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索や採掘、そして水産資源の持続的な確保が、研
究機関、海運、水産、水際業界など広範囲での官
民互助の下、経済的で有効、有益な産業として繁

栄することを期待する。
（横井　幸治　記）

1.   Technology bliss vs. technology 
failure

　〜テクノロジーの至福　VS　テクノロジー
の失敗〜

◎テクノロジーブリス（技術天国）: 2030 年は
理想的な社会への道のり ?（1）（2）

2030 年に社会的、環境的、経済的に回復力の
ある未来へと方向を変える社会を思い描くことが
できる。

改革的な変化は直線的ではないが、転換点は改
善へと傾くであろう。連鎖的に正の効果を持つ道
筋を作成することもできる。

これは、進歩が続くにつれて新しい形態の価
値が生み出され、SDGs 目標に 2030 年に到達し、
世界が将来に向けて回復力のある社会経済的活動
および環境回復軌道に乗ることを確実にする背景
となる。

理想的な 2030 年は、個人的価値観と制度的価
値観の変化の積み重なった結果、収益を目指すビ
ジネスモデル変化と全世界的に行われる統治（管
理）の変化をもたらす。

テクノロジーはすでに何百万人もの人々を貧困
から救うのに役立ち、健康、教育、エネルギー獲
得において飛躍的な貢献を生み出した。

現在の課題と好機は、これらの影響を拡大し、
深めることである。

◎理想的な 2030 年におけるシナリオ
世界的と国内的スキーム　:
意味のある生活に対する人々の願望は、グロー

バルな制度を通じて、普遍的な基本的収入と質の
高い医療と教育の獲得、それは価値創造の経済モ
デルの共有と循環によって支えられ飢餓と貧困を
根絶するための持続的な取り組みにより実現され
ている。

協力の強化　:
テクノロジーは、より良い協力、再生可能エネ

ルギーの配分、およびグローバルな公共財の保護
と強化に向けた地域的および世界的な行動によっ
て補われ、地域の回復力の刷新をもたらし、健康、
安全、および生活の質を高めるために使用される。

仕事と生活の調和　:　
人種と性別の重大な不平等は 21 世紀の特徴の

一つであり、経済界だけでなく各国政府の中心的
な関心事となっている。

雇用を確保したうえで労働時間の短縮と退屈な
仕事からの解放はワークライフバランスを可能に
し、人々と地域に対し自然と人間関係と地域協力
を楽しむための時間と人材を提供する。

討論と対話　:
プライバシーと個人の価値観は尊重されるが、

透明性と信頼性のある敬意を持った討論と対話の
ための共有の場の確保のために協力し、取り組む。

公正な成長　:
テクノロジーは、人間の知性に置き換わるので

はなく、共通の利益を提供する道筋を定め、公正
な成長を生み出すためのツールとして社会的結束、
つながり、高い透明性に供される。 テクノロジー
に導かれる変化は、地域と国の緊張と不平等を悪
化させるのではなく根絶するために機能し、紛争
の減少と寛容性の向上につながる。

人間主体　:
テクノロジーはますます人間主体になる一方で、

人類と地球のニーズに包括され、その社会活動と
生態学的基盤に再接続されることで、明瞭さを備
え、選択の自由を容易とする。

◎テクノロジーの失敗 : 
現状の開発への道のり（3）（4）（5）（6）（7）（8）

残念なことに、我々は理想的な 2030 年に向け
て進んでいない。主要な気候目標に向けた進展は
ほとんどの国で不十分である。

気候変動は人類が直面する最大の課題である。
それは、すべての地球システムの構成要素、ビジ
ネス、および社会にとって、一連の悪影響を伴う
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全体的なリスクである。
世界平均気温の上昇が 2 度（摂氏）を大きく下

回るには、温室効果ガスの排出を削減する必要が
ある。

2030 年までに半分まで削減、2050 年までに正
味排出量ゼロに達することが必要である。

現在の進捗状況のデータは、SDGs の多くが軌
道に乗っていないこと、および SDGs の達成に課
題が山積していることを示している。

SDGs の最新の評価は、クリーンで手頃な価格
のエネルギー提供への道筋、高品質の教育の提供、
飢餓の根絶に関する進展が行き詰まっているか、
逆転していることを示している。

世界の青少年の半数未満しか識字と数学の最低
基準を満たしていないし、10 億人近くの人々が
基本的な衛生インフラに到達できていない。さら
に、生物多様性と生態系は前例のない規模で減少
しており、種の絶滅率は加速している。貧富の格
差も驚くほど大きな状況にある。

これらは、現在のテクノロジーが促進してし
まったほんの数例である。

世界は、多くの脆弱な人々の基本的なニーズを
満たせず、基礎的な環境保護と不可逆的な変化を
防ぐことができていない。

赤信号は 3 つの主な否定的な傾向に関連してい
るようである。

国連事務総長が持続可能な開発軌道に世界が移
行できないことについて言及している理由の 1 つ
は、テクノロジーの力を活用できていないことで
ある。

今日、実証に基づく方針の作成と経済活動のた
めに、タイムリーで分散するために必要な情報を
収集、処理、および分配する技術的能力があるが、
手元にあるツールを十分に活用していないようで
ある。

3 つの主な否定的な傾向
1； 人為的な気候変動を防止する移行を慎重に

計画し、自然環境を保護し、回復すること
ができていない。

2； 地球の富のほとんどを少数の個人や企業の
手の内にある、非常に高いレベルの格差、
不平等。

3； 環境を破壊し、不健康な生活を促進し、社
会的不平等を生み出す生産と消費のモデル

の永続的な支配。

2. Five technology trilemmas

Trilemma（トリレンマ）: 
3 つの選択肢の間で難しい選択を行わなけれ
ばならない状況技術を活用して SDGs に貢献
するもの。

経済の可能性　:
新しいリスクを特定して管理しながら、科

学技術がもたらす莫大な可能性のある経済的
価値を活用する必要がある。

社会福祉　:
テクノロジーは現在の世代の幸福を確保す

る必要がある。そして将来の世代のための有
意義で安全な生活のための基盤を作成する。

環境と持続可能性　:
パリ協定に従って、経済のすべての部門を

脱炭素化し、ライフスタイルを変え、気候を
安定させ、自然環境を保護、回復、人間の影
響を制限することが不可欠である。

SDGs を満たすためのテクノロジーの潜在的な
貢献を理解することは、基本的に重要である。 
テクノロジーの影響は、私たちが行う選択によっ
て決まる。選択自体が主要なトリレンマにつなが
るため、決して簡単な作業ではない。

概して、これらのトリレンマは次のように展開
される。

1. 双方向経済、サービス化とカスタマイズ
2030 を特徴付ける要素は、デジタルテクノ

ロジー、自動化、仮想化、ソーシャルメディア
の幅広い実装に起因する双方向経済の役割であ
る。

これにより、多くの社会に関わる役割が急速
に変化し、製品、顧客、政府、雇用者との個人
的な係わり合い方、あらゆる種類の商業商品と
公共サービスのカスタマイズを高める事となる。

この流れは無秩序な経済シフトを管理する必
要（たとえば、少数の会社による地球環境の
データの個人的な所有を社会で防ぐ）と価値創
造との間に新たなトリレンマが生まれている。
この傾向が物質的な幸福につながり、より多く
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の消費者主義を防いで、環境の悪化を無視する
のではなく対処することを確実にする必要性が
ある。

2. 新しい人口動態
テクノロジーはより長く、より健康的な生活

につながり、私たちの生産的な寿命とさらに人
間の能力を増強拡大する可能性がある。

しかし、より長く、より健康で幸せな人生は、
私たちが投資する場合、すでに裕福な少数の個
人のために予約されている。支払能力のある人
のための技術であり、それらを最も必要とする
人のものではない。寿命が長くなると、環境又
は多くの労働者への人口動態圧力が高まる可能
性がある。

もし 2030 年までに人々が炭素収支、水収支、 
きれいな空気予算と借金予算を誕生させた場合、
長生きする裕福な少数派は、これらの予算のよ
り大きなシェアを占める可能性がある。 トリ
レンマは、長寿の肯定的な側面と提供する必要
性の間にある。ほんの少数の手に富と権力が集
中しているが、より多くの人口のための仕事と
資源、そしてさらなる環境破壊を防ぎ、さらな
る不平等を制限する必要性がある。

3. 循環社会経済
新しい材料、ロボット工学で強化されたリサ

イクルシステム、自律型システム、インテリ
ジェントサプライチェーン、持続可能な農業、
分散型再生可能エネルギー、そして消費者需要
による循環性は好ましい経済モデルである。

投資とテクノロジーを循環経済モデルに向け
て方向転換し、失業を防ぎ、この転換が人口の
すべてのセグメントに利益をもたらすことを保
証し、発展途上国を公平に扱うことの間にはト
リレンマがある。 社会は、技術の民営化と環
境の持続可能性の共同利用を少数のみに制御し
ながら、政府がより少ない労働者とより少ない
消費経済で運用できる方法に取り組む必要があ
る。 

4. 仕事、知見、教育の未来
仕事の未来は、敏捷性、柔軟性、自動化、遠

隔作業、モビリティ、さまざまな雇用関係に
よって特徴付けられる。

労働者はもはや終身雇用されず、日々を困難
で退屈な、または危険な作業に費やす可能性が
ある。自動化と人間と機械の相互作用は、人と
組織の両方で英知を強化する。

労働者は職を失うことに直面するのではなく、
役割を変えて新しい仕事を引き受けるかもしれ
ない。労働者は彼らの作業計画を管理し、計画
や職務のフリーランスまたはコンサルティング
による特定のスキルと以前の経験から価値を引
き出す。

彼らは多くの場合、異なる雇用主と異なる利
益を追求することができる。企業は修練や専門
職ではなく必要なスキルを採用する。報酬は、
職務と意義ある自由な取り決めによる。

かつての競合他社がパートナーとなって、英
知を活用することで戦略的コラボレーションの
バックボーンが提供される。社会的知性、創造
性、ネットワーキング、交渉、関係構築は、技
術的スキルと同じくらい重要になる。しかし、
このテクノロジーによって促進される仕事の未
来は、大規模な失業、不安、労働権の喪失、そ
して軽蔑と生活を奪い、底辺へつながり更なる
大きな不平等の可能性もある。

5. 政治とテクノロジー
テクノロジーの規制とガバナンスは常に政

治に組み込まれている。 ただし、国々は経済、
軍事力と政治力のために特定の技術に投資しサ
ポートしている。

政治のためのソーシャルメディアの使用につ
いてその操作だけでなく、社会的動員のための
最近の例を見てきた。社会的統制、犯罪目的、
または AI を使用するリスクについてプライバ
シーの意図的な乱用について幅広い議論がある。

技術革新の誘因には政治的支援が必要である
が、同時に、技術は意図的でないにかかわらず
否定的な社会や環境に影響を及ぼす乱用を防止
するために規制される必要がある。最終的に、
テクノロジーは誰も恩恵から漏らさない SDGs
によって進められる公正、幸福、公平の方針を
サポートし、支持する必要がある。

3.  The SDGs and technology： 
SDGs と技術

特定の SDG とそのターゲットに個々のテクノ
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ロジーの影響（プラスまたはマイナス）のマッ
ピングは複雑であり、常に推定である可能性が
ある。 出発点として、以下に示すように、17 の
SDG がどのように相互に関連しているかを理解
するのが有効である。

生物圏に関連するテクノロジーの傾向が、基本
的な社会的ニーズに関連するテクノロジーの基盤
を提供し、産業の発展とイノベーションにより密
接に関連するテクノロジーをサポートする方法を
見ることができる。

明らかに、多くのフィードバックループがあり、
デジタル化の加速は他のすべてのトレンドを横
切っている。

テクノロジーが SDGs に与える影響を追跡する
ことは、経済活動が SDGs、ターゲット、および
対策に与える影響を理解することの複雑さに反映
している。DNV GL は、国連グローバルコンパ
クトと協力して広範囲に取り組んでいる。 この
分析とその図はノルウェー船主協会により「持続
可能な開発目標 : 海事の機会」というタイトルで
公開されている。

4.  A way forward: human centric 
technologies

　〜前進 : 人間中心のテクノロジー〜
私たちが今日行うことは、2030 年の私たちの

図表－９　　2030 年までの技術動向

新しい宇宙競争

将来の輸送と物流に向けて

ライフサイクル全体の仮想化と自動化

持続可能なケアのための健康データの利用

精密材料に向けて

衛生食品に向けて

海洋空間のより広い利用に向けて

自然生態系のエンジニアリング

低炭素エネルギーシステムに向けて

デジタル化の加速
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状況に影響を与える。
テクノロジーを活用して人々を市場やイベント

の中心に据える方向に向かうとともに、人間の
ニーズを満たし、環境を保護するためのテクノロ
ジーを解放する可能性があるため、方向性、ガイ

ダンス、および目的を定める必要がある。
前進する 1 つの方法は、人間中心のテクノロ

ジーを提唱することである。
幸福のための条件を提示しながら、それらのプ

ラスの効果を最適化し、それらのリスクを予測し

生物圏　：
生物圏の保護は、社会正義
と経済発展のための不可欠
な前提条件である。
きれいな水と衛生、水面下
の生活、陸上生活、気候変
動に関する目標を達成しな
ければ、世界は残りの目標
を達成することができない。

社会　：　
SDGs の次のレベルで
は、社会問題に対処
し、貧困の撲滅と社会
正義、平和、健康の改
善を呼びかける。
社会の発展は保護さ
れた生物圏に依存し
ている。

経済　：　
目標の最後の層は、経済発展
に関連している。 生物圏と
社会に基づいて構築された
経済目標は、産業、革新、社
会的生産基盤に注目を向け、
不平等を減らし、責任ある消
費と生産、そして環境の悪化
から切り離された公平な仕
事と経済成長である。

SDGs は、強力なグローバルパートナーシップと協
力によってのみ実現できる。したがって、ゴール 17
−目標のためのパートナーシップ−は他のすべての
SDGs を横ぎる。
同様に、デジタル化の加速は、すべての主要なテク
ノロジートレンドにおける赤い糸である。

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030”　
February 27, 2020, DNV GL）

図表－９　　2030 年までの技術動向
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て軽減する。（9） 今日、AI は人間中心であり、投資
の方向を転換し、気候危機の解決や環境の保護と
復元への使用など、人間の目標をサポートする方
法でこれらのテクノロジーを開発および展開する
ことが世界的に求められている。この呼びかけを、
公的および私的管理と奨励される仕組みによって
サポートおよび指示されたすべてのテクノロジー
に拡大することは論理的であるように思われる。

テクノロジーがすでに人間中心であるというこ
とは、人間の心臓のデジタルツインに象徴される。
（下記映像　バルセロナスーパーコンピューティ
ングセンターの提供）

人類と私たちの環境を保護するために、私たち
の心を技術開発の中心に置くことが今や不可欠で
ある。

図表－ 10　 画像：G. マリン、バルセロナスーパーコン
ピューティングセンター / ELEM Biotech

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030”　
February 27, 2020, DNV GL）

5.  Cities in 2030 

◎ 2030 年の都市

世界人口の 5 分の 3 が 2030 年までに都市に住む
ようになる。巨大都市（1,000 万人超）は 2018
年の 33 から 43 に増加する。
市民は、汚染や花粉のレベルなど、地理的に提
供された豊富なデータにアクセスできるように
なる。

インドのデリーの人口は 1,000 万人以上増加し、
世界最大の都市である日本の東京を追い抜く。 
東京に住む人々の数は、実際には 100 万人ほど減
少する。これは、主にヨーロッパと米国の多くの
大都市に現れる減少パターンであり、持続的な低

出生率に関連している。
1990 年から今日までの間に、世界の都市人口

は約 20 億人増加しました（ほぼ 100% の増加）。 
今後 10 年間で、都市はさらに 10 億人増加するで
あろう（20% の増加）。（10）

都市化の速度は鈍化しているが、現実には世界
は都市中心であり、テクノロジーが社会に与える
影響が今後 10 年以上で最も強く現れるのは都市
においてである。

◎スマートシティ
以前のテクノロジーの展望（2025 年まで）で

は、SDGs に沿って変化の積極的な主体になるた
めに、都市は 3 つの方法で「スマートさ」を達成
する必要があると書いている。

デジタルスマート :
管理的に、市民の行動を誘因し、機構間および

他の都市と学習を共有するために、デジタルおよ
び通信技術を効果的に展開する。

物質的にスマート :
持続可能な開発、回復力、および生活の質の向

上を促進するためのエネルギー、材料、サービス
および投資の流れを改善するための基幹施設とプ
ロセスの変革。

経済的にスマート :
市民が資産や資源を共有し、特定の目標を達成

するために協力できるローカルエコシステムの確
立。

これらのスマートさの状態はとても関連性があ
り、都市開発の成功の重要な指標である住みやす
さ、仕事のしやすさ、生産性に影響を及ぼす。

今後 10 年間の違いは、技術開発によりスマー
トさが具体化され、都市がはるかに強力な主体と
なることである。

◎デジタルシティ
5G テクノロジーは 2025 年までに世界の人口の

半分に到達すると予測されており 2030 年までに
ほとんどの主要都市がカバーされるようになる。
スマートで結合された都市の時代が目の前にある。

電気自動車の運転の接続を構築する事を含め、
あらゆる場所にセンサーが搭載されているため、
移動体（交通）、物流、および輸送管理の大幅な
改善が期待される。

確かに、市の行政を計画するうえで都市間のデ
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ジタルツインを想像することは可能である。天気、
交通、汚染、廃棄物の収集とリサイクルに関する
任意のデータの流れの接続である。市民は、汚染
や花粉のレベルなど、特定された地域の豊富な
データに接続できるようになる。

5G の接続性を最大限に活用するために必要な
基幹施設は、法外に高価になる可能性がある。発
展途上国の都市にとって接続性によってもたらさ
れる教育と健康の大きな飛躍の機会は手の届かな
いところにとどまるリスクがある。

デジタル技術の不均一な展開は不平等を悪化さ
せ、意図しない結果を生み出す可能性がある。そ
して裕福な地域で強化された監視技術は都市のよ
り貧しい地域へ暴力、犯罪を集中させる可能性が
ある。

◎シティパワー
2030 年までに都市がエネルギー関連の GHG

排出量の 80% 近くを占めるようになり、特にク
リーンな空気の相乗便益が日々明らかになってい
るため、脱炭素化は都市管理の議題の上位にあり
ます。今後 10 年間の都市エネルギー政策は、特
に部門間の結合のチャンスに焦点を当てる。エネ
ルギー消費部門（建築、運輸、工業）を発電部門
と相互接続する。これには、暖房システムの脱炭
素化のため、電気とガスの基幹施設のリンクが含
まれる。

政治的な意味での都市の権力も、今後 10 年間
で目立つようになるであろう。多くの地域で、行
政に係る優先事項のギャップが都市と州および連
邦政府の間で拡大している。都市は、上位の政治
的な組織で不当に少ない議席定数を割り当てられ
る傾向があるだけではなく、都市住民の関心と、
農村部の住民の関心は分かれている。都市はすで
に気候変動の主要な行為者である。

たとえば、欧州連合（EU）が 2008 年から進
めてきた ｢首長誓約 （Covenant of Mayors）｣ は
気候変動との闘いにおいて、EU の気候とエネル
ギーの目標の達成に自主的に取り組んでいるヨー
ロッパの地方政府を結束させている。（11）

気候に中立なスマートシティにデジタル技術を
導入するには、人間中心のテクノロジーを必要と
している。
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<所見・所感>
本文の最初に企業（メーカー）と消費者（顧

客）の力関係の変化にテクノロジーが関わって
いることが記載されている。CSR （Corporate 
Social Responsibility）を視野に入れた企業活動
が一般的になったのがその典型であると考えられ
る。CSR の視点を欠いた企業活動が市民（消費
者）の批判の的となり企業の経営に直接打撃を与
えたことがその要因であるが、事例としてナイキ
の児童労働・強制労働問題がよく知られている。

人権問題や企業の生産活動に伴う環境破壊の問
題に対して厳しい目が向けられ、共通の関心を持
つ個人や NGO が、問題を起こした世界的有名企
業に対し不買運動などで社会や環境の問題を解決
しようと活動を行う傾向が強くなった。この様な
活動に SNS の普及が大きな要因になっていると
考えられる。SNS を通じて、人権などの社会問
題や環境破壊問題に関心のある個人や NGO の間
に情報は瞬く間に共有され、世界中に拡散するこ
ととなる。

こうした事情から CSR は急速に注目され、海
事産業に携わる多くの企業もこの CSR への取り
組みを重視している。

CSR とよく混同される用語に Sustainability
が あ る。CSR は 良 い サ ー ビ ス に よ っ て 企 業
が持つ社会的責任を果たすといった意味で、
Sustainability は世の中を環境、経済、社会のバ
ランスを考え持続可能な状態を維持することであ
る。会社の事業が与える影響から経営を考えてい
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く Corporate Sustainability という使われ方がさ
れている。この Sustainability は後述の SDGs と
深い関わりがある。CSR は人と地球環境に対し
て優しい行動につながり、その広がりは理想的な
2030 年の実現へ大きな力になると考えられる。

テクノロジーの至福と失敗の記載について、テ
クノロジーブリーズ（技術天国）は理想であり、
この理想を現実に近づけるにはまず DX（デジタ
ルトランスフォーメーション）の推進が必要に
なってくる。

DX とは「進化し続けるテクノロジーが人々の
生活を豊かにしてくれる」という内容で、テクノ
ロジーの至福と一致する。DX の意味を要約する
と、①デジタル技術を浸透させることで人々の生
活をよりよいものへと変革すること②既存の価値
観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノ
ベーションをもたらすものとなっている。

2018 年に経済産業省（以下、経産省）が「デ
ジタルトランスフォーメーションを推進するため
のガイドライン（DX 推進ガイドライン）」を定
義している。それは「データやデジタル技術を駆
使して、ビジネスに関わる全ての事象に変革をも
たらす」となっていて、具体的には「従来なかっ
た製品・サービス、ビジネスモデルを生み出す」、
「プロセスを再構築し、既存ビジネスに生産性の
向上・コスト削減・時間短縮をもたらす」、「業務
そのものを見直し、働き方を改革する」、「これら
を実現する土壌として企業の在り方自体を見直
す」となっている。

しかし既存の価値観や枠組みを根底から覆すよ
うな革新的なイノベーションがすぐに進むわけが
なく、本格的な DX 推進に踏みだせているのは
一部の先進的な企業のみである。

そんな日本企業の状況に危機感を持った経産省
は「DX レポート～ IT システム 2025 年の壁克服
と DX の本格的な展開～」を発表した。2025 年
までにシステム刷新を集中的に推進する必要があ
り、それを行えなかった場合に想定されるシナリ
オは以下の通りとなっている。
①　 市場の変化に合わせて柔軟かつ迅速にビジネ

スモデルを変更できず、デジタル競争の敗者
になってしまう。

②　 システムの維持管理費が高額化することで技
術的負債を抱え、業務基盤そのものの維持管
理が困難になる。

③　 保守運用の担い手が不足することで、サイ
バーセキュリティや事故・災害によるシステ
ムトラブルやデータ滅失などのリスクが高ま
る。

経産省のような政府機関が民間企業にこれだ
け言及するということは、それだけ危機感があ
り、2025 年まであと 5 年と考えると多くの企業
にとって DX 推進は待ったなしの課題といえる。

DX を実現するデジタルテクノロジーは AI（人
工知能）、IoT（モノのインターネット）そして
5G（第 5 世代移動通信システム）といわれ、DX
は進化したデジタル技術を浸透させることで人々
の生活をより良いものへと変革する肯定的な考え
方といえる。この「2025 年の壁」を克服しない
ことには、本文にあるその先のテクノロジーの至
福にはたどり着けずテクノロジーの失敗へと転が
り落ちる危険性をはらんでいる。

SDGs はご存知の通り 2015 年の国連サミット
で採択された「持続可能な開発目標」Sustainable 
Development Goals の 略 で 2030 年 ま で に 貧 困・
飢餓の撲滅、経済成長、環境保全など 17 の目
標の達成を誰一人取り残さず、世界が協力して
目指していこうというものである。本文では
BIOSPHERE（生物圏）に目標 6, 13, 14, 15 が、
SOCIETY（社会）に目標 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 が、
ECONOMY（経済）に目標 8, 9, 10, 12 がそれぞ
れ掲げられ目標 17 が統括となっている。日本で
は、人間の命や権利に関する目標 1 ～ 6、経済活
動に係るテーマのものを目標 7 ～ 12、気候変動
などの地球規模に関する目標 13 ～ 17 と分類する
のが一般的である。

2019 年の日本の SDGs 達成度評価は世界 17 位
であるが、これは 3 の健康福祉、9 の産業・イン
フラ、16 の平和が高く評価されての順位であっ
て、13 の気候変動対策、14 の海の環境対策につ
いては最低評価が下されている。海運各社が CO2

排出削減や海洋環境保護のため努力しているにも
関わらず、最低評価は非常に厳しい現実を突きつ
けられている。

また COVID-19 により SDGs への取り組みで、
特に 3. 医療、4. 教育、8. 経済・雇用、10. 格差と
多岐にわたる悪影響がでている。

本文にある通り国連のグテーレス事務総長は持
続可能な開発軌道に世界が移行できないことに
ついて言及し、その理由の一つがテクノロジー




