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政策論説

リーダーシップ・エンジン論
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

１．はじめに
新型コロナウィルス感染に代表される経済社会の不確実なリスク要因の拡大に対して、地域を支える
地方自治体の行政組織がいかに対応するかは、住民だけでなく行政職員自身にとっても極めて重要な課
題となる。菅政権が示すデジタル化への取組みなどをリスク対応の充実や業務効率の向上、公共サービ
スの質の進化などに結びつけるには、人間行動自体への強い関心と「変革型リーダーシップ」の流れに
続く「リーダーシップ・エンジン論」の視点が首長等政治家だけでなく、行政職員自体に求められる点
となる。組織全体としてのリーダーシップ力が問われる重要な時代を迎えている。
２. 変革型リーダーシップ論
変革型リーダーシップ論は、経済社会の変動が世界的に徐々に高まってきた 1980 年代後半以降、本
格化している。不確実かつランダムに変化する社会環境に対して、組織を適切な対応へと導く行動に焦
点をあてた考え方であり, 「ビジョン」を重視し「動機づけ」を通じて組織変革を実現する｡変革型リー
ダーシップ論に先立つ「リーダーシップ行動論」や「条件適応理論」が組織全体を視野に入れて、目標
に向かって成果を上げること、すなわちマネジメント的側面に重点を置いたのに対して、変革型リーダ
ーシップ論では、トップ・マネジメント層のリーダーシップのあり方に焦点を絞っている。焦点を絞っ
た背景として、①組織の転換期に活躍した企業経営者に注目する臨床的ケーススタディを核とした結果
であること、②チェンジ型マネジメントを中核的課題としたこと、③不確実性に対するリーダーシップ
研究の蓄積に重要性を認識したこと、④後述する「交換型リーダーシップ」と変革型リーダーシップの
区別が重視されはじめたこと、などによる。
３. 交換型リーダーシップと変革型リーダーシップの区別分化
(1)交換型リーダーシップ
交換型は、旧来のリーダーシップの基本的類型であり、
「価値交換(取引型)」で人を動かすことを基本
とする。政治の世界では、投票・選挙活動への協力とそれに対する見返り(いわゆる「恩顧主義」)、民
間企業や行政組織では目標達成と報酬・地位の引上げなどが価値交換の代表例となる。価値交換の前提
として、リーダーとフォロワーの信頼関係が強固であり、フォロワーが何を望んでいるかをリーダーが
明確に把握し、フォロワーの貢献に対して提供すべき内容を明示できることが必要となる。この価値交
換型の場合、その裏面として目標を達成しない時には何らかの不利益を与える信賞必罰を有する点には
注意を要する。しかし、今日においては住民だけでなく、行政職員のリーダー、フォロワーも含め価値
観が多様化する時代を迎え、たとえば、行政機関でも昇格等責任のある立場につくことを望まない構図
が深まるなど、価値交換や信賞必罰を基本とするリーダーシップの展開に限界が生じてきている。その
中で、管理職たるリーダーもフォロワーの貢献に対して、提供すべき内容を把握・明示することが困難
化している実態にある。そうした変化を受け入れず、価値交換型のリーダーシップに依存し続ければ、
組織全体のガバナンスは劣化することになる。
(2)変革型リーダーシップ
これに対して変革型は、フォロワーに対して既存の価値交換の行使だけでなく、高いモラル性を背景
にフォロワーの価値観や態度を変化させることに基本を置く。たとえば、一定の基準に基づき資料の整
理整頓ができていない人に対して、基準に合わないことを理由に罰を課するのではなく、自らの創意工
夫で整理整頓した方が仕事の効率が上がることを納得してもらうため、自主的に整理整頓する姿勢の形
成に導く方法であり、信賞必罰の側面を持つ価値交換に依存せずフォロワーを動かす点に特色がある。
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以上の区別分化を基礎に、バーナード・バスは交換型と変革型を対立する位置づけとするのではなく、
並存させることが有効であると指摘し両者の差異を分析の上で以下のように整理している。
変革型
カリスマ

交換型
・使命の意味

随伴的報酬

・誇り
鼓舞

・努力への対価
・業績評価

・シンボルの提示

能動的例外管理

・高い期待

・逸脱の監督
・修正行動

・単純明確な目的
知的刺激

・知的合理性

受動的例外管理

・丁寧な問題解決
個別配慮

・基準を満たさな
い時のみ介入

・個人的な注意

レッセフェール

・個人的アドバイス

・責任回避
・決定回避

４. 組織変革のためのリーダーシップ
(1)コッター・リーダーシップ論
1988 年に発表されコッター・リーダーシップ論は、リーダーシップとマネジメントの違いを主張し、
変革の時代に必要なのはリーダーシップであることを強調している。その上でリーダーシップに最も重
要な要素を「ビジョン」と位置づけ、変革を実現する８段階を提唱した。さらに、リーダーに必須の能
力として「対人態度」と「高いエネルギーレベル」も指摘している。
従来の組織経営では、「マネジメント」の統制が取れていることが良しとされた。しかし、リスク要
因が多い変革時代ではマネジメント以上にリーダーシップの必要性が強い。もちろん、従来のマネジメ
ントを否定するのではなく、組織内では「マネジメント」も「リーダーシップ」も同時並行的に必要と
位置づけ、それぞれの役割や課題達成プロセルの違いを以下のように明確にしている。
リーダーシップ

マネジメント

役割

付加価値を高めるための組織の変革

環境変化に対処し、既存の組織を運営

課 題達

① 羅針盤の設定

① 計画立案と予算策定執行

成 プロ

② 人心の統合

② 組織化と人材配置

セス

③ 動機づけ

③ コントロールと課題解決

以上からリーダーシップの特徴は、①「羅針盤の設定」=方向を定める、②「人心の統合」=決めた方
向に人心を整列させる、③「動機づけ」=モティベーションを高めることであり、①はシンボル等の単
純な形態での提示、②はネットワーク形成、③は抵抗を少なくする環境づくりが重要としている。加え
て③は、a.方向性を繰り返し伝えること、b.方向性の議論にフォロワーを参画させること、c.努力に対す
る適切な支援に努めること、d.成功に対する適切な評価に努めることが重要となる。
(2)ティシー・現状変革型リーダー論
現状変革型リーダー論は、コッターのリーダーシップ論と同様、日常の反復業務やルール通りの管理
に長けた「マネジャー｣ではなく、変革を実行する「リーダー」のあり方を重視し明確に定義している。
リーダーがビジョンを提示し実行させるべくメンバーに働きかける点もコッターと同じである。但し、
リーダーが組織のあらゆる階層に存在し、首長や管理職だけでなくリーダー自らが次世代のリーダーを
生み出していく仕組みづくりが大切であるとする「リーダーシップ･エンジン論」を主張している。
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1)リーダーシップ・エンジン論
リーダーが組織のあらゆる階層に存在し、彼ら自身が次代のリーダーを次々と生み出していく仕組み
こそ、組織が永続するために必要であるとするのがリーダーシップ・エンジン論である。他者の能力を
伸ばすこと、価値観の多様化を受け止め相互に結びつけながら継続的な変革を起こすことのできるリー
ダーの育成を重視する組織が優位を保つとしている。
① 全階層に必要なリーダー
急速な変化に対して組織の持続性確保には、素早い判断と行動が不可欠である。組織の全階層で、人々
が発想し価値観、エネルギーとエッジ（大胆な意思決定力）を持って、素早く適切に行動する必要があ
る。現実を把握し創造的に発想し行動を起こせるリーダーが組織の各層に必要であり、スピードを出す
唯一の方法は、各層にリーダーを持つことであるとする。
② 教育する組織
リーダーを高く評価しリーダーシップに期待し報いる組織文化があり、リーダーの育成に時間と資金
を積極的に使うことが重要である。あらゆる機会を用い組織の全階層でのリーダーシップを奨励し、ト
ップに立つリーダーが他のリーダーの育成に自ら取組み慎重かつ体系的にリーダーを育成する。リーダ
ーの目標は「学習する組織」ではなく「教育する組織」を創り出すことであり、組織各層にいるリーダ
ーは、自分が学んだことを自ら進んで他者に教えるという責任を持つことが重要である。
③ 育成すべき領域
フォロワーをリーダーに育成する際に、「アイディア」・
「価値観」
・「エネルギー」
・「エッジ」の４つ
の領域が重要としている。この中で、4 つの領域を支える意味からリーダーのストーリー性は極めて重
要となる。リーダーの教育機能として重要なことは、上記４つの領域にまたがる教育的見地を織り込ん
で、人々の行動に結びつけるストーリーを提示することにある。自分が考えるプログラム、方針、計画
のメリットを納得してもらい行動力を喚起する。ティシーによれば、これまで成功してきたリーダーは
人々をひきつけ、エネルギーを与えるために必ずストーリーが用いられていたことを指摘している。成
功したリーダーのストーリーには、変革の論拠、
・どこへ向かうかの羅針盤、
・到達するプロセスが含ま
れる。
５. 変革型リーダーシップ論と自治体経営
自治体経営の視点からとくに重要なのは、リーダーシップ・エンジンが指摘する全階層にリーダーが
存在すること、そして教育する組織の形成である。リーダーシップは首長等トップ階層だけの機能では
なく、各階層に程度や内容は異なってもリーダーが存在し相互に結び付くこと、そして、組織自体が「教
育する組織」になることである。この組織力を形成・向上するには、トップから中間管理職・若手に関
係なく「開かれた学習の場」を形成することがカギとなる。組織や地域の行動規範形成の最大の障害は、
個々人が良いアイディアを持っているか又は状況を変えることができる何かを知っているのに、組織や
地域の閉鎖的・前例踏襲的な体質が「聞くことを望まない」という姿勢を貫くことにある。こうした体
質は、自治体経営の進化を止める大きな要因とならざるを得ない。新たな思考や発想などを排除する体
質を克服しつつ、経験・知識の持続的な蓄積の場を形成することが「開かれた学習」の目的となる。組
織等での地位や権限、担当分野に関係なく、組織の内外にとらわれないオープンな学びの場を形成する
ことは、積極的に環境の変化や揺れを受け入れ、学習姿勢を開放する個人・組織の体質を進化させる。
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政策シグナル

政治と政治家
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

地方議会の投票率低下や立候補者数の減少など、国・地方を問わず議会への関心が低下している。そ
の背景には、政治の捻じれ現象がある。政治の捻じれ現象とは、従来の議会(含政治家活動)を中心とし
た政治の仕組みが空洞化を強めていることである。そこには、情報化の進展と共に、住民参加や官民連
携による公共サービス提供など公的セクターと住民・民間部門の関りが多様化していることが密接に関
係している。
住民ニーズは、地域の代表である地方議会議員の政治活動を通じて執行機関たる地方自治体の行政部
門に持ち込まれ「公式の政策争点」(公に認知された地域課題)と位置づけ、議会の議論をスタートさせ
る流れがこれまでは一般的であった。その背後には、地域政策等に関する様々な情報が政治家と行政組
織の中で縦割りに抱え込まれ、住民や地域とは限定的にしか共有されてこなかった要因が存在する。そ
のため、情報自体や情報ネットワークを寡占的に持つ政治家の存在が重要となっていた。
しかし、今日においては、ICT の進化により情報の質には課題があるとしても、縦割りに拘束されな
い情報共有の環境が進むと共に、住民自体も情報を発信し様々な住民ニーズを地方自治体の政策に反映
させる流れが存在するようになっている。たとえば、前述した「公式の政策争点」についても、審議会
への住民参加やパブリックコメント等を通じた参加手法が増加しているだけでなく、SNS を通じた発信
共有、最終的には住民投票等の直接民主主義に答えを求めることも可能となっている。
以上は、行政に対する公式の政策争点に関する働きかけであるものの、行政外に働きかけて公式の政
策議論に大きな影響を与える手法も ICT・情報通信革命の進展によって拡大している。信頼性の異なる
情報が大量かつ無秩序に発信される大衆情報化社会の到来は、社会に対して混沌性を高めている一方で
SNS を活用したアトランダムな行政への働きかけを非公式にも可能にしている。加えて、官民連携等パ
ートナーシップの仕組みも、従来は行政が直営的に提供してきた公共サービスを民間企業や NPO 等の
組織を通じて提供するツールを拡大させると同時に、公共サービスに関する情報を民間部門が直接把握
し、議会が直接・継続的に関与するガバナンス力を低下させている面が存在する。
さらに、非公式なレベルに止まる課題(水面下の課題)の領域も住民運動に加え、私的問題の公共化(私
的領域の問題を公共問題として行政に無秩序に持ち込むこと)等の手法や、内部問題の告発の仕組みも制
度化されていることから輻輳化しやすい。そして、住民運動や私的問題の公共化は、質の良し悪しに関
係なくさらに大量の情報を無秩序に発信可能にする大衆情報化社会を生み出し、政治家の従来のガバナ
ンス機能に一段と影響する構図を形成している。以上の点は、「政治」への住民の関心が一律に低いと
は言えない状況を意味する一方で、従来型の「政治家」への信頼性や期待度が低下していることを示唆
するものとなっている。
政策議論、公共サービスへの住民・民間企業等の参画が拡大し多様化するほど、従来の地域の利害を
吸い上げ調整(いわゆる「マッチポンプ型」)する中で自らの影響力の位置づけを確保する政治家スタイ
ルへの住民の認識は相対的に劣化している。そのことが選挙の種類に関係なく、投票率の構造的低下を
生み出すひとつの要因となっている。民間化や大衆情報化社会の深化に伴う経済社会活動に影響を与え
る要因の変化に対して、議会・政治家活動も自らの存在機能を変革させることが地方自治の充実のため
にも不可欠となっており、それが実現しない場合、さらに政治家への信頼性は低下する。利害調整や寡
占的情報に依存するのではなく、自ら批判と提案を結びつける巻き込み力を持つ政治家への進化である。
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アジアリンク

中国経済の力と 2021 年経済
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

年明けの 2021 年 1 月 14 日、中国の税関当局が発表した 2020 年のドル建て貿易統計によると、中国
の輸出は前年に比べ 3.6％増加し 2 兆 5906 億ドル、日本円で約 270 兆円に達したことが明らかとなっ
た。2020 年前半は、周知の通り新型コロナウィルスの感染拡大により世界経済が低迷を深めたため中
国経済も停滞の度合いを強めたが、年後半には世界経済に先駆けた国内経済の再開回復、コロナ禍で各
国の需要が増加した医療用品の輸出拡大が中心となり、2020 年全体で増加する結果となっている。
前述したように輸出品目では、医療機器前年比 40.5％増、マスクを含む織物製品同 29.2％増などが大
きく増加している。その他としては、在宅勤務で必要となるノート型パソコンや通信機器、パソコン用
カメラなどの輸出も増加傾向を示している。一方で、国内経済のバロメーターともなる輸入については、
同 1.1％減の 2 兆 556 億ドルとなった。年前半に比べて国内経済の再開により消費等の需要が増加した
ものの、所得・消費環境の厳しさは残り、結果として前年比マイナスとなっている。
地域別輸出入では、米国向け輸出が同 7.9％増、輸入同 9.8％増となっている。2020 年に発効してい
る米中の第１段階貿易協定では、中国が米国産農産物等輸入を 2 年で 2000 億ドル増やすことが約束さ
れており、その実行としての輸入拡大に結び付いていると言える。東南アジア諸国連合（ASEAN）と
欧州連合（EU）向け輸出は同 7%弱の増加である。日米、EU 等先進国に比べて新型コロナウィルス感
染拡大の影響から先行して経済再開となっている中国においては、政治面でも輸出拡大や投資増加、さ
らには新型コロナウィルス感染対策等を背景にアジア、アフリカ等に対する影響力増大を意図している
点も指摘できる。中国の税関当局も世界最大の防疫物資輸出国として中国が果たした役割を強調してい
る。
世界経済全体は、新型コロナウィルス感染拡大により都市閉鎖等が続く中で、2021 年前半は少なく
とも景気減速が避けられない状態にある｡こうした中で、中国経済が 2020 年において優位性を発揮した
ことは間違いない。しかし、2021 年についてみると米国バイデン政権の対中国政策の行方が注目され
る。民主党政権に移行しても、保護主義的色彩は民主党においても同様であり対中国政策について大き
く転換するとは考えづらい。加えて、経済問題だけでなく環境問題、安全保障問題においても距離感が
生じている。中国習政権が提示するカーボンニュートラル政策に対しては、経済回復とエネルギー需
要・価格の上昇が重なり国内的矛盾も強まること、中国経済の先行回復で中国市場に対する金融資金の
流入が増加し、一段と人民元相場が上昇することで輸出にマイナスとなることなどによる。
なお、世界銀行「世界経済見通し（GEP）2021 年 1 月版」では、
「新型コロナウィルス感染症の初期
ワクチンが広く普及した場合、2021 年の世界経済は 4％の成長が見込まれる。ただし、今回の危機を封
じ込め、投資拡大のための改革実行に向けて断固たる政策措置を講じない限り、回復は完全なものとは
ならない可能性が高い」としている。世界経済は、2020 年に前年比-4.3％のマイナスの後、「新型コロ
ナウィルス感染症の世界的流行により膨大な数の犠牲者と患者が生じ、新たに数百万人を貧困状態へと
陥らせた上、経済活動と所得を長期にわたって低迷させる恐れがある。短期的な優先的政策課題は、新
型コロナウィルス感染症の広がりを抑え、ワクチンを迅速かつ広範に供給する体制を確立することにあ
る。また各国の当局は、経済の再建を支援するため、従来と比べて政府債務に依存しない形での持続可
能な成長に向けた再投資サイクルを整備する必要がある。」としている。
(資料)世界銀行「世界経済見通し（GEP）2021 年 1 月版」
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-perce
nt-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
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地方自治体における衛星データ活用の可能性と課題

事例研究

株式会社富士通総研 行政経営グループ 高橋 輝行

はじめに
データのオープン化や解析環境の整備が進んだことにより、人工衛星から得られるデータの活用が近
年注目を集めつつある。経済産業省は衛星データを含む宇宙産業の市場規模を 2030 年までに約 2.3～2.5
兆円規模にまで拡大させることを目指しており、衛星データのオープンプラットフォーム Tellus（テル
ース）を開設するなどビジネス分野では衛星データ活用の環境が整えられつつある。
一方で行政分野における衛星データの導入事例は少なく、地方自治体において今後いかなる分野で衛
星データが活用可能であるかは広く知られていない。本稿では地方自治体での具体的な活用事例を踏ま
え、地方自治体における今後の衛星データ活用の展望と課題を考察する。
１． 衛星データの概要
近年人工衛星の小型化・低コスト化や政府衛星データのオープン化等を背景に、人工衛星から得られ
るデータの質・量が飛躍的に向上している。さらに人工衛星により取得したデータと AI（人工知能）に
よる解析技術を組み合わせることで、衛星データの活用範囲は急速に広がりつつある。
陸上を観測するものに限っても図表１のように多様な衛星データと活用分野がある。一般に認知され
ている衛星データは人間の目で見た色を再現するトゥルーカラー画像であるが、その他にも地表面の温
度を観測する熱赤外センサ、土地被覆や植物の活性度などを観測する光学センサ画像、対象物の材質や
土壌水分などを観測する SAR センサ画像などがある。これらの衛星データは陸上の地物の把握だけで
はなく、後に紹介するように耕作放棄地の検知、農作物の生育監視、空き家検知などの分野で活用され
ている。
図表１

センサ種別

光学センサ

熱赤外センサ
SAR センサ

主な陸域観測衛星データと活用分野

観測物

活用分野



土地被覆（森林、田畑、市街地の分類）



耕作放棄地の検知



植物の活性度



農作物の生育監視



夜間光



災害被害の把握



対象物の色/大きさ/数/形状など



経済活動のモニタリング



地表面の温度



空き家検知



対象物の材質（人工物、自然物、水）



地盤沈下の監視



土壌水分



船舶の監視



対象物の有無/変化



漏水検知

出典：一般財団法人リモート・センシング技術センター「衛星データの種類と入手の際の留意点（１月 10 日時点）
http://redd.ffpri.affrc.go.jp/pub_db/course_materials/_img/2013_basic/2013_basic_chap06.pdf を基に筆者作成
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図表２ 衛星データの例

トゥルーカラー画像

植生指数画像

熱赤外画像

出典：独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）
「JAXA 衛星利用推進サイト（１月 10 日時点）
」https://www.sapc.jaxa.jp/
を基に筆者作成

さらにこれらの衛星データは近年オープン化が進められている。図表３にまとめたデータプラッ
トフォームでは、従来複雑な前処理工程を要していた衛星データを解析が容易な形式で提供するほ
か、クラウド上の解析環境を備えているものもある。これらのプラットフォームでオープン化され
た衛星データは商用利用・無償利用を前提に公開されており、衛星データの活用ハードルを大きく
引き下げている。
図表３

主要な衛星データプラットフォーム

名称
Tellus（テルース）

G-Portal

Google Earth Engine

概要

備考

経済産業省事業として運営。国外の衛星データおよ 

商用利用可能

び日本政府衛星データのダウンロードおよび解析 

2021 年３月より

が可能。

有償化予定

JAXA により運営。主に JAXA の地球観測衛星によ
る画像データがダウンロード可能。
Google により運営。世界各国の地球観測衛星による
画像データのダウンロードおよび解析が可能。



商用利用可能



無償利用可能



商用利用可能



研究・個人利用
に限り無償

出典：Tellus（１月 10 日時点）https://www.tellusxdp.com/、G-Portal（１月 10 日時点）https://gportal.jaxa.jp/gpr/?lang=ja、Google
Earth Engine（１月 10 日時点）https://earthengine.google.com/を基に筆者作成

２． 地方自治体における衛星データの活用
衛星データの利用環境が徐々に整えられてきたにも関わらず、地方自治体における衛星データの活用
事例は限られている。以下では地方自治体のホームページや企業のプレスリリースなどの公開情報を基
に近年の地方自治体における衛星データ活用の主要事例を紹介する。
(1) 耕作放棄地検知における衛星データの活用（茨城県つくば市、静岡県裾野市、愛知県豊橋市）
茨城県つくば市等で行われている耕作放棄地検知の事例1を紹介する。
日本各地の耕作放棄地については農林水産省による年次調査が行われているが、実際の現地調査は各

茨城県つくば市「全国 2800 万農地にある耕作放棄地の検出アプリを開発！」
（１月 10 日時点）
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kagaku/kokusai/documents/20200331_sagri.html
1
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自治体の農業委員会が担当している。
つくば市ではそれまで年 1 回、農業委員ら約 50 人が現地調査を担当し、市内の 28 区域を担当者が目
視確認し耕作放棄地を判別していた。2019 年度の調査では市内１万 1058 ヘクタールの農地のうち 475
ヘクタールが耕作放棄地として確認されている。ただし人員不足のため全農地の点検は難しく、耕作放
棄地である可能性が高い農地に絞って調査を行っても約３カ月の期間を要していた。
そこで実証実験として 2020 年度より衛星データから市内の植生指数を解析し、AI による耕作放棄地
の検知を行ったところ判定精度９割で耕作放棄地を検出することができた。最終的には検出結果を参照
することで農業委員会の現地調査を効率化することが期待される。この実証実験の結果を受け、同様の
技術を活用した耕作放棄地の検知が静岡県裾野市と愛知県豊橋市でも行われており、当該分野で衛星デ
ータ活用が拡大しつつある。
図表４

つくば市にける耕作放棄地の検知

出典：サグリ株式会社ホームページ（１月 10 日時点）https://sagri.tokyo/

(2) 空き家検知における衛星データの活用事例（東京都）
次に東京都で実証実験が行われている空き家検知の事例2を紹介する。
平成 27 年に空き家特措法が制定されて以来、各自治体では空き家の実態調査が行われているが、人
員による調査が一般的である。
東京都では空き家の状況が短期間で大きく変化するため、３か月に１度のペースで現地調査を行って
いたが、人員コストの重さが課題となっていた。
そこで東京都では人員負担の削減と調査の効率化を目的に、2020 年より実証実験として衛星データを
活用した空き家のリアルタイム検知が行われている。実証実験では熱赤外線センサによる衛星データと
AI を活用し、家屋の温度から空き家の検出を行っている。2021 年１月時点では実証実験段階ではある
が、将来的に都職員による現地調査を代替または効率化するものとして期待されている。

NPO 法人 空家・空地管理センター「空き家活用が令和 2 年度民間空き家対策東京モデル支援事業に採択決定！人工衛
星等によるリモートセンシング（１月 10 日時点）
」https://www.akiya-akichi.or.jp/blog/21971/
2
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図表５

東京都における空き家の検知

出典：サグリ株式会社ホームページ（１月 10 日時点）https://sagri.tokyo/

(3) コメの高品質化における衛星データの活用（青森県産業技術センター）
青森県で行われているコメ生産における衛星データ活用の事例3を紹介する。
青森県では独自品種「青天の霹靂」のブランド化を進めており、産地全体でばらつきの少ない高品質
米の生産に取り組んでいる。
コメ生産においては①タンパク質含有率、②収量、③収穫時期等が品質を左右する条件とされている。
そこで青森県産業技術センターでは 2017 年より衛星データと AI を組み合わせ、稲の色の違いからタン
パク質の含有量と収量を推測することで、コメの食味が最も優れる収穫時期を水田毎に予測する技術を
開発した。
従来はアメダスのデータと水田を観察して得られた情報から収穫時期を判断していたが、各農家がす
べての水田を臨地で見回る必要があり負担となっていた。衛星データを活用した結果、各農家の負担が
軽減されるとともに収穫予想日の誤差が減りコメの品質向上が実現している。
図表６

青森県におけるコメの収穫時期予測

出典：青森県産業技術センター資料（１月 10 日時点）
」
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/4._aomoripitrc_sakaiya.pdf

青森県産業技術センター「
「青天の霹靂」生産指導での衛星データの活用（１月 10 日時点）
」
https://www.aomori-itc.or.jp/_files/00145398/R2_ippin2_1.pdf
3
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(4) 事例から見る衛星データの活用可能性と課題
これまでの事例をふまえ今後地方自治体において衛星データの活用がどのように進んでいくか展望
を考察する。
まず業務の代替ニーズが存在する分野から活用が進むと考えられる。本稿では耕作放棄地調査、空き
家調査など、従来は人の手で野外調査を行っていた分野で衛星データが活用される事例を紹介した。こ
の他にも固定資産税の家屋調査、橋梁などのインフラ点検など人の手による現地調査を行っている分野
で特に衛星データ活用のニーズが存在すると考えられる。
次にオープンデータ化された画像が活用可能な分野で利用が進むと考えられる。人や車ほどの大きさ
の物体を識別可能な高解像度の衛星データはオープン化されておらず、高額の利用料が発生する場合が
ある4。本稿の事例のように衛星データは AI と組み合わせることで利用価値が生まれるケースが多く、
衛星データの導入に際しては、同時に AI の費用負担が生じることが想定される。オープン化された衛
星データであればデータ自体のコストを抑制することができるため、農林水産業、災害、インフラなど
自然物や、比較的サイズの大きい人工物を扱う行政分野での利用が今後進むと考えられる。
次に地方自治体における衛星データ利用の課題を考察する。まず地方自治体において衛星データの活
用可能性が認知されていない点が指摘できる。総務省が公開した「宇宙データ利活用ニーズの調査結果
報告」5においても衛星データに対する自治体職員の認識として「衛星で取れる情報というのは Google
Earth のような衛星データのようなイメージしかなく、どんなデータをどんな精度で取れるのか分から
ない」という声が挙げられている。こうした問題は AI などの先端技術でも共通するものだが、現在の
ところ導入事例がより少ない衛星データについては特に活用方法の認知不足が主要な障壁といえる。
最後に法律上の制約も課題として指摘できる。衛星データによる代替ニーズが高いと思われる現地調
査業務であっても、道路や橋梁などの大型建造物は法律で近接目視点検が義務付けられており、こうし
た業務では導入メリットが限定的と考えられる。技術的には衛星データによる業務代替が可能であって
も、法的な制約により必ずしも業務効率化に結び付かない分野が存在することは念頭に置かなければな
らない。
おわりに
本稿では地方自治体における衛星データの活用事例を踏まえたうえで、衛星データ活用の将来性と課
題について考察した。今後は農業、災害、インフラなど自治体職員による臨地調査が行われていた分野
から衛星データの活用が広がると考えられる。そのさい、いかなる業務において衛星データによる効率
化を図ることが可能か、自治体職員が検討するためにも衛星データ活用の成功事例が広く共有されるこ
とが望ましい。
また先に述べた法律上の制約などにより、衛星データ活用が効率化につながらない分野も存在する。
政府による衛星データのオープン化と地方自治体の AI 活用の進展を背景に、今後衛星データ活用が流
行として受け入れられる可能性もある。衛星データは先に挙げた行政分野を中心に活用可能な領域こそ
は一定程度存在するが、導入が効率化につながる業務は限定的である可能性にも留意したうえで、今後
導入検討を進める必要があるだろう。

World View と呼ばれる世界最高レベルの解像度を持つ商用衛星データ（40cm の物体まで判別可能）を利用する場合、
最低購入金額が 80 万円～270 万円程度に設定されている。
5 総務省「宇宙データ利活用ニーズの調査結果報告（１月 10 日時点）
」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000540286.pdf
4

11

〈既刊テーマ一覧〉
2020 No.４

2020 No.５

2020 No.６

2020 No.７

⚫

行政組織の進化とテレワーク・ICT・AI 「AI と交渉合意」

⚫

出来事と事実

⚫

自粛緩和後の現状

⚫

アフターコロナの自治体経営①

⚫

費用便益による政策交渉のすみ分け

⚫

Ｕ字回復の底の長さ

⚫

アフターコロナの自治体経営②

⚫

デジタル庁構想の意図

⚫

アジア経済の回復力

⚫

自治体における交通事故削減の取組推進に向けて

⚫

地方自治体の 2021 年度予算と経常的経費

⚫

行革の本質

⚫

インバウンドの回復力

⚫

在宅医療・介護連携の推進に向けたマネジメント力向上と支援体制の構築に
ついて

2020 No.８

⚫

経済政策のデメリットと圏域的政策視点

⚫

政策交渉の本質

⚫

日本経済 7-9 月期の回復力

⚫

地域再生エリアマネジメント負担金制度「日本版 BID」の活用状況とその要因
に関する考察

2020 No.９

⚫

指定管理に見るコンプライアンス問題

⚫

地方議会の議論の本質

⚫

外需の力

⚫

国土強靭化地域計画の策定状況と策定時のポイント

政策研究 2020 No.10
2020 年１月発行
監修
編集・発行

宮脇 淳（北海道大学法学研究科教授）
株式会社富士通総研 行政経営グループ
〒144-8588 東京都大田区新蒲田 1-17-25
電話 03-6424-6752
MAIL fri-ppp-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com
URL http://www.pppnews.org

