわけです。例えば、水がきれいじゃない所に粉ミルクを売るという、そ
の販売行為自体も倫理的なリスクになります。そういうふうに、このグローバルサプライチェーン
は、さまざまな倫理的なリスクを内包している。倫理には、地球環境に対する倫理と人権に関する
倫理を含みますが、その倫理的リスクをどうやって防ぐのかが、この新しいWithコロナ時代にわ
れわれが考えなければいけないことだと思います。
コロナ流行当初からWHO、世界保健機構は繰り返し、
「途上国の感染はこれから危機的な状況に
なる」と言っています。2020年10月後半にヨーロッパではまた新たな感染の波が起きています。日
本は少し小康状態を保っていますけれども。このまま世界中でコロナが収束していくことは期待で
きないというのは、誰にも明らかですね。もしかするとこれから、アフリカや南アジア、中南米で
さらなる感染爆発が起きるかもしれない。そのときに、日本人が「自分たちがもう収まったからい
いや」と言えないのは当然のことですね。アメリカトランプ大統領とかブラジルのボルソナール大
統領は、WHOが中国べったりで偏っているからそんな所にお金を出さないと言っているわけです
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けれども。WHOがいなければ、途上国に対する感染防止策っていうのは、誰もできないわけですね。
そういう意味で、国際協調が絶対必要なのだけれども、そんな中で、自国主義がまん延しているっ
ていうのは非常に危機的なことだと私は思います。
いずれにしても、今日私たちが安定的にマスクを、あるいは食料を、あるいは衣服を安心して得
られるためには、世界中に伸びているグローバルサプライチェーンが不可欠である以上、これを維
持するためにも途上国支援が不可欠なはずなんです。
とはいっても途上国支援なんて、利他主義者である篤志家・慈善家とか、あるいは援助機関・国
際機関、NGOがやればいいじゃんっていうふうに思うかもしれません。しかしそうではないのです。
むしろビジネスセクターこそが、自分たちのサプライチェーンのためにやらなきゃいけない。例え
ば、コロナ感染における三密のリスクとかってのは、もう貴賤、貧富、人種に関係ないわけですよ
ね。特に劣悪な住環境しかない貧困者、またストリートチルドレンとか路上生活者は、三密回避と
かできやしないわけですよね。とっても豊かな人たちは、どこか清潔で安全な所に、高級避暑地か
なんかに逃げてればいいかもしれませんけど。そんなことできる人は一握りなわけで、それができ
ない人たちにとってみれば、自分たちが安全でも、同じ社会に住んでいる路上生活者とか貧困層の
中にコロナがまん延すれば、当然、自分たちの感染リスクが高まる。なので、それが嫌ならば、彼
らをサポートしなければいけない。ある種の利己的な利他主義がここに存在するわけですね。
企業にとって自分のサプライチェーンをちゃんと維持して、利潤を上げようと思ったら、途上国
まで届いているサプライチェーンを守らなければいけない。そのためには、環境や労働者の人権・
生活環境を守らなければ、持続可能なサプライチェーンにはならない。私は、この利己的な利他主
義に活路を見出したいというふうに思っています。
このサプライチェーン上における倫理的リスクで、一番有名なのは、ラナプラザ事件ですね。皆
さんお聞きになったことがあるかもしれません。2013年にバングラデシュ、ダッカの郊外のビル、
８階建てぐらいのビルですけれども、ここの各フロアに縫製工場が入ってました。このビルが崩落
してしまい、1000人以上の女工さんが亡くなった事件ですね。これがあった後に、ヨーロッパやア
メリカでは、ファストファッション、GAPとかH＆Mとか、そういう店の前で消費者によるデモが
あったんですね。自分たちの着ている、ファッショナブルで安い服がこういう所で作られていたな
んてとんでもない。こういう所で作られたような服なんて着たくないんだというデモがありました。
ファッションブランドとしては、こうした評判は売れ行きに直結します。これをレピュテーション・
リスク（reputation risk）と言いますが、売れなきゃ困るので、このラナプラザ以降途上国の縫製
工場における労働環境の改善に取り組まざるを得なくなっていく。
こういうサプライチェーンマネジメントに向かう大きな潮流の中で、国連機関を含む国際社会も
ルールを作り始めています。今までは、企業がどういうことに対応をしようと、「それはもう企業
の勝手でしょう」って言われてきましたが、もはやそうじゃないと。民間企業の活動も、グローバ
ルガバナンスの重要な一部であるという認識です。国連では、ビジネスと人権に関する指導原則が
2011年にできました。そこでは国家には人権を擁護する義務があるけれども、企業にも労働者の人
権を擁護する責任があるのだっていうことを言ったわけです。つまり、ここで、国際社会のガバナ
ンスの中に企業が明示的に取り込まれたわけです。この指導原則の精神に基づいて、実は日本政府
も先週（2020年10月16日）やっとナショナルアクションプランというのを作りました。つまり日本
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政府も日本の企業とともにサプライチェーンマネジメントに取り組むことをコミットしたわけです
ね。こうした国際的なルールが作り始められたことは非常に重要だと思う。これが労働環境・人権
に伴う倫理的リスクへの対応です。
環境については、もちろん、さまざまなリスクがあるわけですね。生産過程による環境破壊とか、
あるいは消費を通じた環境破壊とか、あるいは使用後の廃棄による海洋プラスチックごみ問題もあ
ります。SDGsゴール12番『つくる責任、つかう責任』に深く関係します。日本で最近有名なった
のは食料廃棄ですね。皆さんもご存じだと思うのですけれども、
日本の食料廃棄量は年間646万トン。
これはWFP世界食糧計画が１年間に世界中で貧しい人や被災者に配布する食料の倍です。これだ
けの無駄があっていいのかっていうのは倫理的な問題ですね。これはもちろん、消費者の問題でも
ありますけども。こういうような大量の廃棄を呼ぶような企業システム、サプライチェーンの在り
方自体が、批判の的になってくるということですね。
そういう意味で、SDGS達成に向けた最後の10年間、Decade of Actionでは、サプライチェー
ンを通じた国際協力というのが非常に重要になってくると思います。そのためのアクターの筆頭
はもちろん、企業ですけども、それを公的機関がサポートするという形の国際協力もあり得ます。
JICAも実は今年に入って、いろいろな取り組みを始めています。例ば、サステナブル・カカオプラッ
トフォームというのは、JICAと日本のNGOであるACEが組んで、チョコレートの原料になるカカ
オの生産過程に児童労働が入らないということを担保するための取り組みで、企業とNGOとそし
て現地の政府、まずはガーナ政府が協力して開始しています。官民連携のサプライチェーンマネジ
メントの一例です。2020年11月に出てきたのが、責任ある外国人受け入れプラットフォーム。これ
はJICAとASSC（アスク）という、やっぱり日本のNGOが中心となっています。日本にやってき
ている外国人労働者、特にベトナム、ネパール、ミャンマーなど途上国からの外国人労働者が今、
増えていますけれども、こういった人たちの労働環境、生活環境がきちんと整備されていなければ
ならない、企業や自治体がきちんと対応しなければいけない、それを国際協力機構が始めています。
つまり、サプライチェーンに関与する国際協力というのが新しい方法として生まれつつあるのです
ね。
自国の中小企業を支援することが、国益にも当然かなうわけです。自国の経済成長に寄与する点
もあるのですけども、そこだけではなくて、持続可能な責任あるサプライチェーンをつくることが、
途上国に住んでいる人々の人権を擁護する事につながり、同時に国際社会における日本の評価があ
がるそういった形で国際協力アクターが、いろんなアクターが一緒になってやる国際協力というこ
とができている。
次に、もう一つのアクターとしての投資家について。ESG投資は、皆さん、聞いたこともあると
思いますが、EはEnvironment、SがSociety、Gが企業統治（Governance）ですけども。従来投資
家というのは、企業の財務諸表を見て、この投資をするとどれだけもうかるかを考えて投資してい
ました。しかし、今は、財務諸表以外のことも投資のための考慮に入れるようになっています。そ
れがEとSとGです。なので、例えば資金繰りに困っている日本の中小企業であっても、SDGsに取
り組むことによって、あるいは責任あるサプライチェーンマネジメントに取り組むことによって、
投資を受けられる可能性が出てくる。このESG投資というのも新たなアクターとして非常に重要だ
と私は思っています。
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コロナ対策とサプライチェーン・マネジメントも密接な関係があります。それは、治療薬やワク
チンの開発に関する資金にも関係します。感染症に関して言えば、このコロナっていうパンデミッ
クが初めてではなく、その前にエイズっていうのが昔ありましたね、今もありますけれども。エイ
ズ薬というのは、先進国企業が開発して特許を取って、高い金で販売していました。薬の開発には
多額の資金が必要だからです。しかし、アフリカにエイズが蔓延している状況でそれじゃ駄目でしょ
う。貧しい、途上国の貧しい人たちは助けられないでしょうっていうことで、WHOとそしてWTO、
世界貿易機構が一緒になって世論をつくって、本来高価なエイズ薬だけれども、途上国の貧しい人
にも届けられるように、特許を放棄してジェネリック薬の製造を許可し、安く手に入るようにしま
しょうという動きがありました。それと同じことが、このコロナのワクチンや薬についても起こる
必要があります。トランプ大統領は「WHOなんて知ったこっちゃない」って言っていますが、日
本は、COVAXというワクチン共同購入枠組みに、今、参加しています。これはみんながお金を出
し合って、それで、貧しい国にもワクチンが届くようにしようという仕組みなのです。これもまた
withコロナ時代の一つの国際協力の方法ではないかと思っています。
ワクチンとか治療薬っていうのは、もちろん飲んだ人個人の便益を増すという意味では個人のも
のですが、パンデミックを収束させるという意味では、公共財なわけなので、この公共財をきちん
と提供することが大事だし。先進国に住むわれわれ一人一人にとっても、とにかく私だけが欲しい
んですじゃなくて、この薬を途上国の貧しい人にも提供できることが、ひいては自分たちの安全に
もつながるということをきちんと理解し、そしてそれに公的な資金、ODAを付けるということも
支援しなければいけないというふうに私は思っています。
SDGsのゴール17番はパートナーシップです。これまでのコストベネフィット分析では、あまり
考えてこられなかった公共性とか、倫理性とか、責任というものがどんどんどんどん企業に対して、
求められるようになってきています。もちろん、企業は利潤を求めなければ、回っていかないの
で、それだけでは駄目なのですが、企業の公共性装備をサポートする、そういう仕組みが公的機関
であり、そしてNGOであり、そして大学、研究機関だと思うのですね。そういう意味で、NGOと
市民社会と対話することが大切ですが、これ、実は日本企業にとってはとてもハードルが高いです。
企業はNGO って怖い人だと思っているし。NGOの人たちは企業って悪いやつだと思っていますか
ら。でも、そうじゃなくて。お互いにSDGs達成に向けた協力をする、それをモデレートする研究所、
研究機関、大学の役割っていうのは非常に大きいと思います。
なので、コロナパンデミックの今だからこそ、国連はBuild Back Better って言っていますけども、
前よりも良くなるためにこの危機を活用する。そして、最初に申し上げたように、SDGsというの
はすごく大胆な、指切りげんまんなんですがわれわれの世界をトランスフォームするチャンスとし
て、このサプライチェーンマネジメントを通じた日本の国際協力貢献の可能性は非常に大きいので
はないかというふうに私は思っています。
ちょっと駆け足になりましたが、私の話は以上です。ご清聴ありがとうございました。

パネリスト花木氏より質問：私も、サプライチェーンマネジメントは専門ではないながらも、非常
に重要だと思っているところなのですけども。その途上国を含めたサプライチェーンマネジメント
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の在り方と、それから先進国の中での、すごく効率を重視したサプライチェーンマネジメントと、
重点の置き方が違うと思うのですが。特に公正さを中心として、サプライチェーンを考えたときに
ですね、途上国と先進国の間の違いは、どういうふうに、そのギャップを埋めていけばいいのか。
ちょっと一般的な質問ですけど、教えていただければありがたいと思います。
佐藤氏：ご質問ありがとうございました。サプライチェーンマネジメントという言葉が本来持って
いる意味の中には、効率を目指して、納期をどれだけ短縮するかとか、あるいは、何かあったとき
の、ビジネスコ継続計画（BCP）をどうするかっていうのは、当然あると思いますし、先進国では
それが中心であることも事実ですが、それだけではないのです。昨年2019年の６月にNHKで、
『ノー
ナレ』という番組があり、今治タオルがフィーチャーされたのです。今治タオルの下請け工場で働
いているベトナム人の技能実習生、その技能実習生がNHKのディレクターに電話をかけて「助け
てください」と。で、取材をすると、そこでは、労働時間もすごい夜中まで働かされ、そして残業
手当も払われず、そしてけがをしても労災が認められないっていう、時折聞くことのある話なので
すが、それがフィーチャーされたんですね。そうすると、その番組が放映されている間にネットが
炎上するわけです。その番組では、今治タオルとも言っていませんし、
企業名も全然出していません。
しかし、ネット上では「この会社に違いない」
「私はもう、二度と今治タオルを買わない」
「今治タ
オルをボイコットしよう」みたいなのが、わあっと盛り上がるんですね。「これに違いない」と名
指しされた会社は、実はそこではなかったんです。なかったんですが、とにかく炎上してしまいま
した。これはサプライチーェン上の倫理的リスクです。そういうことが、日本国内でも起きている
わけです。これは縫製業ですが、技能実習生の労働環境・生活環境の劣悪さは農業で水産業でも問
題になっています。つまり、人権に関わるサプライチェーンマネジメントっていうことに関してい
えば、途上国だけじゃなくて、日本国内でも、実は同じことが起こっているのです。翌々日、今治
タオル工業会が声明を発表します。この今治タオル工業会っていうのは、お日さまが昇るようなロ
ゴマークも作って、うまくブランディングをやっているところなんです。そこが何て言ったかとい
うと、
「あの番組で登場した企業は、われわれの組合の加盟企業ではありません。しかし、われわ
れのサプライチェーンの一部であることは間違いないので、われわれは社会的・道義的責任を感じ
ています」
「われわれは自分たちのサプライチェーンに、こんなことがないようにこれから努めま
す」って言ったのですね。これは画期的なことです。今までだったら、こうした場合「自分たちの
企業、関連企業じゃありません」でおしまいだったんです。
花木氏：そうですね。
佐藤氏：これまでは、下請けだから関係ありません、孫請けだから関係ありませんってことが通用
したのですが、もうそれが通用しなくなったのですね。このことはすごく重要です。世の中がトラ
ンスフォームし始めているのです。どんな大企業、例えばイオンさんとかであったとしても、自分
が販売した商品のサプライチェーンをどこまでさかのぼっていっても責任は免れないわけですよね。
その意味では、国内であるか、あるいは途上国であるかとか関係なく、自分が扱っている製品のサ
プライチェーンに、きちんと責任を取らなければいけない。そうでないと、社会的にバッシングさ
れる。これはボイコットも含めてですけども。でも、それは単に消費者からバッシングされるだけ
じゃなくて、投資家も投資してくれなくなる。企業はつぶれてしまうわけです。という意味で、サ
プライチェーンマネジメントの持っている倫理的リスクっていう側面は、私は国内であったとして
― 18 ―
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も、途上国であったとしても、本質的には変わらないというふうに思っております。
花木氏：なるほど。そういう意味じゃ、いい方向に進んできている。ちょっと、当事者は大変かも
しれないけど、いい方向に進んでいるということですよね。
佐藤氏：はい。
花木氏：ありがとうございます。
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Iotがもたらす行動変容と社会の変化
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2017年より現職。2014－17年日本学術会議副会長。
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皆さん、こんにちは。東洋大学情報連携学部の花木です。私は最初にIoTがもたらす行動変容と
社会の変革ということで話をさせていただき、最後にまた、パネルディスカッションで皆さんにお
目にかかりたいと考えています。それでは、スライドを使いながら説明をさせていただきます。
最初に暮らしぶりということをお話ししたいと思います。いかなる国も、何を目指しているかっ
ていうと、良い暮らしぶりを目指しているということは、先進国でも途上国でも同じですよね。そ
の良い暮らしぶり、ここに書きましたけども、良い暮らしぶりのためには、経済活動もある程度必
要になる。そして問題となるのは、資源の消費と環境の影響です。これ、横軸が時間で、暮らしぶ
りが良くなるときに、資源と環境への影響を小さくする、デカップリングと言いますけども、それ
をしていこうではないかということを示したUNEPの資源パネルの図です。SDGsの達成にはです
ね、暮らしぶりを良くするとともに、資源、環境への影響を小さくしていくということが必要になっ
てくるわけですね。
その暮らしぶりと資源、環境との関係を環境効率という指標で、きょうは皆さんと一緒に考えて
いきたいと思います。この場合、効用としては、経済成長、あるいは暮らしぶりが入り、環境負
荷の中にはCO2、大気汚染、資源消費、そういうものが入ります。環境効率を上げるということは、
効用を高めて、また環境負荷を減らすということですよね。ですから、このデカップリングってい
うのは、この環境効率を高めるということでもあります。
さて、もう一つの動きとして、Digital Transformation（DX）の話をしたいと思います。これは、
今、日本でもDX社会への動きというのが急速に始まっています。日本だけじゃなくて、多くの先
進国、途上国でもDX社会の形成っていうのが進んでいます。このDigital Transformationを支える
ための技術としては、IoT、AIというものがあります。これは、まあ皆さんも聞かれたことがある
と思うのですが、IoT っていうのは、全てのものに比較的安いコストのコンピューターが埋め込ま
れている。それは、例えば、洗濯機であるとか、あるいは、手帳であるとか、そういうものですね。
そこから情報が発信されて、また、その機器を制御していく。一方、人間の判断、あるいは知識を
蓄積していって、それに代わるものとしてAIが発展してきています。
で、こういったIoT、AIというのが、大事なポイントは、安くなったということですよね。これ
が例えば、宇宙船を制御するとか、戦闘機を制御するのだと、いくらお金をかけてもいいので、そ
れはいろんな技術ができるのですけど、今やもう普通のものに、このIoT、AIが入ることがコスト
的に可能になってきたわけです。そのため、日常生活を変えていく、DX社会が可能になってきた
というわけです。
さて、今回のコロナ禍、あるいはDX社会に関して、環境効率の面からちょっと見ていきたいと
思います。すなわち、分子の効用、分母の環境負荷から計算されます。で、望ましくない成長とい
うのは、これ、資源とか、物をどんどん使う暮らし。効用は良くなるのだけど、環境負荷が大きく
増える。エネルギーどんどん使うような暮らしですよね。先進国が取ってきた姿っていうのはこれ
に近いものです。これは、環境効率は下がっていく、今、目指されている脱炭素社会、CO2は80パー
セント減らす、あるいは90パーセント減らすというときに、効用を大きく減らすというのは、やは
り、なかなか人々の暮らしの面から厳しい。ですから効用は維持するか、緩やかに増大する。一方
で環境負荷を大幅に減らすことによって、環境効率を高めようというのが脱炭素社会です。
現在生じているコロナ禍は、じゃあ、どういう状況かというと、効用は大きく減少していますよ
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ね。経済的な効用だけじゃなくて、われわれの社会生活、あるいは健康の効用が落ちて。一方、環
境負荷は下がっています、人の移動が減っていますから。下がっているけども、その減っている部
分を見ると、効用が減っているほうが恐らく大きい。ですから、環境効率も下がっているというよ
うに思われます。
さて、目指すべきDX社会はどういうのかっていうと、効用を高める、IoT、AIによって効用を
高める、一方で環境負荷を下げる、それによって、その比である環境効率を大きく上げようという
ことが、今日お話しする内容です。
DXがわれわれの暮らしにどういう影響を与えているかっていうことを、資源、環境の面、資源
環境面から考えると、大きく二つの可能性があります。まず右側、効率がいいこと。このようにな
ることによって、資源の消費、あるいはエネルギーの消費量が減ってくる。これ、従来型の省資源、
省エネルギーを進める。そこにさまざまな電子機器が入る、そういう部分ですね。でも、きょうお
話しするのはここではありません。きょうお話しするのはこちらです。DXによってわれわれの行
動が変わる。生活の質を向上させて、一方、物、あるいはエネルギーの需要を減らす。減らすこと
によって、それぞれの部門である、製造業、運輸、業務、商業、家庭での資源とエネルギーの消費
を減らして、環境への影響小さくしていくということが、きょうのテーマです。
DXが生活と環境に与える効果っていうのをここにまとめてみました。一言で言うと、より高い
暮らしぶりと低環境負荷を実現する。その大きい鍵はですね、モノをサービスに置き換える効果。
ここでは代替効果と呼んで、モノを使っていたものを、モノを使わずにサービスに換えるのです。
それによって根本的に資源とエネルギー需要を減らすことができます。紙の書類から通信可能な情
報へ置き換える。あるいはテレワークをする。それによって通勤、通学目的の人の移動の需要、そ
もそも必要性がなくなる。テレワークは、特にコロナ禍によって導入が加速したわけですよね。そ
れから買い物、医療のための移動を不要にする。こういうのが代替効果として期待できます。こう
いう代替効果は、従来型の省エネ、省資源によって消費を減らすのではなくて、そもそもエネルギー、
資源消費を伴う行動とか物質を不要にするという点で、根本的な大きい効果が期待できます。簡単
に言うと、ゼロにする効果は大きいということですね。
代替効果の例、もう少しお話しします。われわれになじみがあるものから始めると、紙から電子
文書へ換えていく。あるいは建物内の会議室からウェブ上の会議サービスへ換える。書類であると
か、あるいは会議室を電子的にすることによって、テレワークは可能になります。
それからもう一つは、実際の小売店舗からインターネット店舗へ換えていく。あるいは病院に通
うという行為を遠隔医療に換えていく。こういうものが、典型的なものとして考えられます。これ
はいずれも従来必要だったモノとか、移動を全くなくすということですので、環境負荷の大幅な削
減が期待できます。
また、プラスの面としては、テレワークによって雇用できる人は増える。遠い所に住んでいる人、
あるいは時間的な制約がある人、そういう人が働くことができるようになる。
あるいはインターネッ
トの会議によって、離れている場所に住んでいる人、あるいは国際的には途上国の人々の参加が簡
単になります。また、ネットショッピングによって、消費者の選択肢が増える。それから、病院に
行くと、もう１日仕事だというのが、待ち時間がなくなる、あるいは、感染する恐れっていうのが
なくなる。こういう効果が期待できます。
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オフィスについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。オフィスを電子化することによっ
て、何が起きるか。通勤、業務打ち合わせ目的の人の移動が減ります。で、従来、自動車でやって
きたとすると、それが完全になくなる、あるいは、渋滞が解消します。電車で動いていた場合には、
ピーク時の電車の運行頻度、あるいは編成車両数を減らす、ということになってくると環境負荷が
減っていきます。
紙については、紙の製造、コピー、廃棄の環境負荷が減る一方で増えるのは電子書類の作成、閲
覧の環境負荷があります。この差分が、効果が出てくるところです。けれども、効用とすると、電
子書類のほうが、情報検索能力がはるかに優れているので、そういった膨大な資料の中から、もの
を見つけ出すというのも、簡単になってくる。そしてもう一つ、物理的に意味があるのが、紙の保
管に必要な棚等の機材、スペース、これは事務所だけじゃなくて、皆さんのご自宅でも同じことが
言えます。これを減らすことができる。
オフィスと家庭をここで比べなきゃいけないのは、オフィスの仕事が減った分、家庭での仕事は
増えますから、減った分、家庭での冷暖房、照明需要が増える面は残念ながらあります。一方、通
信については、かなりの会社は既に社内に大きいコンピューターのサーバーを持つのではなくて、
外のクラウドシステムを使っています。そうすると、家からアクセスしても、会社からアクセスし
ても、それは変わらないので、通信の環境負荷は変わらないと考えられます。
テレワークは、都市の機能全体にも影響を与えます。いい影響、悪い影響、両方あるのですけど、
オフィスの需要が減る、オフィスの面積の需要が減るということです。これは特にテレワークをし
て、ローテーションで勤務すると、常時働いている人の数が減りますから、オフィスの面積を減ら
すことができます。例えば、ある大手企業では、2022年度末までに、国内のオフィス床面積を半分
にするという計画を実際に立てています。マイナスは都心商業地のにぎわいがなくなるということ
です。そこは都市としては、ちょっとマイナス。
一方、住宅に対しては、居住地の選択の自由度、すなわち、毎日、毎日、通勤するとなると、都
心にある会社への通勤時間が一番大きい制約条件になる。その制約条件が外れてくると、もっと場
所の選択は自由になる。ただ、一方では、テレワークをするために、自宅でテレワークできるよう
な間取りにしていくというようなことも必要になってきます。
この都市については、もう少し長期的に見ると、こんな効果が期待できます。サテライトオフィ
スの増加。メインのオフィス以外にサテライトオフィスをつくる。そのサテライトオフィスも従来
の副都心ではなくて、もっと住宅地に近い所につくっていく。そうすると、小さい副都心がいっぱ
い出てくる、そういうような街の構造になっていく可能性があります。それから居住地の選択の自
由度が増え、また、それによって住宅地の立地というのも変わってきますので、都市構造が変わっ
てくる、ということが予測されます。
さて、テレワークが人間に与える影響ということでお話ししたいと思います。もう大勢の人が経
験しているとおり、ワークライフバランスの改善。当面は難しいことではあるにしても、家にいる
時間、あるいは家族と過ごす時間が増える、ということで、このワークライフバランスが改善する。
それから、もう一つ大きいのは、多様な状況下で多様なライフスタイルを持つ人々、例えば、介護
であるとか、子育てであるとか、８時間連続で働くことはできないけど、途中に休み休みを入れて、
働くことができる、あるいは、昼間は厳しいけど、夜は働けるという人に、やりがいがある仕事を
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提供することが可能になります。それから立地でいうと、雇用機会が少ない地方部、これは地方再
生で、
「みんな地方で頑張ってください」と言うのですけれど、仕事がなかなかない、という問題
がありますよね。だけど、テレワークなら、どこに住んでいようと、関係がないので、地方部の雇
用を増やすことが可能になる。それをさらに広げると、海外在住のままで雇用する。例えば、日本
出身でない方が、自分の母国で、母国語を使いながら、日本の会社の仕事をするということは可能
になると、そのほうが働くほうとすると、働きやすいですよね。途上国の技術者については、雇用
を拡大していく。これはもともとITの分野では、海外へのアウトソーシングというのは、だいぶ
前からやっています。特に英語圏ですね。これがもっと広がってくるっていうことが可能になると
思われます。
さて、テレワークの話は一旦切って、もう一つ、ネットショッピングについてお話しします。ネッ
トショッピング、大勢の方がお使いだと思いますけど、店の側からいうと、店舗が要らなくなる。
それは店舗のための照明、空調、あるいはそこに展示するものが必要なくなる、あるいは店舗に通
う従業員が要らなくなるということですので、エネルギー面、資源面での効果が大きい。一方、使
う側からすると、多様な品物を適正な価格で24時間購入可能になる。それからどこに住んでいよう
と、今や、便利、不便ってのは、もう差がない。どこでも買える。それから特に郊外に住んでおら
れる方は車で買い物に行く。日常の買い物も全て車だというところがですね、環境負荷が減るとい
う効果が期待できます。それから買い物難民といわれるように、自動車を運転できなくなる、高齢
者だとそういうふうになっていくわけですが、
そういうかたがたの暮らしぶりの維持のために、
ネッ
トショッピングは非常に重要になってきます。ただ、無駄に購入するリバウンド効果っていうのは、
やや要注意ですね。
都市全体で見ると、しかし、いいことばかりではなく、既存の店舗型小売業への悪い影響がある。
特に、立地が駅前とか、好立地の店舗の優位性、これまで優位だったものが優位じゃなくなります。
都心の一等地にあるような商業施設、本屋さん、あるいは身の回りにある文具店、商店が閉まって
いくっていうのは、多くの街で経験されていることです。そういう意味で、都市の活力の面では、
ちょっと望ましくない面もあります。
さて、今、ネットショッピングで、「自分で車で行かなくなると環境負荷が減る」と言いました
けど、そのネットショッピングの物の配達はどうなっているのだと、皆さん、考えられると思います。
それについて、ちょっとお話をしたいと思います。もともと店舗で、店に行っていた、その店舗か
ら宅配を受けるっていうところは、ちょっと微妙なところですね。特に、従来、歩いていった所か
ら、トラックで運んできてもらうと、残念ながら、それは環境負荷、増えます。でも、従来、車で
その店だけのために行って帰ってくる、それを宅配に切り替えると、宅配は順番に、回って配達し
ていきますから、環境負荷は低くなります。もっと、この宅配の効果を出すのは、店舗を持たない
形の小売業です。多くの地域に、生協、生活協同組合ありますよね。それは宅配で物を配達している。
これについて、研究された論文がここにありまして。利用者１人当たりの二酸化炭素の排出量は店
舗のほうが直接宅配の２倍である。さらに店舗に来る人の車による二酸化炭素の排出量を概略推定
すると、店舗販売のほうが６倍になる。直接宅配だと６分の１になるということです。こうやって、
配送、宅配っていうのは、環境負荷が高いわけではない。ですので、別の行動を置き換えますので、
そこで効果が期待できます。
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さて、シェアリング効果。これはカーシェアリング、ライドシェア、それですよね。カーシェア
リングは、もうどんどんどんどん、ここのところ増えています。で、カーシェアリングとライドシェ
ア、若干、似た言葉ですけど、何が違うかっていうと、カーシェアリングは、まあ、よく駐車場に
置いてありますね。違う時間に違う人が同じ車を使う。ライドシェアっていうのは、同じ時間に全
く知らない人が同じ車に乗るっていうのが、ライドシェアです。もうちょっと詳しく見ると、カー
シェアリングは走っているときの環境負荷っていうのは変わらないですよね、みんなそれぞれ別々
に走ります。でも、ライドシェアは相乗りしますので、環境負荷は減ります。カーシェアリングが
効果が出てくるのは、ここですね。都市全体の自動車の存在台数。要するに、家にあるけどほとん
ど使っていない車の代わりにカーシェアリングを使うということになりますので。自動車の数は、
存在数は減ります。ライドシェアももちろん減ります。利用条件としては、カーシェアリングは空
いていればいつでも使える。ライドシェアは環境負荷は低いのですけど、相手がいないと成り立た
ない、というところの難しさがあります。このカーシェアリングは、非常に最近増えていて、毎年、
このように増えています。このポイントは、スマホでも、簡単に予約して、簡単に使えるというと
ころが大きいです。従来のように、何日か前に予約して、その時間にきっちり行って、免許証を見
せて登録してって、もうそれだけで時間がかかるわけです。そうじゃなくて、タップするだけでそ
こに行って乗れるという仕組みになっています。
このカーシェアリングのステーション、こうやっていろんな場所にありますけど、どういう客を
相手にしているかというと、都市にあって、必ずしも自分が車を毎日使っているわけではない、家
には車あるけど、通勤先には車がないとか、そういう人たち、あるいは出張して、車で動きたい、
そういうときに、このカーシェアリングということですので、こういった、東京23区、それぞれの
場所、こういう所にシェアリングステーションが増えています。
このカーシェアリングの効果。CO2でどういう効果があるかっていうのをここにちょっと示しま
した。ここに、高稼働車、車の一生でたくさん走る車、平均的な車、10万キロ。ほとんど乗らない
ような車だと、11年間に２万キロ、そんな車だってあり得るわけです。この車の一生の二酸化炭素
というのをライフサイクルCO2で計算するとですね、走行距離当たりのLCCO2を出すと、この眠っ
ている車は、製造のときの環境負荷が走行距離当たり大きくなってしまう。そうすると、全体とし
てのCO2が増えてしまうので、この車を高稼働車に切り替える。要するにこの車を持つのをやめて、
こっちを使う。それでこの製造のときのCO2を減らそうというのがカーシェアリングの意味です。
一方、ICT、これ自身は環境負荷をもたらす。そういう面は確かにあります。このICTについては、
特に世界的なネットワークではクラウドシステムを使いますけど、そこのデータセンターで、どの
ようにCO2を減らすかっていうことについては、かなり取り組みが進められています。このクラウ
ドのデータセンターをグリーン電力、CO2が出ないグリーン電力で賄うっていうようなことも世界
的にされています。
さて、このコロナ禍がもたらした変化とDXの定着ということで少しお話をしたいと思います。
テレワークはもともと提案されて、メリットがあるってことは指摘されていたのです。今回、コロ
ナ禍が契機となって、雇用者、被雇用者、取引先がメリットを実証することができた。今回のコロ
ナ禍の場合にはですね、大都市での感染防止が目的でしたけども、環境面で考えると、自動車を使っ
ている中小都市、あるいは遠距離のテレワークのほうがより効果が大きいとも言えますよね。です
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から、その辺を、定着させていくと環境資源の意味で大きい意味を持つと思います。
それから人の雇用ですが、特に途上国の高学歴層に裨益する国境を越えた就業、
これが可能になっ
てきたわけです。雇用制度の整備っていうのは必要になってきますけども、こうやってネットで雇
用ができると、途上国にいたまま、働くということも可能になってきます。
これは、テレワーク、どれぐらいの人がやったかという調査ですけど、40パーセント、60パーセ
ント。かなり大勢の人が行ったと。それから、テレワークを今後続けたいか、そう思う、どちらか
というとそう思うという人が、かなり大勢いて、やってみたら良かったということが多かったよう
です。
コロナ禍がもたらした変化ということで、少し書いてみました。物流、廃棄物の流れが変わった、
宅配が増えた。外食が減って、あと、廃棄物でいうと家庭の廃棄物が増えるというようなことがあっ
た。鉄道事業者は、テレワークで通勤減少というのは、ある程度、固定しそうです。雇用について
は、既存の安定的な雇用は脅かされた一方、エッセンシャルワーカーの雇用は増えているけど、こ
れが継続していくかどうかというのは、ちょっと様子を見ないと分からない面があります。
途上国については、現在、暮らしぶりが低くて、人口が増加している、そういう国では、ICTに
よって一気に向上させることが期待できます。このLeap froggingで成功した例としては、移動体
通信、固定電話の代わりに携帯電話を普及させたというのが、その例として説明されています。こ
れは、実例です。こうやって、固定電話だと先進国と途上国の差が大きいのですけど、携帯電話だ
と、簡単に、比較的簡単に整備できるので、この格差を縮めることができるわけです。国内的には
デジタルデバイド。このデジタルを使えるかどうかという、年齢による違い、これが、まだ問題と
して若干残っています。これは解決しなきゃいけない問題ですね。
最後、このスライドです。DXによって、どこを目指すか。途上国は、現状、環境負荷が低いけ
ど、暮らしぶりも低い。それを、暮らしぶりを高める。一方、先進国は現状で暮らしぶりは高いけ
ど、環境負荷も高い。環境負荷をDXで下げていく。こうやって、望ましいゴールはここにあって、
ここを目指して途上国、先進国がより良い姿に進んでいく。そのときにDXが役に立てば、非常に
いいなと考えているところであります。
はい、以上で私の話は終わらせていただきます。

パネリスト内藤氏より質問：一般論的にご意見伺えればと思います。DXという言葉がバズワード
化していますけれども、例えば、今、国内で、皆さんご承知のとおり、新政権でデジタル庁設立の
話があって、デジタル化、DXに関する議論の加速があるのは、私は個人的には非常にいいトレン
ドだと思っています。例えば、きょう、Go To トラベルの東京版、
「もっと東京」とか、いろいろ
新しい優待予約制度が始まったりして、そういう、コロナ禍の中で、いろんなデジタルを駆使する
ことによっても利便性が出てくる話であったり。Go To トラベルが全てじゃないですけど、そう
いったコロナ禍での中で加速しているDXといういい話がある一方で、Go To トラベルとかGo To
Eatなどは、必ずしもDXと直接関係ない話ではあるのですけども、デジタルに詳しい人のほうが
メリットを受けやすい状況にも、今、過渡期的になっているという、一般的な話もあると思います。
花木先生はご専門なので対象外ですが、他の方にも分かりやすく申し上げると、例えばご高齢の方
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とかで、スマートフォンを持ったことない、持つ必要もないという方々にとっては、いくら便利な
Go To トラベルでも、気付いたら優待期間が終わっていたとか、予約の仕方がそもそもインター
ネット経由じゃないとできないから、私にはできないとか、利便性が、もしかしたら偏りが出てい
る部分も過渡期として今、出てきているというのは事実だと私は思っています。これに関して、質
問としては、過渡期だと本当に思う一方、特に日本国内で、こういったことが起きていることに関
して、しかも世界の中でも一番高齢化率が加速している国において、そのジレンマというのは、先
生からご覧になっていかがお考えか、ご意見伺えれば大変幸いです。
花木氏：はい、ありがとうございます。その高齢の方がスマホを使えないので、なかなか、情報を
使いこなせないというのは、前からいわれてきたことですけども、デジタルを使うのに慣れた人び
との年齢が次第に上になってきたというのもあってですね、かなりの高齢の方もまあ、使えるよう
になってきたというのが一点。それからもう一点はですね、今、おっしゃったことは、実は日本国
内の問題でもあるのですけども、きょうのテーマである途上国の中での、デジタルデバイドの問題
でもあるのです。そこでは年齢ではなくて、教育を受けたかどうかということの差かもしれません。
そういった、デジタルについての現状の知識の差が、受けられるメリットの差につながっていると
いうのが、今起きていることだと思うんですね。今回のコロナ禍対応の動きは、ある意味、準備せ
ずに、いきなり始まったということなので、そこのひずみはあると思います。ただ、そこを、みん
ながそろわないと前へ進まないってやると、またこれも全然進めないものですから。今回は、一つ
前に進んで、今度はそのマイナスの面を、うまく埋めていくということを次、やんなきゃいけない
かなと思っています。以上です。
内藤氏：ありがとうございました。
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新型感染症により再定義される教育におけるICTの役割

内藤

智之

独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員／
シニアアドバイザー（ICT・イノベーション分野）

1990年フジタ工業㈱入社。1999年国際協力事業団（JICA）入団、
運輸交通・情報通信課長等を経て、
2010年より外務省国際協力局開発政策上級専門員（JICAより出向）。2011年世界銀行東アジア太
平洋地域局プログラムマネージャー。2016年より現職。
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ʰغΨϱϧϱदۂՃΝਚΖΠϱίʖφΝࣰࢬ͢ɼຬਕਫ਼͗յͪ͢ɽαϫψ״ઝϨηέ͍͗ΖͲ
ͺɼસदۂׄఖౕΝΨϱϧϱͶͤΖ͗నͫͳָਫ਼ͺߡ͓ͱ͏ΖɽҲ๏ɼ״ઝϨηέ͗͵͚͵ͮͪΔͳਚΖͳɼΨ
ϱϧϱͺׄఖౕ͗నͳ͏͑ɽ״ઝϨηέ͗͵͚͵Ηͻָਫ਼ͺଲΝɼΨϱϧϱΝևໃͶͪ͢͏Κ͜Ͳͺ͵

୕ʱɼ ʰಋ࣎దʀ ඉಋ࣎దָरญ༽ʱؽճ͗ਫ਼Ίड़͠Ηͪɽ

͏ͳΚ͖ͮͪʱ



Ͳؖؽɼཀྵద͵ָਫ਼ϠϑϨτΡେͳ͢ͱώʖοϡϩϠϑϨτΡΏڠಋΨϱϧϱָर͗֨ɽ

ʗָͺʹΓ͑ͶรΚͮͱ͏͘Ή͖ͤɽ



͗ؖؽɼڂݜͶӪ͍ڻΕͳ͢ͱ͏Ζʁ

ʰਕ਼͗ΗΖ࣪گΝݰΔ͢ɼΨϱϧϱदۂͶྡΌΖݺਕηϘʖηΏɼঙਕ਼ͲυΡηΩρεϥϱͲ͘ΖϧʖωϱήαϠ

ࠅड़ࢯʤʥɼָճࢯͺԈغʤʥɼՌָܧϕϫζΥέφາϨηέʤʥ͵ʹɽ
6RXUFH ࠅָཱིڢճ KWWSVZZZMDQXMSQHZVWRSLFVZQHZLDXVXUYH\KWPO

ϱθΝଁΏͤΓ͑րͤΖචགྷ͍͗Ζɽυʖν௪৶ΫϡϏετΡʖଁΏ͠͵͏ͳ͏͜͵͏ɽαηφͺͶ͵ΕɼຌͶ
࣯߶͏گүΝ͢ڛକ͜ΖͶͺඇ༽ͺ͖͖Ζ͗ɼ͖ͮ͢Ε६ඍͤΖචགྷ͍͗Ζʱ



6RXUFHʁೖຌࡃܨซʤ೧݆ೖʥ
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 ೖຌැʁگү࠸ਫ਼ࣰߨճ٠ʰϛηφαϫψغͶ͕͜Ζͪ͵ָ;
ࡑΕ๏ʱʤ݆Ͷ٠͗࢟͠Ηܩକʥɽ

մए

 ʰΨϱϧϱ๏ͺޛΕ͢͵͏ʱʷ ֦ॶͲซ͖ΗΖқݡɽ
 αϫψՔͲ൳Ԣ͵͚Յଐͪ͢Ψϱϧϱگүʰଏ෨ʱΝɼ
ʹΓ͑Ͷʰඉఽ౹దʱͶດΌͱ͏͚͖ʤʻ,&7ۅద͵ཤ༽ʥɽ
 ॊཔگүϠυϩ͖Δɼ૮ͶΝඊ༄ͦ͠Ζචགྷ͍͗ΖͲͺ
͵͏͖ʤʻ࠸ఈٝʥɽ




ָस๏๑ͶΓΖϟϨρφʙυϟϨρφྪʁߪࢥଈʤʥ
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೧ఖౕҐ٠ʁ
گү,&7౦ࣁͳްՎܐؖͶଲͤΖٛ೨

گүͳ,&7รય
%HIRUH:LQGRZV









3RVW &RYLG

 &RPSXWHUSHUSXSLOVLQ$PHULFDQVFKRROV
LQFUHDVHGIURPLQ  WRLQ  
EXWn/LWWOHRU1RSRVLWLYHHIIHFWRQRXWFRPHV|
VXFKDVWHVWVFRUHVt

*HRUJH%XOPDQDQG5REHUW)DLUOLH  

 n1ROLQNEHWZHHQZKDWFRXQWULHVVSHQGRQ,7LQ
VFKRROV DQGWKHLU\HDUROGVbDELOLWLHVLQPDWKV
VFLHQFHDQGUHDGLQJ|t 2(&' 
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೧ͳࡑݳ͘͵ҩ͏ʁϠώϩϋρφϭʖέ߁͗Ε

೧ఖౕҐ٠ʁگү,&7౦ࣁͳްՎܐؖͶଲͤΖٛ೨



 ,Q%UD]LOD2QH/DSWRS3HU&KLOGLQLWLDWLYHLQVHYHUDOVWDWHVIDFHG\HDUVRIGHOD\V7KHQHYHQ
D\HDUDIWHUWKHODSWRSVILQDOO\PDGHLWWRFODVVURRPVPRUHWKDQSHUFHQWRIWHDFKHUV
UHSRUWHGQHYHURUUDUHO\XVLQJWKHPLQFODVVURRPDFWLYLWLHV :'5

3RSXODWLRQFRYHUHGE\DWOHDVWD*PRELOHQHWZRUN















$IULFD

$UDE6WDWHV

$VLD 3DFLILF






&,6


(XURSH

7KH$PHULFDV



6RXUFH,78VWDWLVWLFV





ָگүͺ״ઝͶΓͮͱ
࠸ఈٝ͠ΗΖ͖ʃ
༆ઔ೯گदʤ౨ښָʥ
ʰܗαϫψΤϩη״ઝ֨Ͳًͪ͘ֆదͶ
͘͵รԿҲͯͺɼΨϱϧϱߪٝٺଐ͵߁ΉΕ
ͫΘ͑ɽʤྲྀʥͪͫ͢ɼ͞รԿΝɼՊͶ͏ͱ
ߪٝ͗ण͜ΔΗΖΓ͑Ͷ͵ͮͪ͞ͳɼͳୱ९Ͷଌ͓Ζ
ͳࣆସΝޣݡΕ͖͵͏ɽͮͳຌ࣯ద͵қັͲɼ
گү͍Ε๏ͨΝร͓ΖՆ͗߶͏͖Δͫɽʱ

ߨಊ

˕ ਕ਼͏͵ݸदߏָ͗ۂ͍Ε๏ร͓Ζ
˕ ҲঋෝࢾͲͺ͵͚णߪͲમൊ
˕ ऀճਕָ;͢Ώम෫ܢรΚΖ
ೖຌࡃܨซʰ࣪گࡃܨʱʤ೧݆ೖʥ
ʲگү֕೨ɼܻรՆʳΓΕ
6RXUFHʁೖຌࡃܨซ



ʰָܗसʱ͖Δʰݺਕָܗसʤ3/ʥʱʁ
,&7Νϓϩͤ༽Ζگү  (G7HFK





ܠଵుΝ༽͏ָͪसγʖϑηʤίωΠ(QH]Dऀʥ

ݺਕ͜αϱϒϣʖτΡϱήυώη͗ɼࠅΝֆͲघࠔ͵Ճ֪Ͳཤ༽Ͳ͘ΖΓ
͑Ͷ͵Εɼϔϫʖχώϱχ௪৶ඇ༽ఁ࿁Կ࢟͢Όͪɽ



گү༽λϓφΤΥΠं͗ɼָਫ਼ݺਕָसΝγϛʖφͤΖλϓφΤΥΠΝࡠ͢ͺͣΌɼ
ϏʖλψϧθΨϕεϥϱ͗ଁ͓ͱͪ͘ɽ
ϭϳ

6RXUFHʁ-(752
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3/))ʤ)DFHWR)DFHʥ %OHQGHG$SSURDFK
7KHIOLSSHGFODVVURRP

,&7Νͪ͢༽3/Ͷ͕͜Ζ॑གྷ͵ࢻ఼
y 3HUVRQDOL]HGOHDUQLQJPXVWIROORZWKHHYLGHQFHRQKRZVWXGHQWVOHDUQ
y $OHVVFRQVHTXHQWLDOIDOVHKRRG
7HFKQRORJ\PHDQVVWXGHQWVGRQRWQHHGWROHDUQIDFWVRUOHDUQIURPD

WHDFKHU
y 0DNHVXUHWKDW(G7HFK QDUURZVLQHTXDOLWLHVLQHGXFDWLRQ

y 7KHSRWHQWLDOIRU(GWHFK ZLOOEHUHDOL]HGRQO\LIWHDFKHUVHPEUDFHLW

^ŽƵƌĐĞ͗dŚĞĐŽŶŽŵŝƐƚ͕:ƵůǇϮϮͲϮϴ͕ϮϬϭϳ͕ƉĂŐĞƐϵ


^ŽƵƌĐĞ͗<ŚĂŶĐĂĚĞŵǇ



ʰ॑གྷ͵ࢻ఼ʱ͖Δߡࡱʁ
ָͪ͵ؽ ʖ ,&7Νۨ࢘͢ʰָ;࠹నԿʱΝҌͤΖ

/HDQLQJLVOLPLWOHVV 9LHQWLDQH/DRV

ָଈ͗ݺਕʰஎࣟʀஎ'ܛ%ʱͶԌͮͱ$,Ν͢༽
࠹న͵ָसϕϫήϧϞͳָ;NQRZKRZΝҌ͢ͱ͏͚

ݺਕʰஎࣟʀஎ'ܛ%ʱ
:LVGRP
&UHDWLRQ
/D\HU

ָͲָसى

2SHQ$3,

ݺਕ
ັڷʀৼؖ

2SHQ$3,

.QRZOHGJH
$FFXPXODWLRQ
/D\HU

ָࡑָָसى
2SHQ$3,
ָָҐָसى
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シンポジウムにご出席の皆さま、こんにちは。国際協力機構（JICA）の内藤です。本日、私の
ほうからは、25分間ほどお時間を頂戴して、
『新型感染症により再定義される教育におけるICTの
役割』と題したプレゼンテーションをさせていただきたいと思います。それでは、早速ですが、パ
ワーポイントをお見せしながらご説明したいと思います。
全体は、大きく三つに分けてご説明したいと思います。まず新型感染症と教育の関係について、
事実として幾つか代表的な数字や代表的なコメント等をご紹介したいと思います。それから、それ
らの事実に基づいた私なりの解釈というものを、幾つか述べたいと思います。そして、その解釈と
事実に基づいて、どういった行動が、今、現在、世界で見られるのか。それをどういうふうに今後、
さらに発展させていくべきか。それはICTをより活用してという前提でございますけれども、新型
感染症によって、受けている教育の影響がICTをより活用することで、どういったことになるのか、
いうお話を最後に差し上げたいと思います。
最初に、新型感染症による教育への直接的影響について、すごくざっくりとした数字ではありま
すけども。コンセンサスとして持ちたいと思います。これは世界銀行が約1カ月前に、9月25日時点
ですけれども、公表している数字です。世界の104カ国で学校が完全閉鎖されています。アフリカ
から南アジアまで、地域ごとに分類があります。それによって、8億人以上の学生、これは幼稚園
から大学まで、さまざまなレベルの学生が、総じた形ですけれども、影響を受けている。非常に深
刻な数字だと思います。世界全体の学生の46パーセントということです。部分的な閉鎖も、90カ国
以上に上っている。両方を合わせると、恐らく、世界のほぼ全ての国でですね、完全ないし部分的
な閉鎖を余儀なくされているというのが実態だということが、これでよく分かると思います。
コロナ禍の初期の頃、3月の下旬から4月の中旬にかけて、国際大学協会IAUがGlobal Survey
Reportとして、
「COVID-19が世界の高等教育へ与える影響に係る調査」という調査をされています。
これは国立大学協会のホームページで公表されているので、細かくは国立大学協会のホームページ
をご覧になっていただければと思うのですが、非常にショッキングな内容です。初期の頃ではある
のですけども、非常にショッキングな数字、内容になってます。（調査対象の）3分の2の機関が国
際的な大学として、遠隔教育、学修を強いられた。課題として、情報インフラへのアクセス、遠隔
学習への適応能力と教授法、それから実習等にもいろいろな支障が出ていることなども報告されて
います。そして高等教育機関にとって、これは非常に大きな問題だと思うのですが、80パーセント
の機関が研究に影響あるとのことです。それは、外国出張ができなかったり、学会を延期せざるを
得なかった、等々ある、とのことです。
もうひとつ、日本の私立大学の一つ、早稲田大学の田中総長が9月21日付けの日本経済新聞記事
にて、インタビューに答えられた記事が出ていました。これも非常に私は興味深いと思ったので、
一部分を抜粋してご紹介したいと思います。お読みになった方も多いと思います。田中総長は今の
オンラインの、早稲田大学でもされている授業に関して、熟慮することに関しては向いてるんじゃ
ないか、いうおっしゃり方をしています。ただし、『熟慮で導き出せる表面的な結論を乗り越える
には、対面を通して誰かとじっくり議論をする熟議が必要だ』とも御指摘されており、やはりそこ
には対面の価値があるということをおっしゃっています。これは1.5万人の早稲田大生が回答され
ているアンケートが根拠になっているそうなのですが、コロナの感染リスクがある中では、全授業
の7割程度をオンラインにするというのが適切だというふうに学生さんは考えられているそうです。
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一方で、感染リスクがなくなったらどうかというと、オンラインは3割程度まで減らすべき、その
程度が適切ではないか、という回答もある。逆説的には、3割は、これはオンライン化を享受でき
るという意見にも見えてきます。そして、田中総長は、今後ですが、早大としては大人数の教室を
減らして、少人数でディスカッションできるラーニングコモンズを増やしていきたい。
それからデー
タ通信のキャパシティーも増やしていきたい。要はオンラインをこれからも前提としたことという
のは、ある程度考えていく、というようなことをおっしゃっています。
これらの事実、本当に一部分ですが、代表的な数字だったり、代表的なご意見、そういうものを
ご紹介しましたが、これらの事実に基づいて、どう解釈していくのか。これは私の解釈ですけれど
も、例えば、新型感染症と今後の教育の在り方として、日本政府は教育再生実行会議の中で、既に
5月から議論を始めています。それからオンラインの方向性というのは後戻りしないだろうという
マジョリティー、各所で本当に多く聞かれる意見があって、これは現在も下火になってないと思い
ます。先ほどの早稲田大学の田中総長のご意見からしても、やはりオンラインの方向性は基本的に
は後戻りしないのかな、というふうに私自身は解釈しています。ただし、否応なく加速したオンラ
イン教育の不足の部分、どうしてもできない部分、もしくは課題となっている部分と言うのもあり
ます。これをどういうふうに、非伝統的に解消しギャップを埋めていくのか。ここにICTの積極的
な利活用というのを、今迄よりもさらに一歩踏み込んで考えていく必要があるのではないかと思っ
ています。それをもっと大きく言うと、従来の教育モデルから、相当に発想を飛躍させる必要があ
るんじゃないのか、と思っています。これを「教育の再定義」というふうに、私は考えております。
では、不足の部分というのは何なのか。オンライン教育を特に進めていくところで、既にコロナ
の前から、受講生側、それから講師側、共に感じていたこと、もしくは既に実体験としてまとめら
れていたことというのが、少なからずあります。例えば、オンデマンド、非同期型で、eラーニン
グに関して言うと、スポーツ等の実技が、なかなか難しい。これは、われわれは本当に感じるとこ
ろはあると思います。それから同期型リアルタイムになってですね、遠隔授業をやる際に、遠隔を
行うための機材を個別に設置する必要がある。これもやはり初期投資の問題が出てくると思います。
ここで公平感を出すのは大変難しい。
講師側も、やはりeラーニングをやっていくためには、書籍等に比べると最初の講義材料作成に
手間が掛かる。一度コンテンツを作ってしまえば、それを繰り返し使えるというメリットは、書籍
と同じようにあるのだと思いますが、どうしても、やはり最初は大変だと思います。それから、例
えば同期型のリアルタイムの遠隔授業を見ても、遠隔を行うためのシステム導入のコストといった、
最初の、とっかかりの部分で、いろいろな課題があって、既にコロナ禍の前から指摘されている部
分でもあります。
一方、あらためて、教育とICTの関係というのは、今迄どういう歴史をたどってきたのか、さっ
とおさらいしたいと思います。MicrosoftのWindows、パソコンのソフトのOSとしては非常に有名
ですが、Windowsが出る前の頃、1980年代以前ということですが、やはり教室では、この写真の
ような風景というのは当たり前でした。今も当たり前だと思いますが。ここにICTの姿は全くあり
ません。ただ、Windowsが、世の中に普及してくる80年代後半から90年代、特に90年代半ばになって、
この写真のように、ノートパソコンやデスクトップパソコンも含めてパソコンというものが、教室
にも入るようになった。これはインターネット普及の前の時代ですが、学校でもPCでプレゼンテー
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ションしたり、発表したりということに使われ始めて、OA化というものが90年代には一気に進ん
でいったと思います。2000年になると、それが1人1台、1教室に1台ではなく、1人1台パソコン、そ
してインターネットとLANでつないでいる。そこに、教育の効率化みたいな部分、もしくは知識
の共通化みたいなところにも役立っていると思います。
では2020年、現在ですけども、大変残念なことに、コロナによってですね、今まで教室で一緒に
学習していたようなスタイルができなくなって、写真のように、1人でパーソナルラーニングをし
ないといけない状況というのが、起こっているんですが、インターネットによって、外出せずに、
非接触形で他の人々とつながることができているというのも現代だと思います。
では、今後、
ポストCOVID-19、どういう姿になっていくのか。この写真はバーチャルリアリティー
を装着している人の写真ですけど。こういった非接触型のソリューションというのは、例えば、先
ほど課題にあった、実習であったり、実験であったり、そういうものを可能にしていくかもしれな
いと思っています。これは私の推測であり、もしくはあり得る方向性の一つというところで、捉え
ていただければと思います。
5年ぐらい前ですね。今、2020年なので、2015年前後と捉えていただきたいんですけども、教育
へのICT投資と効果の関係に関して、ポジティブな意見もありましたけれども、実はネガティブな
意見というのも少なくなかったんです。例えば、左上のアメリカの論文から、これは引用してお
りますけれども。『Little or No positive effect on outcomes』という意見がありました。アメリカ
では1984年から2012年に関して、125人に1台しかなかったPCが、9人に5台に増加した。それぐら
いコンピューターの整備が進んだにもかかわらず、
『Little or No positive effect on outcomes』と。
まあ、効果はなかったんじゃないか、いうような学術論文もあります。
それからOECDの2015年の報告書には、もっと直接的に書いてありますけども、『No link』
、そ
の学校での15歳レベルですけども、学校での高校生の、ITの整備と『maths, science and reading』
、
算数、化学もしくは、リーディング、これ、読み物ですね、との効果に関して、学習効果に関して
いうと『No link』
。因果関係はないというふうに断罪されています。これはわずか5年ほど前の話
です。下段のほうは、世界銀行の2018年のWDR2018から取ってきてますけども、
ソフトウエアとハー
ドウエアに関していうと、Negative、もしくはNo effectと。これ、投資に対して教育の効果について、
非常に厳しい数値も当時は出てました。
そ れ か ら も う 一 つ、 具 体 的 な 話 で い う と、 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 工 科 大 学、MITのNicolas
Negroponte教授が2000年頃に、One Laptop per Childという世界の子どもに1台パソコンをという
政策提言をして、これを国連が中心になって、世界に勧められたこともありました。ルワンダあた
りは、まだこの政策を進めています。私は、今はルワンダうまく行き始めていると思いますが、5
年程度前は、非常にこの政策に対して国際社会も厳しかったです。こんなばらまきで、世界が良く
なるわけがないといわれていました。実際、ブラジル等では、難しく捉えられていました。
では、5年前と今は何が違うのか。一番大きなところは、やはり通信インフラの発展があります。
例えば、固定回線は広がるためには時間もコストもかかりますが、無線の技術が飛躍的に発展しま
した。そしてこのグラフは地域ごとに3G以上の携帯通信の人口比の広がりを見せていますが、今
やアフリカでも、80パーセント近く、これは2019年の数字ですが、2020年はおそらく80パーセント
を優に超えていると考えられます。世界中で3G以上の通信がカバーしている地域は、人口比で8割
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を下回っている地域はない。なお、カバーしているのと、実際使っているのとは違う点に注意が必
要です。それでもなお、カバーしているのは8割以上必ずあるというのが、大きな進化じゃないの
かなと思います。
では、こういった事実や解釈に基づいて、今後の大学教育、もしくは今後ICTを使って新型感染
症によって影響を受けた教育というのは、どういうふうに変容していくべきだろうか、もしくは
変容し得るのかということについて、私見も含めて述べたいと思います。今、お見せしているの
は、7月16日付で、東京大学の柳川先生が、日本経済新聞の『経済教室』に寄稿された論文からの
抜粋です。これからの大学教育の可能性として、左側に書かれているような図をご提言されていま
す。それは何かというと、今回のコロナ禍で大きな変化の一つは、オンライン講義の急速な広まり
だと。しかし、これは単純にオンライン講義ができるようになったという話ではなくて、教育の在
り方そのものを変える可能性が高いというふうにおっしゃっています。もっと具体的には何かとい
うと、人数制限のない授業というのが、もうできるようになったと。これは、学校の在り方を変え
る。それから一発勝負の入試ではなくて、受講成績で選抜するというような考え方もできるように
なるのではないか、既になっているのではないかと。そして社会人にとってもリカレント教育とし
て、学び直し、それから学生の就職活動の風景というものも変わってくるのではなかという、柳川
先生ご自身のユニークなご経験も加味されているのではないかと推測しますが、非常にフレキシブ
ルな大学の在り方、もしくは、社会人の学び直し等々も踏まえて、これからの大学教育の可能性と
いうのを論じられています。非常に興味深いと思っています。
これは何を意味しているのか。一つは、今までの
「工場型学習」
から、
「個人型学習」
、
パーソナルラー
ニング、ICTを活用することによって、個人型学習というのが根付き始めたことに関連すると考え
ます。これはコロナ禍の前からいわれてたことですけども、EdTechとかいわれますけど、それが
今回のコロナによって、教育への影響によって、さらに加速しているんじゃないかということです
ね。この背景には、先ほど申し上げたような無線のインフラの発展であったり、それから、実は、
コンピューターのデバイスが安くなってきたとか、汎用化してきたなど、いろいろな背景があると
思います。ソフトウエアに関してもオプションがどんどんどんどん増えてきているというのもいい
ことだと思います。
ただ、開発途上国ではそんなことできない、できないんじゃないのか、まだまだ時期尚早なんだ
ろうという議論は、私のような開発援助に関わるような者の中では当たり前のようにあります。一
つ、ここでご紹介しているのは、そうはいっても、実はアフリカのケニアのような国でも、携帯電
話を使った革新的な学習サービスというのがあります。これは2018年の記事から、ジェトロさんの
ご紹介されていた記事から引用していますけども、既にもう2年前で、こういったサービスが根付
き始めていました。こういった携帯電話を使った学習サービスというのは、国際的な資金調達にも
成功しておりますし、どんどんユーザーが増えているというのがアフリカでも起こっているという
のが事実であります。
ただ、個人で学習しているだけでは、なかなか発展しないというのも、田中総長のお言葉にあっ
たようなことが実際あると思います。熟慮には良いかもしれないけれど、
熟議するためには、
やはり、
対面の必要性がある。ここはKhan Academyなんかは、flipped classroomという言葉を使っていま
す。家で個人学習して、そして学校でもですね、これは人数の制限がこれからは出てくるのかもし
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れないですけども、先生と生徒で集まって議論をして。これを繰り返しflipしていくことで、新し
い学びのスタイルになるんじゃないかというようなことが言えると思います。
ただし、こういったパーソナルラーニングを進めていく、もしくは、これを前提にしていくため
にはいろいろな視点が共通的に必要だと思います。それは『Economist誌』が2017年の、既に3年
前なのですが、鋭く指摘しています。Evidenceベースでなければいけない。本当に学生がどうやっ
て、その学習の効果を得ているのか、果実を得ているのか。例えばですね、学習の効果、教育の公
平性に関して、これを担保しないとEdTechというのは意味がないんじゃないか。それから最後に、
すごく重要なところですが、教員の方々が、そもそもこういったものに関して、納得感があるかで
すね。やっていかないと、まずは進まないだろう、という当たり前の指摘もされています。
これらを踏まえてですね、さきほどご紹介した「重要な視点」というのを私は全て、非常に重要
だと思っています。今後の新型感染症によって影響を受けた教育で、ICTを駆使して、何が最低限
できるのか。もしくは何が新しい発見があるのか。先ほどの柳川先生のご提言にプラスアルファと
してですね、私のほうから特にICTを駆使してという観点で、学びの最適化という、大学が新たな
機能を提案できるんじゃないかというところをお話ししたいと思います。個々人が、大学入学以前
の学習、それから大学在学中の学習に関してですね、日本ではまだなかなか進んでませんが、これ
をデータベース化していくということが、実は可能なんじゃないかと思います。これらは、いわゆ
る知識、Knowledge Accumulation Layerと書きましたが、知識を蓄積している階層だというふう
に位置付けていきます。ここはデータ化すれば、
関連データベースをOpen APIでつなぐことによっ
てですね、一つのデータベースになると思います。一方、各個人が学校では学べないもの、学外の
学習、例えば自分がオンライン上で見つけてきた、プログラミングの学習、もしくはstudyサプリ
のような学校では提供してないものだったり、これに加えて個人の興味、関心、必ずしも、学習プ
ログラムになっていないもの、自然が好きだとか、観光が好きだとか、物作りが好きだとか、た
だし、必ずしも学校のプログラムにはない、もしくは、SNSのプログラムにはないといったものも、
興味や関心、知恵をつくっていく源にはなるはずなので、これはWisdom Creation Layer、知恵を
つくっていくためのレイヤーとして位置付けたいと思います。ここもデータ化することが、今の時
代、可能になってきて、それをOpen APIで各データベースをを全てつなぐ。これら全体を個人の
「知
識と知恵のデータベース」と捉えた場合、先ほどの柳川先生のご提案されている大学の新しい姿に、
この個人の「知識、知恵、データベース」というのを活用していくことが可能なんじゃないか、と
考えます。というのは、そこにAIを活用してですね、大学側が個人の「知識、知恵、データベース」
というものを、AIを使って解析をして、そこに大学側が最適な学習プログラムと学びのknow-how
というのを提案して、こういった提案していく機能、「学びの最適化」を提案していくという新し
いソリューションプロビジョンというのも、大学の一つの価値になるんじゃないか。これができる
大学に学生は集まる、ということも言えるんじゃないかと思います。
最後にですね、これは一つの象徴的な写真だなと思ってご紹介するのですが、2年前にラオス
のVientianeに行ったときに見つけて、面白いなと思って撮った写真です。
「Learning is limitless」
と書いてあります。ラオスでもちょうど2年前に、4G、第4世代の携帯通信が始まった頃ですけど
も、いまだ農業国のラオスでも、実は子どもは4Gの通信を使えば、パーソナルラーニングができる、
という写真です。それによって、もしかしたら、親の世代よりも、革新的なことができるかもしれ
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ないといったことを、この写真は示唆しているなと思って、非常に印象に残った写真です。最後に
ご紹介したいと思います。以上でございます。ありがとうございました。

内藤氏宛てに届いた質問と回答：私のほうで拝見しているご質問があります。読み上げたほうがよ
ろしいでしょうか。「オンライン授業を受講しての課題の一つに、学ぶ側のモチベーションの維持
があると思います。誰も見ていないとついついさぼりがちです。これは在宅勤務でも同様かと思う
んです。これに関して、何かご意見もしくはITでの解決策等ありますでしょうか」というご質問
です。口頭でクイックに、お答えしたいと思います。おっしゃるとおりだと思います。私も本日は
自宅から、オンラインで、通常出勤の形の中で、オンライン参加させていただいています。要は在
宅勤務しているわけです。週の半分以上、在宅勤務していますし、私の家族、子どももですね、オ
ンライン学習、大学生なんですけども、大学に行けないというか、大学が全部オンライン学習になっ
てしまっています。大変かわいそうだなと思います。モチベーションの維持は、本当に個々人で差
があるので、難しいと思います。ITで解決するというのは、中国とか韓国でも、聞いていますけども、
いろんなICTを利活用して、強制的に集中させるとか、強制的に参加させるソリューションがある
ようですね。私は、あまり、それが正しいかどうかっていうのは、ネガティブなほうに私は捉えて
います。何を申し上げたいかというと、ITのソリューションっていろいろあると思います。顔認
識の、例えば、ソフトウエアなんかを使って、顔認識で、アイデンティフィケーションを確認しな
がら、例えばこういうオンライン会議で、必ずカメラをオンにして顔認識をしながら、ずっと、集
中しているかどうかっていうのを、もしくは参加しているかどうかを確認している、
一つのソリュー
ションにあると思います。なおかつ、それがいわゆる非同期だったとしても、そういうことをIT
でソリューション化することっていうのは可能なんです。ただ、やっぱり、学習自体は、もしくは
私みたいな在宅勤務自体は、そういった今までの時間に縛られて勉強したり、決められた時間の中
で仕事をしたりっていうことから、もう一歩、今後はステップアップしていくことを今回のコロナ
禍では、多分求められてる部分はあるんじゃないのかなと思います。もうちょっと分かりやすく申
し上げると、モチベーションは、個人差があるのでしょうがないんですけども、言ってしまえば、
どうやってモチベーションをつくるかってとこ自体が、モチベーションをつくって参加して、自分
で果実を得ていかないと次のステップに行けないぞということを何かの結果で分からないと、多分、
個人のモチベーションは低い人はいつまでたっても低いと思いますし。高い人は、どんどんどんど
ん果実を得ていくと思います。その結果で、モチベーションを変えて、その結果を見て、結果で差
がつけられて、モチベーションを変えるしかない。そっちのほうが、ITで縛り付けるより最終的
にはいい効果が出るんじゃないかなと、というふうに私個人は思っています。
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国際共生社会研究センターが今なすべきこと

北脇

秀敏

東洋大学国際共生社会研究センター、センター長

1984年日本上下水道設計株式会社入社。世界保健機関（WHO）本部環境保健部、東京大学工学
部都市工学科客員助教授を歴任。1997年より東洋大学教授。
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まず、このセミナーに当たりまして、不慣れなために、何かとご不自由な点があったことをおわ
び申し上げます。こういう経験を通して、だんだんと、このWithコロナ、ポストコロナの時代に
慣れていって、そして研究協力、教育に生かしていければと思います。
15分ほどお時間をいただくテーマは、東洋大学国際共生社会研究センターが今なすべきこととい
うことです。まず、大学の使命として、教育、研究、社会貢献という三つがございます。これに、
コロナの影響がいろいろあったということは、既に３人の先生がたのお話から明らかかと思うので
すが、教育面では遠隔教育、社会貢献面ではSDGsについて、いろんな修正が今後加えられるであ
ろうというふうに思われます。残った一つである研究というテーマですけれども、これがいろいろ
悩ましい点があります。
国際共生社会研究センターは、国際という名前のとおり、海外に行って、その現場で、いわば佐
藤先生もおっしゃった現場主義という形で進めてきたのですけれども、今年度、コロナ禍において、
それがかなり修正を迫られています。そこでその解決する方策をいかに考えようかというのが、今
日のテーマでもあります。
今日お話しする内容は、次の四つです。まず、国際共生社会研究センターが、今までどういう使命
を持って、その研究を進めてきたかということを踏まえた上で、コロナで、今、何が起こっているか。
そしてSDGs研究において、そのコロナの影響がどういうふうな方向性を持って、変えていくべき
ものなのか。そして、今、なすべきことを考えていこう。この４番につきましては、この後、パネ
ルディスカッションの中でもいろんな形で、情報交換しながら進めていきたいと思います。
まず、国際共生社会研究センターの使命ですが、センターをよくご存じない方のために、ちょっ
とその歴史を紹介させていただきます。まず、2001年、21世紀の始まりとともに、文科省のオープ
ンリサーチセンター整備事業として、2008年まで活動しました。その後、スキームをいろいろ変え
まして、2010年から、私立大学戦略的基盤形成支援事業というスキームで2014年までと2015年度か
ら2019年度まで活動しました。2019年度からは東洋大学重点研究推進プログラムとしても活動を始
め、2021年度まで活動が続くことが確定しております。その後も、センターの活動は、SDGsのター
ゲットイヤーの2030は、ぜひ越えたいと思います。そして東洋大学の創立150周年である2037年を
目標に頑張っていきたいと思います。それがセンターのプロジェクト名称のタイトル「開発途上国
における生活環境改善による人間の安全保障の実現Toyo SDGs Global 2020-2030-2037」の意味です。
ところが、冒頭に申し上げましたように、この2020年は、当初はオリンピックイヤーということ
だったのですが、それも延びました。また、コロナ禍ということで、SDGsに関する再出発の年と
いうことにもなりました。ちょうどそれから10年を目指して、どういうふうに進めていこうかとい
うのが、きょうのテーマです。われわれのセンターの考え方としまして、人間の安全保障の最重要
である、いろんなSDGsの目標の達成を研究し、それをフィールドに還元するということをうたっ
ております。
「向下門」という言葉は、東洋大学の学祖井上円了先生が言われた言葉です。
「向上するは向下せ
んがためなり」、つまり学問を極め、それを社会実装する、すなわち社会に向かって学問の成果を
適用するというのが向下門です。センターも、国際貢献と研究を一体化して、アジア、アフリカ、
中南米、太平洋、いろんな所で活動し、向下門としての国際貢献を行って来ました。いろんな所で
2019 ～ 2021年の３年間で、いろんなプロジェクトを走らせるということが当初の目的であったわ
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けです。また佐藤先生のご講演の中にも出てきましたが、派遣中の協力隊員とか、それから途上国
の留学経験者とリアルタイムで連絡を取りながら研究を行ってきました。それが今、コロナ禍にお
ける研究スタイルを見つけ出し、新しい研究スタイルを定着させるということが必要とされていま
す。
センターの今までのSDGs関係の出版物としまして、
「持続可能な開発と国際貢献－フィールドから
見たSDGs－」を2017年に出したときには、SDGsという言葉は、サブタイトルでないと通じにくい
という面もありましたが、２年後の2019年に「国際貢献とSDGsの実現－持続可能な開発のフィー
ルド－」を出したときは、SDGsというのが一般の人でも通用する言葉になり、メインタイトルに
入れました。こういう成果をどんどん出して、来年度ももう一冊出すということになっています。
しかし、その肝心な研究のところが、今大変なことになっております。Withコロナ時代（コロ
ナ共存時代）の変化ということです。私はいろんな話をするときに、
「３つの軸」
、すなわち時間軸、
空間軸、トピックの軸を意識して話をします。時間軸というのは、もちろん時間が流れることです
が、今100年前のコレラや、天然痘のような100年に１度のパンデミックが来ております。それによ
り時代（時間軸）が一気に10年加速したように思えます。例えば遠隔授業というのは、細々と試し
に行っておりましたが、社会実験という段階を一挙に飛び越えて、世界的に実践することになりま
した。そのギャップが今、いろいろ出ています。遠隔授業等で教員が戸惑うことはありますが、そ
れ以上に、学生の方からも戸惑いの声も出ております。その辺を調整して、だんだんと混沌期と変
革期を経て落ち着くところに落ち着くとことになるかと思います。
このように、コロナ禍は、変革を早くする触媒です。内藤先生のご説明の中にもありましたが、
５年前のICTと現在のICTは違います。５年前の常識は現在の非常識と言えるでしょう。今から５
年後の常識はどうなってるのだろうかと、われわれは見て行かなければいけないと思います。ビジ
ネスの世界ですと半年、１年後を見ればなんとか成功するのですが、大学はそれよりもっと先を見
なければいけないでしょう。
しかも、こうした変化には、元の状態に戻りにくい硬直性があるだろうと思います。例えば飛行
機が、コロナが終わっても元の便数が出ないということも一例ですし、先ほどのご発表にもありま
したようにテレワークを経験した方々がコロナ禍が終わってもテレワークを続けたいという意向を
持たれていることもあります。オンライン授業やテレビ会議も今後のデファクトスタンダードに
なってくるだろうと思います。
こうなって来ますと、バーチャルの世界では、国内、隣の部屋にいても、地球の裏側にいても同
じです。授業をしておりましても、アフリカ在住の学生がたくさん聞いております。つまり、国内、
国際が一体化するということがさらに加速されるだろうと思います。GDPという経済指標がありま
すが、そのD（ドメスティック）は、どう解釈すれば良いのでしょうか。海外にいて、テレワーク
している人はどう扱うかなどいろいろ考えることがあります。ちょっと皮肉な例ですがテレビ会議
が定着すると、例えば今までを温暖化防止の国際会議に世界中から飛行機でやってくるということ
がなくでも済むんだろうと思います。今日は東京から日本中の方々にお話ししていますが、地球の
裏側で聞いている人もおられますし、１時間後にはアメリカとテレビ会議することもできます。コ
ロナ禍で会議が減るのかと思っていたら、
逆に増えています。
今まで移動できないために出席を断っ
ていた会議に出られるような時代になってしまいました。トピックの軸は、
当然、SDGsでは17のゴー
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ルがあります。またそれぞれのゴールには研究のトピックがあります。その研究のトピックに影響
を与える外部要因としての感染症による制約が、きょうのメインテーマです。それから、ICT等が
誘因になる研究促進などが出てきます。
今後のSDGsの研究の方向性としまして、現在、世界的に考慮されている点がいろいろあります。
例えば、UNDPのほうでは、SDGsのそれぞれの項目について、これは守れないだろう、国連のほ
うからも、SDGsの当初の目的は、もう達成が難しいと言われており、その分析もホームページ等
に載っています。また新型コロナ危機からのより良い復興、グリーン復興など、対策も検討されて
います。環境との関係ではコロナ禍の間はCO2の発生度が減るという報告もありましたが、中国な
ど、コロナ禍が治まった後に、逆にコロナ前よりもCO2の発生が増えたという現象も報告されてい
ます。緑の復興を良い形で行うのが、今後のあるべき方向性でしょう。
では研究はどうすればいいのでしょう。研究の発展を振り返ると、非常に多くの研究、特に理科
系なんかでは、測定機器が進歩したために実施可能となる研究が増えて来ました。例えばPCR検査
の装置は、30年ぐらい前に大学の最先端の技術として入っていたのが、今では、多くの場所で分析
できる技術になっています。文系の研究でも、テキストマイニングやAIなどの支援ツールの発達
とともに研究ができるようになります。そうすると、今日の分野で、私が一番興味を持ったもの
の一つは、内藤先生のバーチャルリアリティーです。佐藤先生もおっしゃっていた現地のカウン
ターパートが、こういうVR機器を付けて、それで現場を見て、そしてそのまま通訳をしてもらえ
ば、われわれの五感で分からないにおいとか風とか、暑さとか、以外のものはかなり分かるように
なります。つまり、ICTの進歩とコロナ禍の制約の相乗作用で広がっていくような研究分野という
のもあるのではないかと思います。ただし、日本でのエッセンシャルワーカーがリモートワークが
難しいように、文系の研究、例えば文化人類学のように、リモートが難しい分野もあります。今後は、
機器の発展やコロナの制約によって、特定の方向に向かって、研究が発展していく分野もあるので
はないかと思います。機器の発展による創造的破壊ですね。インヴェンションが定着してイノベー
ションになり、既にある部分を破壊するというものです。それがひょっとして、今後起こるかもし
れない。カウンターパートとの連携で、日本に居ながらにして海外調査が行えるかも知れません。
それから今日の議論で「リモート授業の効果」というトピックも出てまいりました。学生さんに
聞きますと、遠隔授業の効率を聞くと対面の70％（３割減）という意見が多いという印象がありま
す。授業そのものの効率は落ちても通学時間が要らないため学修に使える時間が増え、わかるまで
何回も見直しができます。やる気があれば、学修効率が落ちても、投入時間が増加するためにプラ
スになるんじゃないかと思います。
そしてわれわれのセンターが今なすべきことですが、研究のフレームであるSDGsが修正されま
すと、新規の研究方策を模索しなければいけません。先ほど申し上げました海外での現場主義の修
正を迫られるかもしれません。新しい研究手法を構築して、フィールドで研究するための事業継続
計画が必要になるでしょう。センター内部での横断的研究の推進とか、外部リソースの活用、国際
協力の在り方の研究といったことが必要になるのかと思います。
センターには文理半々の研究員が分野横断的な研究を行っています。また海外での留学生OB/
OGにはABEイニシアティブやPacific-LEADS等のネットワークがあります。その他いろんな所か
ら来た元留学生が途上国の公共事業等に大勢携わっています。そういう人たちのネットワークを通
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じて、またぜひ今後も研究を研ぎ澄ましていきたいなと思います。どうも、ご清聴ありがとうござ
いました。

●パネルディスカッション
北脇：このパネルディスカッションのテーマは、今日のこのシンポジウムのテーマでもあります
『Withコロナ時代のDecade of Action』を中心に、これからの10年はどう変わるかということを前
向きに考えたいと思います。
今日のディスカッションの方法としましては、お話しされた佐藤先生、花木先生、内藤先生が、
お互いに話を聞き合った後にご自身の話に補足していただき、次に他の先生に質問の点を述べてい
ただくことから始めたいと思います。さらにその議論の中から出てきた重要なテーマ等をさらに深
掘りするというのを第２ラウンドにしたいと思います。
松丸：北脇先生、続き、よろしくお願いいたします。
北脇：ありがとうございます。それでは、あらためてパネラーの先生がたをご紹介したいと思いま
す。まず私の隣にいらっしゃる佐藤さんですね。
佐藤氏：よろしくお願いします。
北脇：それから、花木先生。今、手を振られておりますね。それから内藤先生。よろしくお願いい
たします。このパネルディスカッションのモデレーターは北脇が進めさせていただければと思いま
す。40分弱の短い時間ですけれども、よろしくお願い申します。
さて、それでは、ご講演の順番で佐藤先生のほうから、補足や、の先生がたへの質問をお願いし
ます。
佐藤氏：はい、ありがとうございます。きょうは、初めてお伺いしたお話も多くて。まず、花木先
生のお話の中でDXのもたらす効果の中の行動変容の部分ですね。私、社会学がメインなので、今
回のコロナ対策においても、物理的な対策よりも、社会、人間の行動の変化による、感染予防対策に、
とても関心があります。その行動変容の部分を、花木先生のお考えではどうやって促せるのかとい
うことですね。もちろん、周りのシステムが変わることによって、おのずと変化するのかと。それ
から、主体的に変化する部分とがあると思うんですが、この辺りのバランスといいますか、DXに
向けて行動変容をどうやったら加速できるのかということについてのご意見をお伺いしたいなとい
うふうに思いました。
それから、内藤さんのお話、いつもいろいろ聞かせていただいて、勉強になってるんですけれど
も、こだわってらっしゃった、そのデジタルデバイドのところは私もとても共感します。特に途上
国において、ICTに付いていけない人たちに対して何をすればいいのかということについて、どの
ようにお考えか、この２点について、ご質問させていただきたいなと思いました。
北脇：ありがとうございます。それでは、２番目にお話しされた花木先生、今のご質問に答えるの
と、他のパネラーへのご質問や補足などがあればよろしくお願いします。
花木氏：はい、ありがとうございます。先ほど、佐藤様から、ご指摘いただいた行動変容の部分で
すけど。われわれは、コロナの感染症に関する行動変容っていうのは、
実は経験がないです。
研究やっ
た経験がない。環境配慮行動については、随分、長い間、研究をやってきました。その中で、環境
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心理学ございますよね、先生、社会学だからよくご存じのとおり。その中では、規範的な意識があ
りつつも、いろんなことが障害になって行動が進まない事が示されています。みんな「大事だ、大
事だ」と言っていて、環境配慮行動でCO2が減るのもみんな分かってるけどやらない。それが、今回、
図らずも進んだ部分がかなりありました。それはテレワーク等もそのとおりなんですけど。恐らく、
これが、このまま元に戻るかどうかっていうところが大きい問題です。戻してはいけないのですけ
れども。戻らないだろうなと思うのはですね、実際に行動変容した結果として、テレワークをした
結果として、もちろん、いろいろなネガティブな面もね、家庭内の難しい問題とかあるけど、かな
りの方はですね、これまでこんな無駄な時間を通勤に使っていたのかと感じたのです。平日の昼間
に近所を歩いてみると、また新たな景色が見えるって、私なんかもそうなんですけど・・。やっぱ
り全然景色が、働いている場所と違う。そういう経験を、今度、多くの人が得られたということが、
本来、望ましいとされている行動変容につながって行く部分があると思うんですね。これは、いわ
ば、その経験がその行動変容をプッシュする部分。その経験がプッシュする部分というのは、いわ
ゆる社会的な規範とか、自分の規範とか、こうすべきだと頭の中で考えているのよりも、多分、効
果的だと思うんですよね。実際に、やってみていいことがあったと。でも、悪いことももちろんあ
るかもしれないんですけれども。そういう部分からですね、行動変容を伸ばしていければいいかな
と思っています。そういう意味でも、また幾つかの会社は完全に元に戻している会社もあるんです
が。その元に戻していることに対して、社員が不満に思って、もうちょっとテレワークにしてみよ
うというような声を上げてくれれば、会社だって、まあ、社員が働いてくれたほうがいいわけです
から、こういった行動変容が定着してくるかなと楽観的に考えておりますが、様子を見ないといけ
ないなとも思っております。
北脇：花木先生、他のパネラーへの質問はありますか。
花木氏：そうですね。他のパネリストの方への質問というよりも、ちょっと全般的に感じたこと
を申し上げますと、きょう、私、ほとんど先進国の話ばっかりしました、一部だけね、そのLeap
froggingの話をしましたが。先進国の話をしたんです。これまで途上国への協力の中で、先進国が
失敗した、その轍を踏まないようにって、いわば悪い見本もあり、いい見本もあり、それを途上国
に持っていって翻訳してっていうのをやってきましたよね。それは望ましい姿です。ところが、今
回の行動変容であるとか、ICTの応用については、先進国も失敗か成功かも分からない。ある意味
じゃ、途上国と同時進行ですよね。同時進行で、そうやって同時に進めながら、お互いに学び合う
ところがあると思うんですよね。途上国であっても、先進国であっても、新しい試みがされて、そ
れがどう社会に定着していくかということを相互にフィードバックをすると、これは、まあ、最初
の、その佐藤さんのお話に戻すとですね、日本の国益にかなった形にね、途上国と一緒に新しいこ
とをやっていけば良い。途上国でやって、それが日本の社会を変えるのにつながってくるというよ
うなことができれば、というふうに思います。楽観的過ぎるんですけど、いい面を伸ばしていけれ
ばというふうに思うんですね。
そういったことの可能性について、この後、内藤さんがお話しになると思いますけど。特に途上
国、先進国両方にですね、高等教育の改善っていうのを入れていくときに、途上国で実験して、そ
れを先進国のほうに持ってくることの可能性であるとか、あるいは、佐藤さんがいろいろされてい
るサプライチェーンマネジメントの道義的な部分であるとかね、そういうのは、もともと、どっち
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かっていうと、途上国で先進的に問題になって、だけどそれが先進国に広がってきてるって面もあ
りますよね。悪く言えばブーメランですけど、いい意味ではフィードバックになればいいと思うん
です。その辺、また、多分、第２ラウンドになるかもしれませんけど、ご意見いただければうれし
いなと思ってます。
北脇：時間のある限り、何ラウンドでも行きたいと思います。
花木氏：はい。
北脇：それでは内藤先生お願いします。
内藤氏：ありがとうございます。佐藤先生のほうからバリューチェーンのお話があって、いろいろ
弊構の取り組みもご紹介いただいてありがとうございました。あえて、ご質問さしていただくんで
すけども、先ほどの北脇先生のプレゼンテーションの中でも出てきたんですけど、今地球の裏側に
いても、テレワークとか、ディスタンスラーニングとかで、日本とインターネットでバーチャルで
つながることができると。それを、経済発展のコンテキストで考えた場合に、まさに北脇先生おっ
しゃったように、GDP ってどう考えるんだろうかと。細かく定義的にいうと、それって再定義さ
れる可能性もあるんじゃないかって、私も、重々、非常に興味深いところだと思って、この半年の
間で考えた部分の一つであります。佐藤先生に、あえてお伺いしたいんですけども、仮にこの方向
性が、もう後戻りしないと、オンラインでいろんなことがどんどんどんどん発展していくと、GDP
の考え方というか、一国の経済が発展していく定義みたいなっていうのは、どこにどういうふうに
富の分配みたいなのがあって、起きていって、
それが今までと何が変わってくるのか。お考えがあっ
たら、ぜひ伺えればと思う、佐藤先生への質問です。
それから、花木先生のほうには、一つ。日本の高齢者対応というかですね、
DXの中で、
まさに
『leave
no one behind』と、こうSDGsが言いつつ、日本でも、その、高齢者への、高齢化社会としての先
進国である日本が、デジタル弱者というかですね、そういう方々が取り残されつつある状況みたい
なのも非常に気になっているんですけど。その中で、更問的に、先ほどの花木先生の私からのご質
問の更問的にちょっとお聞きしたいんですけども。仮になんですけども、今、どんどん日本の国内
で、もしくは世界も含めてなんですけども、今みたいなデジタルデバイドがどんどん進んでいった
ときに、それが世界の構造の中で、どういうふうにうまく改善されていく道筋があり得るのか。そ
れが、ICTの観点からでは、どういう改善策にICTは貢献していけるのかと。私、今の状況をすごく、
難しい状況だなと客観的には思ってるんですけども。花木先生からご覧になって、いやいや、実は
ICT っていうのは、そのデジタルデバイドのギャップを埋めていくのに、これからこんな使われ
方もされるだろうし、こんな改善があり得るはずだというご意見をお持ちだったら、ぜひ教えてい
ただければと思います。よろしくお願いいたします。
北脇：だんだんと話が盛り上がってきましたが、まず佐藤先生のほうからGDPのとか、今後の経
済指標がどうなるかとか、いかがですか。
佐藤氏：はい。私は経済学の専門じゃないのできちんとお応えできるかわかりませんが、アジア経
済研究所でも、何人かの研究者がグローバル・バリューチェーンの研究はしているので、耳学問で
す。バリューチェーンって、要するに、貿易における付加価値が積みあがっていくという話ですけ
ども。例えば中国からアメリカにスマホの完成品を輸出すると従来の貿易統計ではアメリカが貿易
赤字になるのですが、実際には、中国がいろんな所から原料や部品を輸入して組み立てて輸出して
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いる。だから、中国で付加された価値は完成品のほんの一部でしかないわけですよ。そういうふう
に分析した場合には、実は、中国で生み出された付加価値は見かけよりずっと小さい。今までの貿
易統計とは全く違う絵が見えてくる、そういう話があります。なので、統計の取り方自身は、特に
貿易統計については、かなり考え方が変わってきているようです。
GDPに関してですけども、私は公共サービスの部分というのが、非常に重要だと思います。仮に、
遠隔で教育ができ、そして遠隔で診療ができてしまうと、その教育・保健サービスは国境を越えて
提供される可能性があるんですよね。今まで途上国の問題というのは、国民国家の制度の中で自給
できない部分を海外から支援することによってできるようにしようとしていた。つまり教育支援で
あったり、医療支援ですね。これは国境を超えるので支援国のGDPには反映されなかった。しかし、
途上国政府に公共投資力がなくても、越境してサービスが提供できるということであれば、国際開
発自体の考え方は変えてもいいかもしれない。ただ、
これをやると非常に危険なのは、
先進国がサー
ビスを提供する。そうすると、そのサービスを、提供を受けた人は一体どこにアイデンティティー
を持つのか。つまり、国民国家とか民族とか、あるいは集団に対するアイデンティティーのよりど
ころがなくなってしまうという問題が発生し得ると思います。私は、特にICTを活用して公共サー
ビス提供するというところは、これは、GDPの計算もそうなんですが、それ以上に、その国家と
かアイデンティティーの崩壊につながる可能性があるなと思っています。
北脇：本学で実施している英語の語学実習もオンラインで行っていますが、在外の教師からの語学
実習を学生が日本で受けるケースもこれから増えてくると思います。花木先生のご質問にもありま
したが、高齢化社会のデジタル弱者の観点も必要ですね。
花木氏：はい。デバイスの開発のところ、そんなには詳しくはないのですけれども、少し考えてい
ることを申し上げたいと思います。デジタルデバイドの問題は、かつてはどっちかっていうと、お
金を持っているか、持ってないかが原因となって、デバイドが起きてるのがありましたよね。とこ
ろが、現在では、先ほど、スマホの例をお示しいただきましたけども、デバイスの価格は下がって
きていて、非常に安価なものがあらゆる所に入るようになった。それがIoTが普及する理由になっ
ているんですね。そうすると、次のデバイドの原因は何かっていうと、お金ではないので、どちら
かというと、使う操作の部分ですよね。使う操作の部分をどうするかというところです。これにつ
いては、技術を、より使いやすい技術にするという部分が、技術の進展としてこれまでにもあった。
例えば自動車なんかはそうですよね。私が免許を取ったときなんていうのは、
構造を理解して、
キャ
ブレターがどうのこうのっていうのを勉強したし、時々、クルマがおかしくなって、オイルを換え
たりとかしました。現在は、車自身は非常に複雑になっているのですけど、使いやすくなっていま
すよね。ユーザーフレンドリーになっている。それがさらに、自動運転まで進んでいくと、人間の
判断とか技術が要らないようになってきている。これは自動車の例ですけど。
そうやって、今、デジタルの技術は、最初の立ち上がりのところであるので、まだ使いやすさの
ところまで行ってないと思うんです。成熟していないんですよね、自動車のように。スピードが出
る車よりも使いやすい車が一般には売れるようになるようにですね、そういったデジタルの技術も
使いやすさというものが売りになって、それが国際協力、国際競争につながるというように、早く
なってほしいなと、無責任、第三者的な見方ですけども、そんなふうに思っています。
そうなると、高齢の方自身が、ほとんど意識せずに自然に使うことができる。今、多分、高齢の
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方が一番使いやすいのは、声による認識ですよね。老人ホームなんか、私も母が前いたので分かり
ますけども。デジタルっていうほど難しくなくてもですね、電気のスイッチ消すのだって、手が届
かないからできない。それを声でできるようになると、一気に、自分の意思でいろんなことができ
るようになる。今やデジタルの助けでそれができるようになっています。そうやって、高齢になっ
ても、声であるとか、身ぶりであるとか、そういうところは表現できると思いますので。それを認
識して、作動するような技術が、今もありますけど、さらに進んでくればですね、かなりの部分、
解決できるし、そうしなきゃいけないと思ってます。以上です。
北脇：

ありがとうございます。ICTに関しては、専門家のかたがたばかりですので、かなり高

度な議論になるかと思うのですが。、学生目線や一般市民目線で見て、Withコロナの時代でできる、
国際協力などには、どんなものがあるのか。佐藤先生、いかがですか。
佐藤氏：はい、確かにですね。これまで若い人たち、特に大学生は、大学に入って国際開発に関わ
る授業をうけて、いろいろ考えるところがあって、じゃあ、途上国でバックパッカーしてみようか、
みたいなやり方があったわけですよね。実際に現地に行ってみて、スラムにいる子どもたちの顔を
見るとか、あるいは、農場で働いている人を見るとかということが、自分の気付きになり、そして
それが学びのインセンティブになるというメカニズムがありました。これはすごく大事だと思うん
ですけども。これから数年、それがないと思ったほうがいいと思うんです。で、この経験ができな
かったら、一体どうすんだいって話。大学の先生方は、そう考えていないかもしれませんけども。
考えられる対応策は幾つかあって、一つは、リモートツーリズムみたいなものですね。いろいろ
なICTを駆使して、フィールドワークのまね事はできる。実際に行ったような感じを得られるよう
な経験をして、それで知識はいくらか得られる。だけど、とても大事なのは、友達をつくるだと
思うんですね。実際に、誰か知っている人が現地にいて、その人を通して情報を得るということ
を、これから、特に若い人たちは学ばなきゃいけないですね。そのための方法は二つあって、一つ
は、もちろん、自分が長期で行く。これはコロナ時代でも長期滞在もあり得るわけですから。しか
し、短期の開発ツーリズム的なのは、しばらくできない。そこで、私がすごく大事だと思ってるの
は留学生なんです。今、日本に多分40万人近く留学生がいると思いますけれども。だったら東洋大
学にもいるでしょう。途上国からの留学生がせっかく来ているのならそういう人たちをまず増やす
こと。増やすためには、われわれが魅力的な国じゃなきゃできないんですが。かつ、そこで接点を
持った上で、その人を通して、その国について知り、そして何か支援したいと思った場合には、そ
の人を通してどんな支援ができるかという方法を探る。ある種かゆい所に手が届きにくいんですけ
ども。そのスキルを身に付ける必要があるし。全部、自分ができるわけじゃないっていうことを前
提として、これから、途上国の現状を見るという、そういうトレーニングをすることが必要だと思
うんです。もちろん、途上国の現地にも既存のNGOはあります。なので、そういうNGOを通して、
活動するというのもあるでしょうし。あるいは適切なNGO、あるいは、若者団体を途上国に見つ
けて、それはFacebookを通してで構いませんけども。そういった人たちと一緒に考え、自分の気
持ちだけで行くんじゃなくて、相手と一緒に考えるというプロセスを取ることによって、自分たち
が、今、日本にいながらできることが何かっていうのを発見するっていう。そういう思考回路に切
り替えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。
北脇：大学についてもね、いろいろsuggestionいただきましたが、先ほどちょっと申し上げた、学
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部１年生が今、語学研修中です。本来ならば、１年生は全員、留学させているはずで、フィリピン
に行く予定であったのが、行けなくなってしまいました。昨年度までは、現地のバディと組んで、
スラムなどを訪問していました。今年は、YouTube上の動画を見てバーチャルに理解して、PBL
（Problem-based Learning）試みています。教える側も大変なんですけれども、受け取る側も同様
ですね。これからはデジタルネーティブという以上に、バーチャルネーティブの学生さんであれば、
バーチャルの世界でかなりの情報をくみ取れるような、要素を持ってきていると思います。
そこで、先ほど内藤先生に、ちょっとお伺いした内容ですが、バーチャルリアリティーの技術が
進歩して、例えば5Gの時代はすぐそこですが、途上国に衛星の通信システムが使えるようになると、
それこそ現地にいる人に、装置を付けてもらって、自分があたかもそこにいるかのような調査がで
きると、研究も教育も、かなり進むと思います。内藤先生、バーチャルリアリティーが、近い将来、
この教育レベル、それからフィールドでの研究レベルに実際に応用できるようになるような要素は
どれぐらいあるのでしょうか。
内藤氏：ありがとうございます。私、VR、バーチャルリアリティー自体の専門家じゃないので、
どれぐらいのタイムスパンでって、はっきりお答えはできないです。非常にプライベートな感触で
申し上げると、あまり近くないと、正直思ってますね。仕事上でも、弊構でも、例えば、技能研修
生ですとか、留学生、今、なかなか、日本にお呼びできない環境がある中で、それでも研修をやろ
うと、研修をやってくれというニーズは多いので。われわれもやりたいという、モチベーション
があるので、「VR使おう」と言って、今、取り組みを始めています。そういうモメンタムは、もう、
どこそこにあると思いますし、われわれも、どんどんやっていきたいと思ってます。
ただ、一方で、現実は、学生さんでもよくご存じのレベルだと思うんですけれども、VR技術っ
て非常に難しい技術なんですよね。高速通信が前提であるのと、それから、そもそもVRのソフト
ウエアとか、あと、処理技術をできるエンジニアって、世界にまだ本当に少数なので、非常に高価
ですし、人数がそもそもいないので、あんまりたくさんできない。日本国内でも、今、例えば、航
空会社のキャビンアテンドさんの新入社員が、コロナで研修ができないので、VRで研修を始めま
したみたいなニュースも最近見ましたけども、実際のところは、結構、まだまだ、そんなに大した
VRはできないというのが現実です。
じゃ、３年後、５年後どうかっていうと、高速通信があって、もう5Gが当たり前の世界になり
ますけれども。6Gなんかは、５年後以降は出てくると思うんですけども。高速通信があって、な
おかつ、そういったVRとか難しいエンジニアリングが、さっき花木先生のお話にあったような、
より簡単な技術にどんどん進化していくんだと思います。そこで初めて、ようやく、そういう環境
が整った国とか地域は、VRを使いこなすようになると思うんですね。
じゃあ、一方で、われわれが、仕事で対峙している開発途上国どうかというと、そういうことが
できる所が３年後、５年後にあるかというと、恐らく一定の所得があって、それから、その首都レ
ベルとか、大都市レベルなど限定的だと思うんです。われわれが、SDGsの本当に真意を考えると、
leave no one behindなので。高速通信がないような地域とか、VRのエンジニアがなかなかいない
ような国とかっていう所でも、本当はコロナ禍の中でも、
われわれやらなきゃいけない。そうすると、
VRがどれぐらいのタイムスパンで、開発途上国とのコミュニケーションに役に立つかっていうと、
そんな簡単じゃないなと。一部分、大都市とか首都とか、所得の高い国とかっていうのはあり得る
― 60 ―

東洋大学国際共生社会研究センター 第21回シンポジウム
Withコロナ時代のDecade of Action ～国際共生社会研究センターの貢献～

と思うんです。アフリカのサブサハラとかで、現時点でGDP/capitaが1000ドル切ってるような国は、
５年後もまだまだ難しいと思いますね、首都以外は。首都は大丈夫。首都は、多分、いけると思い
ます。３年、５年たてば。だけど首都以外は難しいので。じゃあ、首都に人を呼んできてやるとか、
そういうオペレーション上の工夫をしていくことになると思ってます。現在でも、実は、われわれ、
そういう工夫を、バーチャルで研修をやるにはどうしたらいいかって検討しながら、試し始めたと
ころですけども、まだまだ、これから、エビデンスベースでそれを評価していかなきゃいけないの
で。短期的には難しいと言わざるを得なくて、中長期的に、インフラを整えて、そういうエンジニ
アリングができる環境をつくって、そこに人を呼んでいくというオペレーションになってくると思
います。
北脇：ありがとうございます。最先端の部分と、
途上国の現状に合わせてダウンスペックするリバー
スイノベーションの両極化していくと思います。先ほど、デジタルデバイドとか、デジタル弱者の
対策として、途上国の人たちとわれわれ先進国と差を埋めるということが、開発の中で必要かと思
います。花木先生、情報連携のほうではいろんなことをされていると思うんですが、何か途上国の
ことに、焦点を当てるような研究もされてるんでしょうか。
花木氏：はい。ありがとうございます。特に情報連携学部でやっているということではないのです
けど。先ほど北脇先生がおっしゃったですね、今の学生さんが語学留学行けないけれども、経験を
させているという話がありましたよね。ちょっとそのことに関連して申し上げると、確かに、この、
物理的に行けなくなってるっていうのが今の状況です。今後、
１年ぐらいは、
佐藤さんがおっしゃっ
たように駄目かなと思いますね。だけどその、そうやって現地に行くことは、それはそれで最初に、
いわばショックを受ける体験としてはいいんですけど。実際、スラムってこういうものなんだと見
る。だけど一方で問題は、１カ所行ったときに、それが世界中同じだと思ってしまう傾向がありま
すよね。もちろんね、先生方はいろんな所へ行っているので分かるんですけど、学生さんはその影
響をちょっと強く受け過ぎる面もある。
そうやってリアルに行けない代わりに、今、何が可能になったかっていうと、さまざまな違う国
の人々、現地の人々とコミュニケーションをするときのハードルがうんと下がりましたよね。それ
は、通信の面で下がったということと、もう一つは言葉の面ですね。同時翻訳の技術。これ、今、
WebExは、テロップ出るのかどうか分かんないですけども。同時にこうやって話してるときに正
しい言葉でしゃべると、それが英語なり、ドイツ語なり、いろんな国の言葉に翻訳できますよね。
そうすると、いろいろな国のいろんな立場の人々とですね、より広く交流することが可能になると
思うんですね。それが抵抗なくできるし、お金もかからない。そうすると、大学のカリキュラムの
中で、どこそこの国のいろんな人と交流するとか、いわば、タウンミーティングみたいな感じです
かね。そういうような、体験を積むというのも学生さんにとっては、仕事をしていくときに、実際
にいろんな人の意見を聞くという経験役立つ。情報連携のほうに寄せて考えると、そのための技術
として、一つはその翻訳の部分。これはどうしても日本語が遅れている部分があるんですが。
実は日本語だけじゃなくて、ちょっと横道にそれますけど。Googleかな、Microsoftかな、の翻
訳ありますよね。で、そこで、オーストラリア英語ってのは対象外って書いてあるんですよね。ア
メリカ英語はOK、イギリス英語はOK、オーストラリア英語は駄目って書いてあって。オーストラ
リア英語ですら駄目なんだから、日本語、駄目かなあと思ったのです。それを思ったのが１年ちょっ
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とぐらい前ですかね。だけど、どんどんどんどん変わっていってて今は日本語の翻訳が可能になっ
ている。
今、実は情報連携学部では、GoogleのMeet ってのを授業と会議で使ってるんですけど、日本語
でしゃべって、まず日本語がそのままきれいな形でテロップで出るのができるようになったんです
よね。半年前、始めた頃は、多分、できなかったと思うので。そういうのが出てくるとですね、学
生同士の交流ってのが世界的に可能になってくるので、今度は、より多くの学生と交流する。そこ
の足りない部分ができればいいんじゃないのかなということです。
北脇：ありがとうございます。ドラえもんの世界が現実になりつつあるようですね。
花木氏：そう。前はね、できないと思ってたものがね。そもそもインターネットが始まったときに、
どこでもドアができたわけですよね。いきなり、全然違う所に行けてしまうというのは。それが
VRと結び付くかどうか分かんないけど、もっとリアリティーを持ってできるということですから
ね。結構、技術の進展っていうのは大きいですね。
北脇：国際共生社会研究センターに対して、今日ご講演いただいた先生がたから注文や、こうした
ほうがいいということがあればおっしゃっていただければありがたいと思います。佐藤先生、何か
ございますか。
佐藤氏：はい、さっき申し上げたことに関係すると、留学生の活用って言ったら変なんですけど。
若い人たち、これから、社会へ出て行く人たちは、恐らく、このWithコロナのリアリティーで生
きていくんだと思うんですよね。そうすると、さっき、内藤さんおっしゃってたVRもそうなんで
すが、私たち、今までは、その途上国を知るっていうことのために、いろんなフィールドワークを
してみたりとか、いろいろ工夫してるんですけど。この状態になってくると、ギブ・アンド・テー
クなわけ。まず、日本のことを、海外の人に知らせる、留学生に知らせる。その海外の若い人に知
らせるっていう、そういうトレーニングもきっと必要だと思うんです。VRを使って、実際に伝え
てみるとか、そういう形で、日本を発信するというスキルも、積極的にやっていただくことが大切
です。それに対して、向こうから返ってくる。ギブ・アンド・テークが出てくると思うので。海外
のことにずっと考える考える。途上国に行く行くって今までやってきたんですけども。それはもう
できなくなったので。まず発信してギブ・与える、それから“テイク・取る” っていう、そういう回
路もぜひやっていただきたい。
北脇：ありがとうございます。情報はギブ・アンド・テークで、テーク・アンド・ギブじゃないと
思います。実はきょうのシンポジウムもベトナム人の留学生も手伝っていますし、センターには、
RAとしていろんな国からの留学生がいます。東洋大学の大学院（国際学研究科）は、日本語を知
らなくても英語で修了できるようになってますので、学生からも面白い情報をもらっています。そ
れでは、花木先生、何かセンターに対して、suggestionとか注文とかありますでしょうか。
花木氏：はい、ありがとうございます。国際協力に関する学問をやってるのが、このセンター以外
にも、他の大学にもありますよね。現在の状況はすごく大きいチャレンジですよね。これまでこう
いう経験がないので。さて、どうすればいいんだろうかって皆さん考えておられると思うんです。
それで、まず、その自分たちの得意技である現地に行って、という現地主義というものを、そもそ
もそれを行かずに、だけど、先ほどから意見があるように、こちらから情報を出して、貰う、ある
いは、相互の交流がこうやってリモートでできるようになるという中で、現地主義でやってきたも
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のを、どうやって補うかというのが一つの挑戦だと思うんですよね。
もう一つは、途上国への協力の中で、先ほど、ちょっと先進国の失敗の轍を踏まないっていうの
を言いましたけども。先進国も途上国も含めて、Withコロナの新しい姿を示すっていう大きい課
題がありますよね。それはある意味で、SDGsの全体が問われてるものですね。全体としてどうい
う姿があるのか。SDGsの17の目標を掲げたときは、ゴールとしてこういう姿、っていうのは17の
それぞれにあったはずですよね。だけどWithコロナだと、どれがゴールか分からない。それを途
上国の人たちと一緒に考えていくっていう事が大事です。今やワークショップも旅費なしでできる、
そういう意味ではいい環境でもあります。
途上国の人と、その辺りの知恵を出し合うというようなことをやってみれば、日本の国際協力の
新しい姿になるんじゃないかなと思ってます。
北脇：ありがとうございます。コロナという制約がありますが、コロナだからこそできるような研
究もありますね。
花木氏：そうそう。そういうところがありますよね。だから、みんな、お互いに交流したくてうず
うずしているところもあるので。その、熱心な途上国の人と一緒にワークショップやるとか、でき
ればいいですね。
北脇：それでは内藤先生どうでしょうか。
内藤氏：ありがとうございます。そのセンターへのご提言とか、ご示唆とかって、あんまり偉そう
なこと言える立場にないんですけども、佐藤先生がおっしゃった、留学生との関係ですよね。留学
生を特別視するわけでは全くないんですけど、私も、他の大学さんで、非常にユニークな取り組み
されている所も拝見してて。コロナ禍で、非常にこれはいいなと思ってるのを、一つ事例をご紹介
させていただきます。
留学生もしくは研修生、日本に来られた外国人の方々、特に開発途上国からの方々が帰国されて
からのいわゆるOB、OG、われわれ帰国研修生と呼んでいるのですが、帰国研修生もしくは帰国留
学生の方々のネットワークを、今こそ、大学側で、東洋大学であれば、東洋大学で学ばれた留学生
の方々、過去までさかのぼると、恐らくものすごい数、何百人、何千人かもしれないですけど、そ
のネットワークをする。非常に難しいことかもしれないんですけれども、
連絡先含めて、
ネットワー
クしませんかっていっても、面倒くさいとかですね、無視されたりとかですね、そもそも連絡先、
分からなかったりとか、難しいことだと思うんですけども。ただ、やっぱり、非常に大きなアセッ
トなので。大学側がそのOB、OGの方々のネットワークを、アセットとして考えて、それを体系的
にまずつくって、そこに現役の学生さんたち、学部生さん、院生さん、それから現役の留学生さん
をつなげる仕組みを、まずプラットフォーム的につくってあげないと、いきなり、今このシンポジ
ウムにももしかしたら参加されてらっしゃる現役の学生さんに、「君、外国人と交流しなよ」って
言っても、やっぱり難しいと思うんですよね。僕が学生だったら、多分、尻ごみするだけで、やり
たいなと思ってもなかなかできないと思うんですよ。ですから、
大変、
僭越なご提言なんですけども、
もしくは、既にやってらっしゃるかもしれないですけれども、やっぱりプラットフォームみたいな
のをつくられて、大学側としてそれを積極的に学生さんに。例えば、アフリカのナイジェリアのこ
と調べたい、もしくはアフリカどこでもいいからコミュニケーションしたいと言ったら、じゃあア
フリカセッションやるかみたいな仕掛けですね。どなたかが、ちょっとサポートしてあげて、学生
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さんはそれに乗っかる形で、まず、ちょっと受け入れてあげるという。そういう、仕掛けが重要じゃ
ないかなと思います。やっぱり、学生さんが１からそれをやる、100人のうち10人もできる方いな
いと思うんですよ。というのが、suggestionといえばsuggestionです。
一方で、現地にいる開発途上国のOB、OGの方々ですね。彼らはそれにとって、何のメリットを
感じるのかというと、彼ら、いい人だったらやってくれると思うんですけど、必ずしも暇じゃない
ぞと。何かくれるのかと、言い方悪いですけども。やっぱり彼らにもインセンティブを与えなきゃ
いけないと思うんですね。そこは、今まで、そういう人たちに対して、われわれの授業でいうと、
そういう方々を日本にお呼びして、そこで旅費がかかったりしたんですけども、そのコストを、コ
ンバートする形で、ネットワーク費みたいなのを振り替えていって、謝金みたいなのを払えるよう
にして、彼らもインセンティブを得られるようにする。そうしないと、現地側が動いてくれないと
思うんですよね。過去にも、そういうのって、帰国研修生ネットワークとか、われわれもやってい
たんですけども。今、インターネットの時代になって、よりやりやすくなったと思いますし、コロ
ナの時代で、今しかやっぱり、こういうことをやるきっかけはないんじゃないかと思うんです。デ
ジタル庁の議論と一緒なんですけど、今逃したら、もうしばらくできないぞっていう形だと思うん
です。実は、他の私立大学で、このようなプラットフォームづくりを始められた学校の話を聞いて、
そこも踏まえて、今、私はお話してるんですね。非常に重要な取り組みだと思いますし。非常に有
効なアセット活用だと思いますし。あとはインセンティブをどうやって付けていくのかって仕組み
づくりだと思います。そこに学生さんを、現役の学生さんに参加していただいて、モチベーション
を付けていくのは、一つの新しい、ラーニングソリューションじゃないかなと、個人的には思いま
す。すみません、長くなりました。
北脇：ありがとうございます。大学では、JICAの開発大学院連携というのに入っており、JICAの
奨学金で、かなりの帰国研修生も受け入れてます。その学生に対してですが、最近入学式も卒業式
もなくなりましたので、自分の研究室でバーチャルで入学・卒業式を行いました。卒業生は世界中
に散らばっていて、新入生はまだ来日できていない状況です。こういうことも自在にできるように
なり、非常にコミュニケーションも取れるようになったと思いました。
こうした大学院生とセンターとのコラボも行いたいと考えています。最近よく「SDGs×コロナ
×何とか」という表現見ますが、×（掛ける）は何だと思ったら、コラボなんですね。つまり、コ
ロナ対策と研究とかSDGsとか、コラボすることによって、いろんなシナジー効果が出てくるとい
うこともあります。ぜひ、今日いただいた意見を参考にしながら研究を進めていきたいと思います。
だいぶ時間も迫ってまいりましたが、最後にいろいろコメントや今日の感想などを先生がたにい
ただきたいと思います。佐藤先生いかがですか。
佐藤氏：はい、ありがとうございます。きょう、花木先生、内藤さんのお話を伺えて、いろいろと
私も考えるところがありました。ただ、このコロナの状況の中でメインアクターとして、今まで国
際協力に全然関係がなかった中小企業の人たちが私、とても大事だと思っています。そういった人
たちに、やっぱり、途上国の問題、SDGsの問題を働き、語り掛けるっていうこと自身は、このセンター
のお仕事だと思いますし。実際に、今、このコロナ状況で、これから多分、出てくると思うんです
けども、日本にいる外国人の中でも、技能実習生、留学生、その留学生も多分、東洋大学にいるよ
うな留学生ではなく、語学留学、あるいは悪い言い方をすると、偽装留学をしている人たちの中で、
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クラスターがこれからおそらく発生します。そういった人たちにどうやって、救いの手を差し伸べ
るか、とても大事なことです。
ミャンマー、ネパール、ベトナム人それぞれに日本国内でのコミュニティーがありますけども。
東洋大学にいる留学生は、そういう技能実習生、偽装留学生のコミュニティーとは異なる社会的ス
テイタスを持っています。今困窮しつつある外国人コミュニティーに一体どうやって、適切なサー
ビスを提供するかという課題に直面した時、例えば東洋大学にいる留学生の人たちが間に入れば、
日本人だけで助けの手を差し伸べるより効果的なはずです。これは国内での社会貢献の部分なんで
すが。そういったところにも、ぜひ目を向けていただけると良いと思います。途上国支援っていう
のは、途上国に出かけていかなくても日本にいてもできるものがあるじゃないかというふうに思い
ます。
北脇：ありがとうございます。それでは、花木先生いかがでしょうか。
花木氏：はい、ありがとうございます。私もこのコロナになってからですね、いろいろ考えていま
す。何を考えているかっていうと、これまで世界が経験した何に近いかっていうと、
ないんですよね。
戦争っていうのは、世界大戦とはいっても、どこかとどこか、敵味方があって戦っていると。地震
も、ある国だけであると。それから経済的な不況ということでいっても、世界のリーマンショック
とかあっても、こんなすごくはなかったですよね。そういう意味で、これまでに、その例のないこ
とが起きている中で、人々の暮らしが変わっていくわけです。
今日はほとんどお話ししなかったんですけど。私は、まちのつくり方も研究でやっています。そ
れを考えたときに、コロナが起きて、まだ１年もたっていないので、人が住む場所は、まだ変わっ
ていないですよね。ただ、若干、兆しがあって。大手の会社が淡路島に、その本社機能を移すとか
ですね。幾つか出てますよね。日本でもそういったことが出てきているわけですけど、途上国の場
合にもそれが起きるのか。それが起きるとすると、途上国の、ある種、発展の典型的なパターンと
して、都市に行けば仕事があり、そこで生活水準が上がるので、都市に更に人が来るっていう、そ
ういう因果関係がありましたよね。だけど、全てリモートで仕事ができる、あるいは都市じゃない
場所のほうが、仕事が有利だというような環境をつくると、そもそも途上国の都市の問題、これは
北脇先生が専門だから、あまり私が言うと恥かくんですけれど、途上国の都市における衛生上の問
題だとかね、あるいは失業の問題も、形を変え得るいい可能性ができると思うんですよ。その辺が、
まあ、若干楽観的過ぎてもいいので、ぜひ、センターのほうでですね、こういう姿が有りうるんじゃ
ないか、ということを考えていただくような研究、あるいは、講義の中でそういうのを実習として
やってみる、そういうことができれば、世界にとっても素晴らしいし、SDGsの発展にもつながる
かなと、無責任に思いました。ぜひ、前向きに考えていただければと思ってます。
北脇：はい、研究テーマにさせていただきます。ありがとうございました。それでは内藤先生。
内藤氏：ありがとうございます。手短に。大変、きょうは、貴重な機会をありがとうございました。
佐藤先生、花木先生のお話、パネルディスカッションも含めて、大変、私自身も学びの機会で、あ
りがとうございました。大変貴重な機会でした。最後に、佐藤先生と花木先生が最初にご質問的に
頂戴した部分で、私、ちゃんと答えられてなくて申し訳ないのですが、ぜひ、このセンターの学
部生、院生の方にも、一つのsuggestionとして、申し上げたいのですけれども、私のプレゼンテー
ションの中で、５年前と今と、ちょっと、何が変わってきているのか、ということをご紹介しまし
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た。特にルワンダで、今、One Laptop for Child、ばらまきといわれて、５年前までは、もう世紀
の愚策といわれていた、Negroponte教授の話がありました。１年半前くらいに、コロナの前です
けども、ルワンダのOLPC教育現場を見に行ったら、非常にうまくいってるんですよね。ばらまいて、
4000校ある小中学校に全部ブロードバンドを導入して、無線ですけども、要は教育の公平性と、教
育の高度化ということをすごい勢いでやってるんですね。高いコミットメントで、税金を投入して
やっている。それからドナーのお金も効率的に使っている。何を申し上げたいかというと、５年前
までは、国際的に総スカンといわれてたOLPC政策が、もしかしたら今の時代、ルワンダで成功し
始めていて、これって日本の中での、私が先ほどから申し上げている、例えばスマホ持ってない人
は、Go Toトラベルできないみたいな、それもデジタルデバイドだと思うのですが、それの話の解
決方法の一つにもなるんじゃないのかなと考えています。ばらまきは、あんまり好きな政策ではな
いのですが、ばらまいていいものもあるのではないか、とか、ルワンダのOLPC政策から感じてい
ます。Leave no one behindの観点から、ルワンダのOLPC政策をどう見て、それを日本のデジタ
ルデバイドとどう比べるのかみたいなテーマで、もし、学部生の方とか院生の方とか論文書かれた
ら、私としては非常に面白いテーマだなと、このコロナ禍で思っています。すみません。長くなり
ましたが、そんなようなことも、きょうの私の話と、先生がたのお話から、ちょっと思ったところ
です。ありがとうございました。
北脇：ありがとうございました。私の研究室の院生にもルワンダ人がいます。まだ来日できていま
せんが、明日テレビ会議で聞いてみます。いろんなことがいろんな国で行われていて、それの効果
を研究するというのもセンターの使命だと思います。また新しく何をやればいいかということを予
測しながら、研究の種にしていくということもあるのかなというふうに思います。
きょうは先生がたから、いろんなsuggestionをいただきまして、この資料を吟味させていただき、
できるだけいいフィードバックをしたいと思います。センターのホームページにやニュースレター
には、その活動を書いていますし、来年には書籍の形で出版したいと思います。また今までの研究
を英文で紹介する書籍も編集中です。今後できるだけいろんな発信をしたいというふうに思います
ので、その際は、ぜひ、ご協力いただければと思います。きょうは、約３時間という時間でしたけ
れども、いろいろ私も勉強させていただきました。どうもありがとうございました。それから、オ
ンラインで参加されている皆さんも、きょうはいろいろ不手際もありましたけれども。
スキルを徐々
にブラッシュアップし、ICTに慣れてですね、こうしたイベントを続けられればいいと思っていま
す。ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。きょうは、どうも本当にありがとうございました。
松丸：パネリストの皆さん、どうもありがとうございました。
内藤氏：ありがとうございました。
松丸：はい、北脇先生、ファシリテート、どうもありがとうございました。それでは、これをも
ちまして、本日の国際共生社会研究センター第21回シンポジウム、
『Withコロナ時代のDecade of
Action』を終了させていただきます。本日は皆さま、お忙しい中、ご参加いただきましてありがと
うございます。新型コロナウイルスという思いがけない大きな力で、われわれが世の中、変化が迫
られている中で、きょうのシンポジウムが、ご参加いただいた皆さんに、何かヒントになれば主催
者側として非常に幸いに思います。今、センター長からも話がありましたように、これからもこう
いったシンポジウム続けていきたいと思っておりますし、もうちょっと慣れたら、国際シンポジウ
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ムという形で、海外からの参加も得ながら、こういった活動を少し広げていきたいとも思っており
ます。引き続き、皆さまのご支援、ご協力をお願いしたいと思っているところです。
改めまして、本日は皆さまどうもありがとうございました。まだまだコロナ収束するという状況
ではございませんので、ご健康に気を付けてください。皆さまのご活躍をお祈りしております。あ
りがとうございました。
（了）
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