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本ワークショップのねらい

✤ 今日私たちの多くが都市に暮らしている。そのため、私た
ちの生活環境には都市が含まれるということは、今やあら
ためて主張するほどのことではないのかもしれない。

✤ ただ一方で、都市とは一体いかなる場であり、またどのよ
うな技術によって支えられた存在であるかといったこと
は、必ずしも明らかにされているとは言い難い。本ワーク
ショップでは、主に技術哲学・技術倫理的観点から、都市
に関する理解と考察を深めることをねらいとする。
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本ワークショップの構成

✤ 各登壇者による発表 (各20分)

✤ 藤木篤 (本報告)「技術的収束の結節点としての都市に関する考察」

✤ 神崎宣次「都市における(倫理的配慮の)優先順位をどう考えるか」

✤ 斉藤了文「建築物という人工物の特徴」

✤ 吉良貴之「リーガルテックは都市のインフラでありうるか？」

✤ 質疑およびディスカッション (40分)
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本報告の目的

✤ 応用哲学・応用倫理学を含めた複数の学術領域において、都市をめぐる思索や実
践が多く見られるようになってきている。

✤ 同時に、我々が一般的に思い描く都市像を大きく変容させるような、技術あるい
は技術上の概念が立て続けに提唱されるに至っている。近年のEdTech(教育技術)

やFinTech(金融技術)、AgTech(農業技術)に代表される様々な新興テクノロジー群
の台頭により、今後都市のあり方そのものが変わってくる可能性がある。

✤ 都市はそうした一連の技術が収斂あるいは収束する先、すなわち結節点として理
解されうる。

✤ 本報告では、そこにいかなる技術哲学・技術倫理的論点が見出されるかを検討し
たい。
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“ヒトという種としてのわれわれは自然が与えるものに満足
しきることがない。われわれは環境を形づくるサルであり、
都市を築く者、都市の人 (ホモ・ウルバヌス) であるからだ。
都市はわれわれの最大の創造物だ。”

–P. D. スミス(著), 中島由華(訳). (2013). 都市の誕生. 河出書房.
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テック誌における「都市」特集
✤ テクノロジーメディアのMIT 

Technology Reviewは、2021年8月と
11月に立て続けに「都市」の特集号
を発行した(ただし後者は前者の記
事も多く含んだ再編集版)。

✤ "本書の目的は、こうした都市の負
の側面を解消し、より良い都市の
未来を描くため のイノベーション
のアイデアを提供することである。
[中略] 人が集まることで新たに発生
した問題を、イノベーションを生み
出すことで その都度克服しようと
してきたのだ。こうした進歩の積み
重ねの結果として、現在の都市があ
る。" [MIT Tech Review magazine 
vol.5]
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MIT Technology Review [emook, 日本語版], Vol.36, 

Special Issue "Future of Cities 都市の再発明"

https://www.technologyreview.jp/emook/

MIT Technology Review [magazine, 日本語版], Vol. 

5 "Cities Issue 都市の未来"
https://www.technologyreview.jp/magazine/vol-5/

https://www.technologyreview.jp/emook/
https://www.technologyreview.jp/magazine/vol-5/


環境倫理学における「都市」の問題
✤ 地理学者のイーフー・トゥアンは、自然を尊重するあまり都市を否定的にみる傾向を批判し
ている。[e.g. トゥアン 1992=2008]

✤ アンドリュー・ライトは、我々の配慮すべき環境に都市を含むべきであるという主張を行っ
ている。[e.g. Light 2001]

✤ こうした流れを受けて提案された、『都市の環境倫理』[cf. 吉永 2014; 吉永 & 寺本 2020, 

Ch.13]

✤ いずれも「都市」を環境倫理学の対象とすることに対して肯定的。 
→かつて環境倫理学における中心的話題であった、「自然の価値」論争での「都市」の軽視
が影響 (環境プラグマティズム…環境倫理学における内部批判・自己省察運動としての側
面)。ただ科学技術と都市の関係性といったことはあまり関心を惹いてこなかった。

イーフー・トゥアン. (2008). トポフィリア―人間と環境. 筑摩書房
Light, A. (2001). The urban blind spot in environmental ethics. Environmental politics, 10(1), 7-35.
吉永明弘. (2014). 都市の環境倫理: 持続可能性、都市における自然、アメニティ. 勁草書房.

吉永明弘, 寺本剛 (eds). (2020). 3STEPシリーズ 環境倫理学.  昭和堂.
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環境倫理学への「都市」概念の導入と新たな問い

✤ 「都市」を分析や配慮の対象とすることで、新たな問いが生じる可能性がある。

✤ 都市における様々なアクターや存在者への、倫理的配慮の優先順位をどう考えるべきか。

✤ 建築物やインフラストラクチャ等の人工物をどう扱えばよいか。

✤ 法制度等の社会システムとそれを支える技術(リーガルテック)は都市のインフラたりうる
か。

✤ 「都市」と「自然」という区分けがどこまで有効か。 

→例えばフードテックやアグテック(農業技術)は横断的に関与。 

→e.g. 「都市生態系」「都市における生物多様性」[cf. 飯島 2016; 李 2011]

✤ etc.
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飯島健太郎. (2016). 生物多様性保全と都市緑化/可能性と課題. 芝草研究, 44(2), 91-98.

李燕. (2011). 都市生態系の研究：到達点と課題. 第44回土木計画学研究発表会・講演集, 1-6.



技術哲学における「都市」
✤ "テクノロジーは都市にとって他人事ではない。都市は技術的な手段によって計
画され、建設され、維持され、統治され、取り壊され、破壊されているためで
ある。しかし、技術哲学において、都市はまだあまり注目されていない。本書
はこのギャップを解消し、技術哲学の観点から、技術によって実現される都市
の未来について、切望されている議論に貢献するものである。" [p.1.]

✤ "技術の哲学者たちによって都市はあまり注目されておらず、また都市の哲学者
たちも技術を中心的なトピックとみなしていない。都市の哲学に関する最近の
書物は、歴史的、倫理的、美学的、生態学的、政治的な分析を通じて、急成長
するこの分野に重要な貢献を提供している [中略]。しかし、都市環境の技術的
性質に関する明示的かつ集中的な考察は、周辺的な役割を占めてきた。実際、
技術哲学の著名な代表者による、都市に関する最後の広く認知された貢献は、
ルイス・マンフォードの『歴史における都市』（1961年）である。" [pp.1-2.]

✤ "「スマートシティ」や「スマートアーバンテクノロジー」の議論は例外である。
[中略] しかし、技術哲学の中からスマートシティあるいはスマート都市技術に
関する言説は、まだ形を整え始めたばかりである" [p.2]

9
Nagenborg, M., Stone, T., Vermaas, P.E. (2021). Introduction. In: Nagenborg, M., Stone, T., González Woge, M., Vermaas, P.E. (eds) Technology and the City. 

Philosophy of Engineering and Technology, vol 36. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52313-8_1



技術哲学における「都市」(承前)
✤ "技術哲学の中には、「スマート」と分類される技術や技術関連の問題（携帯電話やアプリ、センサー、ウェアラブル端末、
ドローン、AI、ビッグデータなど）に焦点を当てた文献も多く存在する。しかし、これらの調査範囲は、個々の人工物や特
定の使用事例のレベルにとどまっており、「都市の哲学」への貢献度は低いものとなっている。" [p.2., footnote]

✤ "本書は、都市におけるテクノロジーが、市民権、公共性、民主主義、自然といった基本的な概念や原理をどのように形成
し、またそれらによって形成されるのかを明らかにするものである。そして技術によって媒介された都市空間を人間の条件
の一部として考える方法を探っている。これらの探求を通して、「スマート」テクノロジーは、哲学的概念 (例：真正性)、
人間の経験 (例：サウンドスケープ)、社会技術的実践 (例：メンテナンス)、社会政治的制度 (例：警察)、都市の形態と計画
(例：公共空間)、特定の応用領域 (例：街灯)の批判的かつ建設的検証を通して理解されるようになる。" [pp.2-3.]

✤ "技術哲学の新しい方向性として、各章は多様な方法論を提示し、多くは隣接する分野（e.g. 科学技術社会論 (STS)、環境哲
学、政治哲学、地理学、都市デザインなど）からの洞察を取り入れている。しかし、各章の出発点と最終的な成果は共通し
ており、テクノロジーがどのように都市や都市生活と相互作用しうるか、また多くの章ではどのように相互作用すべきかと
いう概念的・実践的洞察を提供している。このように、本書はテクノロジーに関する必要不可欠な議論に貢献するものであ
る。またそのような貢献によって、技術哲学と都市哲学の接点において、新たな研究の方向性を拓いている。" [p.7. 強調原
文]

﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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Nagenborg, M., Stone, T., Vermaas, P.E. (2021). Introduction. In: Nagenborg, M., Stone, T., González Woge, M., Vermaas, P.E. (eds) Technology and the City. 

Philosophy of Engineering and Technology, vol 36. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52313-8_1



Technology and the City の構成

✤ 導入

✤ Part Ⅰ. 存在論的基礎：テクノロジーと都市

✤ Part Ⅱ. 都市技術の責任あるデザイン

✤ Part Ⅲ.  都市の未来と "スマート"シティ 
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「スマート」な技術とは何か

✤ Technology and the Cityでは、特定の技術に焦点を当て
ているわけではない。

✤ しかし、スマートシティやスマートテクノロジーへの
高い関心が伺える。

✤ 「スマート」な技術とは何か？ 

→収斂技術 (ひとつの手がかりとして提案)



収斂技術

✤ 「収斂技術」(Converging Technologies, CTs) 

「特定の目的を達成するために２つ以上の異なる分野の科学や技術を収斂(converging)する技術
であり、かつ他の技術に影響を与えてシステム全体を劇的に変化させるという、「メタ技術」の
一種」を指す。「「収斂技術」の意味が確立したのは、2001年12月に米国の国家科学財団と商務
省が開催した研究集会においてである。研究集会の報告書では、収斂技術は、共通目標の追求の
中でお互いに実現能力を与え合うとし、その目標は、人の能力向上を目指した収斂技術…現在の
再先端であるナノテクノロジー、バイオテクノロジー、情報技術及び認知科学（4つの頭文字をま
とめて”NBIC”と呼ぶ）である。」[日本原子力開発機構, 強調発表者]

✤ "コンピュータ技術、マイクロエレクトロニクス、遺伝子工学、遺伝子治療、認知科学、ナノテク
ノロジー、細胞療法、そしてロボット工学など、数々のテクノロジーの融合で実現されるこの領
域を、科学者達は「コンバージング・テクノロジー」と呼んでいる。"[ヘロルド 2017,  p.29.] 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

コンバージング・テクノロジー – ATOMICA –：国立研究開発法人日本原子力開発機構 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2471.html

イブ・ヘロルド(著), 佐藤やえ(訳). (2017). ビヨンドヒューマン：超人類の時代へ — 今、医療テクノロジーの最先端へ. ディスカヴァートゥエンティワン.13

https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2471.html


収斂技術の例
✤ 各種デジタルデバイス(スマートフォンやタブレット、PC) [AT&T Developer 2017]

✤ IoT (Internet of Things)

✤ MaaS (Mobility as a Service)

✤ 「○○テック」のような領域特化型(課題オリエンテッド型)の技術(e.g. EdTech(教育技術)

やFinTech(金融技術)、AgTech(農業技術)) 
→都市が抱える課題に対する技術的解として登場したものも。

✤ スマートシティ

✤ →都市をめぐる技術の多くは収斂技術化している。個別の技術発展の軌跡や動向を追うだ
けでは「都市とテクノロジー」の関係性やそこに含まれる哲学的・倫理的課題を把握する
ことは困難？

Technology Convergence 101 - AT&T Developer [2017.5.15]
https://developer.att.com/blog/technology-convergence 14

https://developer.att.com/blog/technology-convergence#:~:text=An%20example%20of%20technology%20convergence,another%20example%20of%20technology%20convergence.


スマートシティの定義 (野村総合研究所)

スマートシティ報告書　―事業機会としての海外スマートシティ―　（2019年5月）
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/journal/2019/20190426_.pdf 15

https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/journal/2019/20190426_.pdf


スマートシティの定義 (内閣府『スマートシティガイドブック』)

✤ ①以下の示す3つの基本理念、5つの基本原則に基づき[コンセプト]、②ICT等の新技術
や官民各種のデータを活用した市民一人一人に寄り添ったサービスの提供や、各種分
野におけるマネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化等により[手段]、③都市
や地域が抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける[動作]、④持続
可能な都市や地域であり、Society 5.0の先行的な実現の場[状態]

✤ <3つの基本理念>  

市民(利用者)中心主義、ビジョン・課題フォーカス、分野間・都市間連携の重視

✤ <5つの基本原則>  
公正性・包摂性の確保、プライバシーの確保、相互運用性・オープン性・透明性の確
保、 セキュリティ・レジリエンシーの確保、運営面、資金面での持続可能性の確保

『スマートシティガイドブック』(第一版, 2021.4.9) 別冊(3) 用語集
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/index.html 16

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/index.html


スマートシティの定義 (スマートシティ官民連携プラットフォーム)

✤ 「ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、
整備、管理・運営等)の高度化により、都市や地域の
抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し
続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 5.0の
先行的な実現の場」[スマートシティ官民連携プラッ
トフォーム]

スマートシティ官民連携プラットフォーム
https://www.mlit.go.jp/scpf/index.html 17

https://www.mlit.go.jp/scpf/index.html


スマートシティ官民連携プラットフォーム

官民連携プラットフォームとは｜スマートシティ官民連携プラットフォーム
https://www.mlit.go.jp/scpf/about/index.html 18

https://www.mlit.go.jp/scpf/about/index.html


事例：トヨタウーブンシティ

✤ "Woven Cityは、人々の未来の暮らし、働き方、移動を大きく進化させる先駆的なプロジェクトです。そ
こに住まう人、そこに生まれるコミュニティの幸せと成長をもっとも大切にする「ヒト中心の街」。
日々いとなむ生活を通して未来技術を進歩させる、活きた「実証実験の街」。住民とパートナーの継続
的な参加によって成長し、進化し、共に未来を創造し続ける「未完成の街」。この3つのコンセプトをブ
レない軸とし、「ヒト」、「モノ」、「情報」のモビリティにおける新たな価値と生活を提案し、幸せ
の量産を目指します。"

19
JP — Toyota Woven City

https://www.woven-city.global/jpn

https://www.woven-city.global/jpn


「技術オリエンテッドから課題オリエンテッドへ」

✤ "ICT 技術の急速な発達とともに、まちづくりに活かされる技術も日々進化し、多岐にわたる技
術が生み出されている。これらの技術を活用して、都市が抱える諸課題を解決することがス
マートシティの取組みである。ここで重要な視点が、解決すべき課題の設定が曖昧なままに、
やみくもに技術を使うことを優先してしまうこと、つまり、技術オリエンテッドの取組みに
なってしまうことである。もちろん、最新の技術を活用することで、これまで見えてこなかっ
た課題が発見されることも想定される。しかしながら、その都市に住む人の QOL の向上がス
マートシティの目指すべき目的であり、持続可能な取組みとしていくためには、都市のどの課
題を解決するのか？何のために技術を使うのか？その技術を使って何がしたいのか？を常に問
いかけ、まちづくりの明確なビジョン、計画を持った上での取組みとすることが必要である。" 
[強調発表者]

✤ "そのためにも、スマートシティの取組みに関して、「解決すべき課題は何か？」、「その課題
を解決するためにはどのようなボトルネックがあるのか？」、「ボトルネック解消のためには
どのような技術が必要か？」という流れ、すなわち、課題オリエンテッドの取組みが重要であ
る。"

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅

20

国土交通省都市局. (2019). スマートシティの実現に向けて 【中間とりまとめ】,  p.21.

https://www.mlit.go.jp/common/001249774.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001249774.pdf


都市の問題はスマートシティに留まらない

✤ 技術哲学の領域では、少なくとも「都市とテクノロジー」の主要な関心として「スマートシティ」が挙げられている。

✤ 一方で、(先述のスライド「環境倫理学への「都市」概念の導入と新たな問い」で挙げたような) 必ずしも現行のスマートシティの
枠組みに当てはまらないような、都市の問題もありうる。例えば… 

✤ 食と農をめぐる問題

✤ 防災・減災 
「グリーンインフラ」[e.g. 石川 2020; 小出 2019]「生態系減災 Eco-DRR」[一ノ瀬 2021]

✤ 都市における「死」 
"人口がより集中し、無宗教の人々が増えているいま、都市においていかに「死」を組み込むかは、アーバンプランニングにお
ける重要な課題となりつつある。" [WIRED Vol.14. 2014]

✤ 都市とテクノロジーの問題…「都市が抱える課題」とそれに対する(収斂技術化した)「技術的解」の組み合わせから把握できるかも
しれない。 
→今後、哲学・倫理学の分野では、(技術哲学や都市の哲学の観点から研究が進められると同時に)「都市が抱える課題」のうち、
既知のものを概念的にさらに整理したり、未知のものを発見・提案したりすることが求められる？ 従来と同じかそれ以上に、他分
野の専門家との協働も重要に。
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本報告のまとめ

✤ 本報告の前半では、環境倫理学と技術哲学における「都市」への向き合い方を検討した。
その結果 1.環境倫理学の領域では「都市」概念の導入により新たな問題が(ディシプリン内
で)生じうること、2.技術哲学の領域では「都市」の話題は周縁的なものであったが、近年
スマートテクノロジーをきっかけに同話題への関心が集まりつつあることを確認した。

✤ 後半では、都市をめぐる技術の多くが収斂技術化しており、個別の技術発展の軌跡や動向
を追うだけでは、「都市とテクノロジー」の関係性やそこに含まれる哲学的・倫理的課題
を把握することは困難となる可能性について言及した。都市とテクノロジーの問題は「都
市が抱える課題」とそれに対する(収斂技術化した)「技術的解」の組み合わせから把握で
きるかもしれない。そのため今後、哲学・倫理学の分野では、(技術哲学や都市の哲学の観
点から研究が進められると同時に)「都市が抱える課題」のうち、既知のものを概念的にさ
らに整理したり、未知のものを発見・提案したりすることが求められる可能性もある。



“《都市》が人間自身に、つまり人間の力の適切な行使に委
ねられたとき、どこまで人間がその輪郭を識別することがで
きるかという点についてもまた、考察しておかなければなら
ない。”

– レオ・シュトラウス『都市と人間』法政大学出版局、2015年, p.27
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