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本年3月11日に、東日本大震災（東北地方太

平洋沖地震）が発生し、東北および関東地方の

太平洋沿岸部に壊滅的な被害（2011年8月21

日現在、死者15,719人、重軽傷者5,718人、行

方不明者約4,616人）をもたらし、全世界に大

きな衝撃を与えた。この災害では、震災直後の

政府の救援・救助活動が遅れ、被災者支援も発

災後1ヶ月経過してもなかなか進まなかったこ

ともあり、政府の応急対応の混乱が大きくクロ

ーズアップされている。

以上を踏まえ、本稿では、今回明らかになっ

た壊滅的あるいは複合災害における我が国の危

機管理の課題の一端について述べる。

筆者は、20年近く原子力発電所の安全解析

評価や原子力防災業務に携り、その後、危機管

理・非常時情報通信分野での研究開発やコンサ

ルティング業務に取り組んできた。すでに、各

方面でこの災害の特徴についていろいろと議論

されているが、筆者としては、危機管理と災害

の社会的インパクトの観点から、東日本大震災

の最大の特徴として、以下のような点を挙げる

ことができると考えている。

¡大規模な複合災害（地震・津波災害、原子

力発電所事故災害）であったこと。

¡今回の地震・津波災害は、先進国で発生し

た、1000年に1回程度起きるような規模の

まれに見る壊滅的災害であったこと。しか

も、この災害が、広域の居住エリアを壊滅

させ、社会・生活・産業インフラに甚大な

被害を与えたこと。

¡商用原子力発電所の安全性について、国際

的にも高い評価を受けていた原子力先進国

で、炉心溶融および放射性物質の放出を伴

うシビアアクシデント（1）が発生し、世界の

人々に心理的にも大きなショックを与えた

こと。しかも、複数の原子炉で同時に炉心

損傷・溶融が起き、大量の放射性物質が放

出され、発電所周辺の住民の健康や環境に

対しても影響を及ぼす可能性のあることが

指摘されていること。

東日本大震災における政府の対応について

は、地震・津波災害と原子力事故への応急対応

（救助・救援活動を含む）および放射線防護対

策（屋内退避・避難区域の設定、食品の出荷制

本年3月11日の東日本大震災は、先進国で起きた壊滅的な複合災害であり、政府の応急対応

については大きな混乱が見られた。これを踏まえて、壊滅的あるいは複合災害における我が国の

危機管理の課題について論じる。

社会動向レポート

環境・資源エネルギー部

シニアコンサルタント 多田　浩之

壊滅的複合災害における危機管理の課題

― □□□□□□□□□□□□□□ ―

はじめに

2．東日本大震災における
政府の危機管理の問題点

1．東日本大震災の特徴
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限、立ち入り制限区域の設定、土地利用禁止区

域の設定等）に関する意思決定が遅れるという

問題があった。また、政府として、被災地住民

および国民にとって必要な情報を、タイムリー

かつ適確に提供することができなかった。この

意味で、東日本大震災は、広域の壊滅的災害お

よび複合災害における国の危機管理のあり方に

ついて、考えさせるきっかけとなったというこ

とができる。

以上の観点から、今後、政府が特に検討して

いく必要があると考えられる課題として、「非

常時情報通信」および「クライシス・コミュニ

ケーション」が挙げられる。

（1）非常時情報通信に関する課題

今回のような広域にわたる大規模複合災害の

場合には、減災の観点から、一層、迅速かつ効

果的な応急対応（防護対策を含む）が求められ

る。重要なことは、被災状況の全体像について

迅速に把握し、適格に状況判断を行い、各方面

の応急対応機関（消防、緊急医療、警察、赤十

字、自衛隊等）間の共同による救援・救助体制

を確立することである。それによってはじめて、

有効な応急対応を行うことが可能になる。

この生命線となるのが、非常時情報通信であ

る。今後、たとえば、図表1に示したような点

に関して検討していくことが重要になると思わ

れる。

（2）クライシス・コミュニケーションに関する課題

一方、緊急時における被災地住民および国民

への情報提供（クライシス・コミュニケーショ

ンと呼ぶ）に関しては、今回の災害の場合、政

府の公衆およびメディアに対する情報提供や情

報伝達が一元化されていなかったという問題が

ある。また、必ずしも防災・危機管理のプロで

※　COPは、元々米軍の用語であり、作戦を担当する複数の軍司令部間で共通して認識しておくべき作戦上の関
連情報（敵・味方の兵力の数・位置、橋や道路等の重要なインフラ・施設の位置や状況等）を統一的に表示・
提供することを意味している。最近は、危機管理にも、COPの概念が利用されている。具体的には、緊急時
に応急対応機関が相互に協力して効果的に救助・救援活動を行うことを可能にするため、彼らが共通して把
握しておくべき情報を、デジタルマップ、データベース、GIS（地理情報システム）、GPS（全地球測位システ
ム）等のICT（情報通信技術）システム・ツールを組み合わせて“見える化”した形で表示・提供している。 

（資料）各種資料より筆者作成 

状況認識の統一 

（Common Operational 

Picture：以下COP）※ 

 

 

 

衛星通信による適確な

非常時情報通信の確立 

 

 

情報通信システム間の

相互運用性の確保 

被災地域の衛星画像・デジタルマップ、 被害予測シミュレーショ

ン、GPS（全地球測位システム）データ、文書等の統合化に基づき、

危機管理機関や応急対応機関（消防、警察、緊急医療機関等）間で、

被災状況の把握、応急対応や防護対策に関する意思決定の支援、

救援・救助活動の状況の把握等に資するビジュアルな情報を、リ

アルタイムで共有できるようにすること。 

大規模地震や津波によって地上の情報通信インフラが壊滅しても、

政府中枢機関、危機管理機関、被災自治体等間の通信を確保する

ために、衛星通信への切り替えを迅速かつ確実に行うことができ

るようにすること。 

被災地において、各方面の応急対応機関が協調的に救援･救助活

動をスムーズに行うことができるように、応急対応機関間で無線

通信システムを標準化するか、あるいは、無線通信システムの柔

軟性のある運用を行うことができるようにすること。 

課　題 改善事項例 

 

図表 1　 政府の東日本大震災への応急対応における非常時情報通信の課題と改善事項の例 
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はない政府高官が前面に立って、公衆およびメ

ディアに対して応急対応や防護対策について説

明するようなケースが目立った。

一方、米国では、日本の場合とは異なり、ク

ライシス・コミュニケーションの仕組みは一元

化されている。地方・州政府が対応できないよ

うな大規模災害や複雑な災害が起きた場合に

は、被災現地で、たとえば、連邦緊急事態管理

庁（FEMA）や関連する省庁・連邦機関、地

方・州政府の危機管理機関等による「合同指揮

（Unified Command：以下UC）」を立ち上げ、

UCの下に公衆への情報提供に係るすべての活

動を調整する「合同情報センター（J o i n t

Information Center：以下JIC）」（メディアに

対する情報提供・伝達の拠点）を設置する。そ

して、コミュニケーションに熟達した専門の情

報官が、当該センターから、クライシス・コミ

ュニケーション（災害の状況に関する公衆への

情報提供、災害防護対策に関する公衆への指示

等を含む）や広報を行う手順となっている。

今回のような複合災害の場合には、クラシイ

ス・コミュニケーションに関してより高度の技

術が必要になるため、前出のJICの考え方を参

考にすることが有益と思われる。

なおここで参考のため、UCの概要について

述べておこう。UCは、非常時指揮システム

（Incident Command System：以下 ICS）におけ

る基本的な指揮形態の一つである（ICSのもう

一つの代表的な指揮形態には、単一指揮

（Single Command）がある）。図表2に、ICS

の基本的な組織構造を示す。

ICSは、応急対応における明確な任務の設定、

通信システムの統一、指揮命令系統の統一、用

語の共通化、組織機能の標準化等を行うこと

で、互いに異なる複数の組織・機関が持つ人

員・資源を一つの標準的な組織構造に統合し、

緊急事態に対して迅速かつ効果的に対応するた

めのフレームワークであり、30年以上にわた

り、米国などで多くの危機管理・応急対応機関

により使用されてきた。ICSは、緊急事態の現

非常時指揮官 

計画セクション 

資源管理 
ユニット 

除隊・解除 
ユニット 

文書ユニット 状況把握 
ユニット 

補給・後方支援セクション 

サービス・ 
ブランチ 

サポート・ 
ブランチ 

供給ユニット 通信ユニット 

施設ユニット 医療ユニット 

食料ユニット 地上支援 
ユニット 

財務管理セクション 

時間ユニット 補償・賠償 
ユニット 

費用ユニット 調達ユニット 

ブランチ 航空作戦 
ブランチ 

グループ ディビジョン 

作戦セクション 

ストライク・チーム 

タスクフォース 

単一資源 

情報官 

安全監督官 

連絡調整官 

図表 2　 ICSの基本的な組織構造 

（資料）FEMA資料より筆者作成
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場で、連携する組織・機関が、相互に自らの法

的権限を損なわずに、緊急事態の複雑さや事態

対処に必要な資源等に応じて、統合的な組織機

能・構造を設定することを可能にするものであ

り、その内部組織の構造化において、非常に高

い柔軟性を備えている。

「単一指揮」は、単一の行政管轄体（地方政

府）内で緊急事態が発生し、単一の当局・機関

（たとえば、市の消防部局）が当該緊急事態へ

の対処の権限を持つ場合に、その当局・機関に

より非常時指揮（Incident Command： IC）が

設定される。一方、UCにおいては、UCに組み

込まれる緊急事態対処の権限を持つ当局・機関

が、おのおの代表者（非常時指揮官）を指名し、

彼らの合同指揮により、一つの管理構造の中で

必要な役割を果たすことが求められる。

2005年夏に米国のメキシコ湾岸地域を襲っ

たハリケーン・カトリーナ災害は、先進国の都

市部で起きた壊滅的な災害として世界に大きな

衝撃を与えた。ハリケーンの直撃を受け被災し

た地域の範囲は英国とほぼ同じ面積の23万平

方キロメートルに及び、死者1,500名以上、被

災家屋（再居住不可）30万戸という、広域か

つ壊滅的な災害となった。特に、ルイジアナ州

南部に位置するニューオーリンズ市では、堤防

が決壊して市の80％が冠水し、50万人もの市

民が住居を失う大惨事となった。

この災害においては、連邦政府の応急対応が

遅れたことが大きな問題となり、連邦政府は各

方面から非難を受けた。これを受けて、米国連

邦下院と上院が、それぞれ独自に当該災害に関

する調査（公聴会を含む）を行い、各々数百ペ

ージ以上にわたる調査報告書を作成・公表し

た。ホワイトハウスは、当該災害における連邦

政府の対応の遅れに関する責任を認め、今後の

連邦政府の応急対応を改善させる一環として、

2006年2月に本災害の教訓を分析・整理した報

告書（The Federal Response to Hurricane

Katrina：Lessons Learned（連邦政府のハリ

ケーン・カトリーナ災害への応急対応に関する

教訓））を公表した。

東日本大震災については、未だ、福島第一原

子力発電所事故の収束に向けた作業が進められ

ている段階である。しかし、政府として、前述

した応急対応の問題点等を踏まえ、壊滅的複合

災害における危機管理・非常時情報通信の課題

を解決していくためにも、東日本大震災の教訓

について分析・整理していくことが重要になる

と思われる。

注
（1）今回起きた福島第一原子力発電所事故のレベルは、

国際原子力機関（IAEA）と経済協力開発機構原子
力機関（OECD/NEA）により設定された原子力事
故・故障の評価の尺度（国際原子力事象評価尺度

（INES）と呼ぶ）で、レベル7に相当する。INESは
レベル0からレベル7までの8段階で評価されるが、
レベル7は最も厳しい「深刻な事故」と定義されて
おり、今回の原子力発電所事故は、1986年に起きた
旧ソ連のチェルノブイリ原発事故と同じレベルとし

て扱われている。

参考文献
1 FEMA（http://www.fema.gov/emergency/nims/

PublicInformation.shtm#item1）
2 多田浩之「ハリケーン・カトリーナ災害に学ぶ事業

継続マネジメント」

（http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/column/
2006/joho060801.html）

3 The White House,“ The Federal Response to
Hurricane Katrina：Lessons Learned,”February
2006.

3．災害教訓の分析・整理の必要性
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低炭素社会の実現に向けて、環境省は2009

年度と2010年度の2年にわたり、温室効果ガス

排出量の中長期目標（2020年25％、2050年

80％削減）の検討を実施しており、当社は、必

要な対策とそのロードマップ（行程表）案（以

下「中長期ロードマップ」）の策定に携わって

きた。そのうち地域づくりの分野では、将来の

人口減・高齢化の進展を見越しながら、大都市

や地方都市、中山間地などの地域性を考慮し、

自動車に頼らない移動手段の拡大と地域毎に

存在する再生可能エネルギー、未利用熱をでき

る限り活用する地域づくりの姿を描いている。

しかし、ここでは、防災・減災の観点は十分

に考慮されていなかった。東日本大震災を受け

て、復興に向けた様々な提言・提案が公表され

るとともに、地域づくりのあり方に関する価値

観の変化が起こっている。それらを踏まえて地

域づくりに関するロードマップに付け加える点

を考えてみたい。

中長期ロードマップでは、再生可能エネルギ

ーや未利用熱を地区・街区単位で最大限導入す

る対策・施策が示されている。また、6月25日

にまとめられた東日本大震災復興構想会議「復

興への提言　～悲惨のなかの希望～」（以下、

「復興構想会議提言」）では、「（被災地における）

再生可能エネルギー」の導入に加えて、「自

立・分散型エネルギーシステム」を地域特性に

応じて導入することが提案されている。議論が

混乱しないようにここでは、「災害に強い街・

エネルギー設備」ではなく、「災害で（他地域

が）被害を受けても必要なエネルギーを確保で

きる街」を考えることにしよう。

一般に、エネルギーの種類と供給ルートを多

様化することによって、エネルギーの全面的な

供給停止リスクは低下する。中長期ロードマッ

プで取り上げている未利用熱を活用した地域冷

暖房や建物間の熱融通は、自家発電設備等を備

えていれば、地域外からのエネルギー供給によ

らない自立・分散型エネルギーシステムの利点

を持つものだ（1）。さらに究極の分散型エネルギ

ーシステムとして、個々の住宅や建築物で太陽

光発電と地中熱利用を行うなどエネルギー源を

多様化することも可能である。しかし、このよ

うな個別建物への自立・分散型エネルギーシス

テムの導入は冗長性（リダンダンシー）による

過剰投資を発生させやすい。経済性を向上させ

東日本大震災を踏まえて、（1）他地域の被災にも耐え得る、地域でのエネルギーの確保、（2）被害を

軽減させる市街地の形成、（3）防災・減災機能とそれに必要なエネルギーの確保といった観点を加えて、

温室効果ガス排出量の中長期目標を達成するためのロードマップ（行程表）を進化させることが必要だ。

環境・資源エネルギー部

シニアコンサルタント 秋山　浩之

低炭素社会への中長期ロードマップの再考

～東日本大震災を踏まえて地域づくり分野を振り返る～

はじめに

1．分散型エネルギーの導入

社会動向レポート震災復興関連テーマ 
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るためには、スケールメリットを活かしてまと

まった地区・街区単位で整備することが望まし

い。導入時期については、もちろん災害時に重

要な施設でのエネルギーの確保を優先的に行う

べきだが、それ以外の施設では、建物・設備の

更新時期に合わせてエネルギーシステムを再構

築することが現実的であろう。

自立・分散型エネルギーシステムのもう一つ

の利点は、利用者間で需要の調整ができること

である。電力網がネットワーク化されたものは

スマートグリッドなどと呼ばれ、北九州市が実

証事業を行おうとしている「地域節電所」など

が代表的な事例である。自立・分散型エネルギ

ーシステムを構築することにより、例えば利用

時間帯での調整を「ダイナミック・プライシン

グ」と呼ばれる価格を通じて間接的に行うこと

もできれば、今回の震災後に国外から賞賛され

た「譲り合いの精神」、言い換えれば、「シチュ

エーションに応じた需要者間の合理的な判断」

を通じて行うこともできる。さらに、街づくり

を進める段階では、病院や避難所、役所のよう

な防災上エネルギー確保が優先される施設と優

先度が低い施設、日中の需要が多い施設と夜間

の需要が多い施設とを組み合わせた、空間的な

調整も考えられよう。

このような発想に立って、平時と非常時の

両方を想定したエネルギー確保、需要者間調

整に関する合意形成とその仕組みづくりを行う

ことが重要である。

こうした需要側の調整は、エネルギー利用の

仕組みについても展開することができる。例え

ば、中長期ロードマップでは、「成り行き供給

（ベストエフォート型）での熱供給の導入」が

示されている。成り行き供給とは、事前に定め

たエネルギーの供給条件（温度、熱量など）に

基づいて供給するのではなく、供給条件に合わ

なくとも、需要側のニーズがあればその時々で

余ったエネルギーを供給するというもので、神

戸の六甲アイランド温水供給事業で導入されて

いる。経済産業省が設置する「まちづくりと一

体となった熱エネルギーの有効利用に関する研

究会」の「中間とりまとめ」（平成23年8月）で

は、「供給サイドと需要サイドが連携すること

で最適な熱供給を実現しやすくなるという観点

や未利用・再生可能エネルギーを熱利用のため

に有効活用するという観点から、成り行き供給

のような緩やかな熱供給の位置づけについて検

討すべき」と、成り行き供給への期待が記され

ている。

上記経済産業省研究会の名称に使われている

「利用」という言葉には、需要・供給といった

区分を越えた展開を見出すことができる。公益

事業として供給義務を負う現在の熱供給事業に

加えて、成り行き供給のような「利用」の観点

から構築するエネルギーシステムのバリエーシ

ョンが用意されてもよい。その一例として、事

前の供給条件に基づく供給と事後的な供給とを

組み合わせた需要家分類の設定や、需要家側が

利用組合を設置し、組合側が供給者に緩やかな

供給条件を提示するなどが考えられる。

また、東日本大震災を契機に、地域のエネル

ギーの利用が地域・利用者の合意に基づいて選

択される傾向が強まれば、「公益性」が問われ

る。その公益性には、低炭素社会の実現のほか、

エネルギー利用の安全性・安定供給、災害時の

エネルギー確保などから成る多様な組み合わせ

がありうる。そのとき、公益性は、硬直性では

なく、強靭と柔軟を備えた「しなやかさ」を意

味するものと解すべきで、それは、エネルギー

設備の信頼性に加えて、平時から醸成される需

要家と供給者との信頼関係によって生み出され

る部分も少なくないと考える。

2．エネルギー利用とその公益性を考慮
したシステムの構築
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次に地域づくり分野で扱った交通・物流につ

いても考えてみよう。

福島第一原子力発電所の被害とそれに伴う原

子力政策の転換によって原子力発電の供給能力

が回復しない場合、その電力不足を火力発電所

によって代替するとCO2排出量は増加する。中

長期ロードマップで示した2020年25％、2050

年80％削減という目標を達成するためには、

この発電部門のCO2排出量の増加を補うため、

①更なる自動車走行量の削減（そのための公共

交通利用促進）、②プラグインハイブリッド車、

電気自動車の導入を契機とした自動車交通に

おける再生可能エネルギーの利用拡大が必要

となる。

こうした低炭素型社会の構築という見方だけ

ではなく、東日本大震災では、幹線道路の損壊

による供給ルートの遮断や製油所の停止によっ

て、ガソリン、軽油等の供給不足が発生し、特

に被災地内の交通・物流に大きな支障を与えた

ことから、交通インフラの復旧と併せた移動・

輸送用のエネルギー確保の重要性に関する認識

が高まった。

首都圏では震災当日「自宅に帰れた人」は

80％とされているものの、公共交通の停止か

ら多くの帰宅困難者が発生した（2）。皮肉にもこ

のような状況下で、中長期ロードマップで示し

た「歩いて暮らせるまちづくり」は、「歩いて

帰れる住まい探し」という形で必要性が認識さ

れた。自動車による移動が基本となる大都市以

外の地域では、災害発生後の家族の参集と安全

確認のための帰宅は、幹線道路が緊急輸送車両

の通行ルートに指定され自動車による通行が制

限されることも踏まえて、その地域に応じた方

法を考える必要があるだろう。さらに、テレワ

ークやミニオフィスの活用など節電と組み合わ

せたワークスタイルの転換は、現時点では具体

的な削減量を試算しづらい取組であるため中長

期ロードマップには位置づけられていないが、

その定量的効果が明らかになれば、取組が加速

する可能性がある。

また、移動・輸送用のエネルギー確保は、モ

ビリティの電化の進展度でその形が変わるもの

と考えられる。電化が進んだ段階では、発電所

の停止がなければ比較的早い段階で電力が復旧

できるほか、住宅などの太陽光発電が普及すれ

ば、電気自動車などの最低限のエネルギーが確

保できる。その移行期では、1家に2台以上の

自動車を保有する世帯でそのうちの1台を電気

自動車とすることや、カーシェアリングやタク

シー・バスを組み合わせながら、図表1のよう

な災害時の供給特性を持つエネルギー源を多様

化することによって、その時々に最低限必要な移

（資料）各種資料より筆者作成 

発電所や送電網・高圧ガス管等の被害がなければ復旧は早い。 
 
大規模集中型エネルギーの復旧までの代替となりうる。 
自然条件に左右されるが、蓄電池と組み合わせれば、一定程度の供給調
整が可能。 
 
大規模集中型エネルギーの復旧までの代替となりうる。 
備蓄分の安定供給が可能。 

大規模集中型エネルギー 
 
分散型エネルギー（自然エネルギー） 
 
 
 
分散型エネルギー（化石燃料） 

災害時の供給特性 

図表1　エネルギーの災害時の供給特性 

3．移動・輸送に係るエネルギー消費の
低炭素化と災害時のエネルギー確保
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動・輸送手段が確保できないリスクを、エネル

ギー供給面から低減できる可能性がある。

災害に備えた多様な移動手段の確保のために

電気自動車を導入することが、再生可能エネル

ギーの普及を加速するものであれば、低炭素社

会の構築にも合致する。筆者にとっては容易な

ことではないが、専門家の英知を集めて電気自

動車の普及が再生可能エネルギーの導入を加速

するものかどうかの判断基準を明確にできれ

ば、低炭素社会と「災害で（他地域が）被害を

受けても必要なエネルギーを確保できる街」の

双方を追及することは可能と考える。

地域づくりの中長期ロードマップは、図表2

のように地方中心都市を対象に将来の地域のあ

るべき姿も例示している。低密度に分散した市

街地をコンパクトに集約して、公共交通の利便

性と中心市街地のにぎわいを高めるとともに、

自然エネルギーの導入や水と緑のネットワーク

化を行うことによって、快適な生活を送るため

の空間が創造できることを提案し、対策前後の

姿を目に見える形で表現している。

しかし、残念ながら東日本大震災のような未

曾有の災害に遭うことを想定して描いたもので

はなかった。地方中心都市の重要な機能が集ま

る中心市街地は津波を受ける沿岸部から離れて

いるものの、沿岸部の工場や道路は大きな被害

を受け、復旧に要する期間が長引けば、都市機

能全体に支障を来す可能性がある。

復興構想会議提言では、この図が当てはまる

「海岸平野部」における復興のための施策とし

て、交通インフラを活用した二線堤機能（3）を充

実させることが記されている。それに従えば、

海岸沿いの幹線道路や鉄道の一区間をこの二線

堤にすることによって、にぎわいのある中心市

街地を守ることができるとともに、復旧・復興

過程での経済・生活を支える公共交通の機能が

確保され、さらに、空地や緑地を応急・復旧対

策の拠点に活用することもできるだろう。

中長期ロードマップで描いた地域の姿に、

（1）他地域の被災にも耐え得る、地域でのエネ

ルギーの確保

（2）被害を軽減させる市街地の形成

（3）災害発生後の被害を軽減させるための機能

とそれに必要なエネルギー（輸送用燃料も含

む）の確保

といった課題を加えて、ロードマップを進化

させることが求められている。復興構想会議提

言を地方中心都市に当てはめる上記の試みは、

あくまで机上のものである。しかし、低炭素社

会づくりに向けて描く将来の地域の姿に、こう

した新たな課題の解決策を落とし込んでいく作

業は、様々な場面で求められるであろう。

また、このように低炭素社会の構築から見た

地域の姿を、被害の軽減（減災）という観点を

加えて具体化するノウハウの蓄積と、それを支

える仕組みの構築が必要とされている。その仕

組みとして、都市の将来ビジョンを示すマスタ

ープランにおいて、環境・エネルギーの位置づ

けに加え災害時のエネルギーや空間整備・活用

の位置づけも高めること、そのマスタープラン

と、災害時の防災対策のマニュアルの性格も持

つ地域防災計画などを相互に反映・フィードバ

ックさせることが考えられる。

4．低炭素社会と災害に強い社会の追及
と地域の姿の描き方
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（資料）中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会「中長期の温室効果ガス削減目標を実現す
るための対策・施策の具体的な姿（中長期ロードマップ）（中間整理）」（平成22年12月） 

図表2　対策導入前後の地域の姿 
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注
（1）六本木ヒルズでは、一般の電力会社からの電力制限

の影響を受けることのない発電設備を持ち、テナン

ト等の節電対応を行うことよって、東京電力への電

力提供も行った。（森ビル株式会社2011年3月17日
プレスリリース「東京電力に六本木ヒルズ発電設備

の電力を提供」より）
（2）「地震当日の帰宅状況」は「災害と情報研究会」及

び「（株）サーベイリサーチセンター」による「東日

本大震災に関する調査（帰宅困難）」、それを含む発

災日の帰宅困難者の発生については、国土交通省

「平成22年度首都圏整備に関する年次報告」に詳し
い。

（3）復興構想会議提言によれば、「二線堤」とは、防潮

堤よりも陸側にある防御のための構造物をいう。例

えば、道路や鉄道線路を盛土構造にして堤防の役割

を果たすものなどである、とされている。

参考文献
1 地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会
『地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（議論

のたたき台）』（平成22年3月）
2 中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小
委員会『中長期の温室効果ガス削減目標を実現する

ための対策・施策の具体的な姿（中長期ロードマッ

プ）（中間整理）』（平成22年12月）
3 東日本大震災復興構想会議『復興への提言　～悲惨
のなかの希望～』（平成23年6月25日）

4 まちづくりと一体となった熱エネルギーの有効利用
に関する研究会『まちづくりと一体となった熱エネ

ルギーの有効利用に関する研究会 中間とりまとめ』

（平成23年8月）
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2011年3月11日に発生した東日本大震災は、

私達の想定をはるかに超えた被害をもたらし

た。震災は老若男女を問わず人々の生活に大き

な影響を及ぼしているが、中でも社会的弱者と

なりやすい高齢者については、生活の場や状況

に大きな変動があり、家族や地域のネットワー

クも失われる中において、健康で自立した生活

の継続が脅かされる状況が容易に生じうる。

当社は、6月初旬に国際NGOであるワール

ド・ビジョン・ジャパン（1）（以下、WVJと表記）

から、東日本大震災緊急・復興支援に係るアセ

スメントを実施する機会を頂戴し、筆者らが現

地入りし、被災地における高齢者に関する調査

を実施した。具体的には、津波により特に甚大

な被害を受けた岩手県宮古市、宮城県気仙沼

市・南三陸町の3市町を対象に、当該市町の行

政機関や仮設住宅に入居している要支援・要介

護認定を受けていないおおむね65歳以上の高

齢者（以下、元気高齢者と表記）等に対するヒ

アリング調査を実施したものである。

以下で示す2名からの現地調査報告では、被

災地における元気高齢者の生活実態と、彼ら彼

女らが健康で自立した生活を継続していくため

に必要な支援・環境整備がどのようなものかが

ご理解いただけると思う。本報告を踏まえ、被

災地の高齢者の自立支援に関して筆者の見解を

述べたいと思う。

はじめに

被災地における高齢者の自立支援に向けては、震災で被害を受けた介護予防や相談支援の拠点

の再建と共に、孤立を防ぐための交流機会の創出、移動や買い物等の日常生活支援が必要とされ

る。加えて、高齢者自身が地域の復興やコミュニティづくり等で活躍できる機会づくりも重要で

ある。

社会経済コンサルティング部

被災地の高齢者の自立支援をめぐる現状と今後の課題について
― 宮古市・気仙沼市・南三陸町での現地調査を踏まえて ―

課長 チーフコンサルタント コンサルタント
山岡　由加子 羽田　圭子 小曽根　由実

3月11日14時46分。16時からの打合せを控え、急いで資料を作っている時だった。「地震

だ」の声が職場のあちこちから上がり始めた。揺れはなかなか収まる気配がない。しかも

右に左に大きく揺れる。席から立ち上がった瞬間、真後ろの本棚の本や資料がバラバラと

落ち始めた。よくテレビで目にする地震体験のあの光景そのもの。「こうやってモノは落ち

るのか…」と、その様を妙に冷静に眺める自分に驚く。

夜になってインターネットニュースで「海岸で30体ほどの遺体を発見、津波が原因か」

コンサルタントレポート1

被災地の元気高齢者に対する「健康維持」支援の方向性 小曽根　由実

社会動向レポート震災復興関連テーマ 
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の文字を見たとき、思わず声に出してそれを読み上げていた。職場の同僚たちも皆「えっ？」

と声を詰まらせた。2011年7月現在、結果として東日本大震災による死者は1万5千人を、

行方不明者は4千人を超えている。あまりにも甚大な被害である。

震災からの復興に向け、何か自分ができることはないか。そう考えていたところ、6月初

旬にWVJから調査の機会を頂戴した。

実際に現地を訪れて改めて気付かされたのは、今回の震災は地震そのものよりも津波に

よる被害が圧倒的に大きいという事実である。山を越えて南三陸町に入った瞬間、そこに

は瓦礫しか見当たらないと言っても過言ではなく、テレビ等で報道されている「壊滅状態」

という言葉がイヤというほどよく飲み込めた。数年前に出張で訪れたことがあるからこそ

余計に、一面が瓦礫となったその町にカメラを向けることはできなかった。

一方で宮古市や気仙沼市では、海岸線に程近い場所であっても曲がり角をひとつ曲がる

だけで津波被害の程度が大幅に異なる区画もあった。また、こちらの高台には津波が到達

しているが、同じ高さのあちらの高台には到達していないなど、場所によって明暗が分か

れたことが見て取れた。

このような中、3市町ともに5月上旬から被災者の仮設住宅への入居が始まっている。そ

もそも高齢化が進んでいる市町であるため元気高齢者の入居も多いが、いずれの市町も6月

初旬時点で保健師を主とした行政による「仮設住宅入居高齢者」の状況把握を正に開始し

たばかりであり、元気高齢者の実態は掴めていないとのことであった。

震災により体調を崩したり、精神的な不安を抱いたりしている被災者は少なくない。と

りわけ元気高齢者にとっての「健康維持」は、要支援・要介護状態に陥らないために最優

先で取り組むべき事柄であると言えることから、その状況把握と「健康維持に向けた取り

組み方策の検討・実施」が早急に望まれる。

以下、本レポートでは3市町におけるヒアリング調査結果を踏まえ、3市町のみならず被災

地全域における元気高齢者に対する支援方策について、「健康維持」の観点から大きく2点述

べる。

①介護予防事業の円滑な推進 ～ハード・ソフトの両面から～

元気高齢者に必要な方策としてまず、「介護予防事業（2）を展開するためのハード面での支

援」を挙げることができる。というのも、いずれの市町においても介護予防拠点となる地

域包括支援センターや社会福祉協議会等が津波により流出・損壊し、あるいは避難所や支

援物資の保管場所として利用され、介護予防事業の実施が困難なのである。

仮設住宅からの交通手段が限られていることもあり、買い物を含め思うように外出する

ことが難しい高齢者が介護予防事業にも通えない状態は、要支援・要介護状態に陥る可能

性を高めるとも考えられる。まちづくり計画等との兼ね合いからすぐに介護予防拠点を再

建することは難しいかもしれないが、「取り急ぎ仮設でも介護予防拠点を設置するとともに、
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そこへの移動手段（たとえば巡回バス等）を確保する」ことが不可欠ではないか。

また、これまで通り自宅で暮らしている元気高齢者であっても、移動手段を十分に確保

できなかったり、隣近所が仮設住宅に入居したりすることで孤立し、自宅に引きこもりが

ちになる可能性も否定できない。このような元気高齢者に対しては「健康維持をサポート

するための個別アプローチ」が有効であり、「個別アプローチを行う人材の確保」が支援メ

ニューの一つとなろう。たとえば気仙沼市では、高齢者の引きこもり対策や生活相談への

対応を兼ねて社会福祉協議会が「生活支援相談員」の新規配置を検討しているなど、サポ

ート体制の充実が図られる予定である。

②元気高齢者が活躍できる仕組みの構築

続く支援方策として、「復興活動や地域コミュニティの形成に元気高齢者が参画できる仕

組みの構築」を挙げることができる。労働者として一線から退いた後は社会貢献したいと

考える高齢者が少なくないことは一般的に知られているが、仮設住宅に入居する高齢者か

らも「復興活動に何らかの形で貢献したい」との声が数多く聴かれた。高齢者がこれまで

の生活・仕事で培った知識・経験・能力は必ずや復興活動や地域コミュニティの形成に資

するであろうし、これら活動を通じて元気高齢者自身も健康を維持することができよう。

たとえばこのような仕組みの一つの方法として、あるシルバー人材センター（3）の職員か

ら「これまでのように仕事を引き受けるだけでなく、会員が雑巾を作成・販売する」「買い

物に不便を感じている高齢者に注文を取り、会員がそれを購入して届ける」といった個人

的なアイデアを聴くことができた。何か新しくハコモノを造るのではなく、すでにある地

域資源を活用しながら知恵を出し合って元気高齢者が活躍できる仕組みを構築することは、

地域住民から受け入れられやすく、ひいては活躍の場の拡大にもつながるのではないか。

あの日のインターネットニュースから受けた衝撃はあまりに大きく、南三陸町をこの目

で見た瞬間のショックは到底言い表すことができない。そして、気仙沼市の仮設住宅でひ

ときわ丁寧にヒアリングを受けてくださった80代の女性に「兄弟7人なんだけど、6人は流

されちゃってね」と最後に言われた時には正直なところどうしてよいかまったく分からなか

った。また、帰りの新幹線の駅の売店で店員の方が「遠くから来てくれてありがとう。疲れ

たでしょう」と声を掛けてくださった時には現地の方々の心遣いに涙がこぼれかけた。

今回はアセスメントでもあり、自身としては「復興を支援した」というよりも「復興に

向けて何が必要かを教えていただいた」に過ぎないと考えている。こうした機会を頂いた

ことを大変ありがたく思うとともに、一刻も早い具体的支援の早急な展開の必要性を痛切

に感じた。

今回の調査では、5月上旬から順次、入居が始まった仮設住宅の入居高齢者等に対するヒ

アリング調査を実施した。ここでは、その結果を踏まえ、要支援・要介護認定を受けてい

コンサルタントレポート2

仮設住宅の高齢者に対する包括的な支援のあり方について 羽田　圭子
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ない元気高齢者の生活環境に対して、どのような支援が求められているのか述べてみたい。

①仮設住宅の生活環境整備への支援

仮設住宅は原則2年の「仮の住まい」ではあるものの、2年という期間は長い。日々の生

活の場であり、仮設住宅の生活を暮らしやすく、より快適なものとするハード、ソフトの

両面からの支援が求められている。

仮設住宅は学校の敷地、公園、キャンプ地などの高台の公有地に建てられることが多い

ため、入居者からは「買い物や通院が不便」という声が少なくなかった。高齢者は足・腰

が悪く、自分で車を運転して外出することが困難な方が多く、同居・近居の子どもや親戚

に運転を依頼するという方がみられた。買い物、通院、趣味活動等の外出を支援する巡回

バス、送迎サービス、乗り合いを支援するしくみ等が求められている。

外出の足を確保する他、仮設住宅や近隣に商店街を設けることも有効である。ヒアリン

グ時、宮古市のグリーンピア三陸みやこ（248戸）においては、商工会議所の協力もあり、

早期にミニ商店街が設置されていた。市役所としては、100戸を下回るような小規模の仮設

住宅の場合は、商店街の設置は難しいため移動販売車の活用も考えられているとのことで、

地域の実情にあわせ、きめこまかな支援が必要である。

②コミュニティ形成への支援

一口に「高齢者」といっても、年齢の幅が広く、心身状況や活動状況なども様々である。

高齢期においては、積極的に身体を動かし、人と交流をして、生きがいをもった生活を送

ることが心身機能の低下を予防する上で重要だと言われるが、加齢にともない、医療や介

護、様々な生活支援サービスを必要とする場面が増えてくる。

仮設住宅においてもコミュニティの形成が重要だと言われるが、社会性を維持し、人と

のつながりができることによって、閉じこもり、運動不足、うつ、アルコール中毒、虐待、

いわゆる孤立死（孤独死）などを予防することにもつながると考えられる。

実際、入居者ヒアリングにおいても、「旧地区の住民がたくさんいるので安心、心強い」

という声がよく聞かれる一方で、「一人ぐらしで知り合いもなく、毎日することもないので、

テレビに向かって文句を言っている」、「夫（もしくは妻）が病気などで世話や介護を必要

とするので、仮設住宅の入居者との交流は難しい」といった孤立をうかがわせる方もいた。

この点、宮古市では地域一括原則（震災前のコミュニティの住民はなるべく同じ仮設住

宅に入居できること）による入居が行われており、大規模な仮設住宅においては旧来の地

縁を生かしたコミュニティ形成が期待できる。しかし、数戸～十数戸の小規模な仮設住宅

や、地域一括原則がとられていない地域においては仮設住宅でのコミュニティの形成が難

しいといわれている。

仮設住宅への入居者を決める際の配慮に加え、入居後、仮設住宅での生活にうまく適応

できるための支援として、仮設住宅での生活に役立つ情報の提供、町内会・自治会の組織

化、入居者同士の交流の機会、近隣住民との交流の創出等が望まれる。

③入居者の意思の尊重

仮設住宅の入居者40人に就労や地域の様々な活動への参加意向についてうかがったとこ
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ろ、半数の方が「意向がある」と回答された。70～80歳代の方にも前向きに意向を示され

る方がいた。震災から3ヶ月も経たない時期、入居したばかりの仮設住宅で、被災者の方々

が震災前の生活や新たな生活への意欲を示されたことには感銘を受けずにはいられなかっ

た。現地でヒアリング調査を行ってみて、復興にあたっては、こうした入居者の意欲を尊

重することが大切だと改めて感じさせられた。

入居者が希望する活動、あるいは実際にしている活動としては、就労、力仕事、畑仕事、

大工仕事、町内会・自治会、近隣の清掃、サロン、散歩、手芸、園芸等、様々である。今

後はそうした活動の場や機会の提供が復興期の課題となるであろうが、入居者自身の発案

で、そうした活動が立ち上がり運営されることなども期待したい。

④連携によるきめ細かな支援

元気高齢者の場合、医療や介護といった専門職とのつながりがないため、ニーズが支援

につながりにくいことも考えられる。相談機関等は、被災者の電話や来所による相談を待

つだけでなく、訪問して相談を受けたり、地域の住民ネットワークなどを通じて、きめ細

かな希望やニーズをくみ取るしくみが求められるであろう。国においても、仮設住宅等に

おける総合相談、デイサービス、生活支援等を包括的に提供するサービス拠点の設置・運

営に要する費用を計上し、被災した高齢者等に対する生活支援を進めているところである。

震災以降、現在にいたるまで、行政職員、地域包括支援センター、保健医療機関、社会

福祉協議会、介護・予防事業者、NGO・NPO、ボランティア団体、民間企業、個人等が連

携して復旧・復興にあたっているが、上記のような国の支援策も活用しながら、連携を今

後も継続し、発展していくことが望まれる。私自身も引き続き関係機関と連携をしながら

被災者の方々の支援に関わっていきたいと感じている。

本調査にあたって、我々は「高齢者参加型の

復興支援プラン」というコンセプトを持って、高

齢者の実態とニーズの把握を試みた（図表1）。

そのコンセプトとは、「高齢者が『生きがい』

を感じられる生活を再建していくことが重要で

あるとの考えのもと、高齢者が仮設住宅を含む

新たなコミュニティで交流を図りながら、地域

の復興に向けた活動に参画していく社会の形成

を目指す」というものである。

当該コンセプト自体を、被災地においてある

程度適用可能な枠組みであると確認できたの

は、今後の被災地支援を展開していく我々にと

って大きな収穫であった。一方、被災地では既

存の高齢者支援拠点自体が完全に失われている

など甚大な被害がもたらされていたこと、また

高齢者自身の支援ニーズはもとより健康状況の

把握すらままならない状況にある地元自治体等

の困惑があったことなど、本格的な復興に向け

てはまずクリアすべきいくつもの課題が山積み

となっていることが痛感された。言うまでもな

いが、いかなる復興プランであれ、実現のため

に必要な基盤が存在せず、地元の現状が把握さ

れていなければ、それは絵に描いた餅になりか

ねない。

こうした事態を避けるべく、現在、国及び各

県においては、仮設住宅等への介護・福祉サー

ビス拠点整備やその運営への助成、被災した高

齢者に対する専門職による相談・生活支援、介

着実な復興に必要なことは
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護予防拠点等を含む社会福祉施設等の災害復旧

支援のための財政援助などの取り組みを進めて

いる。また、被災者の孤立死を防止するための

取り組みについても、各地の先進的な事例が紹

介されながら有識者等の参画のもとに検討が進

められている。この8月には、兵庫県が宮城県

内7市町の障害者や高齢者向け仮設住宅に運営

アドバイザーを派遣し、阪神淡路大震災の高齢

者の孤独死やアルコール依存などの問題の教訓

を踏まえた支援を行うという報道（4）もあった。

このように、国、県、市町村は3月11日以降、

総力を挙げて被災地の復旧と復興支援にあたっ

ているが、支援策の決定に時間がかかり、支援

を受けるにも事業主体の制限や自己負担などの

要件があることも多い。また、地域、地区によ

って被害状況や復旧・復興のテンポに違いがあ

り、必要とされる支援も異なることから、今後

は地域の状況に応じたきめ細かな支援が必要と

される。

地域の復興を地に足が着いたものとして推進

していくためには、ここまで見てきたように関

連各方面が「目前の課題」にきめ細やかに対応

するのと同時に、被災地の住民と復興支援者が

大所高所から中長期のビジョンを共有して「新

しい社会を築き上げる」意気込みで事に当たる

のが不可決だと思われる。

注
（1）ワールド・ビジョン・ジャパンのホームページ
（http://www.worldvision.jp/）

（2）介護予防事業とは、65歳以上の高齢者を対象に、介
護が必要となる状態を予防することを目的とした介
護予防の講座や講演会、保健師や社会福祉士等の専
門職による訪問指導・相談などを行う事業。

（3）シルバー人材センターとは、「高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律」に定められた、企業・家庭・
公共団体等から高齢者にふさわしい仕事を引き受
け、会員に請負あるいは委任の形式で仕事を提供す
る団体。

（4）2011年8月9日日本経済新聞電子版

関連コラム

被災地の元気高齢者に対する「健康維持」支援の方策
（2011年7月19日）
（http: //www.mizuho-ir.co.jp/publication/col-
umn/2011/ 0719.html）

被災地域の仮設住宅の高齢者に対する包括的な支援
のあり方について（2011年8月16日）
（http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/col-
umn/2011/0816.html）

（資料）各種資料より筆者作成 

図表1　被災地の高齢者支援のコンセプト 

健康維持 
医療・介護の 
アクセス保障 

収入源 
仕事 
能力発揮 

生活必需品 
安定した住まい 

家族・地域の 
ネットワーク・ 
つながり 

高齢者の 
安心できる 
暮らし 

想定しうる支援活動メニュー 

1. 高齢者の力を活かした地域復興 

2. 高齢者のふれあい健康活動 

3. 高齢者に優しい被災者住宅 

4. 状況把握によるニーズマッチング 

高齢者が「生きがい」を感じられる生活に向けて 
～高齢者参加型の復興支援プラン～ 

高齢者の特技・能力を活かした復興活動、元
自営業者のミニ営業再開支援など 
→高齢者自身の「生きがい」と「地域貢献」へ 

高齢者同士が相互の交流を図りながら、健康
増進できる機会を創出 

高齢者に優しい被災者住宅となるように、手
すり・棚等の設置など 

高齢者の状況とニーズを把握し、支援に的確
にマッチングさせる仕組み 
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2011年3月11日午後2時46分、東日本を中

心とする大震災が発生した。その後二次的に発

生した津波により、東北の太平洋沿岸を中心と

する多くの都市や地域が被災し、甚大な被害を

被る結果となった。これを受けて、政府や全国

の自治体、企業による様々な支援活動が始ま

った。図表1は、今回の震災に対して迅速に対

応し、かつ行動が評価された企業とその主要な

取り組みについてまとめたものである。

ソフトバンク株式会社（以降ソフトバンク）

震災発生後の対応により、生活者から高く評価された企業は、資本市場においてどのよう

な評価を受けたのか。本稿では、震災発生後における企業行動と市場評価との関係について、

分析・考察を行う。また同時に、高評価企業の要件についても検討を行いたい。

ビジネスコンサルティング部

チーフコンサルタント 小具　龍史

震災発生後の企業行動と市場における評価

― □□□□□□□□□□□□□□ ―

1．震災の発生と企業行動

・東北地方太平洋沖地震の被災地に対する義援金プロジェクトの開始を発表（ソフトバンクモバ
イル株式会社、3月12日）  
・企業名義で10億円の寄付および震災孤児への勉学支援を目的として、孫正義社長個人から100
億円の寄付を発表（ソフトバンク株式会社、4月3日） 

・支援物資として同社製品である衣類（7億円相当）の寄贈を発表（3月14日）  
・ファーストリテイリンググループから2億円、全世界のファーストリテイリンググループ従業
員から約1億8000万円、柳井会長兼社長個人から10億円の義援金の寄付を発表（3月14日） 

・被災地における救出活動および復興活動の義援金として3億円の拠出を決定し、救援物資として、
ミネラルウォーター「サントリー天然水（南アルプス）」550mlペットボトル合計100万本の提供
を決定した旨を発表（3月12日に同商品36万本を緊急出荷済）（3月14日）  
・CM「上を向いて歩こう」篇の放映開始（4月6日）  
・追加の支援策として、清涼飲料・ビール類（ビール・発泡酒・新ジャンル）の缶製品の売上本数
1本につき1円を義援金として積み立て、合計約40億円の拠出を決定した旨を発表（4月11日） 

・岩手県・宮城県・福島県の同社主管支店内に「救援物資輸送協力隊」を設置し、各自治体と連
携を取りながら、救援物資を各地の避難所・集落・病院・養護施設等に届ける業務体制を構築
した旨を発表（3月23日）  

・被災地の生活・産業基盤の復興と再生支援へ、「宅急便1個につき10円の寄付」の決定を発表（4
月7日） 

・救援物資として、累計でおにぎり85,000個、パン55,000個、水2Ｌペットボトル5,760本、カ
ップラーメン40,000個、箸、乾電池、使い捨てカイロ、マスクを各地の災害対策本部に対して
届けた旨、また義援金募金（義援金は4月までに16億円規模）の店頭受付の実施を発表（3月
12日）  
・Pontaカード会員を対象にしたポイント利用による募金の受付を開始した旨を発表（3月13日） 
・岩手、宮城、福島の被災した学生に向けた奨学金制度「夢を応援基金」を設立し、1,000名を超
える学生に毎月3万円（最長7年間）を支給する取組みを開始 

ソフトバンクグループ 

ユニクロ 

サントリー 

ヤマト運輸 

ローソン 

企業名 取組み 

※ 上記企業は、日経BPコンサルティング「企業名想起調査」（4月度）の上位5社。 
（資料）各社ホームページより筆者作成

図表1　今回の震災に対して迅速に対応した企業5社の主要な取組み 

震災復興関連テーマ ビジネス最前線レポート
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は、企業名義で10億円を寄付し、孫正義社長

が震災孤児への勉学支援を目的として、個人で

100億円を寄付したほか、その他の活動として

「自然エネルギー財団」などの復興支援目的の

財団設立計画を表明して大きな反響を呼んだ。

ユニクロは自社製品である衣料などの物資の提

供に加え、ソフトバンクと同様に、企業として

は4億円、柳井正会長兼社長が個人で10億円を

寄付するなどの支援活動を実施した。サントリ

ーは、義援金 3億円の拠出決定や同社商品を

100万本提供することを決定した。また同社は

テレビCMで、各界の有名人（有識者・俳優ら）

を起用し、坂本九のヒット曲「上を向いて歩こ

う」を歌い繋ぐ形で、復興を呼びかけるインパ

クトのあるコミュニケーションを行ったことな

どが記憶に新しい。宅配便大手のヤマト運輸は、

同業社に先駆けて、被災地を含む輸送ルートを

震災後短期間で復旧させた迅速な対応や社員の

自発的な行動が起点となった、被災者へ救援物

資を運ぶ「救援物資輸送協力隊」などを立上げ

て支援活動を行った。大手コンビニエンススト

アのローソンも同様に、比較的早い段階で、救

援物資支援および義援金（ポイント利用による

募金を含む）の寄贈を実施するなどの活動を行

っている。

上記の一連の企業行動に共通するキーワード

は、“組織としての迅速な対応”である。通常、

企業がこれほどの規模で投資を行うためには、

組織内で検討する内容が多く、多大な時間と

コストを生じることになり、意思決定は鈍化し

がちになる。しかしながら、上記の企業では、

迅速なトップの意思決定および社員による行動

が、躊躇することなく自発的に実行されている

という点が特徴的である。

企業行動が最終的に評価される資本市場（株

式市場）において、震災後の支援活動に対応し

た上記企業の行動は、どのように評価されたの

か。この効果を検証するために、市場の評価を

表す最もオーソドックスな指標である株価を基

に、イベントスタディ法（1）を用いた定量的な分

析を行った。図表2は、ソフトバンクのイベン

トスタディ結果である。

日経BPコンサルティングの調査にて、想起度

が第1位となったソフトバンクでは、前記の支

援内容についてアナウンスしたイベント日（①3

月14日――図表2のt −15――と② 4月3日――

図表2のt − 0――であり、特に②のイベント）

を境に、同社のCAR（Cumulative Abnormal

Return：累積異常収益率）が上昇するという動

きが見られる。通常CARの上昇は、当該企業

のイベントに反応した市場の評価を表すため、

このような結果は、市場がソフトバンクの行動

を評価したことの証左であると解釈できよう。

また図表 3は、先般の調査で高くランキング

された上位 4社（ソフトバンク・ユニクロ・ヤ

マト運輸・ローソン）（2）のACAR（Averaged

Cumulative Abnormal Return：平均累積異常

収益率）（3）の推移を示したものである。各社共

に、イベント後の 2営業日目（t + 2）から上昇

を始め、18営業日目（t + 18）にはピークを迎

えている。ソフトバンクのケースと同様に、各

社のイベント日からのACARは2営業日目から

上昇トレンドを描き、この日以降、特に大幅な

落ち込みなどの特異な傾向は見られない。

このような結果を見ても、各社の企業行動

（イベント）が、市場でポジティブに評価され

ている結果であると解釈することができよう。

2．資本市場における企業行動への評価
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（資料）各社の株価データより筆者作成 

図表3　高評価企業4社のACAR（平均累積異常収益率）推移 
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（資料）ソフトバンクの株価データより筆者作成 

図表2　ソフトバンクのCAR（累積異常収益率）推移 
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今回、当該の企業が、組織として自発的に

かつ迅速な企業行動を行うに至った背景を論

じるには、その企業内部に蓄積されている多

くの経営資源の存在について触れておく必要

があるだろう。

前述の企業行動のケースから見られるように、

これらの高評価企業では、経営者（トップ・マ

ネジメント）の迅速な意思決定能力や社員の自

律的な行動力といった、人の能力に依存する人

的資本が厚く、これらが構造資本（例えば、企

業理念やビジョンなどの経営者の考え方や皆で

大切にすべき価値、個人や組織に付いたスキル

やノウハウ、対応ケースが形になった説明書や

マニュアル類等）として組織内で形式化され、

上記資本を活用して事業活動を行い、顧客や供

給業者に蓄積される資源である関係資本（まさ

に今回の高評価のようなブランド、評判、暖簾

等）の獲得がなされているという点に共通点が

見出される。

これらの資源は、いずれも容易には可視化で

きない、その企業だけが持つ固有の見えざる資

源（＝知的資本）であることに他ならない。図

表 4は、一般的な見えざる資源（＝知的資本）

の構造を示したものである。人的資本とは、顧

客との問題を解決するための従業員、契約者、

下請企業、その他関連企業の人々が持つ能力の

集合体のことを指す（4）。ちなみに能力とは、総

合的な経験や技能、一般的なノウハウなどが該

当する。これらの成文化されていない、企業の

すべての人間に共有されていない状態にあるも

のが人的資本であり、すべての人間に共有され

ているもしくは共有された知識が構造資本にな

ると考えられている。つまり成文化されるまで

は、これらの資源は、ある人の頭の中にある人

 

 無形資本　・暖簾 

知的資本 

人的資本 組織資本 

構造資本 関係資本 ・経験 

・ノウハウ 

・スキル 

・イノベーション能力（創 
造力） 

・価値観（理念） 

・企業文化（風土） 

・ミッション、ビジョン 

・目的、戦略 

・プログラム発明 

・プロセス 

・データベース 

・方法論 

・文書 

・図面 

・デザイン 

 

・顧客との関係 
－評判 
－ブランド   
・社会関係資本 
－信頼 
－規範 
－ネットワーク..etc

知的財産（権） 

・特許権 

・商標権 

・著作権 

・企業秘密 

（資料）各種資料より筆者作成 

図表4　知的資本の構造 

3．企業行動を生み出す知的資本
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的資本にすぎず、成文化された知識になった段

階で初めて構造資本となる。組織資本の中には

法律で保護されるものもあり、特許、商標権、

著作権、企業秘密といったものがこれに該当し、

いわゆる知的財産として位置付く。各資本には

関係があり、人的資本は、いわば企業における

経営者や従業員に付帯するもの（経営者の意思

決定に係る能力や従業員のスキル・ノウハウな

ど）である。このため、これを活用することで、

構造資本が組織的な資本として転化し、さらに

はブランドや企業としての評判といった、関係

資本が創造されるという因果的な構造があると

考えられている。

Sullivan（2000）は「人的資本により作られ

たイノベーションを知的資産に転換して、知識

活用型企業がそれに対する所有権を主張できる

形にしていくことで利益につなげる」と捉えて

いる。また船橋（2009）は、知的資本の最も

深層にあるものが人的資本であり、「人的資本

が組織（構造）資本を形成し、それが関係資本

に転化し、会社の業績として発現する」と主張

するように、先行研究では、人的資本から構造

資本に転化し、構造資本は関係資本へと転化す

るという、知的資本の転化構造の理論的な枠組

みが提示されている（5）。高評価企業における行

動は、これらの資本の転化が上手く機能した結

果の産物であると考えられよう。

知的資本という概念は元来、見えざる資源を

企業の競争力の源泉である経営資源として捉え

た資源ベース理論から派生した考え方である

（Penrose, 1958; Barney, 1991）。このため、

企業が持続的に成長していくためには、自社が

持つ見えざる資源である知的資本の源泉、ある

いは既に蓄積されている知的資本を発見・抽出

し、管理していく活動が重要となる。

企業が事業活動を行う中で、これらの見えな

い資源を明確に測定し、評価するということは

非常に難しい。しかしながら、このような知的

資本を抽出する過程をあらためて経ることで、

これまで組織内で明確に把握されてこなかった

競争優位となるような、自社の強みが発掘され

る可能性がある。また現在強みとなっている知

的資本が、これまでの事業活動でどのように活

用されてきたのかということを検討することに

より、その保有状況に加え、活用状況の認識も

可能となるため、自社にとって非常に有用な活

動となる。

以上本稿では、有事における企業行動と市場

評価との関係について分析・考察してきたが、

今回明らかになった点としては、経営者や従業

員らの能力的な資源（人的資本）が起点となる

迅速かつ自発的な企業行動は、市場での企業の

評価を高めることに繋がるということである。

また同時に、市場はこれらの企業行動を常に監

視しており、特に公開企業は、その行動の全て

が市場の評価（株価）へと反映されて、企業の

価値が決定することになる。

人的資本・構造資本・関係資本がなければ、

組織行動には繋がらない。このため、企業は常

に自社に蓄積される知的資本の発見・抽出を行

い、これを組み合わせて事業活動を推進してい

くことが重要となる。上記が継続的に実践され

ている企業こそが、有事の際にも「組織として迅

速な行動がとれる企業」であり、また高評価企

業を定義付ける要件となるのではなかろうか。

注
（1）株価に影響を与える可能性のある情報が発生した時

点で、株価が変化する可能性があるか否かを検証す

るための手法である。この結果により、当該のイベ

ント（発表情報・行動）が、企業の価値にどのよう

な影響を及ぼすものであったかということが明らか

になる。なお今回の算出に際して、マーケット・イ

ンデックスは日経平均株価の日次終値を用いてお

4．知的資本の創造とマネジメントの重
要性
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り、各社の株価データはYahoo！ファイナンスのホ
ームページより取得した日次終値を用いている。

イベントスタディのプロセスおよび各段階の算出式

は、以下の通りである。

① 通常の株式リターン特定のため、この分野で多く援

用されるCampbell, J. Y., Lo A. W. and Mackinlay,
A. C.（1997）のマーケットモデルを用いて、最小二
乗法（OLS）により算出する。

Rit = α i + β i・RMt + vit

（Rit：対象企業の株価収益率、RMt：マーケット・イン

デックスの収益率、α i及び β i：パラメータ、vit：誤差

項）

② 実際およびマーケットモデルによる株式リターンの

差異である異常超過収益率を算出する。

ARit = Rit − (αi + β i・RMt)

（AR it：対象企業の異常超過収益率、R it：対象企業

の実際の株価収益率、RMt：マーケット・インデック

スの収益率、α i及び β i：パラメータ）

③ 各社、震災支援行動がアナウンスされた日（イベン

ト日）の前後20日間のCARを算出する。なお本稿で
は、イベント日の120営業日前から21営業日前まで
の100営業日を推定期間（Estimation Window）と
しており、イベント日の前後20営業日をイベント期
間（Event Window）としている。

CAR (t1, t2) = ΣARit

（2）ヤマト運輸については、ヤマトホールディングスの

株価を使用している。なおサントリーは未上場会社

であり株価が存在しないため、本分析からは除外し

ている。
（3）ACARとは平均累積異常収益率のことであり、算出
式は以下の通りである。

（4）Sullivan（2000）, P241.
（5）前掲 4. 船橋（2009）, pp.46-47.

参考文献
1 Barney, J.B.（1991）, "Firm resources and sustained

competitive advantage." Journal of Management,
17: pp.99-120.

2 Campbell, J. Y., Lo A. W. and Mackinlay, A. C.
（1997）, The Econometrics of Financial Markets,
Princeton University Press.
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firm, NewYork: Willey（末松玄六訳『会社成長の
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4 Sullivan, P.H.（2000）, Value-Driven Intellectual

Capital: How to Convert Intangible Corporate
Assets into Market Value, John Wiley＆Sons（森田
松太郎監修『知的経営の真髄―知的資本を市場価値

に転換させる手法』東洋経済新報社（2002年））
5「企業名想起調査（4月度）」日経BPコンサルティング
（2011年）
（http://consult.nikkeibp.co.jp/consult/news/2011/0
421bj/pdf/bj_110421.pdf）
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（2009年）
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温室効果ガスの削減は、持続可能な社会の構

築に向けて立ち向かうべき大きな問題である。

主な温室効果ガスは、二酸化炭素、メタン、亜

酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パー

フルオロカーボン類、六フッ化硫黄であり、こ

れらは京都議定書による排出量削減対象であ

る。このような温室効果ガスの削減を促すため

の取り組みとして、製品に対して温室効果ガス

排出量をラベリングし、市場での消費者の選好

を通した排出量削減が行われてきている1。

これらのラベリングを有効に機能させ排出量

の削減に結び付けるためには、まず、製品のラ

イフサイクル全体（原材料・部品の調達、製造、

流通、消費・使用・維持・管理、廃棄・リサイ

クル）を通した温室効果ガス排出量を算定する

必要がある。製品に関係する企業活動全体を算

定の対象とし、それに関わるインプット、アウ

トプットから排出量の算定を行う。これにより

製品に関連する温室効果ガスの排出量が把握で

きる。

次の段階では、算定の結果をもとにして排出

量削減のための具体的なアクションを実行するこ

とになるが、製品ライフサイクル全体からみて製

造段階での排出量が多く削減が必要となった場

合、製造工程中の削減対象の把握が課題である。

筆者の関わった2010年度実施のNEDO「異分

野融合型次世代デバイス製造技術開発事業（高

機能センサネットシステムと低環境負荷型プロセ

スの開発）」（通称：Gデバイス＠BEANS）2プロ

ジェクトにおいて、MEMS製造時の排出量削

減対象の分析を行った事例について紹介する。

MEMSとは、電気力学的な可動部を有する

μmサイズの電子デバイスである。多くはセン

サとして用いられており、デバイス中の可動部

によって力学量を検知し電気的信号として出力

する。代表例としては、スマートフォン、ゲー

ム機のコントローラ、車のエアバッグ等に搭載

される加速度センサ・ジャイロ等がある。

MEMSは、半導体電子デバイスと同様にクリ

ーンルーム内で微細加工プロセスを用いて製造

される。この微細加工プロセスは、複雑な半導

体デバイスには及ばないが、数十を越える工程

を有する。さらに、MEMS製造は半導体デバ

イスにはない可動部を構築するための工程を有

することが特徴となっている。実際のデバイス

形状を設計形状に近づけるため、様々な工程の

製品製造時の温室効果ガス排出量削減を目的として、MEMS製造における微細加工工程を対

象に分析を行った。削減対象特定のための情報収集手段としてセンサネットワークによるモニタ

リングシステムが有効であった。

サイエンスソリューション部

チーフコンサルタント 谷村　直樹

MEMS製造時の温室効果ガス排出量削減対象の分析

― □□□□□□□□□□□□□□ ―

はじめに

1．MEMSとは

技術動向レポート
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組み合わせとプロセス条件が検討されている。

クリーンルームの使用は大量の電力を必要と

し、また、可動部の構築のための工程では六フ

ッ化硫黄やパーフルオロカーボンなどの温室効

果の高いプロセスガスが使用される場合が多

い。したがって、MEMS製造工程からの温室

効果ガスの排出量は製品ライフサイクルにおい

ても無視できない量になると考えられる。

MEMS製品の出荷数量は、2008年には年間

19億個であったが、2019年には52億個に達す

るとみられており、前述の製造プロセスの検討

の際に、さらに温室効果ガス排出量の削減をも

考慮する必要性が高まってくると考えられる。

（1）分析方法の検討

MEMS製造段階からの温室効果ガス排出量

の削減を検討する場合には、製造時に必要とす

る電力や原材料・消耗品、排気・廃液処理やク

リーンルームの設備使用等の項目毎に温室効果

ガスの排出量を算定し、どの項目からの排出量

が多いかを分析する。さらに具体的な削減対象

を定めるためには、連続する複数の工程のうち

どの工程からの排出量が多いのかを分析する必

要がある。

したがって、温室効果ガスの排出量の分析は、

排出源となる項目毎、工程毎に分析しなければ

ならない。また、この分析を可能にするために

は、装置稼働に伴う電力や原材料・消耗品、ク

リーンルームの設備の使用量や、排気・廃液処

理量（以下、まとめて活動量とする）を工程毎

に把握する手段が必要である。

（2）活動量の把握

Gデバイス@BEANSプロジェクトでは、MEMS

製造の低環境負荷化の実現に向け、最先端の8

インチMEMS開発・製造ライン（TKB-812）が

構築された。TKB-812では、センサネットワー

クシステムを用い、クリーンルーム内の製造装

置や設備装置の各々に対して、電力、プロセス

ガス、窒素ガス、薬液、超純水、上水の使用量、

熱・酸 /アルカリ・有機排気量などをモニタリン

グするシステムが備えられた。

製造・設備装置の仕様により、モニタリング

を行いたい原材料等の項目を完全にカバーでき

るものではないが、このようなシステムにより

製造プロセス実施時の活動量の計測に関わる労

力を大幅に削減することができる。モニタリン

グができないものについては、装置仕様や製造

プロセス設定条件から活動量を把握することが

必要になる。

（3）原単位データ

活動量に基づいて温室効果ガスの排出量を算

定するためには、温室効果ガスの排出源となる

各項目について、原単位（排出係数）、すなわ

ち、単位活動量当たりの温室効果ガス排出量の

データが不可欠である。

本事例では、温室効果ガスの排出源となる

41項目をピックアップして原単位を調査した。

TKB-812のクリーンルームの設備装置によっ

て供給される精製窒素や超純水などについて

は、精製装置のモニタリングによって得られる

活動量と精製量とを原単位の算定に用いること

が可能であった。原単位を直接算定できない場

合には、公的機関からの公開データを参考にす

ることとした。半導体製造等の微細加工に関わ

る材料物質・化合物については、原単位が公開

データとして存在しないものも多いが、それら

の物質・化合物については個別に算定を行う必

要がある。

なお、公的機関より提供されているデータは、

信頼性の確保のため第三者の有識者からなる検

2．温室効果ガス削減対象の分析
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証委員会などにより検証を受けたものである

が、算定方法や使用目的について、特定の前提

のもとで算定されたものであることに注意する

必要がある。

（4）削減対象の分析

MEMS製造プロセスの温室効果ガスの排出

量について、SOI（Silicon on insulator）ウェ

ハに対して24工程の処理を施してデバイスを

作製した場合の分析例を以下に示す。

図表1は、24工程全体を通した温室効果ガス

排出量について、排出要因となる項目毎にその

割合を示したものである。これによると電力と

精製窒素とが大きな排出要因となっていること

がわかる。

太陽光発電等による原単位の小さい電力の使

用や、より排出量の少ない窒素精製装置への置

き換えも排出量削減という観点からは有効な手

段といえるが、電力や精製窒素の使用量自体を

削減することが重要である。そのためには、工

程全体での活動量に基づく排出量の分析から、

もう一段階掘り下げた分析が必要である。

図表2は、同じ例をさらに工程毎に分解して

分析を行ったものである。このような分析を行

えば、電力や精製窒素を多く使用する工程が特

定でき（図中赤点線での囲み）、装置設定やプ

ロセス条件の選択や、場合によっては装置メー

カーと協力して装置設計・制御に踏み込んで、

温室効果ガス排出量の削減が可能かどうかを検

討することができる。また、排出量の多い工程

自体を、他の工程で置き換えるという検討も可

能になる。

製品への温室効果ガス排出量のラベリングか

ら、排出量の削減に向けた取り組みへと一歩踏

み込むためには、具体的な削減対象を特定でき

るような排出量分析のための仕掛けが必要であ

る。MEMS製造を対象とした本事例では、ク

リーンルームでの製造・設備装置の活動量をモ

おわりに

  

  

  

  

  

図表 1　SOIウェハに対する微細加工プロセス（全工程）の温室効果ガス排出量内訳の一例 

  

ポリタンク回収,6.8E-01,2% 
廃液タンク排水,1.1E+00, 3% 

有機排気,1.9E-01,0% 

酸・アルカリ排気,7.4E-01, 2% 
熱・一般排気,1.9E-01,0% 

ハロゲン除害,4.7E-03,0% 

PFC除害,5.3E-01,1% 

圧縮乾燥空気, 3.6E+00, 9% 

冷却水, 9.4E-01, 2% 

SF6（排出）,  9.3E-01, 2% 

C4F8（排出）,  4.4E-01, 1% 

CF4（排出）,  0.0E+00, 0% 

電力,  
1.5E+01, 35% 

精製窒素, 1.5E+01, 35% 

超純水, 1.3E+00, 3% 

SF6, 1.2E-01, 0% 
C4F8, 6.8E-02, 0% 
CF4, 0.0E+00, 0% 
HF (g), 1.1E-02, 0% 
O2, 2.2E-03, 0% 
Ar, 2.7E-03, 0% 
He, 1.9E-04,0% 
H2, 0.0E+00, 0% 

高純度窒素, 4.1E-02, 0% 
純水（ボンベ）, 1.6E-02, 0% 

H2SO4, 4.0E-03, 0% 
H2O2, 7.4E-03, 0% 
HF (50%), 1.5E-03, 0% 

HMDS, 0.0E+00, 0% 
レジスト, 5.5E-02, 0% 

リンス液（リソ）,1.3E-01, 0% 

現像液, 1.4E-01, 0% 
レジスト剥離液, 1.1E+00, 3% 

Ni, 0.0E+00, 0% 

Ti, 0.0E+00, 0% 
Pt, 0.0E+00, 0% 
Cr, 0.0E+00, 0% 
Au, 0.0E+00, 0% 
Al, 1.3E-02, 0% 

SiO2, 0.0E+00, 0% 
Mo, 0.0E+00, 0 % 

（資料）各種資料より筆者作成 
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ニタリングするセンサネットシステムがその仕

掛けであった。

このセンサネットシステムの利用により、多

数の製造・設備装置の活動量把握にかかる労力

が大幅に低減されるとともに、クリーンルーム

の設備装置による精製窒素・純水供給等の原単

位を算定することが可能になった。

製造段階での温室効果ガス排出量の削減は、

本事例で分析した製造プロセス自体からの排出

量の低減をはかることに加え、「製造設備の稼

動効率を上げる・非稼働時の排出量の低減をは

かる」ことも重要である。装置の活動量のモニ

タリングシステムは、これらの目的のための装

置稼動のスケジューリングや装置状態の制御を

行う場合にも必要となるものである。

企業では温室効果ガス排出量の削減のみを目

的としてこのような活動量のモニタリングシス

テムを導入・構築することは困難であると思わ

れる。しかしながら、電力量や原材料等の使用

量の低減によるコスト削減を目指すためのモニ

MEMS製造時の温室効果ガス排出量削減対象の分析
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タリングシステムとして位置づけることで、費

用対効果の形で導入メリットが明確になる。

排出量削減対象の分析のためには、モニタリ

ングシステムに加え、さらに原単位データを揃

える必要があるが、検証された公開データは現

状では多くはなく、使用する原材料等に対応し

た原単位の算定が必要である。

今後、環境を意識したものづくりにおいては、

MEMSを製造する場合に限らず、温室効果ガ

ス排出量削減への取り組みが重要である。よっ

て、その取り組みの一環として、活動量をモニ

タリングするセンサネットシステムの導入、原

単位データベースの拡充が進展していくものと

思われる。

参考文献
1 経済産業省「Carbon Footprint of Products：製品
のCO2の『見える化』カーボンフットプリント」
（http://www.cfp-japan.jp/）

2 一般財団法人マイクロマシンセンター「高機能セン

サネットシステムと低環境負荷型プロセスの開発」

（http://mmc.la.coocan.jp/research/gdevice/）

図表 2　SOIウェハに対する微細加工プロセス（工程毎）の温室効果ガス排出量内訳の一例 

7.0 

プ
ロ
セ
ス
フ
ロ
ー
 

二酸化炭素排出量/ウェハ［kg-CO2e］ 

デ
バ
イ
ス
構
造
体
形
成
 

ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
マ
ー
ク
作
成
 

パ
ッ
ド
形
成
 

レジスト成膜（1μm） 

パターニング（360ms） 

現像（1μm） 

裏面露光（1s） 

裏面アッシング（40s） 

Siエッチング（0.1μm） 

アッシング（1μm） 

洗浄（SPM、HF） 

アルミ成膜（2μm） 

レジスト成膜（1μm） 

パターニング（360ms） 

現像（1μm） 

アルミエッチング（2μm） 

アッシング（1μm） 

熱処理（400℃、30min） 

レジスト成膜（1μm） 

パターニング（360ms） 

現像（1μm） 

裏面露光（1s） 

裏面アッシング（40s） 

Siエッチング（25μm） 

アッシング（1μm） 

犠牲層エッチング（4μm） 

熱処理（200℃） 

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 

電力 
SF6 
C4F8 
CF4 
HF(g) 
O2 
Ar 
He 
H2 
高純度窒素 
純水（ボンベ）
H2SO4 
H2O2 
HF(50%) 
HMDS 
レジスト 
リンス液（リソ） 
現像液 
レジスト剥離液 
Ti 
Pt 
Cr 
Au 
Al 
SiO2 
Mo 
Ni 
超純水 
精製窒素 
圧縮乾燥空気 
冷却水 
SF6（排出） 
C4F8（排出） 
CF4（排出） 
PFC除害 
ハロゲン除害 
熱・一般排気 
酸・アルカリ排気 
有機排気 
廃液タンク排水 
ポリタンク回収 

（資料）各種資料より筆者作成 

05_谷村直樹  11.11.14  2:32 PM  ページ27



2828

スマートフォンのビジネス活用の用途は大き

く2つに大別することができる。1つは製造や

販売などの業務プロセスでスマートフォンを利

用する企業内向けの活用方法、もう1つは顧客

にアプリケーションを配布して自社サービスを

提供する顧客向けの活用方法である。本稿では

この2つの活用用途の視点に立って、スマート

フォンの特徴と活用パターンを論じる。

スマートフォンには絶対的な定義があるわけ

ではないが、モバイルコンピューティング推進

コンソーシアムでは「仕様が公開された汎用的

なOSを搭載し、利用者が自由にアプリケーシ

ョンを追加して機能拡張やカスタマイズができ

る携帯電話およびPHS」（1）と定義しており、ス

マートフォンの重要な要素がOSの汎用性と機

能の拡張性であるとしている。

スマートフォンの顧客向け活用を考える上で

は、スマートフォンと競合するツールは、顧客

が所有する携帯電話である。そのため、従来の

携帯電話と比較した場合には、モバイルコンピ

ューティング推進コンソーシアムが指摘するよ

うに、ソフトウェアの面においてスマートフォ

ンの特徴が現れる。一方、スマートフォンの企

業内向け活用を考える場合には、スマートフォ

ンと競合するツールとしては携帯電話だけでな

く、モバイルPCも含まれるだろう。

そこで、モバイルPCと携帯電話に対するス

マートフォンの特徴を明らかにするために、モ

バイルデバイスのビジネス活用で重要な要素に

関して比較を行った（図表1）。それぞれの要素

について、デバイスの対応状況を○・△・×の

三段階で評価した。以下で個々の評価根拠を述

べる。

携帯性については、デバイスのサイズや重さ

を考慮して評価を行った。モバイルPCは、他

のデバイスと比べるとサイズが大きく重量もあ

るため持ち運びしにくい。

画面サイズについては、サイズが大きいもの

ほど見やすく便利であると考え評価した。モバ

イルPCの画面は、他のデバイスよりも大きく

優れている。スマートフォンの画面サイズは、

携帯電話と比べると大きくて見やすい。

入力装置については、モバイルPCであれば

キーボードやトラックパッドがあり充実してい

る。スマートフォンはモバイルPCには劣るも

のの、ソフトキーボードやタッチパネルが利用

ビジネスにおいてスマートフォンの活用が加速しているが、これを有効に活用するにはスマー

トフォンの特徴を把握することが重要である。本稿では、スマートフォンの特徴を明らかにし、

事例を踏まえて活用パターンを論じる。

技術動向レポート

ビジネスコンサルティング部

コンサルタント 松下　勇夫

ビジネスにおけるスマートフォンの活用パターン

― □□□□□□□□□□□□□□ ―

はじめに

1．スマートフォンの特徴
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できる。携帯電話はテンキーのみであり、入力

装置としては貧弱である。

GPSとデジタルコンパスについて簡単に説明

すると、GPSは衛星からの信号受けて現在の位

置を知るための装置である。デジタルコンパス

は、方位磁石の代わりに電子的なセンサーによ

って地磁気を検知して方位を知るための装置で

ある。これらは地図アプリケーションなどで現

在地から目的地までナビゲーションする際など

に必要な装置であるが、一般的なモバイルPC

には付属していない。

バッテリについては、個々のデバイスのバッ

テリの持ち時間を考慮し評価した。スマートフ

ォンは機能が豊富で様々なことができるがバッ

テリの消費も激しい。

カメラについては、デバイスにカメラが付属

しているかどうかで評価した。一般的なモバイ

ルPCには、カメラは付属していないが、Web

カメラなどを組み合わせて利用することが可能

である。

通信については、幅広いエリアで利用できる

3G回線を利用できるかどうかで判断した。一

般的なモバイルPCでは、単体で3G回線を利用

することはできないが、データ通信機器を組み

合わせて利用することができる。

アプリケーションの開発しやすさについて

は、OSの仕様が公開され、開発ツール等が充

実しているかを考慮し評価した。携帯電話でも

オープン化の動きがあるが、スマートフォンや

モバイルPCと比較すると開発の自由度が低い。

アプリケーションの配布しやすさについて

は、開発したアプリケーションをユーザーに提

供するための仕組みがあるかを考慮し評価し

た。スマートフォンにはOS別にアプリケーシ

ョンマーケットがあり、モバイルPCにはイン

ターネットやCDなど多様な配布方法がある。

フルブラウザについては、スマートフォンと

モバイルPCでは基本機能として対応している

が、携帯電話では対応できる機種が一部に限ら

れる。

起動の早さについては、利用したい時にすぐ

に利用できるかどうかを考慮して評価した。一

般的に、スマートフォンと携帯電話は常に電源

がオンになっており、すぐに利用できる。モバ

イルPCは休止状態であっても起動までに時間

がかかり、すぐには利用できない。

高度な情報処理については、動作するプログ

ラムの機能の豊富さ、処理の複雑さなどを考慮

して評価した。スマートフォンは多様なアプリ

ケーションを動かすことができるため、携帯電

話より優れているが、モバイルPCと比較する

と力不足である。

スマートフォンとモバイルPCの比較結果を

見みると、ハードウェアの面では携帯性やGPS、

（資料） 各種資料より筆者作成 

画面サイズ 

スマートフォン 

モバイルPC 

携帯電話 

スマートフォンが 
優れているもの 

モバイルデバイスのビジネス活用で重要な要素 

ソフトウェア 

携帯性 入力装置 
GPS、デジタ 
ルコンパス バッテリ 

アプリケー 
ションの開発 
しやすさ 

アプリケー 
ションの配布 
しやすさ 

フルブラウザ 起動の早さ 
高度な情報 
処理 

○ 

△ 

○ 

◎ 

○ 

△ 

○ 

◎ 

○ 

△ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

△ 

◎ 

○ 

○ 

△ 

◎ 

○ 

○ 

△ 

◎ 

○ 

△ 

○ 

◎ 

△ 

○ 

× 

 

○ 

× 

○ 

◎ 

△ 

○ 

× 

△ 

○ 

× 

 

△ 

× 

○ 

 

カメラ 通信 

ハードウェア 

図表 1　 各デバイスの特徴比較 
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通信など多くの点でスマートフォンが優位であ

ることがわかる。移動しながら地図を見たり、

メールをやり取りするような場合にはスマート

フォンが有利だ。一方、モバイルPCが優れて

いるのは画面サイズと入力装置であり、ある程

度の作業スペースを確保できる場合にはより効

率的に作業ができる。ソフトウェアの面ではほ

とんどの点で差がつかなかった。起動の早さの

点ではスマートフォンが優位であり、移動時間

や待ち時間などちょっとした空き時間にサッと

スマートフォンを起動させて仕事をすることが

可能だ。一方、モバイルPCが優れているのは

高度な情報処理ができる点である。

スマートフォンと携帯電話の比較結果を見る

と、ハードウェアの面ではほとんどの点で差が

つかないが、画面サイズと入力装置の点でスマ

ートフォンが若干優位である。スマートフォン

の画面サイズやソフトキーボードは、モバイル

PCと比べると小さく使いづらいが、携帯電話

と比べると大きく利用しやすい。逆に、バッテ

リの持ちは携帯電話の方が優れている。ソフト

ウェアの面では多くの点でスマートフォンが優

れている。スマートフォンのアプリケーション

の開発については、前述のモバイルコンピュー

ティング推進コンソーシアムの指摘の通り、

OSの仕様が公開され開発しやすい環境が整っ

ている。また、アプリケーションの配布につい

ても、アプリケーションマーケットを通じてユ

ーザーへ配布できる仕組みが確立しており、ス

マートフォンが優位である。

スマートフォンの特徴を総括すると、ハード

ウェアの面では携帯電話の特徴を持ち、ソフト

ウェアの面ではモバイルPCの特徴を持ってい

るということができる。つまり、スマートフォ

ンはモバイルPCと携帯電話の優れた点を併せ

持ったデバイスなのである。

比較の結果、スマートフォンが優れていると

わかったのは以下の8つの要素である。これら

はスマートフォンを特徴づける重要な要素であ

るため、本稿では「スマートフォンの8大要素」

と呼ぶことにする。

【スマートフォンの8大要素】

1．携帯性

2．GPS、デジタルコンパス

3．カメラ

4．通信

5．アプリケーションの開発しやすさ

6．アプリケーションの配布しやすさ

7．フルブラウザ

8．起動の早さ

スマートフォンの特徴を活かすためには、こ

れらの要素を組み合わせて活用方法を考えるこ

とが重要である。

実際に企業ではスマートフォンをどのように

活用しているのだろうか。業界別にスマートフ

ォンを有効活用している企業をピックアップ

し、その活用内容をまとめたものが図表2であ

る。特定の業界だけでなく、幅広い業界でスマ

ートフォンが活用され、その活用方法も多岐に

わたっていることがわかる。

前章の活用事例と、スマートフォンの8大要素

を照らし合わせて、各事例が成功するために必

要であったと思われる要素について評価した結

果が図表3である。必要であったと思われる要素

に対しては○を、特に重要な要素に対しては◎

をつけた。さらに、活用事例の特徴と○◎の分

布から5つの活用パターンを明らかにした。以

下で活用パターンと事例の特徴について述べる。

【活用パターン①：ビジュアルに情報共有】

1つ目の活用パターンは、ビジュアルな情報

3．スマートフォンの活用パターン

2．スマートフォンの活用事例
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企業内 
向け 

顧客向け 

 

建設業 
 
 　 
 
電気・ガス・熱供給・ 
水道業 
 　 
 

卸売業、小売業 　 
 
 
 

医療、福祉 
 　 
 
 
旅行業 
  
 
運輸業、郵便業 
 　 
 
金融業、保険業 
 　 
 
不動産業 
 　 

教育、学習支援業 

 

協和エクシオ 
 
 　 
 

第一環境 
 
 　 
 

ユナイテッドアローズ 
 
 　 
 

仙台市消防局 
 
 　 
 
トップツアー 
 　 
 
日本交通 
 　 
 
ソニー損害保険 
 　 

三井不動産販売 
（三井のリパーク）

 
 　 

青山学院大学 
 

作業現場の情報共有と業務効率化を目的に、管理者と現場社員にスマートフォンを配布。現
場社員はスマートフォンでマニュアル等を閲覧できるようになり、分厚いマニュアルやパソ
コンが不要になった。管理者が遠隔地にいても、写真や動画を使って現場の状況を具体的に
情報共有し、効率的に作業を進めることができるようになった。  
現場作業と移動の効率化を目的にスマートフォンを導入。スマートフォン上に最適な移動ル
ートを表示して、土地勘がなくても効率的な移動が可能になった。営業所と現場間で作業情
報を共有し、現場の状況にあわせて営業所から作業手順の変更を指示したり、作業に必要な
データを送ることなどができるようになった。  
販売スタッフが接客しながら在庫確認できるようにするため、一部店舗でiPhoneを試験導入。
従来は在庫確認が発生すると都度レジやバックヤードまで移動する必要があったが、iPhone
を携帯することで顧客の前で素早く在庫管理システムを利用して問合せに対応できるように
なった。  
救急隊員が病院の受入状態をリアルタイムに把握し、同時刻に出動している救急車と連携し
て患者を効率的に病院に運ぶためにスマートフォンを活用。全体の動きを把握する指令課と
各救急隊員の間で最新情報を共有する仕組みを実現した。救急隊員はスマートフォン専用の
ウェブページからアクセスして病院照会できるようになった。  
営業スタッフの渉外営業力強化のために、スマートフォンとGoogle Apps for Businessを導
入。団体旅行案件管理や商品在庫等のシステムを社外からアクセスできるようにした。出張
先や外出先からでもスマートフォンを使って顧客への問合せに素早く対応できるようになった。  
スマートフォンのGPSを使って、直感的にタクシーを呼べるアプリケーション「日本交通タ
クシー配車」を提供している。アプリケーションの配布後3ヶ月間で、アプリケーションの
ダウンロード数5万件、アプリケーション経由のタクシー配車5000台を突破した。  
車の事故や故障時にドライバーをサポートするアプリケーション「トラブルナビ」を提供し
ている。事故の相手に何を聞くべきかをサポートしたり、GPSを使ってユーザーの現在地か
ら利用できるロードサービスを要請することなどができる。  
スマートフォンのAR機能を使って、駐車場の位置や方角、空き状況などを現実の映像上に
表示するアプリケーション「『今から』停められる駐車場検索サービス」を提供している。
外出先で駐車場を探したい場合に、素早く簡単に駐車場を探すことができる。  
社会情報学部の学生を対象にiPhoneを配布している。授業資料の配布や資格受験の学習支援
などにiPhoneを活用している。GPSを活用して授業の出席確認をすることもできる。 

活用用途 業界 企業名/組織名 活用内容 

図表 2　 スマートフォンの活用事例 

（資料） 各種資料より筆者作成 

（凡例） 

活用 
パターン 線の色 

（資料） 各種資料より筆者作成 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

企業名/組織名 

協和エクシオ 

第一環境 

ユナイテッドアローズ 

仙台市消防局 

トップツアー 

日本交通 

ソニー損害保険 

三井不動産販売 
（三井のリパーク） 

青山学院大学 

携帯性 GPS、デジタ 
ルコンパス 

カメラ 

ハードウェア 

スマートフォンの8大要素 

ソフトウェア 

通信 
アプリケー 
ションの開発 
しやすさ 

アプリケー 
ションの配布 
しやすさ 

フルブラウザ 起動の早さ 活用用途 

企業内 
向け 

顧客向け 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

◎ 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

 

 

 

 

◎ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

 

 

 

◎ 

◎ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

図表 3　 スマートフォンの活用パターン 
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共有を目指すものである。文字や音声だけでな

く、写真や映像で情報共有したいというニーズ

がある場合に有効な活用パターンである。ここ

で必要となる要素は 、「携帯性」「カメラ」「通

信」「アプリケーションの開発しやすさ」であ

り、中でも重要なのは「カメラ」である。活用

事例の中では、協和エクシオと第一環境の事例

がこれに該当する。いずれも作業現場の情報を

遠隔地とリアルタイムに共有して作業効率の向

上を目指している。

【活用パターン②：別の仕事をしながらIT活用】

2つ目の活用パターンは、何か別の仕事と同

時並行してIT活用することを目指すものであ

る。情報システムを利用するために移動が必要

だったり、別の仕事を中断する必要がある場合

に有効である。ここで必要となる要素は 、「携

帯性」「通信」「アプリケーションの開発しやす

さ」「起動の早さ」であり、中でも重要なのは

「携帯性」である。活用事例の中では、ユナイ

テッドアローズの事例がこれに該当する。接客

をしながら在庫確認できるようにして、顧客の

問合せに素早く対応することを目指している。

【活用パターン③：社内システムの社外利用】

3つ目の活用パターンは、社内のWebシステ

ムを社外から利用することを目指すものであ

る。外出先から社内システムを活用したい、社

内のWebシステムを簡単に社外から利用できる

ようにしたいというニーズがある場合に有効な

活用パターンである。ここで必要となる要素は、

「携帯性」「通信」「フルブラウザ」「起動の早さ」

であり、中でも重要なのは「フルブラウザ」で

ある。活用事例の中では、仙台市消防局とトッ

プツアーの事例がこれに該当する。いずれも社

内のWebシステムを社外から利用できるように

し、最新情報を把握して顧客対応することを目

指している。

【活用パターン④：顧客向けにアプリ提供】

4つ目の活用パターンは、顧客向けにアプリ

ケーションを提供することを目指すものであ

る。自社サービスを利用してもらうきっかけと

して、顧客向けにアプリケーションを配布した

いというニーズがある場合に有効な活用パター

ンである。ここで必要となる要素は「携帯性」

「通信」「アプリケーションの開発しやすさ」

「アプリケーションの配布しやすさ」「起動の早

さ」あり、中でも重要なのは「アプリケーショ

ンの配布しやすさ」である。活用事例の中では、

日本交通、ソニー損害保険、三井不動産販売、

青山学院大学の事例がこれに該当する。いずれ

も顧客にアプリケーションを配布して、自社サ

ービスを利用してもらうことを目指している。

【活用パターン⑤：位置情報の活用】

5つ目の活用パターンは、位置情報の活用を

目指すものである。地図と組み合わせて情報を

提供したい場合や、ユーザーの位置情報を利用

したい場合に有効な活用パターンである。 活

用事例の中では、第一環境、日本交通、ソニー

損害保険、三井不動産販売、青山学院大学の事

例がこれに該当する。第一環境は、作業者を現

場までナビゲーションするためにGPSを活用し

ている。日本交通は、GPSを使って顧客の現在

地の地図を表示し、タクシーの呼び出し場所を

指定しやすくしている。ソニー損害保険は、事

故時に顧客が現在地を確認してロードサービス

を呼べるように工夫している。三井不動産販売

は、GPSとカメラを組み合わせたAR（拡張現

実）という機能を使い、カメラの映像上に駐車

場の位置や空き状況を表示して情報を可視化し

ている。青山学院大学では、学生がスマートフ

ォンを使って位置情報を送信し、出席確認でき

るようにしている。いずれも位置情報を活用し

た新しいサービス提供を目指している。
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ビジネスにおいてスマートフォンを有効に活

用するためには、先行事例と活用パターンを踏

まえた上で、スマートフォンの8大要素を最大

限活かすための活用方法を検討すべきである。

今後もスマートフォンは発展を続け、その特

徴も進化していくことが予想される。新たな特

徴を活かすことで、ビジネスにおける活用領域

も拡大するだろう。スマートフォンのビジネス

活用には、まさに広大なフロンティアが広がっ

ているのである。

注
（1）モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（http://

www.mcpc-jp.org/smartphone/history.htm）

参考文献
1 NTTドコモ（http://www.docomo.biz/html/casestudy/

product/003.html）
2 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（http://

www.mcpc-jp.org/award2011/pdf/2011_07.pdf）
3 毎日コミュニケーションズ（http://journal.mycom.

co.jp/series/iphoneipadkatsuyo/009/index.html）
4 朝日新聞社（http://mytown.asahi.com/areanews/

miyagi/TKY201008310480.html）
5 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（http://

www.mcpc-jp.org/award2011/pdf/2011_18.pdf）
6 日本交通（http://www.nihon-kotsu.co.jp/about/

release/110414.html）
7 ソニー損害保険（http://www.sonysonpo.co.jp/

app/troublenavi/N2013010.html）
8 三井不動産販売（http://corp.mitsui-hanbai.jp/

news/2010/20100524_01.html）
9 Impress Watch（http://k-tai.impress.co.jp/cda/arti-

cle/news_toppage/45293.html）

4 ．今後の活用に向けて
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政府・与党の社会保障改革検討本部は、本年

6月30日に『社会保障・税一体改革成案』を決

定した。注目されていた消費税率の引き上げ時

期については、「2010年代半ばまでに段階的に

10％まで引き上げる」として、原案にあった

「2015年度までに」という期限に幅をもたせた。

また、消費税率引き上げの前提条件として「経

済状況の好転」が加えられた。

菅政権（当時）は上記成案に基づいて与野党

協議を呼びかける意向であったが、野党は呼

びかけに応じない姿勢を示してきた。9月に新

政権を発足した野田首相は、所信表明演説の

中で、成案を土台に与野党で協議を重ねて次

期通常国会への関連法案の提出を目指すこと

を述べた。今後の動向が注目されるところで

ある。

筆者は、「財政の健全化」と「社会保障の機

能強化」のために社会保障の安定財源を確保す

ることは不可欠だと考えている。その有力財源

である消費税の引き上げを先送りすれば、国の

債務残高が一層増えていく。財政に対する不安

が高まり、市場の反応によっては国民生活に大

きな痛みが生じることを懸念する。

本稿では、『社会保障・税一体改革成案』を

ベースに、改革の目的とその内容を概観した上

で、改革案への評価を指摘する。

まず、「社会保障と税の一体改革」の目的を

みていこう。改革の目的として、「財政の健全

化」と「社会保障の機能強化」があげられる（1）。

一見すると、この二つの目的は相反するように

もみえる。この点について、改革の方向性を定

めた社会保障改革に関する有識者検討会議（2）

（2010年11月～12月）は、「社会保障強化だけ

が追求され財政健全化が後回しにされるなら

ば、社会保障制度もまた遠からず機能停止する。

しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社

会保障の質が犠牲になれば、社会の活力を引き

出すことはできず、財政健全化が目指す持続可

能な日本そのものが実現しない。…この二つを

同時に達成するしか、それぞれの目標を実現す

る道はないのである」と述べている（3）。以下で

は、「財政の健全化」と「社会保障の機能強化」

の双方を実現しなくてはならない日本の現状を

概観していこう。

1．なぜ「社会保障と税の一体改革」が
必要なのか

政府の『社会保障・税一体改革成案』に示された通り、「財政の健全化」と「社会保障の機能

強化」のために消費税率の引き上げは必要であり、先送りすべきでない。一方で、就労促進策の

強化、中長期的な消費税率引き上げのスケジュールの提示、「重点化・効率化」施策の吟味、と

いった点などを今後検討していく必要がある。

社会動向レポート

社会保障　藤森クラスター

主席研究員 藤森　克彦

「社会保障・税の一体改革」を考える

― □□□□□□□□□□□□□□ ―

はじめに
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（1）財政の健全化

まず、一般政府――国、地方、社会保障基金

を合わせたもの――の債務残高（対GDP比）

をみると、日本では1990年代半ばから大きく

上昇し、2011年には204％にのぼる見込みであ

る。日本の債務残高は主要先進国の中で最悪の

水準となっている（4）（図表1）。

債務残高の中で大きな比重を占めているのは

国の借金である。国の公債残高は2011年度末

には668兆円（当初予算ベース）、対GDP比で

138％にのぼる見込みだ。国の借金を国民一人

当たりに換算すると、約524万円の借金を抱え

ていることになる。

このような巨額の借金を抱えるため、元利払

いの負担が大きくなっている。2011年度の一

般会計歳出に占める国債費（利払い費や債務償

還費など）は21.5兆円にのぼり、一般会計歳出

の23.3％を占めている（図表2）。国債費は、社

会保障関係費（28.7兆円、31.1％）に次いで大

きな歳出費目になっている。

もっとも、668兆円にも及ぶ公債残高からす

れば、21.5兆円程度の国債費はまだ低い水準と

もいえる。この程度の国債費で収まっているの

は、長期金利が低いためだ。2010年度の国債

金利（加重平均）は1.29％と、比較可能な

1975年度以降で最低水準となっている（5）。
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（注）本資料はOECD“Economic Outlook 88”による2010年12月時点のデータを用いており、2011年度
予算の内容を反映しているものではない。

（資料）財務省HP「債務残高の国際比較」より筆者作成。出典は、OECD, Economic Outlook 88  , Dec. 2010.
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図表 1　 一般政府の債務残高（対GDP比） 
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公共事業 
関係費 

地方交付税 
交付金等 

国債費 

（注）2010年度までは決算、2011年度は当初予算による。
（資料）財務省『日本の財政関係資料―平成23年度予算補足資料』2011年3月より筆者作成

図表 2　 一般会計歳出の構成の変化 
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しかし、もし長期金利が上昇すれば、公債残

高が膨大なだけに国債費は一気に高まる。国債

費が増えれば、その支払いは最優先なので社会

保障関係費を含む他の歳出費目を削減しなけれ

ばならない。また、増税もせざるをえないだろ

う。低所得者の生活はもちろんのこと、国民生

活全体が大きな打撃を受けることになるだろう。

既にこうした状況は、財政破綻で苦しむギリ

シャなどでみられる。無論、ギリシャと日本で

は同列に論じられない点がある。例えば、ギリ

シャでは海外勢の国債保有割合が高いのに対し

て、日本では家計部門に多額の金融資産残高が

あり、日本国債の約95％は国内の金融機関が

保有している。また、日本においては、今のと

ころ企業部門の資金需要が弱いので、国債市場

には安定的に資金が流入していて国債の国内消

化には問題がないようにみえる。

しかし、市場が、いつ何をきっかけに反応す

るかは誰にも予測できない。国債が保有されて

いる前提には、国債管理策や財政規律への信認

がある。その信認が失われれば、国内資金が国

債に向かわなくなることもありうる。また、高齢

化によって貯蓄率が低下したり、企業部門の資

金需要が回復すれば、長期金利の上昇につなが

る可能性もある。巨額の財政赤字には、大きな

リスクが潜んでいることを認識する必要がある。

国の公債残高と社会保障費の関係

ところで社会保障費は、上記でみてきた国の

公債残高とどのように関連しているのであろう

か。この点、社会保障費がどのような財源で賄

われているのかをみていこう。

まず、2011年度予算において年金・医療・介

護など社会保障制度を通じて国民に提供される

給付額の合計（社会保障給付費）は、107.8兆

円（対GDP比22.3％）と見込まれている（6）（図

表3）。そして、107.8兆円の社会保障給付費は、

保険料収入、公費負担、資産収入等といった財

源で賄われる。

上記財源のうち、公債残高との関係で問題に

なるのは「公費負担」である。なぜなら、公費

負担は、税収のみならず公債金収入（借金）に

よっても賄われているからだ。つまり、社会保

障給付費が増加すれば、公費負担の増加を通じ

て、国の借金が膨らむ構造になっている。

具体的には、2011年度の社会保障給付費を

賄う公費負担（39.4兆円）は、「国による負担」

（注）一般会計予算の歳出における「文教等」「公共事業」「防衛」の数値の単位は、「兆円」である。 
（資料）「社会保障給付費」については、社会保障に関する集中検討会議「社会保障の給付と負担の現状

（2011年度予算ベース）」（『別紙2』2011年6月2日）参照。「2011年度一般会計予算」は、財務省
『日本の財政関係資料―平成23年度予算補足資料』2011年3月より筆者作成
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図表 3　 社会保障給付費と一般会計予算の関係 
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（29.3兆円）と「地方による負担」（10.1兆円）（7）

に分かれる。このうち「国による負担」の大部分

は一般会計歳出の「社会保障関係費」（28.7兆

円、2011年度予算ベース）から支出されている。

一方、2011年度一般会計予算の歳入面をみ

ると、「公債金収入」が「租税及び印紙収入」

を上回り、歳入全体の5割弱も占めている（前

掲、図表3）。いわば、社会保障関係費の5割弱

が借金で賄われるとみなすことができる。他の

歳出費目も、公債金収入で相当程度賄われてい

る点は同様であるが、社会保障関係費は一般会

計歳出の中で31％を占め、最大の費目になっ

ている。このため、財政赤字への影響も大きい。

また、「地方による負担」（10.1兆円）も、そ

の一部には借金が充当されているとみなせる。

2011年度の「地方財政計画（当初）」をみると、

都道府県や市町村の歳入全体（82.5兆円）のう

ち地方債が13.9％を占めている（8）。また、国の

一般会計における地方交付金も、「地方による

負担」の一部を賄っている。

（2）社会保障の機能強化

以上のように、社会保障給付費の増加によっ

て国・地方の借金が増える構造がある。仮に

「財政の健全化」だけを目的にするのであれば、

社会保障給付費を削減するという手段も考えら

れるであろう。しかし、日本では「社会保障の

機能強化」も必要になっている。

というのも、日本の65歳以上人口は2010年

現在2,929万人（総人口に占める割合は23.1％）

であるが、2020年には1.2倍増えて3,590万人

（同29.2％）になると予測されている（9）。高齢

化の進展によって、現行の社会保障制度を維持

するだけでも、社会保障関係費は毎年約1兆円

の規模で増大していく見込みである（10）。

一方、日本の社会保障給付費を主要先進国と

比較すると、日本の水準は決して高くなく、

「低福祉」となっている。具体的には、2007年

の社会支出（対GDP比）をみると、日本は米

国に次いで低い水準にある（図表4）。しかも、

日本の高齢化率は2割を超え、主要先進国の中

で最も高い。一般に、高齢化率が高い国は社会

支出も高くなる傾向がみられるが、日本はそう

なっていない。日本の社会保障費は、高齢化率

との対比からみても「低福祉」となっている。

日本が「低福祉」でやってこられたのは、家族

と企業が国の社会保障制度を補う役割を果たし
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スウェーデン 

ドイツ  
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（高齢化率） 

（16.4％） 

（17.4％） 

（19.9％） 

（16.0％） 

（21.3％） 

（12.6％） 

※ 1. 「社会支出」は、「社会保障給付費」（ILO基準）よりも広い概念であり、①高齢、②遺族、③障害・
業務災害・疾病、④保健、⑤家族、⑥積極的雇用対策、⑦失業、⑧住宅、⑨生活保護、を含ん
でいる。

※ 2. 「社会支出」及び「高齢化率」は2007年の値。ただし、フランスの高齢化率は2006年の値。
（資料）「社会支出（対GDP比）」は、国立社会保障・人口問題研究所『平成20年度社会保障給付費』。元

データは、OECD, Social Expenditure Database 2010ed. による。「高齢化率」は、国立社会保
障・人口問題研究所『人口統計資料集2010』より筆者作成

図表 4　社会支出（※1）（対GDP比）の国際比較（2007年） 
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てきたためであろう。例えば日本では、身内に

失業者や要介護者がいれば、相当程度、家族で

支えてきた。また、日本の企業は、欧米と違っ

て不況期においてもできる限り正規労働者の雇

用を守り、住宅等の福利厚生を提供してきた。

しかし、単身世帯や高齢夫婦のみ世帯が増加

するなど、家族による助け合いが難しくなって

きている。また、企業は国際競争にさらされて、

固定費を抑えるために低賃金で雇用保障の乏し

い非正規労働者を増やしている。家族と企業の

セーフティネットが弱まる中で、社会保障を強化

していく必要がある。

それでは、「財政の健全化」と「社会保障の

機能強化」を目指す改革案は、どのような内

容になっているのだろうか。以下概観してい

こう。

（1）消費税率10％への引き上げとその使途

冒頭で指摘した通り、改革案では、2010年

代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を

10％まで引き上げることが示されている。で

は、引き上げ幅5％はどのような使途に用いら

れるのだろうか。「社会保障の機能強化」と

「財政の健全化」の二つに区分してみていこう

（図表5）。

改革案では引き上げ幅5％について、「改革に

伴う新規歳出増に見合った安定財源の確保」と

して2％（図表5の①と②）、「財政健全化（11）」に

3％（同③～⑤）を用いるとしている。前者の

2％分が「社会保障の機能強化」に関連した財

源と考えられる。このうち1％分は、「消費税引

き上げに伴う社会保障支出等の増加（②）」に

対応するものであり、社会保障の充実に向かう

財源ではない。したがって、実質的に「社会保

障の機能強化」に向けられるのは「制度改革に

伴う増加（①）」の1％分と考えられる。

消費税率を5％引き上げても、社会保障の充

実に向かうのはわずか1％というのは、社会保

障の機能強化に向けた費用があまりにも少ない

という印象をもつ。しかし、これは日本の財政

がいかに傷んでいるかということを示してい

る。社会保障の一層の強化を求めるのならば、

消費税率の更なる引き上げなど負担を増やして

いくしかない。

そして財政健全化は、消費税率3％分を用い

ることで、2015年段階での「財政運営戦略」

（2010年6月22日閣議決定）の目標を達成でき

る見込みである。同目標では、遅くとも2015年

度までに「国・地方の基礎的財政収支（対GDP

比）」及び「国の基礎的財政収支（対GDP比）」

を2010年度の水準から半減するとしている。

 

 

 

改革に伴う 
新規歳出増 

財政の健全化 

①制度改革に伴う増加 1％ 

②消費税引き上げに伴う社会保障支出等の増加 1％ 

③高齢化の進展に伴う費用増加 1％ 

④基礎年金国庫負担分2分の1の実現のための費用 1％ 

⑤将来世代に付け回しをしている費用の一部代替 1％ 

（資料）政府・与党社会保障改革検討本部「別紙3　社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成」
p.3、2011年6月30日を参考に筆者作成 

実質的な社会保障 
の機能強化 

 

図表 5　 消費税率の引き上げ幅5％の使途（2015年度） 

2．社会保障改革案の内容
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※ 1．上記表は、財政規模の表記のある項目を中心に筆者が抽出。
※ 2．各項目で「財政的影響は、改革の内容等によって変動」することが示されている。

（資料）社会保障に関する集中検討会議「別紙2　社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」2011年6月30日より筆者
作成

 
・0～2歳児保育の量的拡大

・質の高い学校教育・保育実現（幼保

一元化の実現）

・総合的な子育て支援の充実など

・指定制の導入による保育等への多

様な事業主体の参入促進 

・既存施設の有効活用 

・国及び地方における実施体制の一

元化 

・医療機能の分化・強化と連携、在宅

医療の充実等（8,700億円）

・地域ケアシステムの構築等在宅介護

の充実、ケアマネジメントの機能強

化、居住系サービスの充実

・介護施設のユニット化（2,500億円）

・上記重点化に伴うマンパワーの増強

（2,400億円）

・平均在院日数の減少

（▲ 4,300億円程度）

・外来受診の適正化

（▲ 1,200億円）

・介護予防・重度化予防

・介護施設の重点化（在宅への移行）

　（▲ 1,800億円）

＜提供体制の機能強化と効率化・重点化＞ 

・国保の低所得者保険料軽減の拡充等 

（～2,200億円）

・介護保険第 1号保険料の低所得者保険

料軽減強化（～1,300億円）

・長期高額医療の高額療養費の見直し

による負担軽減（～1,300億円）

・総合合算制度（～4,000億円）など

・最低保障機能の強化（6,000億円）

・ジョブカードの活用による若者の安定的雇用の確保 

・非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの

策定など 

・雇用保険・求職者支援制度の財源の検討 

・短時間労働者に対する被用者保険

の適用拡大（▲ 1,600億円）

・介護納付金の総報酬割導入（▲

1,600億円）

・受診時定額負担等（初診・再診時

100円の場合、▲1,300億円）

・高所得者の年金給付の見直し等※2 

 

＜セーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対策＞ 

 追加 
所要額 主な「充実化」項目 主な「重点化・効率化」項目 

こども 

子育て 

医療 

介護等 

年金 

就労 

促進 

合　計 

 

0．7兆円

～1．4兆円

～▲0．7兆円

～▲0．5兆円※2

約1．0兆円程度※2

0．6兆円程度※2

2．7

兆円

～0．6

兆円程度

～0．6

兆円程度※2

～1．0

兆円程度

0．7

兆円

－ 

3．8兆円 ～▲1．2兆円

図表 6　 社会保障改革の主な具体策と費用試算※1（2015年） 
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（2）社会保障の機能強化の内容

それでは、消費税率1％分を用いて実施する

「社会保障の機能強化」はどのような内容だろ

うか。改革案では、社会保障の「充実」に向け

て社会保障費を増額させる部分と、「重点化・

効率化」によって社会保障費を減額する部分の

両方が併記されている。そして、「充実」のた

めの費用から「重点化・効率化」の費用を差し

引いて、全体的には約2.7兆円の追加的な公費

投入を必要としている（図表6）。追加的所要額

の約2.7兆円分を消費税率に換算すれば、ほぼ

1％の引き上げ幅に相当する。

追加的所要額を分野別にみると、「こども・子

育て」分野には0.7兆円が新たに投入される。な

お、税制抜本改革以外の財源も含めて、今後1

兆円を超える程度の措置を検討するとしている。

また、医療・介護分野では、在宅医療や介護

施設のユニット化などの「充実」に向けて約

2.4兆円が投入される。その一方で、平均在院

日数の減少や外来受診の適正化、施設介護から

在宅介護への移行などの「重点化・効率化」に

よって1.2兆円程度まで削減できるとみている。

全体では1.6兆円弱程度の公費が追加的に投入

される見通しである。

年金分野をみると、低所得者や障害基礎年金

への年金給付の加算や、受給資格期間の短縮な

ど最低保障機能の「充実」のために、0.6兆円

程度が追加的に必要とされる。一方、「重点

化・効率化」に向けた対策として、高所得者の

年金給付の見直し（12）、デフレ下でのマクロ経済

スライドの適用（13）、支給開始年齢の引き上げ（14）、

標準報酬の引き上げなどが提案されている。し

かし、これらの「重点化・効率化」に基づく削

減額は、先に示した追加的所要額の算定に含ま

れていない。

最後に、就労促進分野では、「ジョブカード

の活用等による若者の安定雇用の確保」や、

「非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取

り組むための総合的ビジョンの策定」などがあ

げられている。しかし、これら施策に必要な所

要額は示されていない。これは、消費税収につ

いては、年金・医療・介護・少子化対策の「社会

保障四経費」に充当することが決められている

ためであろう（15）。就労促進策を強化するのなら

ば、別途財源を確保する必要がある。

以上のように、改革の大枠は示されたとはい

え、具体策や所要額について明確になっていな

い点も多い。改革案では、「政府・与党におい

ては、本案に基づき更に検討を進め、その具体

化を図ることとする」と指摘されている（16）。

筆者は、『社会保障・税一体改革成案』の方

向性は概ね妥当と考える。すなわち、①「財政

の健全化」と「社会保障の機能強化」の同時達

成という目的、②その財源として2010年代半

ばまでに消費税率の段階的引き上げを明示した

こと、③社会保障政策について「充実」と「重

点化・効率化」の双方を検討し、全体としては

社会保障費の総額が増える方向で改革するこ

と、といった3点は適切だと考えている。

消費税率の引き上げに関して

特に、社会保障の維持・強化のために、消費

税率の引き上げを示したことは重要だ。当然

のことながら、今後も無駄の削減には注力し

なくてはならないが、無駄の削減だけで「社

会保障の機能強化」と「財政の健全化」の実

現は難しい。また、景気回復による税収増も

望まれるが、GDP比で200％を超える債務残高

を抱える現状では、楽観的な経済見通しに基

づく財政再建の議論はリスクが高い。しかも、

景気回復に伴って長期金利が上昇することも

考えられる。税や社会保険料の引き上げは必

要である。

3．改革案に対する評価
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そして、「租税負担率（国民所得に対する租

税収入の割合）」と「社会保障負担率（国民所得

に対する社会保険料収入の割合）」の推移をみ

ると、社会保障負担率は、高齢化率の上昇に伴

ってこれまで緩やかに上昇してきた（図表7）。

一方、租税負担率は、減税の実施や不況による

税収減少のために90年の水準よりも低下してい

る。高齢化の進展によって社会保障費が増加し

ているにも関わらず租税負担率が低下してきた

ことは、財政赤字を拡大させた大きな要因と考

えられる。社会保険料の引き上げも必要である

が、まずは租税負担を高めることが求められる。

それでは、租税の中で、なぜ消費税率の引き

上げなのか。消費税の特徴として、特定の世代

に偏らずに広く全世代が負担する財源であるこ

とや、景気に左右されにくく安定した税収を得

やすいことなどがあげられている（17）。また、消

費税は、所得税、法人税と並ぶ基幹税であるが、

日本の現行の消費税率5％は、主要先進国と比

べて低い水準にあり、引き上げの余地がある。

すなわち、他国の付加価値税率（標準税率）を

みると、スウェーデン25％、英国20％、イタリ

ア20％、フランス19.6％、ドイツ19％、カナ

ダ5％となっている（18）。

一方、消費税の欠点として、相対的に低所得

者ほど負担が重くなるという逆進性が指摘され

ている。しかし、社会保障は所得の再分配であ

るので、少なくとも社会保障強化に用いられる

消費税増加分は、社会保障給付を通じて高所得

者から低所得者に流れることが考えられる。社

会保障の財源を拡大することは再分配を大きく

するので、給付も含めて考えれば低所得者にプ

ラスになるはずである。さらに、所得税や住民

税の累進性の強化によって、税制全体で消費税

の逆進性を緩和することも考えられる。

また、消費税増税が景気に与える影響につい

ては、検討会で報告されている（19）。過去の事

例から「増税や負担増が必ずしも景気後退を招

いてはいない」ことや、1997年の消費税の引

き上げについてもその後の「景気後退の『主因』

 

  

※ 1. 租税負担率＝租税負担／国民所得、社会保障負担率＝社会保険料負担／国民所得。高齢化率は、
総人口に占める65歳以上人口の割合。

※ 2. 2009年度までの租税負担率と社会保障負担率は実績。2010年度は実績見込み。2011年度は見
通しである。

（資料）租税負担率と社会保障負担率は、財務省「国民負担率（対国民所得比）の推移」。高齢化率は総
務省統計局HP「日本の長期統計系列（第2章　人口・世帯）」により筆者作成。
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図表 7　 租税負担率（対国民所得比）と社会保障負担率（同）と高齢化率の推移 
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とは考えられない」ことが指摘されている。さ

らに、消費税増税分を社会保障に充てれば将来

不安が払拭されることによって「経済に与える

影響は小さくなることが期待される」とも述べ

られている。

旧自公政権とほぼ同様の方向性

なお、今回の改革案の方向性は、2008年に

福田政権の下で開催された「社会保障国民会議」

の最終報告書とほぼ同じといえる。同報告書で

は、社会保障制度の「持続可能性」のみならず

「機能強化」も目指して、「あるべき姿」に向け

て必要となる追加的所要額を示した（20）。今回、

民主党政権において、自公政権とほぼ同じスタ

ンスの改革案が提示されたことは、「財政の健

全化」と「社会保障の機能強化」を共に実現し

なくてはならないという日本の現状を直視すれ

ば、どの政権であれ、改革の選択肢は限られる

ということであろう。

一方、改革案には、今後議論を深めるべき点

がある。以下では、主たる課題をあげていく。

（1）就労促進策の強化

まず、就労促進策の強化である。就労促進策

の強化は、中長期的に「社会保障の機能強化」

と「財政の健全化」の双方に資する面がある。

例えば、失業者が労働市場に戻れれば、働くこ

とによって生活防衛を図れるとともに、納税者に

なって中長期的に財政負担の軽減に貢献する可

能性もある。改革案でも、「雇用などを通じて

参加が保障される社会」や、若年層の就労・能

力開発支援を中心にした「未来への投資」が重

視されている（21）。しかし、消費税収は社会保障

四経費（年金・医療・介護・少子化対策）に充て

ることが決定しているため、就労促進のための追

加的所要額が示されていない（前掲、図表6）。

ところで、近年の雇用の状況をみると、2008

年のリーマン・ショック以降、失業期間1年以

上の長期失業者が増加し、2010年には121万人

にのぼっている。これは、統計上比較可能な

2002年以降で最多の水準である（22）。また、90

年代半ば以降、高齢者のみならず、現役世代に

おいて生活保護を受給する人の割合が高まって

いる（23）。働ける人に対しては、きめ細やかな就

職相談や職業訓練を行うべきであり、こうした

役割を担うスタッフの増強などが必要である。

そして日本は、主要先進国の中で就職相談や

職業訓練などの「積極的雇用対策費」（対GDP比）

の水準が低い（図表8）。この中で英国は、90年

代末以降、失業者に個人アドバイザーをつける

などして、就職相談・職業訓練に注力してきた

国である。仮に英国並みに積極的雇用対策を充

実させるとすれば、粗い試算では年間3千億円

弱が必要になると考えられる（24）。就労促進に必
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※ 英国は2007年度の数値。米国、日本、カナダは経年。
（資料）OECD, OECD Employment Outlook, 2010.

図表 8　積極的雇用対策費（対GDP比）の国際比較（2008年） 
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要な所要額について精査をしていくと共に、財

源として雇用保険の給付内容の見直しや雇用保

険料の引き上げを検討していく必要があろう。

不況下の積極的雇用対策

ところで積極的雇用対策については、不況下

で求人が低迷している中ではその効果は限定的

との見方もある。しかし業種別にみると、人手

不足の産業もある。例えば、介護分野の有効求

人倍率は1.53倍（2010年11月）となっている（25）。

実際、2000年から2010年にかけて、ほとんどの

産業で就業者が減少する中で、「医療・福祉」分

野は190万人も就業者が増加している（図表9）。

今後をみても、日本の労働力人口は、2006

年から2030年にかけて年平均で20万～45万人

減少していくのに対して（26）、介護職員数は毎年

5.3万～7.7万人増加させていく必要があると指

摘されている（27）。換言すれば、介護分野は労働

需要が確実に見込め、まずはこうした分野で失

業者が職を得られるように就職相談や職業訓練

を強化することは重要であろう。

ちなみに、現在介護職員が不足している大き

な要因は、介護職の賃金が低いこともある。介

護職が一定の生活をしていける程度に賃金を高

める必要があり、そのためには、今後介護保険

料の引き上げも検討すべきであろう（28）。

介護保険料の引き上げに対しては、現役世代

の負担を高めるとして反対の声もある。しかし、

介護分野を魅力的な雇用の場とすることは、現

役世代に対する支援になるはずだ。また、公的

介護サービスを拡充すれば、要介護者を抱える

現役世代の介護負担が軽くなり、「仕事と介護

の両立」を行いやすくなる。現役世代と高齢世

代はつながって存在しているのであり、一面的

に世代間格差を捉えて議論することには注意が

必要だ。

（2）中長期的な消費税率引き上げのスケジュ

ールの提示

次に、2010年代半ば以降の消費税率の引き
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2000年から2010年にかけての 
就業者数の増減（左目盛） 

2010年の全就業者に占める産業別 
就業者数の割合（右目盛） 
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（万人） 

※ 1. 上記表では、「分類不能の産業」を省略した。ちなみに、「分類不能の産業」では、同期間で就
業者は91万人増加した。なお、「全就業者に占める産業別就業者の割合」では、「分類不能の
産業」も全集業者数に含めて計算をした。

※ 2. 就業者は15歳以上。
（資料）総務省統計局『平成22年国勢調査抽出速報集計結果』2011年、pp.24-25より筆者作成。

図表 9　産業別にみた2000年から2010年にかけての就業者数の増減 
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上げのスケジュールを明示すべきである。改革

案では、2010年代半ばまでの消費税率10％へ

の引き上げを、財政健全化目標の達成に向かう

「一里塚」と表現している（29）。この言葉の通り、

「財政運営戦略」（2010年6月22日閣議決定）で

は、遅くとも2020年までに「国・地方」及び

「国」の基礎的財政収支を黒字化するという次

の目標が掲げられている。さらにストック目標

として、「2021年度以降において、国・地方の

公債等残高の対GDP比を安定的に低下させる」

ことも目標になっている。

2010年代半ばまでに消費税率を5％分引き

上げても、その後も消費税率を引き上げていか

なくては、これら目標の達成は難しいだろう。

2010年代半ば以降の中長期的な消費税率の引

き上げのスケジュールも示して、国民から合意

を取り付ける努力をすべきである。深刻な財政

状況と中長期的な対応の必要性を国民に説くこ

とが政治の責任だと思われる。

（3）「重点化・効率化」していく施策の吟味

さらに、厳しい財政状況の中で、「重点化・

効率化」に向けた施策の吟味も必要であろう。

特に年金分野においてデフレ下でのマクロ経済

スライドの適用は早期に実施すべきだと考え

る。デフレ下で現役世代の賃金が低下している

のだから、高齢世代の年金額もそれに応じて減

額するのはやむを得ない。

また、年金の支給開始年齢の引き上げの検討

も始めるべきであろう。その際、就労促進策を

強化しながら高齢者の雇用の場をいかに確保し

ていくかという点も考えていく必要がある。

一方、医療分野であげられていた「受診時定

額負担制」の導入には反対である。これは、患

者が初診・再診時に支払う従来の窓口負担に、

100円程度を加算するというものだ。保険料や

公費負担の引き上げと異なって、窓口負担の引

き上げは患者のみに負担を強いる。このため、

低所得層の患者を中心に受診抑制につながる恐

れがある。無論、100円であればたいした額で

はないと考えられがちであるが、制度が導入さ

れれば、その後段階的に引き上げられる可能性

がある。また、既に日本の患者の窓口負担の割

合は、主要先進国と比べて高い水準にある。

今回の改革案で重要なのは、消費税率の引き

上げを先送りすべきではないという点であろ

う。先述の通り、消費税率を5％幅で引き上げ

ても、実質的に社会保障の強化に向かうのは

1％である。それだけ日本の財政が傷んでいる。

私たちは、この現実を直視しなくてはならない。

本来であれば、もっと早い時期に税や社会保

険料を引き上げて、財政の悪化を防ぐべきであ

った。しかし、景気の良い時には「今増税をした

ら景気が悪化する」と言い、景気が悪い時には

「今は増税をする時期ではない」といい、国民は

それを支持してきた。高齢化によって社会保障

費は増え続けるのに、それに対する財源を確保

してこなかった。そのツケが回ってきている。

このまま負担の先送りを続ければ債務残高が

増え続け、社会保障の機能強化を行う余地はさ

らに小さくなっていくであろう。そして、ひと

たび長期金利が上昇すれば、増税と社会保障費

の削減を同時に行わざるを得なくなり、国民生

活が大きな打撃を受ける事態も想定される。そ

の時の痛みは、今の段階で増税をするよりも大

きな痛みとなるだろう。

確かに、「社会保障の機能強化」と「財政の

健全化」を同時に達成していくことは、険しい

道のりである。しかし幸いなことに、日本の税

や社会保険料の負担水準は主要先進国の中で低

い水準にある（30）。税や社会保険料の引き上げの

余地はまだ残されている。

先の震災のような自然災害の発生を人間の力

おわりに
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で抑え込むことは難しいが、財政危機を回避し、

社会保障の機能強化を通じて人々の生活を守っ

ていくことは、人間の力で成し得ることであろ

う。少子高齢化が進む中で震災が起こり、日本

ではより一層「支え合う社会」の構築が求めら

れているように思う。そのためには、まずはその

費用を皆で分かち合うことが必要になっている。

注
（1） 社会保障改革に係る基本方針として、「少子高齢化

が進む中、国民の安心を実現するためには、『社会

保障の機能強化』とそれを支える『財政の健全化』

を同時に達成することが不可欠であり、それが国

民生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成

長につながっていく」ことが示され、同方針が閣

議決定されている（2010年12月14日）。
（2）「社会保障と税の一体改革」については、2010年

10月に政府・与党社会保障改革検討本部が設置さ
れ、以来、同年11月から12月にかけて「社会保障
改革に関する有識者検討会」、2011年2月から6月に
かけては「社会保障改革に関する集中検討会議」

が開催された。そして2011年6月30日に政府・与党
社会保障改革検討本部で成案が決定し、7月1日に
閣議報告が行われた。なお、当初予定されていた

改革案の閣議決定は見送られた。
（3）『社会保障改革に関する有識者検討会報告』（2010
年12月8日、pp.12-13）

（4） 一般政府の総債務残高から、政府が保有する金融

資産（公的年金の積立金等）を差し引いた「純債

務残高」（対GDP比、2010年）をみても、日本
（114.9％）、イタリア（104.1％）、米国（66.6％）、フ
ランス（57.2％）、英国（53.5％）、ドイツ（52.7％）、
カナダ（30.3％）となっていて、主要先進国の中で最
悪の水準となっている（財務省『日本の財政関係資料』

（2010年8月、p.14））。
（5） 財務省HP「普通国債の利率加重平均の各年ごとの
推移」（1975年度末以降）

（6） なお、107.8兆円（2011年度予算ベース）の社会保
障給付費には、地方が単独で行っている社会保障

関連サービス7.7兆円（2011年度推計）が含まれて
いない（片山善博総務大臣「地方単独事業について」

第2回成案決定会合、資料2（2011年6月13日p.3））。
（7） 国と地方で「債務残高と税収の比率」や「実質公債

費比率」を比べると、相対的に国が地方よりも厳

しい財政状況にあることが指摘されている（財務

省『日本の財政関係資料』（2010年8月、p.44））。
（8） 総務省HP「地方財政関係資料」
（9） 2010年の65歳以上人口は、総務省『平成22年国勢
調査　抽出速報集計結果』による。2020年の65歳
以上人口（将来推計）は、国立社会保障・人口問題

研究所編『人口の動向―日本と世界』2011年、に
基づく。

（10）財務省『日本の財政関係資料』（2010年8月、p.32）
（11）内閣府による2015年度の試算結果（2011年1月）
から、「国・地方及び国の基礎的財政収支の赤字

（対GDP比）を2015年度までに2010年度の水準か
ら半減する」という財政健全化目標の達成のため
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には、消費税率換算で約3％のプライマリー・バラ
ンス（国・地方）の改善を必要とする（政府・与党

社会保障改革検討本部「別紙3 社会保障改革の安

定財源確保と財政健全化の同時達成」（2011年6月
30日、p.3））。

（12）仮に年収１千万円以上から年金給付額の減額を開始

して、1,500万円以上は公費負担分を全額減額とす
ると、450億円程度の公費縮小となる見込み（政府・
与党社会保障改革検討本部「別紙2 社会保障改革

の具体策、工程及び費用試算」（2011年6月30日、
p.4））。

（13）仮に特例水準を3年間で解消すると、年金額が▲
2.5％削減され、毎年1千億円程度の公費が縮小する。
その後、単に毎年▲0.9％のマクロ経済スライドを
すると、毎年1千億円程度の公費が縮小する見込み
（同上、p.5）。

（14）基礎年金の支給開始年齢を引き上げる場合、1歳引
き上げるたびに、引き上げ年において５千億円程

度、公費が縮小（同上、p.5）。
（15）平成21年税制改正法附則104条
（16）政府・与党社会保障改革検討本部『社会保障・税一
体改革成案』（2011年6月30日、p.1）

（17）「平成23年度第4回税制調査会「資料（抜粋）」
（2011年6月10日、p.1、p.13）。政府・与党社会保
障改革検討本部『社会保障・税一体改革成案』
（2011年6月30日、p.9）

（18）税制調査会「（参考資料）主要税目の特徴」第4回
税制調査会資料（2011年6月10日、p.7）

（19）吉川洋「社会保障・税一体改革の論点に関する研究
報告書 説明資料（第Ⅱ部）」政府・与党社会保障

改革検討本部、資料3－2（2011年5月30日）
（20）社会保障国民会議『社会保障国民会議　最終報告』

（2008年11月4日）
（21）政府・与党社会保障改革検討本部『社会保障・税一

体改革成案』（2011年6月30日、p.2.）
（22）総務省統計局『労働力調査（詳細結果） 平成12年
平均（速報）』（2011年2月）

（23）国立社会保障・人口問題研究所「年齢階級別被保護

人員と保護率の年次推移」
（24）図表8に示した両国の積極的雇用対策費（対GDP比）
の差（0.06％）に、2011年度の日本のGDP484兆
円を掛け合わせて試算した。ちなみに、現行の雇

用保険料率（1.55％、2011年度）を0.2％引き上げ
れば3千億円程度を捻出できる見込み。なお、英国
の失業率は5.3％（2007年）に対して、日本の失業
率は4.0％（2008年）。2009年には日本の失業率は
5.1％に上昇した（OECD, OECD Employment
Outlook 2010.）。

（25）今後の介護人材養成の在り方に関する検討会『今

後の介護人材養成の在り方について（報告書）』

（2011年1月23日、p.4）
（26）独立行政法人労働政策研究・研修機構『平成19年労
働力需要の推計』（2008年2月22日）

（27）社会保障国民会議（2008年）による試算。
（28）イノベーションによる経済成長に比べて、公的介

護費用の増加による経済成長への寄与は緩やかな

ものと考えられる。ただし、確実に労働需要が見

込め、消費を高めていく点で経済成長に効果をも

つ。一方、他分野においてイノベーションによる

経済成長が求められることは言うまでもない。
（29）政府・与党社会保障改革検討本部『社会保障・税一

体改革成案』p.11
（30）2008年の国民負担率（対国民所得比）を主要先進
国間で比較すると、米国（32.5％）、日本（40.6％）、
英国（46.8％）、ドイツ（52.0％）、スウェーデン
（59.0％）、フランス（61.1％）となり、日本は米国
に次いで低い水準である（税制調査会「平成23年度
第4回税制調査会　参考資料」（2011年6月10日））。
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