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東日本大震災以降の原発停止に伴う化石燃料
消費量の増加により、日本の2013年度のエネ
ルギー起源CO2排出量は12.24億トンと過去最
高を記録した（1）。また、2014年10月に気候変
動政府間パネル（IPCC）が公表した「第5次評
価報告書」では、人間活動により地球温暖化が
引き起こされた可能性をより強く明示するとと
もに、大幅な排出削減の行動を早急に講じるよ
う各国に改めて警鐘を鳴らした（2）。
政府は今後、「原発依存度を可能な限り低減」（3）

しつつCO2排出量を大幅に削減していくため
に、あらゆる施策を総動員する必要があり、税
制はそのための有効なツールのひとつである。
わが国においては、地球温暖化対策のための税
（地球温暖化対策税）や車体課税のグリーン化な
ど環境の視点を組み込んだ施策が講じられて
きたところであるが、第四次環境基本計画（2012

年閣議決定）に「税制全体のグリーン化を推進す
る」（4）ことが盛り込まれたことを受け、環境省
も、税制、財政、環境経済学などの有識者から
なる「税制全体のグリーン化推進検討会」（5）を
2012年度より開催し、持続可能な社会の構築
を推進する観点から、環境面から望ましい税制

 はじめに
のあり方等について検討を進めている。
世界に目を向けると、炭素税や排出量取引な
どの経済的手法を用いて社会を低炭素化するこ
とが、経済成長やイノベーションにつながると
する報告書が数多く出されている（6）。特に、野
心的なCO2排出削減目標を掲げ、世界の気候変
動交渉を主導する欧州連合（EU）では、毎年の
経済成長の優先課題を示した「年次成長概観」（7）

などにおいて、グリーン成長や財政規律の観点
から、税負担を労働や所得から消費や環境にシ
フトすべきとの方向性が明確に打ち出されてお
り、日本が学ぶべき点は少なくない。
そこで筆者らは、欧州の最新動向を把握する
ため、EUおよび先進的な取組みを実施してい
るフィンランド、デンマーク、英国、ドイツを
訪問し、行政担当者など当該分野の専門家に対
して、炭素税の導入背景、環境関連税制の最新
情報（税率、税収・使途、軽減措置等）、手法
間の政策調整（ポリシーミックス）などに関す
るヒアリング調査を実施した。本稿では、この
調査結果に基づき、日本および欧州における税
制グリーン化の動向について整理するととも
に、日本と欧州の比較を行い、日本の税制グリー
ン化の今後の方向性について筆者らの意見を述
べたい。

国際的に注目を集める税制グリーン化について、日本および欧州の最新動向を、各国政府への
ヒアリング調査等に基づき整理した。また、日本と欧州の取組みを比較し、そこから示唆される
日本の税制グリーン化の方向性について論じた。
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1.6%程度で米国やカナダを上回っているが、
欧州諸国よりは小さい。デンマークに至っては
4%程度と日本の2.5倍である。また、国によっ
て税収構成に違いがあることも分かる。日本の
ように、「エネルギー課税」と「車体課税」が
ほぼ全てを占めている国もあれば、水道税や包
装税など日本で導入されていない税を有するデ
ンマークやオランダのように、「その他の課税」
が一定の割合を占めている国もある。
以降では、日本や欧州で実際にどのような税
制グリーン化の取組みが行われているのか、具
体的に見ていきたい。

それではまず、日本の動向について見てみよ
う。図表2のように、2014年（当初予算）の環
境関連税収のうち、エネルギー課税と車体課税
をあわせた税収は約7.3兆円で、税収全体の8%

程度を占めている。エネルギー課税や車体課税
以外にも、森林環境税、産業廃棄物税、狩猟税
などの環境関連税が主に地方自治体で導入され

 2. 日本における税制グリーン化の最新動向

はじめに、「税制グリーン化」とは何を意味
しているのかについて確認しておきたい。「税
制グリーン化」とは、持続可能な社会を構築す
るという観点から、環境負荷の抑制に向けた経
済的インセンティブを働かせるため、税制を環
境負荷に応じたものとすることである（8）。こ
のように環境分野に関連すると考えられる行為
やモノに対して課税することで、環境の観点か
ら望ましい社会を実現する（社会をグリーン化
する）試みといえる。
経済協力開発機構（OECD）によると、環境
関連税は、ガソリンや電気などのエネルギー物
品に対する「エネルギー課税」、自動車やその
他の輸送手段に対する「車体課税」、および廃
棄物や天然資源などに対する「その他の課税」
に区別されている（9）。
環境関連税からの税収がGDPに占める割合
はどの程度であろうか。図表1にOECD加盟国
の2012年値を示した。これを見ると、日本は

 1. 税制グリーン化とは

（注）メキシコでは輸送用燃料や家庭用電力に補助金を出しておりマイナスで計上されている。
（資料）OECD Database on instruments used for environmental policyよりみずほ情報総研作成。

図表1　GDPに占める環境関連税の税収の割合（2012年）
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率を期限を定めず当分の間、維持することとし
た。このように、環境の側面に配慮した税制の
取組みも実施され始めている。
さらに2012年10月、およそ20年にわたる議
論の末、地球温暖化対策税が石油石炭税の税率
を上乗せする形で導入された。地球温暖化対策
税は、図表3に示したように、全ての化石燃料
に対してCO2排出量に応じた税率を等しく課税
する、いわゆる炭素税（Carbon Tax）である。
税率は3年半をかけて段階的にCO2排出量1ト
ン当たり289円（原油・石油製品の場合1kℓ当た
り760円、LPG・液化天然ガスの場合1t当たり 

780円、石炭の場合1t当たり670円）まで段階的
に引き上げられ、税率の引き上げが完了した
2016年度以降の税収は2,600億円程度と見込ま
れている。税収は全てエネルギー対策特別会計
に繰り入れられ、省エネ対策や再エネ普及策な
どのエネルギー起源CO2の排出削減を目的とす
る事業に充当され、現状より2%程度のCO2排
出削減効果が見込まれている（11）。
地球温暖化対策税に対しては、「課税の廃止
も含め、抜本的に見直すべき」などの産業界か
ら根強い反発の声もあるが（12）、政府の進める

ているが、これらの税収は環境関連税収全体の
1%に満たないため（10）、以降ではエネルギー課
税と車体課税に焦点を当て、説明を加える。

（１）エネルギー課税 
化石燃料の輸入・採取段階で課税される石

油石炭税と、石油製品の流通段階で燃料ごと
に課税される揮発油税、地方揮発油税、石油
ガス税、軽油引取税、航空機燃料税、および
販売電力に対して課税される電源開発促進税
の合計7つの税が存在し、これらを合わせた税
収は2014年に約4.8兆円で、日本の税収全体の
5%程度を占めている。
エネルギー課税は当初、道路や空港整備に

要する費用の財源と位置づけられていたが、
2009年に道路特定財源が廃止され、一般財源
化された。また、2005年に石油税を石油石炭
税に改組した際は、熱量当たりのCO2排出量
が大きい石炭への課税を新たに開始するととも
に、税収の一部を一般会計から特別会計に繰り
入れ、CO2排出抑制のための施策等に充てるこ
ととした。また2010年には、環境面への影響
や厳しい財政事情を考慮し、揮発油税の暫定税

（資料）財務省「平成26年度租税及び印紙収入予算の説明」、総務省「平成26年度地方団体の歳入歳出総額の見込額」より
みずほ情報総研作成。

図表2　税収全体（国税・地方税）に占める環境関連税収の割合
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排気量（自動車税）、定額（軽自動車税）であり、
燃費やCO2排出量などの環境性能は採用され
ていない。但し、2001年の自動車税のグリー
ン化特例を皮切りに、自動車取得税や自動車
重量税のエコカー減税、自動車重量税の複数
税率の設定など、燃費に着目した特例措置が
導入されている。
車体課税については、「平成26年度与党税制

改正大綱」（15）において、消費税率10%段階で
自動車税の取得時の課税として環境性能課税
（環境性能割）を新たに実施することや、2015

年度からの軽自動車税の税率引き上げなどが明
記されたこともあり、グリーン化をより重視し
た課税への変更が行われる見込みである。

それでは次に、欧州の動向について見てみよ
う。本稿では、環境関連税制に関して数多く
の先進的な取組みが実施されている北欧2カ国
（フィンランド、デンマーク）および欧州主要2カ

 3. 欧州における税制グリーン化の動向

成長戦略にも貢献し得るとの期待も大きく（13）、
環境省の「税制全体のグリーン化推進検討会」
においても、地球温暖化対策税によるCO2排
出削減効果を最大限発揮させるための方策の
検討など、エネルギー課税の分野におけるさら
なる取組みについて検討することが必要との提
言がなされている（14）。

（２）車体課税
自動車の取得に対して課税される自動車取得

税と、保有に対して課税される自動車重量税、
自動車税、軽自動車税の合計4つの税が存在
し、これらを合わせた税収は2014年に約2.5兆
円で、日本の税収全体の3%程度を占めている。
また、2009年の道路特定財源の廃止に伴い税
収は一般財源化されているが、重量税の一部は
「公害健康被害補償法」（1973年制定）に基づき、
公害健康被害補償財源として活用されている。
現行制度では、課税標準はそれぞれ、取得

価額（自動車取得税）、重量（自動車重量税）、

（資料）環境省「地球温暖化対策のための税の導入」よりみずほ情報総研作成。

図表3　地球温暖化対策税の概要
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数十倍（2014年は暖房用35EUR/tCO2～輸送用
58EUR/tCO2）となっている（20）。なお、バイオ
燃料やコジェネレーション（CHP）に対して炭
素税の減免措置が講じられており、化石燃料と
比較して35～60%のCO2排出削減効果がある
バイオ燃料については50%減税、60%以上の
削減効果がある場合は免税となり、CHP用燃
料については50%減税となる（21）。
車体課税には、取得に対して課税される自

動車登録税と、保有に対して課税される自動
車税がある。EUの「CO2排出規則」導入に
向けた議論に対応し、2008年に乗用車の自動
車登録税の課税標準の見直しを行い、CO2排
出量に応じた税率（5～ 50%）に変更した。さ
らに2011年には、自動車税についても見直し
を行い、乗用車とガソリン貨物車の課税標準
を重量からCO2排出量に変更した。さらに、
2013年には税率の引き上げを行った。これら
一連の見直しの影響もあり、2014年の平均的
な新車乗用車からのCO2排出量は、変更前の
2007年と比較して3割程度減少している（22）。

（２）デンマーク
1970年代までエネルギー輸入国であったデ
ンマークは、オイルショック時に深刻な経済不況
を経験した。これを機に政府は、環境保全を成
長の原動力に位置づけ、風力発電などのグリー
ン産業を振興するとともに、エネルギー消費量
やCO2排出量に関する野心的な削減目標を実
現するため、CO2税の導入などの環境税制改革
に取り組んできた。北海油田の採掘成功も後押
しとなり、今日ではEU有数のエネルギー輸出
国として経済と環境の両立に成功している（23）。
エネルギー課税には、熱量に応じて課税さ
れるエネルギー税（ガソリン税、電気税など）
とCO2排出量に応じて課税されるCO2税があ
る。税収は全て一般会計に組み入れられてい

国（英国、ドイツ）、計4カ国を取り上げる。
EUにおいて税制は加盟国の専権事項である
が、冒頭で述べたように、グリーン成長や財
政規律の観点から、環境税にシフトすべきと
する方向性が欧州委員会から打ち出されてい
ることに加え、燃料および電力に対する最低
税率を規定した「エネルギー製品と電力に対
する課税に関する枠組み指令」（16）（エネルギー
税制指令）や新車乗用車のCO2排出目標を規定
した「CO2排出規則」（17）などのEUの指令や
規則が、加盟国の税制に影響を及ぼしている。
こうしたEUとの関連性も踏まえながら、以

下に、各国の税制グリーン化の最新動向につ
いて整理した。作成に当たっては、EUおよび
各国の行政担当者など当該分野の専門家に対
する現地ヒアリング調査結果を基にした。な
お、図表4には、4カ国の環境関連税制の概要
を示しているので、適宜参照されたい。

（１）フィンランド
フィンランドは、1990年に所得税率引き下

げに伴う税収の縮小を補うため、世界で初め
て炭素税（税率1.12EUR/ tCO2

（18））を導入し
た。また、上述の「エネルギー税制指令」や「CO2

排出規則」などEUレベルで議論されている環
境関連の先進的な取組みを、率先して国内制
度に取り入れている国でもある。
エネルギー課税には、熱量に応じて課税さ

れるエネルギー税、CO2排出量に応じて課税さ
れる炭素税、および非常時用燃料備蓄のため
の燃料備蓄税がある。EUの「エネルギー税制
指令」改正の動き（19）に対応して行われた2011

年の環境税制改革によって、エネルギー税の
課税方式を従来の固有単位から熱量単位に変
更するとともに、石炭に対する課税を開始し
た。このとき炭素税率も引き上げられ、その後
の引き上げも加わり、炭素税の税率は導入時の
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所有に対する自動車税、重量車に対する走行
課徴金、その他に自賠責保険料に基づき算定
される自賠責保険税がある。自動車登録税は
車体価格に応じて税額が定まるが、2007年に、
乗用車について、燃費に応じた補助金・罰金
制度が設定された。また、乗用車の自動車税
が燃費に応じた課税に変更された。こうした
取組みの影響もあり、フィンランド同様、平

る。エネルギー税、CO2税ともに税率の引き
上げが毎年のように行われているが、所得税
減税などにより家計の負担軽減を図るととも
に、生産用燃料のエネルギー税軽減やEU域内
排出量取引制度の対象企業のCO2税を免税す
るなどの軽減措置により、企業の国際競争力
が損なわれることがないように配慮している。
車体課税には、取得に対する自動車登録税、

（注1）燃料は石油、石炭、ガスを含む。
（注2）税収は2013年度の各国税収を活用。国税のみ対象としている。為替レートは140.4円 /EUR、171.0円 /GBP、18.8円 /

DKK（みずほ銀行外国為替相場2014年1月から6月の月中平均値）。
（資料）各国政府資料よりみずほ情報総研作成。

図表4　欧州4カ国の環境関連税制の概要
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らCO2排出量に変更した。さらに2010年には、
2年度目以降の税率と比べ、CO2排出量の少な
い車に対してより軽課し、CO2排出量の多い車
に対してより重課した初年度税率（ファースト・
イヤー・レート）を導入した。社有車税につい
ても、2002年に課税標準をCO2排出量に変更
している。なお、自動車税も社有車税も毎年の
ように税率の見直しが行われており、より厳し
い基準とすることで、環境性能の優れた車の普
及を促している。
英国では、これ以外に、航空機利用税、埋立
て税などが導入されており、エネルギー・車体
課税以外からの税収が環境関連税収全体の21%

程度を占めている。

（４）ドイツ
ドイツでは、1998年の総選挙で緑の党が躍
進し、社会民主党との連立政権が誕生した。当
時のドイツでは失業率の増加が深刻な社会問
題となっており（28）、新たな財源基盤の確保と
その税収の活用による失業率低下を実現するた
め、環境税制改革が実施された。一方で、欧州
最大の経済大国であるドイツでは、環境税制改
革に対する産業界からの反発も大きく、政府は
税率引き上げの見送りや各種軽減措置を講じる
などして、産業界と折合をつけながら環境政策
を進めている。
エネルギー課税には、エネルギー税（旧鉱油
税）と電気税があり、環境関連税収全体の約8

割を占めている。炭素税は導入されていない。
1999年から2003年に実施された環境税制改革
により、電気税の新設およびエネルギー税と電
気税の段階的な税率引き上げが行われた。ま
た、2006年には鉱油税がエネルギー税に改組
され、石炭への課税が開始された。この環境税
制改革によりエネルギー消費が削減され、さら
に増収相当額が企業の社会保険料軽減などに

均的な新車乗用車からのCO2排出量は、変更
前の2007年と比較して2013年時点で3割程度
減少している（24）。
デンマークには、エネルギー課税や車体課

税以外にも、水道税、容器包装税、農薬税、
NOx税、SO2税など様々な環境関連税が導入
されている。

（３）英国
英国は、1990年代初頭より、気候変動分野に

おいて、国際社会を牽引する経済的手法を活用
した取組みを数多く実施している国である（25）。
エネルギー課税には、燃料税と気候変動税

がある。燃料税は1979年に導入され、ガソリ
ン、軽油、重油などを主な課税対象としてい
る。その後、産業・業務部門のエネルギー課税
の強化を提案したマーシャルレポート（26）を受
け、2001年に気候変動税が新たに導入された。
気候変動税は、産業、業務、農業、公共サービ
ス部門で消費される石炭、ガス、電力を課税対
象としており、EU排出量取引制度の対象企業
にも課税される。但し、気候変動税には、企業
に対する軽減措置が用意されており、政府との
協定で定めた目標を企業が達成した場合、電力
に対する課税の90%、ガス・石炭に対する課税
の65%が軽減され、企業のエネルギー消費削
減のインセンティブとなっている（27）。さらに
2013年には、カーボン・プライス・フロア（炭
素の下限価格）を導入し、欧州排出量価格がこ
の価格を下回った場合に、その差額を発電用
化石燃料に課税することとした。炭素価格を
国が明示することで、発電部門の低炭素化を
促している。
車体課税には、保有に対する自動車税と乗用

車の商用利用に追加的に課税する社有車税があ
る。取得税は導入されていない。自動車税につ
いては2001年に乗用車の課税標準を排気量か
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活用されることにより、経済にプラスの影響
をもたらした（29）。しかし、環境税制改革に対
する産業界からの強い反発を受け（30）、製造業
や農林業に優遇措置を講じるとともに、2003

年以降は税率を引き上げずにいる。一方で、環
境に有害な補助金（Environmentally Harmful 

Subsidies）とされている石炭産業への補助金
（コールペニヒ）については、2018年に完全撤
廃することを決定しており、2009年以降段階
的な引き下げを行っている（31）。
車体課税は、車の保有に対する自動車税のみ

であり、取得税は導入されていない。ドイツも
北欧諸国と同じく、EUの「CO2排出規則」導
入の動きを受け、2009年に乗用車に対する自
動車税の課税標準にCO2排出量を加え、排気量
との併用とした。CO2排出量を標準課税とする
部分（CO2割）は、CO2排出量に比例して課税
され、一定基準値以下（2014年は95gCO2 /km）
は非課税となっている。また、排気量を課税標
準とする部分（排気量割）については、今後環
境性能の良い車が普及し、CO2割の税収が減じ
た場合においても、一定規模の税収を確保する
狙いもあり併存させている。

これまで見てきた日本および欧州4カ国
（フィンランド、デンマーク、英国、ドイツ）の
税制グリーン化の取組みを踏まえ、ここでは日
本と欧州の比較を行い、そこから示唆される日
本の税制グリーン化の方向性について筆者らの
考えを述べたい。

（１）エネルギー課税の比較
はじめに、日本と欧州4カ国のエネルギー課
税について比較する。図表5は、エネルギー製
品のCO2排出量1トン当たりの税率を比較した
ものである。これを見ると、日本の税率はいず

 
4.環境関連税に関する日本と欧州の比較とそこか

ら示唆される日本の税制グリーン化の方向性

れも欧州より低い。事業用の石炭や天然ガスに
ついては国により税率に顕著な違いがあり、最
も高いデンマークは日本の30倍以上の税率で
ある。一方、輸送用のガソリンや軽油について
は、差異の程度は小さいものの、欧州は日本の
2～3倍の税率である。
税収の使途については、各国の項でも指摘し
た通り、欧州と日本に顕著な違いがある。欧州
では税収はいずれも一般財源として活用され、
政府の財政需要に応じて、基本的には企業の社
会保険料削減や所得税減税などに充当されてい
る。一方、日本の石油石炭税の税収の一部はエ
ネルギー対策特別会計に繰り入れられ、石油や
石炭の安定供給を目的とする事業や省エネの推
進、再生可能エネルギーの導入などの施策に充
当されている。

（２）車体課税の比較
次に、日本と欧州4カ国の車体課税について
比較する。図表6は、標準的な車として日本の
2015年度燃費基準相当の燃費を有するガソリ
ン乗用車を12年間保有した場合の税負担を、
各国の税体系に当てはめて試算したものであ
る。各国の税制の概要については図表7を参照
されたい。
これを見ると、車の取得に係る税を導入して
いる日本、フィンランド、デンマークの中では
日本の税負担（約2万円）が最も小さく、フィン
ランドは日本の20倍、デンマークに至っては
日本の100倍程度である。高福祉・高負担の北
欧型社会システムに加え、国産自動車メーカー
が存在しないこともデンマークの高い税負担を
可能とする要因と考えられる。なお、取得税が
導入されていないドイツや英国においても、車
の販売価格に応じた税額が、20%程度の付加価
値税（VAT）として課税されている点に留意さ
れたい。他方、保有に係る車体課税は全ての国
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（注1）石炭、天然ガスは事業用、ガソリン、軽油は無鉛・交通用。
（注2）税率は2014年9月時点の各国税率（但し、日本の地球温暖化対策税は2016年4月以降（平年度）の税率を活用）。排出係数

は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令（平成18年経済産業省・環境省令第３号）より。
為替レートは140.4円/EUR、171.0円/GBP、18.8円/DKK（みずほ銀行外国為替相場2014年1月から6月の月中平均値）。

（資料）各国政府資料よりみずほ情報総研作成。

図表5　エネルギー課税のCO2排出量1トン当たりの税率の比較

（注）車体価格180万円（税抜）、排気量1,800cc、車両重量1.5t、燃費15.4㎞ /ℓ（JC08モード）、CO2排出係数2.32kgCO2/ℓ、
年間走行距離10,000km、耐用年数12年の想定のもと、各国税率を与え税額を計算している。税率は2014年9月時点の
各国税率を活用。デンマークは自賠責保険税を含んでいない。為替レートは140.4円/EUR、171.0円/GBP、18.8円/
DKK（みずほ銀行外国為替相場2014年1月から6月の月中平均値）。なお、燃費はカタログ燃費のため走行時の税負担
額は異なる可能性がある点に留意されたい。

（資料）各国政府資料よりみずほ情報総研作成。

図表6　自動車1台当たりの車体課税の税負担額の比較
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で導入されており、日本の税負担額はデンマー
クに次いで大きい。このことから、日本は取得よりも
保有に比重を置いた税体系であることが伺える。

（３）燃費を変化させた場合の自動車に係る税
負担額の比較

上記のエネルギー課税と車体課税の比較を踏
まえ、ここでは、ガソリン乗用車の燃費の違い
によって、ユーザーの税負担額がどの程度増減
するかを検討する。
図表8は、（2）で用いた標準的な車と比較して、

一定程度燃費がよい場合と悪い場合における税
負担変化を国別に試算した結果である。EUに
おける2021年CO2排出目標（95gCO2 /km）が、
現状（2015年目標130gCO2 /km相当）から3割
程度の改善を求めている（32）ことを踏まえ、今

回は標準からの変化率をそれぞれ30%とした。
左図は基準時からの税負担の増減を、右図は増
減の絶対値の合計を取得・保有・走行に分けて
示している。
これを見ると、欧州の税負担の増減はいずれ
も日本より大きく、増減の絶対値の合計は日本
（約54万円）の2～4倍程度である。保有税の変
化がこの中で最も大きく、欧州は、日本（約13

万円）の2～12倍程度に及んでいる。つまり欧
州では、CO2排出量に応じた税制を活用しなが
ら、環境性能に優れた車の普及を促しているこ
とが分かる。また、走行に係る課税についても
同様の傾向が見られ、欧州の変化の程度は日本
（約36万円）の2倍程度である。

（注）税率は2014年9月時点の各国税率を活用。
（資料）各国政府資料よりみずほ情報総研作成。

図表7　欧州4ヶ国および日本のガソリン乗用車に係る税制の概要
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（４）日本の税制グリーン化の方向性
最後に、日本の税制グリーン化の方向性につい

て、ここでは特に、自動車に係る税制の観点から、
筆者らの意見を述べたい。
（3）で見た通り、日本の税制は、車の燃費や

CO2排出量など環境性能による税負担の増減が
相対的に小さい。したがって、欧州のように、
自動車の環境性能に応じて税負担がより変化す
るメリハリの効いた税制となるよう、走行に係
るエネルギー課税と取得・保有に係る車体課税
の双方の観点から、検討を行うべきと考える。
まず、エネルギー課税については、ガソリン

や軽油に対する課税を強化することが考えられ
る。揮発油税など既存の石油関連諸税、あるい
は地球温暖化対策税の税率を引き上げること
で、燃費の良い車の選択を促すことが可能とな
る。なお、エネルギー課税の強化を図る際は、
家計負担の軽減や企業の競争力維持の観点か
ら、欧州で講じられているようなエネルギーの
用途に応じた細やかな免税・還付措置（事業用
については税率を維持する等）や税収の一般財

源化についても、併せて検討すべきと考える。
車体課税については、すでにエコカー減税な

ど車の燃費に応じた税制の特例措置が導入され
てはいるものの、税負担に与える影響は欧州と
比べて小さく、より環境性能に応じた税制とす
る余地があることが示唆された。今後の車体課
税の見直しの議論において、エコカー減税の基
準厳格化などの時限的な措置に留まらず、特に
保有税について、欧州で導入されているような
燃費やCO2排出量を課税標準とする恒久的な
仕組みの導入についても、検討すべきと考える。

本稿では、日本および欧州4カ国（フィンラ
ンド、デンマーク、英国、ドイツ）の税制グリー
ン化の最新動向について整理した。程度の差は
あるにせよ、日本および欧州において税制グ
リーン化が進んでいる状況が伺えた。
今回取り上げた国以外でも参考にすべき数多
くの事例がある。エネルギー課税については、
スウェーデン、フランス、スイス、アイルランド、

 おわりに

（注）ガソリン価格（税抜）は、日本95.9円/ℓ、フィンランド0.63EUR/ℓ、デンマーク5.41DKK/ℓ、英国0.50GBP/ℓ、ドイツ
0.65EUR/ℓ（IEA, Energy Prices and Taxes, Volume 2014 Issue 3の2014年第1四半期、第2四半期の平均値）。その他
は図表6と同じ条件を用いて試算している。

（資料）各国政府資料よりみずほ情報総研作成。

図表8　異なる燃費の自動車１台当たりに係る税負担額変化
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ノルウェーなどいくつもの炭素税の導入事例が
欧州にあり、北米においてもブリティッシュ・
コロンビア州（カナダ）、ケベック州（カナダ）、
ボルダー市（米国）など地方炭素税の事例があ
る。南アフリカ共和国など検討中の国も含めれ
ば炭素税の取組みは先進国に限らない。さらに
世界銀行やOECDなどの国際機関から、炭素
税の導入や税率引き上げを推奨する報告書が数
多く発信されており、各国の今後の対応に注目
が集まる。車体課税については、「CO2排出規則」
で定められた目標達成に向け、EU各国で環境
性能に応じた課税を強化していくことが予想さ
れる。また、環境性能に応じた課税の対象を貨
物車に拡大する動きについても注目していきた
い。これ以外にも、水道税、フロン税、包装税、
伐採税など日本で未だ導入されていない数多く
の環境関連税がすでに各国あるいは地域で導入
されている。このような世界的な動きにも注目
しつつ、わが国において税制グリーン化を推進
するための方策等について、検討を深めていき
たい。

注
（1） 資源エネルギー庁「平成25年度（2013年度）エネ

ルギー需給実績を取りまとめました（速報）」
http://www.meti.go.jp/press/2014/11/
20141114001/20141114001.html

（2） 環境省「AR5統合評価報告書」
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/#SYR

（3） 経済産業省「エネルギー基本計画」
http://www.meti.go.jp/press/2014/04/
20140411001/20140411001-1.pdf 

（4） 環境省「環境基本計画」
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/plan/
plan_4/attach/ca_app.pdf

（5） 環境省「税制全体のグリーン化推進検討会」
http://www.env.go.jp/policy/tax/conf01.html

（6）  Global Commission on the Economy and 
Climate, 2014, New Climate Economy Synthesis 
Report、World Bank, 2014, State and Trends of 
Carbon Pricing 2014など。

（7） European Commission, 2014, Annual Growth 
Survey 2015など。

（8） 環境省「税制全体のグリーン化の推進に関するこ

れまでの議論の整理（中間整理）」（2012年9月4日）

（9） OECD, 2010, Taxation, Innovation and the 
Environmentなど。

（10） 環境省「税制全体のグリーン化推進検討会 第1回 
資料3」（2013年7月18日）
http://www.env.go.jp/policy/tax/conf/conf01-08/
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食品廃棄物等のリサイクルについては、食品
廃棄物等の再生利用並びに発生抑制及び減量
化（1）による最終処分量等の削減や、食品関連
事業者による食品循環資源の再生利用等を促進
することを目的に、平成13年5月に「食品循環
資源の再生利用等の促進に関する法律」（以下、
食品リサイクル法）が施行されている。
この法律では、概ね5年毎に再生利用等の実
施状況を踏まえて、必要に応じて見直し（2）を
行うとされている。
一度目の見直しは平成18年から平成19年に
かけて検討が行われ、平成19年に食品循環資
源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改
正する法律が制定・施行された。この見直しの
検討においては、平成16年度の食品製造業に
おける再生利用等実施率は70％程度に対して、
外食産業においては20％程度と食品関連事業
者の取組みに格差が見られることが指摘され
た。この指摘を受け、食品関連事業者に対する
指導強化のための定期報告制度（3）や再生利用
等の取組みの円滑化のためのリサイクルループ
認定制度（4）が創設された。
二度目の見直しは平成25年から行われてい

る食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食

 
1. 食品リサイクル制度の見直しの検討

状況

品リサイクル小委員会と中央環境審議会循環型
社会部会食品リサイクル専門委員会の合同会合
での11回の検討を経て、平成26年10月3日に開
催された中央環境審議会循環型社会部会（第5

回）で「今後の食品リサイクル制度のあり方に
ついて（意見具申）（案）」が提示された。ここ
では、食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の
現状を踏まえ、改善策について提言が行われて
いる。
食品リサイクル法の効果はどのように表れて
いるだろうか。廃棄物等の資源種別のリサイク
ル率と比べてみると、他の資源種のリサイクル
率が向上しているのに比べ、食品廃棄物等のリ
サイクル率は食品リサイクル法が施行された平
成13年度以降に一旦増加したが、平成19年度
以降は横ばいとなっている（図表1）。では、食
品廃棄物等のリサイクル率が近年横ばいになっ
ているのはなぜだろうか。これは食品リサイク
ル法で対象としている食品廃棄物等は食品関連
事業者から発生しているものであり、家庭から
発生している食品廃棄物等は対象となっていな
いのが大きな要因の一つと考えられる。
図表2に示すように食品関連事業者から発生

している食品廃棄物等の量は約19百万トンで
はあるが、食品リサイクル法が成立した後の食
品関連事業者等の努力により焼却・埋立に残さ

食品リサイクル法の見直しの議論を踏まえ、家庭から発生する食品廃棄物等のリサイクルが進
まない理由と解決策について考察を行った。

社会動向レポート

食品廃棄物等のリサイクルに関する課題と解決策

環境エネルギー第1部
チーフコンサルタント　高木　重定
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原料として使いにくいという点である。
食品廃棄物等は家畜の飼料や農作物の肥料の
原料として利用するのが一般的である。「安全・
安心」が最も重要な「食」に係る原料となるた
め、利用者もその利用には慎重になる。万が一
にも生産物に悪影響を与える可能性があれば当
然利用は進まない。この点、食品製造業のよう
な食品流通の川上の食品関連事業者が排出する
食品廃棄物等は、管理がしっかりとなされてい
る食品工場等の加工工程から発生するものであ
るため、異物の混入リスクが低いうえ、品質も
一定である。また、均質でまとまった量の廃棄
物が発生するため、分別収集にかかる労力も少
なくて済む。
一方、家庭系の食品廃棄物等を肥料や飼料の
原料として利用するためには、分別回収する必
要があるが、分別回収は回収を行う地方自治体
にも、分別を行う一般家庭にも大きな負担にな

れている量は平成22年度までに3百万トン（5）に
まで減らすことができている。一方で一般家
庭から発生している食品廃棄物等の量は約10

百万トンだが、ほぼ全量が焼却・埋立されてい
る。つまり、現在も焼却・埋立されている食品
廃棄物等のうち、約7～8割は一般家庭から発
生したものということになる。食品リサイクル
法の対象となっている食品廃棄物等はリサイク
ル等が進められているが、食品リサイクル法の
対象外の食品廃棄物等についてはほとんど進ん
でいないのが実態である。

それではなぜ家庭系の食品廃棄物等（いわゆ
る「生ごみ」）のリサイクルは進まないのだろ
うか。そもそもなぜ食品リサイクル法の対象に
なっていないのだろうか。この点を解説したい。

1つ目は、そもそも家庭系の食品廃棄物等は

 
2. 家庭から発生する食品廃棄物等のリ
サイクルが進まない理由

※1 リサイクル率＝廃棄物等の循環利用量÷廃棄物等の発生量
※2 バイオマス系：紙くず、木くず、食品廃棄物、有機性汚泥、し尿等
 非金属鉱物系：がれき、鉱さい、無機性汚泥、ガラスくず等
 金属系：金属くず等
 化石燃料系：廃プラスチック、廃油等
（資料）環境省「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書」（2003 ～ 2012）等より筆者作成

図表1　資源種別のリサイクル率の推移
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のひっ迫の問題を解決するために焼却等の処理
が優先されてきたためである。このため、多く
の地方自治体では現在でも焼却を中心とした処
理が行われており、地域内で発生する「燃える
ごみ」を確実に処理することができる規模の焼
却施設を保有している。地方自治体がこの焼却
施設の稼働率を維持して効率的に処理を行って
いくためには規模に見合った量の「燃えるごみ」
を収集するか、焼却施設の規模を見直す必要が
ある。更に「燃えるごみ」の処理システムは、
地域に根付いている一般廃棄物処理事業者によ
る収集によって支えられているため、収集する
「燃えるごみ」の量が大幅に減少した場合には
地域内の一般廃棄物処理事業者に与える影響も
大きい。
つまり、家庭系の食品廃棄物等のリサイクル
を推進していくためには、家庭系の食品廃棄物
等だけでなく、地域内のごみ処理システムを全

る。そのため、実際に分別回収している自治体
は少なく（6）、多くの自治体では家庭系の食品
廃棄物等を「燃えるごみ」に分類して他の可燃
物と一緒に回収している。また、仮に分別回収
を実施したとしても、金属やプラスチックなど
の様々な異物が混入する可能性が高いことは想
像に難くないだろう。このように、そもそも家
庭系の食品廃棄物等は、肥料化や飼料化には向
かない廃棄物等なのである。

2つ目は、地方自治体が積極的に取り組まな
かった点である。これは家庭系の食品廃棄物等
のリサイクルが進まない根本的な理由であり、
家庭系の食品廃棄物等が食品リサイクル法の対
象外となっていることとも関係している。
家庭から発生する家庭系の食品廃棄物等を含

む「燃えるごみ」の処理は、地方自治体による
ごみ処理施設での焼却等が一般的である。これ
は、日本の国土の狭さ等に起因する最終処分場

（資料）中央環境審議会循環型社会部会（第5回）資料「今後の食品リサイクル制度のあり方について（意見具申）（案）」（2014年
10月3日）

図表2　食品廃棄物等の利用状況等（平成22年度推計）＜概念図＞
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大木町では、家庭から出る生ごみ等を収集して、
収集した生ごみを原料としてバイオガスプラン
トでメタンガスを発生させ、このガスを燃料と
して電気や熱を製造している。バイオガスプラ
ントから出る排液には栄養分が残されているた
め、大木町ではこれを地域内の田畑で液肥とし
て利用し、この液肥で栽培された米はブランド
米として販売している。これ以外にも千葉市で
は一般家庭から発生する生ごみ等を事業者が収
集し、メタン発酵設備でバイオガスを発生させ
隣接する製鉄所の発電等に利用している事例も
ある。複数の事例があり、他の地域においても
条件（8）さえあえば事業として成立する可能性
がある。

2つ目は、食品廃棄物等のリサイクルに地方
自治体を積極的に関与させていくことである。
この点については食品リサイクル法の第六条に
も「地方公共団体は、その区域の経済的社会的
諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促
進するように努めなければならない」として地
方自治体の責務がしっかり記載されているが、
2．で述べた理由から積極的には取組みが行わ
れていない。長期的にみた場合には最終処分場
はいずれひっ迫し、各地方自治体では最終処
分場の確保が課題になることが想定（9）される。
家庭系の食品廃棄物等を含む「燃えるごみ」は
主に焼却施設で焼却されるが、5～10%程度は
焼却灰として大部分が最終処分場に埋められて
いる。つまり、「燃えるごみ」の約4割（10）を占
める家庭系の食品廃棄物等をリサイクルし、最
終処分場に埋め立てられる焼却灰を減らすこと
は地方自治体にとってメリットがある。更に全
国の地方自治体のごみ処理コストは平成24年
度に年間1.8兆円（11）となっており、民間事業者
がリサイクルを推進することができれば、ごみ
処理コストの削減も可能となる。
もちろん、2で示したように、地方自治体が

面的に見直す覚悟が必要になる。これは地方自
治体の担当者が容易には取組むことが難しいた
め、家庭系の食品廃棄物等のリサイクルに関す
る取組みに積極的になりづらい根本的な理由で
はないかと考えられる。

では、家庭系の食品廃棄物等のリサイクルを
進めるためにはどうしたら良いか。もちろん、
即効性の高い方法は家庭系の食品廃棄物等も食
品リサイクル法の対象に加えて規制を行うこと
であるが、2．で述べた事情を踏まえると必ず
しも適切でない。筆者は以下の2つの解決策を
提案する。

1つ目は、家庭系の食品廃棄物等については
積極的にメタン化等を中心とした「熱回収」（7）

を進めるように政策誘導することである。2．
でも述べたように異物が混入する可能性がある
食品廃棄物等を肥料・飼料として利用すること
は障壁が高い。そこで異物の混入の影響が少な
い「熱回収」としての再生利用が考えられるが、
平成19年に公表された食品循環資源の再生利
用等の促進に関する基本方針では、食品廃棄物
等の再生利用等の優先順位として、飼料化や肥
料化等が困難な場合に一定の効率以上でエネル
ギーを利用できるときに限って「熱回収」が認
められることになっている。しかし、異物が混
入する可能性がある家庭系の食品廃棄物等につ
いては、敢えて「熱回収」を優先しても良いと
考える。「熱回収」であれば、食品の安心・安
全には影響がなく、かつ分別が十分に行われて
いない場合でも食品廃棄物等のリサイクルを進
めることができ、化石燃料を代替することで地
球温暖化対策にも貢献することができる。
近年、地方自治体の中でも生ごみを分別して

メタン化等のエネルギーとして「熱回収」して
いる事例も増えてきている。例えば、福岡県の

 
3. 家庭から発生する食品廃棄物等のリ
サイクルを進めるための解決策
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を見直すことで、最終処分量を減らすだけでな
く、食品廃棄物等を地域内の有用な資源として
活用していくことにも期待したい。

注
（1） 食品リサイクル法における減量化とは、脱水や乾

燥等によって食品廃棄物等の量を減少させること
をいう。

（2） 食品リサイクル法の改正法の附則第7条において
は、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場
合において、新法の施行の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、新法の規定について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。」としている。

（3） 定期報告制度：食品廃棄物等多量発生事業者から
報告された食品廃棄物等の発生量及び食品循環資
源の再生利用等の状況に関するデータを、業種・
業態ごとに整理し、公表すること等を通じて、食
品循環資源の再生利用等の取組みに関する食品関
連事業者の意識の向上とその取組みの促進を図る
ことを目的としたもの。

（4） 再生利用事業計画：特定肥飼料等の製造を的確か
つ効率的に行い得る事業者を登録することにより、
食品関連事業者が食品循環資源の再生利用として
特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源
を譲渡する際の委託先、譲渡先の選択を容易にす
るとともに、登録再生利用事業者を通じた的確な
再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続
等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利
用の実施を確保すること等を目的としたもの。

（5） 平成18年8月に開催された中央環境審議会廃棄物・
リサイクル部会食品リサイクル専門委員会（第１
回）の資料によると、平成13年度の食品廃棄物の
うち単純焼却または埋立処分されたとみなされる
量は6.5百万トンとされている。

（6） 環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」によると、
全国の市区町村のうち、平成24年度に生ごみを分
別して収集しているのは13％程度となっている。

（7） 食品リサイクル法の第二条6では、熱回収とは「自
ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料
その他政令で定める製品の原材料として利用する
こと。」、「食品循環資源を熱を得ることに利用する
ために譲渡すること（食品循環資源の有効な利用
の確保に資するものとして主務省令で定める基準
に適合するものに限る。）。」としている。

（8） メタン発酵によるリサイクルを推進する上では排
液の処理コストが課題となる。近年は乾式メタン
発酵施設の導入により処理する排液の量を減らす
工夫や、排液を液肥として利用する等の工夫によっ
て導入が促進されている。ただし、近隣に下水処
理場のように排液をまとめて処理することができ

家庭系の食品廃棄物等のリサイクルに取組むと
いうことは、地域内のごみ処理システムを全面
的に見直すことに繋がり、地域社会への影響も
大きいことは容易に想像がつく。しかし、地域
の実情を熟知している地方自治体が食品廃棄物
等のリサイクルを推進した場合のプラス・マイ
ナスの影響もしっかりと把握した上で、地域の
将来像を踏まえた新たなごみ処理システムを構
築していくことは、地方自治体自身にも長期的
には十分にメリットがあると考える。
なお、「今後の食品リサイクル制度のあり方

について（意見具申）（案）」を策定する際の食料・
農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイ
クル小委員会と中央環境審議会循環型社会部会
食品リサイクル専門委員会の合同会合の場にお
いても、食品関連事業者や再生利用事業者から
地方自治体の関与が要望されている。これらを
踏まえ、「今後の食品リサイクル制度のあり方
について（意見具申）（案）」では、食品廃棄物
等の定期報告制度をこれまでの事業者単位での
定期報告の様式を変更し、都道府県単位での定
期報告（12）を求め、その結果を地方自治体に情
報提供していく等、地方自治体が食品廃棄物等
のリサイクルの取組みを行うための支援がいく
つも盛り込まれている。

本稿では、食品廃棄物等のリサイクルを推進
していくために現在取組みが十分に進んでいな
い家庭系の食品廃棄物等に着目し、その理由と
解決策について示した。
食品廃棄物に限らず廃棄物は「処理しなけれ

ばならないもの」と捉えれば面倒なものではあ
るが、リサイクルすれば有用な資源に生まれ変
わる。今後、地方自治体がごみ処理計画を立て
る際、そこに食品廃棄物等のリサイクルの視点
を積極的に盛り込み、地域のごみ処理システム

 4. まとめ
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る施設や液肥の散布先である農地が確保されてい
る等の地理的な条件を満たす必要がある。

（9） 環境省「日本の廃棄物処理（平成26年3月27日現
在）」によると平成24年度に最終処分場を有してい
ない市区町村は307であり、全市区町村の17.6％
である。

（10） 京都市ホームページ「京都市の生ごみデータ」
http://www.sukkiri-kyoto.com/gomidata/
index.html

（11） 環境省「日本の廃棄物処理（平成26年3月27日現
在）」によると平成24年度のゴミ処理事業経費は
約1.8兆円になっている。これは平成24年度の地方
税収の33.8兆円の5％程度にあたる。

（12） 本来であれば市区町村別のデータが報告されるの
が望ましいが、事業者の負担が大きくなることも
あり、都道府県別での報告となっている。

参考文献
1. 中央環境審議会循環型社会部会（第5回）資料「今
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具申）（案）」（2014年10月3日）

2. 食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リ
サイクル小委員会、中央環境審議会循環型社会部
会食品リサイクル専門委員会合同会合資料 （2013
年3月～2014年6月）

3. 農林水産省食料安全保障課長、元食品環境対策室
長 末松広行「改訂　解説食品リサイクル法」（2008年）

4. 環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」（2014年）
5. 環境省「日本の廃棄物処理」（2014年）
6. 総務省「地方税収の推移」（2014年）
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現在、国際的な気候変動交渉は大きな転換期
を迎えている。それは、2015年11月にフランス・
パリで開催されるCOP（1）21において、2020年
以降の国際的な枠組が決定される予定となって
おり、今後1～2年の交渉の結果が、中期的な
気候変動問題に係る国際レジームの方向性を決
める局面に差し掛かっているために他ならな
い。実際、気候変動交渉における主要な国々
は、交渉の本格化に向けた動きを活発化させて
いる。例えば、積極的な気候変動対策を展開し
交渉をリードしてきた欧州連合（EU）は、これ
まで同様、他国に先んずる形で、2014年9月に
2030年目標（2）を発表した。さらに、2014年11

月にはEUに対抗するように、これまで気候変
動対策にそれほど積極的でなかった米国と中国
が共同で中期目標（3）を発表するなど、各国の
主導権争いは本格化してきている。
一方、このような活発な動きはあくまで

2020年以降の次期枠組に関するものであり、
今現在の対策の実施という側面においては、世
界大での連携した動きは停滞局面にあるように

 1. 注目高まる気候変動ファイナンス
見える。例えば、京都議定書第二約束期間（2013

～2020年）に参加しているEUとニュージーラ
ンド以外の先進国は拘束力のある数値目標を掲
げておらず、気候変動対策の実効性は各国の取
組みに委ねられている状況にある。また、京都
議定書第一約束期間（2008～ 2012年）には世
界各地での緩和（4）の取組みの中心的な役割を
果たした京都議定書に基づくクリーン開発メカ
ニズム（CDM）も、今ではほとんど機能不全に
陥っていると言わざるを得ない状況にある（5）。
しかし、気候変動分野における先進国から途
上国に対する支援という文脈では、加盟国が共
通した目標を掲げ、今現在もなお連携した動き
を展開していることはあまり知られていない。
この目標は、2009年にコペンハーゲンで開催
されたCOP15において提案されたLong Term 

Finance（長期資金目標）と呼ばれる目標であ
り、翌年のCOP16において締結されたカンク
ン合意において正式に合意された。その中心的
な内容は、「2020年までに先進国（UNFCCC附
属書Ⅱ）（6）全体で、開発途上国に対して、官民
合わせて年間1,000億ドルのClimate Finance

（気候変動ファイナンス）の動員を行う」とい

気候変動問題において、先進国から途上国への支援は、これまで公的資金を中心に行われてき
た。しかし、先進各国の財政状況が厳しくなる中で、公的資金のみによる途上国支援は限界を迎
えており、民間資金の活用が期待されている。本稿では、気候変動分野における途上国支援に関
する国際交渉の動向を概観しつつ、「気候変動ファイナンス」と呼ばれる民間セクターと公的セ
クターの新たな関係性について紹介する。

社会動向レポート

気候変動ファイナンスのいま
～気候変動問題におけるファイナンスの重要性～

環境エネルギー第 2部
コンサルタント　赤坂　祐太
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において報告することが義務付けられており、
その進捗状況を全加盟国からレビューされるこ
ととなる。そのため、カンクン合意において自
主的に設定した目標の達成状況等によっては、
他国から非難を受けたり、目標の強化等を求め
られたりすることが想定されるため、国際交渉
上においてカンクン合意は重要視されている。
上述の長期資金目標についても、基本的な
仕組みは同じであり、先進国各国は2年に1度
UNFCCC事務局に提出する隔年報告書におい
て、自国の長期資金戦略とその進捗状況の報告
が求められるのみとなっている。しかし、削減
目標では先進各国の個別目標がはっきりとして
いるのに対して、長期資金目標では「どの先進
国が年間1,000億ドルのうち何％を負担する」
といった個別目標は設定されていないことか

う具体的な資金支援の目標額を定めたものと
なっている。
カンクン合意の基本的な内容は、各国が法的

拘束力を持たない自主的な目標を設定し、その
達成状況をUNFCCC事務局に報告、加盟国間
で相互レビューを行うプレッジ＆レビュー方式
と呼ばれる方法により、GHG削減や途上国に
対する資金支援などの個別の気候変動対策を進
めて行くというものである。
例えば、カンクン合意におけるGHG削減対
策については、日本は現在2020年までのGHG

削減目標として、1990年比3.5%削減を自ら掲
げているが、これを守れなかったからといって
何らかの罰則を科せられるわけではない。しか
し、この自主目標達成の進捗については、2年
に1度UNFCCC事務局に提出する隔年報告書

（資料）「気候変動問題と日本の取組み」外務省（2014）より抜粋

図表1　2020年までの気候変動交渉スケジュール
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ある。 （気候変動ファイナンスの定義に関する
論点については、次章で詳述する。）
そして、この気候変動ファイナンスの資金
目標がこれまでの気候変動分野における途上
国支援と大きく異なる点は、年間1,000億ド
ルという目標額に、「公的資金によって動員
（Mobilize）された民間資金」も含まれることが
明記されている点である。これまで気候変動分
野における途上国支援のための資金動員は、主
に公的資金を中心に実施されてきた。しかし、
公的資金のみによる支援は先進各国の財政状
況の悪化等から既に限界に達しており、1,000

億ドルという莫大な規模の資金動員は、もはや
公的資金のみで達成することは不可能と目さ
れている。そのため、気候変動ファイナンスの
分野においては、公的資金を活用していかに民
間資金を動員（Mobilize）していくかが重要な
テーマとなっている。現状では、徐々に気候変
動対策において公的資金による民間ビジネス
支援の新たな潮流が形成されつつあり、各国の
政府・民間企業が連携して様々な活動を展開し
ている状況にある。
このように、気候変動ファイナンスは、気候
変動対策における民間セクターと公的セクター
の新しい関係性という意味で、注目を集めてい
る。そこで、本稿では、現在の気候変動ファイ
ナンスをめぐる国際的な論点を確認したのち、
世界各国の動きや国際機関等の動向について紹
介する。

前章で述べたとおり、気候変動分野において
ファイナンスは重要な役割を担っており、気候
変動ファイナンスへの期待は高まっていると言
える。他方、気候変動ファイナンスについては、
幾つか課題も存在している。

 2. 気候変動ファイナンスの課題

ら、先進国同士の間でも出方をうかがっている
向きがあり、今後様々な競争や駆け引きが繰り
広げられることも予想される。
そして気候変動ファイナンスとは、この長期

資金目標の合意の中で示されている用語であ
り、その定義については、UNFCCCから以下
のような説明がなされている。

気候変動ファイナンスとは、代替の資金源
を含め、公的な及び民間の並びに二国間及び多
国間の幅広い資金源から調達されるものであ
る。大幅な排出削減を達成するためには大規模
な投資が必要となることから、気候変動ファイ
ナンスは気候変動対策を実施する上で重要であ
り、特に大量に温室効果ガスを排出するセク
ターにおいて重要な役割を果たす。また、各国
が気候変動の不可逆的な影響に対する適応や、
気候変動による影響を減らすためには、同様に
大規模な資金源が必要となることから、適応分
野においても気候変動ファイナンスは重要であ
る。（“

”） （7）

ただし、上述のUNFCCCの定義は曖昧な点
が多く、気候変動ファイナンスという用語の定
義は、現状で国際的に確立されていない状況に
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とも単なる開発支援プロジェクトと看做される
のかの判断が難しい状況にある。
このような気候変動ファイナンスの定義
については、多国間開発金融機関（MDB’

）（8）が共通し
たプロジェクト定義による気候変動ファイナン
スの推計を行うなど、統一した定義を確立しよ
うとする動きもみられている。（9）

②民間資金の「動員手法」の範囲
気候変動ファイナンスにおける定義上のもう
一つの課題は、どのような手法によって動員さ
れた民間資金が、気候変動ファイナンスとして
1,000億ドルにカウントされるのかが明確に定
義されていない点である。
政府など公的機関による典型的な民間資金の
動員手法としては、協調投融資や保障・保険等
のリスク回避手法の提供など、公的機関が直接
的に民間プロジェクトに対して資金を拠出して民
間資金の動員を図る手法が挙げられる。このよ
うな直接的手法では、公的機関による行動と、
それにより動員された民間資金の因果関係が明
確であるため、その資金を気候変動ファイナン
スとしてカウントすることは可能と考えられる。
他方、公的機関による民間資金の動員手法と
しては、途上国政府等に対する政策支援や、イ
ンフラ・市場環境整備といった直接的に民間プ
ロジェクトに資金を拠出しない手法も挙げら
れる。例えば、先進国政府が、途上国の再生可
能エネルギー政策の策定支援や電力系統イン
フラの整備支援を行うことで、自国企業の当該
途上国における再生可能エネルギープロジェ
クトへの投資を促すといったケースである。こ
のように、間接的手法であっても、途上国の低
炭素化を進めながら自国企業の民間資金を動
員するという点で、十分に有用な手法となる可
能性がある。

（1）気候変動ファイナンスの定義
気候変動ファイナンスに関する最も大きな課

題の一つは、気候変動ファイナンスとして1,000

億ドルにカウントされる資金の種類が、明確に
定義づけられていないことである。具体的には、
前述したUNFCCCによる気候変動ファイナン
スの定義の中で、実際に先進国各国の政府が民
間資金を動員していくうえで重要となる、以下
の2点についての定義が曖昧な状況にあること
が課題となっている。

①プロジェクト種類の範囲
気候変動ファイナンスの定義上の問題の一つ

としては、どのようなプロジェクトに対して動
員された資金が気候変動ファイナンスとしてカ
ウントされるのか、具体的に示されていない点
が挙げられる。上述のUNFCCCの説明では、
「気候変動ファイナンスは気候変動対策を実施
する上で重要」と言及されているのみであり、
具体的な技術やプロジェクト種類についての定
義は確立されていない。
例えば、主要な気候変動対策プロジェクトと

しては、再生可能エネルギープロジェクトや省
エネルギープロジェクトといったGHGを削減
する緩和プロジェクトが挙げられる。しかし、
例えば既存の石炭火力発電所の高効率化といっ
た緩和プロジェクトは、CDMにおいてもプロ
ジェクトとして認められた例がなく、EUなど
は気候変動対策として認めないというスタンス
をとっている。そして、気候変動ファイナンス
においても、このような現状で気候変動対策と
して含めるか否かが議論の分かれる技術の取り
扱いは、曖昧なままとなっている。また、適応
関連のプロジェクトについても、同様に詳細な
技術的定義が与えられていないため、各プロ
ジェクトが適応プロジェクトとして気候変動
ファイナンスとしてカウントされるのか、それ
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害してしまうことが懸念される。
また、上述の2つの定義は、世界全体で動員
可能な気候変動ファイナンスがどの程度存在す
るのかといったことを考える上でも重要であ
り、少しでも公的資金の拠出を抑えたい先進国
と、より多くの資金支援を求める途上国の間で
の、新たな国際交渉の争点となっている。具体
的には、長期資金目標のカウント対象となる気
候変動ファイナンスの定義を広く取ることは、
先進国企業の海外における資金動員を長期資金
目標の達成額に計上できる可能性が高まるた
め、少しでも公的資金の拠出を抑えたい先進国
側に有利となる。これに対して、気候変動ファ
イナンスの定義をより狭く、例えばほとんど公
的資金のみしか認めないといった形に限定すれ
ば、官民を合わせて実質的に動員される資金量
は増大するため、途上国側にとって有利となる。
そのため、現在、先進各国の政府は自国の長
期資金戦略の中で様々な定義を試みており、国

しかし、こういった間接的手法によって動員
された民間資金が、気候変動ファイナンスとし
てカウントされるかについては見解が示されて
おらず、不確定要素が大きい状況にある。ま
た、どのように間接的手法が民間資金を動員し
たことを証明するのかといった、間接的手法と
民間資金の紐付けの方法論なども現状では存在
しない。そのため、OECDなどを中心に、現
在このような間接的手法による民間動員をどの
ように定義するかが議論されている（例えば、
OECD（2014a））。
これらの点は、どういった種類のプロジェク

トを、どのような手法によって支援することで
民間資金を動員していくかといった先進国政府
の気候変動ファイナンス戦略を考えるうえで非
常に重要となる点である。これらの点が曖昧な
ままであることが、先進国の意思決定を遅らせ
たり、資金動員手法を限定してしまったりする
ことで、先進国側の効率的な民間資金動員を阻

（資料）各種資料より筆者作成

図表 2　気候変動ファイナンスとして認められる範囲のイメージ
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②ダブルカウントの排除
気候変動ファイナンスのトラッキングにおい
ては、ダブルカウントの排除も重要な課題であ
る。先進国企業が、途上国において気候変動関
連のプロジェクトを実施する場合、プロジェク
トの規模は大規模なものとなることが多い。こ
のような大規模な国際プロジェクトにおいて
は、複数のプロジェクト段階（事前調査、建設、
運営等）があり、各段階で様々な国の主体（企
業や公的機関等）が関与することが想定される。
そのため、各段階で関与する主体が、それぞれ
が気候変動ファイナンスのトラッキングを行っ
た場合、ダブルカウントが発生する危険性があ
る。特に、プロジェクトファイナンスによって
複数の国から資金を調達するプロジェクトなど
では資本関係が複雑になる傾向があり、注意が
必要である。分かりやすい例で言えば、プロジェ
クトオーナーと出資者の母国が異なる場合で、
それぞれの国で先述のようにプロジェクトの費
用全体が気候変動ファイナンスとして計上され
るといったケースが挙げられる。

③気候変動関連分野の民間資金情報の把握
気候変動ファイナンスのトラッキングにおい
ては、そもそも利用可能な情報が限られている
といった点も大きな課題となっている。これは、
既存の民間投資に関するデータベースでは投資
先プロジェクトの分類を詳細に行っていないこ
とから気候変動ファイナンスに関する投資情報
の抽出が難しいことが要因となっている。ま
た、気候変動関連投資の情報にフォーカスした
データベース（図表3）であっても、それぞれ集
計対象としている金融手法が異なることや、プ
ロジェクトの定義が異なっていたり、情報が再
生可能エネルギー関連に偏っていたりすること
などから、マクロ的に気候変動ファイナンスの
資金量に関する情報を取得するには課題が多い

際金融機関等の団体も独自の定義を公表するな
ど、気候変動ファイナンスの定義に関する議論
が活発に行われている。

（２）気候変動ファイナンスのトラッキング
気候変動ファイナンスにおけるもう一つの課

題は、動員された資金量に関する情報の把握（ト
ラッキング）である。とりわけ公的資金によっ
て動員された民間資金の量をいかに正確に把握
するのかが課題となっており主要な論点は、主
に①トラッキング方法の統一と、②ダブルカウ
ントの排除、③気候変動分野の民間資金情報の
把握などが挙げられる。

①トラッキング方法の統一
現状で、世界全体で統一された気候変動ファ

イナンスのトラッキング手法は確立されておら
ず、各国政府や国際金融機関が、それぞれ独自
の方法でトラッキングを行っている。特に、ト
ラッキングの集計粒度（細かさ）が、主体によっ
て様々である。例えば、あるプロジェクトが気
候変動に関係ない部分を含んでいる場合、プロ
ジェクトの費用を使用目的毎に区分して気候変
動に関係する部分のみを気候変動ファイナンス
として計上する主体もあれば、一律にプロジェ
クトの総費用を気候変動ファイナンスとする主
体もあるといった状況にある。このように主体
ごとにトラッキング方法が異なっていると、主
体間の気候変動ファイナンスの比較が困難とな
るだけでなく、先進国全体の目標達成の評価に
ついても曖昧さを残すこととなることから、ト
ラッキング方法の統一は重要である。この他に
も、時系列的な資金動員の評価（割引率の適用
等）を行うか否か、動員された資金が公的なも
のか民間のものかの区別を行っているか否かな
ど、トラッキング方法において統一すべき点は
多い。
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おけるファイナンスの重要性を確認したうえ
で、具体的な民間資金動員の事例を紹介する。

（1）気候変動分野におけるファイナンスの重要性
気候変動対策の多くのプロジェクトに共通す
る特徴として、プロジェクトのライフサイクル
全体を通じた総コストのうち、初期投資の占め
る割合が非常に大きいというコスト構造が挙げ
られる。これは、基本的に気候変動の緩和対策
となるプロジェクトは、プロジェクトのオペ
レーション段階での化石燃料の使用を低減させ
るという目的持つため、オペレーション段階で
の燃料費が低くなるという、ある種当然の結果
であるといえる。特に、太陽光発電や風力発電
といった一部の再生可能エネルギープロジェク
トでは、燃料費はゼロとなるため、このような
初期投資集中型のコスト構造は顕著になる。
そして、プロジェクトがこのようなコスト構
造を持つ場合、プロジェクトのライフサイクル
全体を通じた総コストに占めるファイナンシン
グ・コストの割合が大きくなるため、長期低金

状況となっている。
このような気候変動ファイナンスのトラッキ

ングの課題は、自らがカウントした気候変動
ファイナンスに疑義が生じる可能性や、長期資
金目標に対する自国の貢献として計上できる気
候変動ファイナンスに漏れが生じる可能性があ
るため、先進国側にとって非常に重要な課題と
なっている。そのため、気候変動ファイナンス
のトラッキングに関しては、OECDや先進国
の開発金融機関などが様々なアプローチを試み
ており、正確な情報の把握に向けた努力を行っ
ている。

前章まででみてきたように、気候変動ファイ
ナンスの注目は高まりつつあるものの、同時に
様々な課題を抱えている。他方、気候変動ファ
イナンスにおいて新たに導入された「公的資金
による民間資金の動員」という文脈においては、
具体的な動きも多くみられている。
本章では、議論の前提として気候変動分野に

 
3. 気候変動ファイナンス分野における

民間資金動員の実際

（資料） Caruso and Jachnik（2014）, “Exploring Potential Data Sources for Estimating Private Climate Finance”（OECD 
Environmental Working Papers No.69）より筆者作成

図表 3　気候変動関連投資にフォーカスを当てた主なデータベース
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利で資金調達を行うことが出来るか否かがプロ
ジェクトの競争力の鍵を握ることになる。例え
ば、再生可能エネルギープロジェクトの中でも、
特に初期投資額が大きい地熱発電プロジェクト
では、試掘コストなどの初期投資の一部を建設
費として計上し、資本費に組み入れることで、
プロジェクト期間中に減価償却するといった手
法がとられることがある。このようなケースで
は、減価償却期間中の発電コストは化石燃料に
よる発電と同水準程度になることもある。その
ため、市場に長期的な視点から資金供給を行う
者がおらず、プロジェクト期間の前半に借入金
の返済を集中させるような資金調達をせざるを
得ない場合、プロジェクトのキャッシュフロー
の悪化や、競争力の低下が懸念される。
上述の地熱発電のケースは極端な例であり、

実際には影響が限定される側面はあるものの、
このようなファイナンシング・コストが大きな
影響力を持つ傾向は、多くの気候変動対策プロ
ジェクトにおいて共通してみられるものであ
る。そのため、伝統的な化石燃料プロジェクト
と比較すると、気候変動対策プロジェクトにお
いては、フィナンシャル・セクターの果たす役
割は大きくなると考えられる。
このような背景から、気候変動ファイナンス

における民間資金動員においても、公的資金を
活用し、いかにこのような民間の長期的投資を
呼び込むかが大きなテーマとなっている。

（２）民間資金動員の事例紹介
気候変動分野のプロジェクトにおいてはフィ

ナンシャル・セクターの役割が大きく、特に長
期的な民間投資を呼び込むことが鍵となってい
る。このため、各国政府は、気候変動ファイナ
ンスに対してより多くの民間投資を呼び込むた
めに、知恵を絞って様々な民間資金動員策を展
開している。

これまでの気候変動分野における公的資金の
使途は、ビジネス的には劣っているものの気候
変動対策に貢献するプロジェクトを譲許的条件
で資金支援を行っていくといった性質のものが
多かった。しかし、現在進められている気候変
動ファイナンスに民間資金を呼び込むための
様々な動員策においては、譲許的な支援だけで
なく、しっかりと収益を上げることが出来るプ
ロジェクトを見極めて、より効率的かつ持続的
に公的資金を活用していく工夫が盛り込まれて
いる。
以下では、このような先進的な民間資金動員策
の一例として、①

と②
の事例を紹介する。

①Global Climate Partnership Fund（GCPF）
GCPFは、官民の投資を促進するためにドイ
ツ政府とドイツ復興金融公庫（ ）の主導に
よって設立された、ドイチェバンクが管理を行
うPEファンドであり、事業へのUSドル建て
での出資の他、ローカル金融機関への出資も
行っている。
ファンドの形態は、融資を主体としたDebt 

であり、シェアの異なる債券やローンを
発行することで、投資家の選好に合せた様々な
リスク リターン・プロファイルのオプション
を提供し、多様な投資家による投資を見据えた
形態となっている。
特に、他のファンドにはない特徴として、

と 呼 ば れ るNote（ 短
中期債権）を発行していることが挙げられ
る。これは、通常のファンド出資においては、

が最も優越的なポジションのシェア
ホルダーとなるが、 は

を上回るシェアホルダーとして位置
付けられ、よりリスクの低い投資を可能とする



29

気候変動ファイナンスのいま　～気候変動問題におけるファイナンスの重要性～

ものであると考えられる。
実際、このファンドへの出資は、ドイツ政

府、デンマーク政府、 、IFCが行っている
他、ドイツの医療従事者のための年金基金であ
る が

による出資を行っており、気
候変動ファイナンス獲得を目的とした民間資金
動員の成功事例であるといえる。

②Global Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund（GEEREF）
GEEREFは、欧州投資銀行（EIB）が管理す

るファンドオブファンズで、EU、ドイツ、ノ
ルウェー等が参加している官民連携（PPP）に
よるファンドであり、欧州内に留まらずアフリ
カ、アジア、南米にも出資実績がある。

GEEREFの目的は、経済移行国や開発途上
国における再エネ・省エネプロジェクトのため
のベンチャー資本を民間への投資を通じて提供
することにあり、特に最貧国における安全でク
リーンなエネルギーへのアクセスの向上に資す

る技術の開発・移行・使用を加速させることに
重点を置いている。そのため、GEEREFの投
資は、①開発途上国における再エネ・省エネの
普及拡大、②気候変動への取組みと持続可能
な環境、③持続可能なファンド運営のための
利益という3つの側面での便益（
Line）を狙って実施される。

GEEREFは、上述の目的を通じて官民双方
の資金動員の触媒となっており、GEEREFが
資金拠出を行うファンドが投資するプロジェク
トの金額を合計すれば、総額で10億ドルの資
金を動員可能であると推計している。

GEEREFの運営は、欧州委員会（EC）の海外
協力機関である
（AIDCO）が担っており、EU・ドイツ・ノルウェー
政府が支援、EIBグループ（含むEIF）がアドバイ
ザリーを実施している。資金動員目標は、200～
250百万ユーロであり、2013年3月までに112百万
ユーロを確保している。

GEEREFの特徴的な点は、気候変動分野に
特化したファンドオブファンズであるという点

（資料） Deutsche Asset & Wealth Management,“UNFCCC Second Meeting of Experts on Long-Term Finance”（2013）

図表4　 GCPFのシェアホルダーストラクチャー



vol.9　2015

30

にあり、気候変動分野の民間資金動員策として
は先進的な取組みであると考えられる。また、
GEEREFはファンドオブファンズとしての活
動の他に、技術協力基金も設立している。

2014年12月に開催されたCOP20では、加盟
国各国がUNCCC事務局提出する2020年以降
の約束草案の内容が合意され、交渉期限となる
COP21に向けて、次期枠組に関する国際交渉
も大詰めを迎えようとしている。これまで交渉
をリードしてきた欧州に対抗するように、米国
や中国も連携して積極的な動きを見せている。
一方で日本は、エネルギー政策見直しの遅れか
ら、2015年に入っても未だ2030年目標を示す
ことすらできない状況にある。
しかし、このような将来的な議論と並行して、

カンクン合意という現在の取組みに関する枠組
みが動いていることは、忘れてはならない。特
に、気候変動ファイナンスという文脈において
公と民の新たな連携の潮流が生まれつつあるこ
とは、今後の気候変動対策において民間セク
ターが果たす役割の重要性がより高まっていく

 4. 今後の見とおし

ことを示唆しているようにも見受けられる。そ
して、このような現在の取組みの度合が、国際
交渉上における各国のプレゼンスの源泉となる
ものであることを考えれば、日本企業の行動が、
日本のプレゼンス回復を主導するといったこと
も可能なのではないだろうか。
気候変動に関する世界的な議論は、日本国内
の状況に関わらず進んでいく。これは、次期枠
組だけでなく、気候変動ファイナンスの議論に
ついても同様である。国際的なルール作りに乗
り遅れ、将来世代にツケを残すことがないよう、
今こそ、官民が連携して日本の国際的なプレゼ
ンスを高めていくべきではないだろうか。

注
（1） 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会合
（ ）の略。

（2） 2030年までに1990年比40%削減。
（3） 2014年11月20日のG20ブリズベン・サミットにお

いて、米国は2025年までに2005年比26～28%削
減、中国は、排出量のピークを2030年に設定する
ことをそれぞれ表明。

（4） 将来的な気候変動による影響を「緩和」するために、
温室効果ガス（GHG）排出量を削減する取組みの
こと。これに対して、将来的に気候変動による影
響が発生した場合に、その影響に「適応」する取

（資料） GEEREFホームページより抜粋（http://geeref.com/about/what-geeref-is.html）

図表5　GEEREFのファンドコンセプト
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組みを、「適応」という。
（5） CDMプロジェクトの登録数は、京都議定書第一

約束期間終了後に激減している。例えば2014年10
～12月の期間においては、プロジェクト登録件数
が制度開始以来、初めてゼロとなった。

（6） 以下、本文中で「先進国」といった場合は、UNFCCC
附属書Ⅱ国を指す。

（7） 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）ホームペー
ジ（

）を基に、筆者が作成。英語は原
文ママ。（2014年12月11日取得）

（8） 例えば、国際金融公社（IFC）、アジア開発銀行
（ADB）、アフリカ開発銀行（ ）、欧州投資銀
行（EIB）など。

（9） （2014）, “JOINT 
REPORT ON MDB CLIMATE FINANCE 2013”
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投資家は企業を評価する際に何を見ている
か。財務諸表に記載されている売上高や利益
といった財務情報が重要であることは言うま
でもない。しかしながら、近年、財務情報に
加えて、ESG（1）情報などの非財務情報も投資
家は重視しつつある。地球環境問題や社会課
題を含めたCSR課題にきちんと対応している
企業は、経営の持続的な成長が見込まれるた
め、投資パフォーマンス向上にもつながると
捉えられていると言われている（2）。本稿で取
り上げるCDPは、“投資家主導”で非財務情
報開示に最も成功したプログラムの運営主体
である。なぜ成功したのだろうか。
成功した理由の説明の前に、CDPについて
概説する（3）。CDPは、投資家に環境情報の
提供を行うことを目的とした国際的な非営利
団体である。2002年の開始当初は、Carbon 

Disclosure Project（カーボン・ディスクロー
ジャ・プロジェクト）と呼ばれていたが、最近
は気候変動だけでなく、水や森林などに対象

 
1.“投資家主導”で非財務情報開示に成

功したCDP

領域を拡大してきたため、これまでの略称で
あったCDPを正式名称にしている。CDP設立
当初は35社の機関投資家が参加し、これらの
機関投資家の合計運用資産は4.5兆ドルであっ
たが、年々増加し、現在は767社の機関投資家、
92兆ドルへと拡大している。また、CDPが実
施した調査への回答企業も全世界で4500社を
超えている（2013年実績）（4）。なお、各企業は
回答した内容に基づき、企業内外の気候変動
に関する情報把握と開示レベルを示す「ディ
スクロージャースコア（100～0点）」、気候変
動に関する対策の実効性を示す「パフォーマ
ンススコア（A～E）」で評価されている（以下、
それぞれ情報開示スコア、実績スコアと表記
する）。スコアなどはCDPのレポートだけで
なく、ブルームバーグ、グーグルファイナンス、
ドイツ証券取引所などで開示されている（5）。
このように、CDPは非財務情報開示におい
てグローバルで成功してきた。この理由を以下
に考察する。

投資家からの非財務情報開示に対する要求は年々高まっている。各企業はこれまで環境・
CSR報告書やウェブサイトを中心に非財務情報開示を行ってきたが、情報の内容・質が各社に
よって異なるため、投資家による投資判断に十分につながってこなかった。そのような中、非財
務情報開示のプログラムで成功する事例が出てきた。本稿では、非財務情報開示のプログラムが、
“投資家主導”でどのように広がってきたのかについて、これまでカーボン・ディスクロージャー・
プロジェクトとして知られてきたCDPを題材に分析し、今後の展望についても考察する。

社会動向レポート

“投資家主導”で広がる非財務情報開示プログラム
～CDPの成功とわが国への波及効果～

環境エネルギー第２部
チーフコンサルタント　瓜生　務　　シニアコンサルタント　柴田　昌彦
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である（7）。これまでの環境格付調査において
は、通常、回答内容は非公開であった。しかし
ながら、CDPは回答内容を公開する戦略をとっ
た。また、回答内容だけではなく、対象企業一
覧、上述した質問表、ガイダンス資料、そして
採点基準でさえも公開に踏み切った。このよ
うに、極めて透明性の高い調査になっており、
GlobeScan社及びSustainAbility社が70カ国、
約700人の専門家に対して実施した調査におい
ても、最も信頼性の高い格付として評価されて
いる（8）。また、2014年においては全世界5000

社以上の企業に質問書を送付している（9）。世
界中のこれほど多くの企業から気候変動対策に
関する情報を収集し、蓄積している組織は他に
存在しない。CDPは現在、企業の気候変動対
応を図るための情報データベース及び格付結果
を提供する世界最大の存在になっている。

（1）成功した理由：投資家視点の設問構成
CDP質問書の構成を図表1に示す。CDP質

問書は、気候変動管理（マネジメント）、リス
クと機会、排出量の3つのセクション、合計14

の設問から構成されている。CDP調査は、投
資家視点の設問構成になっている点において日
経環境経営度調査などの他の調査と比べてユ
ニークである。つまり、これまで日本企業が対
応してきた「どれだけ立派な環境経営をして
いるか?」という内容ではなく、「気候変動に
関わるリスクへの備えは十分か？事業機会とし
て活用していく戦略を持ち、そのための体制が
取られているか」といった投資家視点の設問と
なっている。

（2）成功した理由：徹底した情報開示
CDPの成功した次の理由は、徹底した情報

開示である。情報開示スコア、実績スコアはも
ちろん、原則全ての回答内容を誰でも閲覧可能

（資料）CDP2014気候変動質問書（6）より筆者作成

1. 気候変動管理（マネジメント）
・ガバナンス（気候変動において責任を負っている最高機関等）
・戦略（リスク管理手法、リスク特定プロセス、政策立案者との協働等）
・排出削減目標及び削減活動（目標内容、排出削減活動による経費削減額等）
・コミュニケーション（気候変動等に関する情報公開）

2. リスクと機会
・気候変動リスク（規制、物理的影響、その他リスク）
・気候変動による機会（規制、物理的影響、その他による機会）

3. 排出量
・排出量算定方法（算定に使用した基準、プロトコル、方法論等）
・排出量データ（排出量、外部検証の有無等）
・スコープ1排出量内訳（国・地域別排出量等）
・スコープ2排出量内訳（国・地域別排出量等）
・エネルギー使用量（事業支出のうち、何％がエネルギー使用によるものか等）
・排出実績（排出量総量の前年との比較、増減した理由等）
・排出量取引（排出量取引への参加有無等）
・スコープ3排出量（カテゴリ別排出量、バリューチェーンにおける協働の有無等）

気候変動に関わるリ
スクを低減し、機会
を最大活用できる体
制・戦略が構築され
ているか？

低減すべきリスクと
活用すべき機会がき
ちんと見えて、策が
採られているか？

1、2の回答が実効
的な活動に支えられ
ていることをチェック
するための実績把握
状況の確認

図表1　CDP質問書の構成
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の情報開示スコアの推移を示す。情報開示が80

点以上の企業は2010年の5%から2014年の60%

へと大幅に増加した。それに伴い、日本企業の
スコア平均も52点（2010年）から78点（2014年）
に大幅に増加した。当初は環境先進企業でさえ
もCDPを軽視してきたが、現在では欧米と遜
色無いレベルとなり、日本企業の真剣さが伺え
る。事実、2014年10月に行われたCDP2014日
本報告会では、東芝の田中 久雄社長や本田技
研工業の伊東 孝紳社長など、日本を代表する
企業9社の経営幹部が顔を揃えるなど、豪華な
顔ぶれが揃い（12）、筆者も驚愕した。

（2）分析：CDPに対応している企業に対する
機関投資家、外国人投資家の行動は?

CDPに対して積極的に情報開示を行ってい
る企業もあれば、一切回答しない企業もある。
この理由として、回答することにより企業にも
たらされるメリット（効果）が明らかでないこ
とが一因であると考えられる。回答することに
よる企業にもたらされるメリットが明らかにな

（3）成功した理由：投資家や格付機関等による
データ活用の拡大

ESG投資に関して、CDPを活用する投資家
及び格付機関は増加している。DJSIやFTSE

でのインデックス指標としての活用が進むと共
に、CCLA等といった一部の機関においては、
投資対象から企業を除外するためにCDPデー
タを活用する事例も報告され始めており、非財
務情報開示について軽視できない状況となって
いる。

これまで、グローバルを中心にCDPが成功
した理由について考察を行ってきた。以下にお
いて、わが国においてCDPはどのように浸透
してきているかについての分析結果を示すこと
とする。

（1）分析：日本企業の対応状況
日本企業におけるCDP、特に気候変動への

取組みは確実に進んでいる。図表3に日本企業

 2. 分析：わが国におけるCDPの浸透

（資料）各種資料より筆者作成

図表2　投資家等によるデータ活用事例
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人投資家の持株比率の増加傾向が見られたとと
もに、CDPに回答した企業は回答しない企業
と比べて同様の傾向が見られたことは注目すべ
き点である。

（3）分析：CDPに対応している企業の時価総
額は?

CDP2014に回答した企業の実績スコアと時
価総額（2013年末）との関連を図表5に示す。サ
ンプル数の少ないスコアEを除き、スコアが良
くなるほど時価総額の増加が見られた。本情報
のみでは、気候変動へのパフォーマンスが良い
ため時価総額が高いのか、あるいは、時価総額
が高いため気候変動対策を行い、情報開示でき
る体制があるのかの因果関係について断定する
ことはできない。しかしながら、既往の調査に
おいても、CDPの実績スコア上位企業は市場
全体のリターンを上回った等といった結果も報
告されており（16）、今後さらに検討を進める必

れば、企業の環境への取組み、あるいは、情報
開示の推進の一助になると考え、筆者らは慶應
義塾大学理工学部管理工学科の高橋 正子教授
らと共同研究を行った。本稿ではその成果の一
部を報告する（13）。
同研究では、CDPを活用して気候変動への

取組みと投資家行動との関連性について調査し
た（14）。投資家行動としては、株主の持株比率
の視点から検討した。株主としては、ESG投
資に関心があり、長期的な株式の保有傾向に
ある機関投資家、外国人投資家に着目した（15）。
そこで、気候変動という長期に亘る問題への
対応・情報開示と投資家（機関投資家、外国人
投資家）の持株比率との関連についての検討を
行った結果を図表4に示す。
本結果から、日本企業のCDPへの環境情報
開示と投資家の株式保有の行動の間には関連性
があることが示された。情報開示スコア、実績
スコアが高い企業において、機関投資家、外国

（資料）各種CDPジャパン500 気候変動レポート（2010-2014年）より筆者作成
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図表3　日本企業の情報開示スコアの推移
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外国人投資家の持株比率が高く（分析2）、時価
総額も高い（分析3）という関係が見出された。
これまで、外国人投資家比率の増加が、時価総
額の押し上げに寄与している事例も公表され
ている（18）。例えば、2013年における時価総額
上位20%の企業の外国人投資家の保有比率は

要がある。

（4）分析のまとめ
分析1では、各社の気候変動に関する情報開
示内容の充実度が増したことが示唆された。ま
た、CDPスコアが高い企業ほど、機関投資家、

（資料）GHG排出削減取組みと投資家行動との関連性～主要な民間調査に対する情報開示～（13）より筆者作成

図表4　結果の概要

（資料）CDP ジャパン500気候変動レポート2014及び各社情報より筆者作成
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図表5　CDP2014回答企業の実績スコアと時価総額（2013年末）との関連（n＝198）（17）
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これまで、企業評価において取組みの実効性
よりも情報開示の巧拙を評価する開示スコア
が注目されることが多かったCDPであるが、
今回のリストの発行により、取組みの実効性
重視への方向転換を明確に打ち出したと筆者
は考えている。取組みに強みがある企業にとっ
ては、適正な国際的評価を得る機会が到来し
たと言えよう。

非財務情報開示のプログラムが、“投資家主導”
でどのように広がってきたのか、CDPを題材に分析
した。このまま、CDPがデファクトスタンダード化す
るかどうかは分からないものの、“投資家主導”、“投
資家視点”の非財務情報開示プログラムが今後さ
らに存在感を高めるのは間違いないと考えられる。
また、海外から資金を集め、企業価値をさらに高
めていくためにも、非財務情報開示への的確な対
応が求められる。

本稿の発行に当たり、慶應義塾大学理工学部
管理工学科　高橋 正子教授、壷井 彬氏、荻野 

健人氏から多大なるご支援を頂いたことに深く
感謝申し上げます。

注
（1） ESG：環境（Environment）、社会（Society）、企

業統治（Governance）の頭文字をとったもの。
（2） 東京証券取引所グループ「ESGで企業を視る」

http://www.tse.or.jp/news/31/b7gje6000002ojbk-
att/esg.pdf

（3） CDP事務局　森澤みちよ「CDP概要」CDPワーク
ショップ2014年4月15日
https : / /www.cdp .net /en-US/WhatWeDo/
Documents/WS_april_morisawa.pdf

（4） CDPウェブサイト「Climate Change Program」
https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/
CDP-Investors.aspx

（5） CDP「CDPジャパン500　気候変動レポート
2014」2014年10月15日
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-japan-

 4. 最後に

 5. 謝辞

30%に達する一方、下位20%企業は5%に満た
ない。詳細な因果関係の分析については、今後
の課題であると考えるが、投資家視点のプログ
ラムであるCDPへの適切な対応は、機関投資
家、外国人投資家を保ち、時価総額を高めるた
めの取組みの一つとしてこれから機能すること
も考えられる。

（1）今後の展望：動き始めた日本
投資家のための環境情報開示基盤プラット

フォームの運営事業を環境省が開始した（19）。
この事業では、環境情報に関する情報開示基盤
を整備することで、環境に配慮した経営を行う
企業が正しく評価され、そのような企業に資金
が流れる社会システムの構築を目指している。
環境情報開示基盤では、CDPに倣った投資家
視点になっているとともに、CDPとの連携が
実施される予定であり、今後の非財務情報開示
の加速化が見込まれる。また、金融庁によって
発行された「日本版スチュワードシップ・コー
ド」の登場を契機に、企業の持続的成長を促す
投資が行われることが期待される（15）。

（2）今後の展望：CDPも一歩先へ
CDPでは、気候変動の他に、最近は水や森

林に関する調査票の強化やセクター別質問書の
作成を行う予定であり、今後企業からのさらな
る非財務情報の公開、及び公開された非財務
情報を活用したESG投資の拡大が期待される。
また、GHG排出量に関する第三者検証を強化
し、信頼性の向上も進める予定である。
なお、CDPは2014年10月に「The A List: The 

CDP Climate Performance Leadership Index 

2014」を発行した（20）。これには、企業規模に
よらず、実績スコアがAとなった企業は全て
掲載されている（開示スコアは公表されない）。

 3. 今後の展望
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（19） 環境省「平成26年度環境情報開示基盤整備事業」
への参加企業及び情報閲覧金融機関等の募集につ
いて（お知らせ）　平成26年9月30日
http://www.env.go.jp/press/press.
php?serial=18708

（20） CDP、The A List: The CDP Climate Performance 
Leadership Index 2014
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-climate-
performance-leadership-index-2014.pdf

climate-change-report-2014-japanese.pdf
（6）  CDP「CDP2014気候変動質問書」

https://www.cdp.net/en-US/WhatWeDo/Documents/
Climate%20Change_2014%20information%20
request_Final_JP.pdf

（7） 公表を望まない企業は、「非公表」として扱われ
る。CDPは、情報開示、実績スコア上位企業を、
CDLI（Climate Disclosure Leadership Index）、
CPLI（Climate Performance Leadership Index）
に選定しているが、非公表企業は選定しない方針
としている。

（8） A GlobeScan/SustainAbility Survey「The 2013 
Ratings Survey: Polling the Experts」
http://www.sustainability.com/library/the-2013-
ratings-survey-polling-the-experts

（9） CDPウェブサイト「CDP & RobecoSAM」
https: / /www.cdp.net/en-US/OurNetwork/
Documents/CDP-and-robecosam.htm

（10） 株式会社QUICK　広瀬 悦哉「QUICKのCDP情
報サービス」　CDP日本報告会　2014年10月15日
https://www.cdp.net/en-US/WhatWeDo/
CDPEventPages/CDP2014JapanLaunch_Quick.pdf

（11） CDPウェブサイト「FTSE Group, CDP and ENDS 
Carbon collaborate to launch new Carbon Strategy 
Indices for the global」
https://www.cdp.net/en-US/WhatWeDo/
CDPNewsArticlePages/FTSE-CDP-Index.aspx

（12） 日経ビジネスオンライン、日本企業が軒並み高
得点、世界の投資家が注目する環境への取組み、
2014年12月10日
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/
20141208/274848/

（13） 研究詳細については、情報システム学会　第10回
全国大会・研究発表大会、GHG排出削減取組みと
投資家行動との関連性~主要な民間調査に対する
情報開示~を参照されたい（2015年に公開予定）。
http://www.issj.net/conf/index.html

（14） CDP2013の結果を用いて分析を行った。
（15） みずほ情報総研レポート vol.8　村上 智美「稼ぐ

力」を取り戻すために -スチュワードシップ・コー
ド /コーポレートガバナンス・コード：期待高まる
非財務情報開示と企業経営の変革
http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/report/
2014/pdf/mhir08_invest.pdf

（16） 大和総研、気候変動問題への対策の評価対象企業
はリターンが好調（2012年2月27日）
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/esg/
investment/12022701investment.pdf

（17） 実績スコア対象外企業（情報開示スコア50点未満
企業）及び非上場企業（計22社）を除く企業を対象
とした（計198社）。

（18） 例えば、経済産業研究所　宮島 英昭、企業統治改
革の視点　など
http://www.rieti.go.jp/jp/special/special_
report/077.html
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近年、社会経済環境の変化に伴い、経済的困
窮や社会的孤立に陥る人々が増大している。こ
うした中、生活困窮者を支援する新たな枠組み
として「生活困窮者自立支援法」（以下、「新法」
と表記）が成立し、2015年4月より施行される
予定である。
新法には、生活困窮者に対する相談支援事業

や住居確保支援等に加えて、「生活困窮者就労
訓練事業」（いわゆる「中間的就労」）が盛り込
まれている。これは、疾病や障害、長期にわた
るひきこもりの経験等、様々な理由で一般的な
仕事につくことが難しい人々を対象に、支援付
きの就労機会を提供するものである。
しかし、中間的就労を必要とする生活困窮者

の増加に対して、既存の中間的就労の場は少な
い。「中間的就労」が効果的に実施され、地域
において拡大していくためには、まだ多くの課
題が残されている。
本稿では、日本における中間的就労の課題を

みた上で、この分野で経験を蓄積してきたイギ
リスとイタリアの事例を、2014年12月に行っ
た現地調査での知見を交えつつ紹介する。そし
て最後に、今後の日本における「中間的就労」

 はじめに
のあり方について検討したい。

（1）「中間的就労」とは何か
新法における中間的就労とは、一般就労と、
障害者を対象とするいわゆる福祉的就労（1）と
の間に位置する就労形態を指す。中間的就労の
主な特徴は、以下の通り整理できる（図表１）。
第一に、実施主体としては、社会福祉法人、

NPO法人、営利企業等、民間の事業者が想定
されている。つまり、国や自治体が中間的就労
の場を設立するのではなく、民間事業者の自主
事業としての展開が期待されているのである。
ただし、いわゆる「貧困ビジネス」のような不
適切な運用がなされないよう、各中間的就労事
業所は都道府県から事業の認定を受けることに
なっている。
第二に、中間的就労の場で働くことができる

のは、行政による決定を受けた者と定められて
いる。厳密な要件が設定されているわけではな
いものの、適切なアセスメントが行われた上で、
行政によって中間的就労が必要と判断されるこ
とが求められる。
第三に、中間的就労では、雇用契約を締結す

る働き方（雇用型）と、締結しない働き方（非雇

 
1. なぜ日本社会に「中間的就労」が必

要なのか

日本で新たに始まることになった「中間的就労」という施策について、この分野の先進国とし
て注目されるイギリスとイタリアの事例から、日本は何を学ぶことができるだろうか。本稿では、
「中間的就労」のあり方について、現地調査の知見を交えて考察する。

社会動向レポート

「中間的就労」のあり方を考える
～イタリア・イギリスの事例を参考に～

社会政策コンサルティング部
コンサルタント　福田　志織
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困窮者の相談を幅広く受け、必要に応じて個別
的に支援する「自立相談支援事業」が、すべて
の福祉事務所設置自治体において必須事業と
なっている。自立相談支援事業は、対象者を限
定することなく広く相談を受け付けることをそ
の特徴としているが、限られた人員体制の中で
それを可能とするためには、就労の機会等、相
談支援の「出口」を用意することが必要だ。
「出口」には相談者本人の希望や状況等によっ
て、様々なものが考えられる。例えば、すぐに
一般企業等で働くことを希望し、またそれがで
きる人には「一般就労」の場が必要である。また、
就労が難しい高齢者などには、非営利団体等が
主催するサロンやボランティア活動などの「居
場所」が求められるだろう。そして、すぐに一
般就労に就くことは難しいものの、就労を希望
しており、支援があれば軽易な作業等に従事で
きる人については、「中間的就労」の場が重要
な「出口」の1つとなる。中間的就労によって
自信をつけることで、少しずつ不安を克服して
一般就労に向かうことも考えられるし、中間的
就労の場を通じて、地域社会とのつながりをつ

用型）の両方が想定されている。一般就労では、
事業主に雇われる働き方をする場合には、必ず
雇用契約を締結し、事業主は労働基準法等、各
種労働法制に則って労働者を働かせなければな
らない。この場合、当然ながら最低賃金以上の
労働対価を支払うこととなる。一方、中間的就
労では、一般就労と同様に（2）雇用契約を締結
した上で支援付きの就労を行う形態（雇用型）
と、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体
験する形態（非雇用型）（3）の2つのパターンが想
定されている。
第四に、中間的就労の事業者は、対象者の就

労状況を把握し、相談や指導援助を行う就労支
援担当者を配置することとされている。雇用型
であっても非雇用型であっても、就労に慣れて
いくための「支援」の提供が重要視されている
のである。

（2）中間的就労の必要性と課題
では、なぜ今、中間的就労が必要とされるの

だろうか。
新法では、生活保護に至る前段階にある生活

（注）下線は筆者による。
（資料）厚生労働省「生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業のモデル事業実施に関するガイドライン」ほか各種資料

を参考に筆者作成。

図表1　生活困窮者自立支援法における就労訓練事業（中間的就労）の特徴
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度、障害者就労の仕組みなど、中間的就労の社
会背景が異なる部分もあるため、その点には留
意が必要である。

（1）B型社会的協同組合とは
イタリアでは、日本の「中間的就労」に類似
した取組みを行う組織として、「B型社会的協
同組合」が制度化されている。
「社会的協同組合」とはイタリアの「社会的
協同組合法」に規定される法人形態の一つであ
る。事業の意思決定を経営者のみが行うのでは
なく、出資者、労働者サービスを受ける受益者
など多様な関係者が関わることができ（4）、こ
の点で、株主や経営者が意思決定権を持つ他の
営利企業とは性質を異にする。
社会的協同組合にはA型とB型の2タイプが
ある（図表2）。A型社会的協同組合は、社会福
祉、保健、教育などの対人社会サービスの提供
を目的として設立される協同組合である。これ
に対して、B型社会的協同組合は、障害者や刑
余者など労働市場で不利な立場にある人々に対
する雇用機会の提供を目的として設立される協
同組合であり、日本の中間的就労と類似した取
組みを行っている。なお、一つの事業者がA型
とB型の両方の事業を行うこともある。2011

年時点で、イタリアには約4,500のB型社会的
協同組合があるとされている。

B型社会的協同組合については、同組合が雇
用する労働者の30％以上が「労働市場で不利
な立場にある人々」でなければならないと法律
で定められている。そして「労働市場で不利な
立場にある人々」とは、障害者、経済的に困窮
している未成年者、薬物依存者、アルコール依
存者、精神疾患患者、刑余者等を指す。誰が「不
利な立場にある人々」に該当するかという要件
は、それぞれのカテゴリー別にさらに細かく定

 2. イタリアの「B型社会的協同組合」

くることもできる。
新法制定前から、既に「中間的就労」と呼び

うる取組みは全国に存在するが、増加する生
活困窮者の数に比べて圧倒的に不足している。
2011年度の福祉事務所来訪者のうち生活保護
の受給に至らない者は、高齢者等も含めて年間
約40万人と推計されている。また、ニートは
約60万人（2013年度）、引きこもりは約26万世
帯（2006年の厚労科研調査の推計値）にのぼる
と指摘される。こうした人々の中には、相当程
度、すぐには一般就労に就くことは難しいが、
潜在的に働ける可能性のある人が含まれている
と考えられる。
そこで、今後は中間的就労の場を拡大してい

くことが望まれる。しかし、新法は中間的就労
を民間事業者の「自主事業」と位置づけており、
事業立ち上げ時の初期経費助成や一定の要件を
満たした場合の税制優遇等は検討されているも
のの（2015年1月現在）、それらの支援は各事業
者が中間的就労の場を設置するインセンティブ
になりうるのか、未だ不透明な状況である。
果たして、中間的就労は、民間事業者の「自

主事業」として継続・発展させていけるものな
のだろうか。社会保障の財源が限られる中、中
間的就労の担い手を増やし、それぞれの事業者
が持続的に事業を行っていくためには、どうし
たらいいのだろうか。
そこで次章以降では、イタリアとイギリスの

中間的就労について、その状況を考察していく。
両国の事例はいずれも「先進事例」と称される
ことが多いが、イタリアは中間的就労事業者に
対して政府からの手厚い支援があるのに対し、
イギリスにはそのような支援がほとんどないと
いう意味で対照的だ。日本における中間的就労
のあり方を考える上で、このように対照的な2

カ国を取り上げることは有益だろう。ただし、
両国と日本とでは、社会保障制度や職業訓練制
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している。
なお、イタリアには全国一律の法定最低賃金
は存在せず、産業別労働協約の規定する賃金が
最低賃金の機能を果たす。「産業別」の一つの
カテゴリーとして社会的協同組合の賃金規定も
存在し、社会的協同組合はこの規定に則った賃
金を支払わなければならない。

（2）B型社会的協同組合の仕事
政府による優先発注を一因として、B型社会
的協同組合には地方自治体等、公共セクターか
らの委託事業を主たる収益基盤としているとこ
ろが多い。事業収入のうち、6割近くが公共セ
クターからの受託による収入であるというデー
タもある（7）。
現地調査において訪問した3件のB型社会的
協同組合―＜ Impegno Per La Promozione＞、
＜ In Opera＞、＜ Pulcinella Lavoro＞―の
うち、＜ Impegno Per La Promozione＞と＜
In Opera＞の2件は政府からの委託事業を中心
に収入を得ている協同組合である（図表3）。
担当者へのヒアリングによると、政府がB型社

められており、政府に「B型社会的協同組合」
として事業者登録を行う際には、これら「不利
な立場」の人を雇用していることを証明する書
類の提出が求められる。
この登録を行ったB型社会的協同組合には、

政府からの支援がある。換言すれば、政府によ
る支援があるために、対象者について厳格な要
件が課されているのである。具体的な支援とし
ては、まず、雇用している「不利な立場の人々」
について社会保険料の事業主負担分が免除にな
る。また、営利企業と比較して、消費税や所得
税の税率が低く抑えられている。さらに、政府
からの委託事業において優先発注が受けられる
という利点もある。例えばローマ市では、「植
物の手入れの仕事の5％を社会的協同組合に発
注する」という割合（5）を定めており、全労働者
に占める「不利な立場の人々」の割合が高いほ
ど高ポイントが与えられるポイント制の入札（6）

を行っている。B型社会的協同組合は、社会保
険料の免除や税制の優遇によって、一般企業よ
り低い価格での入札が可能になっているという
側面もあり、公共セクターの事業を有利に受注

（資料）各種資料を参考に筆者作成

図表2　社会的協同組合A型・B型（イタリア）の概要
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ような委託事業による収益を基盤とする事業モ
デルは合理的に見える。しかし、長引く財政難
の中で、委託される公共事業の金額や社会的協
同組合の優先枠は減少傾向にある。さらに、受
託して仕事を完了させたにも関わらず、予算不
足を理由に、公共セクターからの支払いが滞る
ケースもしばしばあるという。このような状況
を背景に、これまで公共セクターからの受託事

会的協同組合に発注する仕事には、「公園の植物
の手入れ」や「清掃」、「らくがき消し」といった、
高度なスキル・経験を比較的必要としない仕事が
多いとのことであった。このような仕事を中心
に行う場合は、就労経験の乏しい「不利な立場
の人」であっても、特別な職業訓練等を受ける
ことなくその業務に従事することができる。
優先発注が行われるイタリアにおいて、この

（注）現地訪問時に許可を得て筆者が撮影したもの。撮影場所：Pulcinella Lavoroが経営するレストラン（Trattoria degli Amici）

図表４　社会的協同組合（イタリア）における仕事風景

（資料）現地調査におけるヒアリングより筆者作成

図表３　訪問したB型社会的協同組合（イタリア）の概要
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た場合には是正を求める役割も担っている。
今回の調査で訪問した社会的協同組合から
も、資金援助や情報提供、公共団体からの補助
金を受けるための申請書類作成援助、銀行や公
共団体との交渉の手助け等、様々な面で中間支
援組織による支援を受けているとの声が聞かれ
た。社会的協同組合には小規模な団体が多い
ため、個々の組合のために政府や自治体と交渉
し、また組合間のネットワーキングを含めた
様々な支援を行う中間支援組織は、社会的協同
組合の安定的な事業運営のために不可欠な存在
といえるだろう。

（1）ソーシャル・ファームとは
イタリアに続いて、イギリスの事例を紹介し
たい。イギリスにおいて、わが国の新法が想定
する中間的就労に近い取組みを行っている事業
者は「ソーシャル・ファーム（ ）」と
呼ばれる。ソーシャル・ファームは「労働市場
で極めて不利な立場にある人々あるいは障害者
を雇用する社会的企業」と定義されている。一
方、ソーシャル・ファームに似た概念として、
「社会的企業（social enterprises）」がある。こ
れは「社会的な目的を第一にもち、株主や所有
者の利益最大化の要請に従うというよりも、そ
の生み出した剰余金はその社会的目的のために
主にその事業やコミュニティに対して再投資さ
れるようなビジネス」をいう。「ソーシャル・
ファーム」は「社会的企業」に含まれる、より
狭い概念である（図表5）。
ソーシャル・ファームは、イタリアの社会的
協同組合とは異なり、法律を根拠とする法人形
態ではなく「一つのコンセプト」（9）であるとい
う。そのため、ソーシャル・ファームには株式
会社や産業・共済組合など様々な法人形態が含
まれる。

 3. イギリスの「ソーシャル・ファーム」

業を中心に運営していた2件の協同組合の担当
者は、いずれも「今後は公共セクターからの受
注に依存しすぎず、民間企業からの受注を拡大
させたい」と話していた。
一方、公共セクターからの委託事業に依存す

るリスクを認識し、一般のマーケットの中で競
争する社会的協同組合もある。身体障害者を多
く雇用する＜Pulcinella Lavoro＞いうB型社
会的協同組合は、政府からの委託事業を受注す
るのではなく、一般の個人顧客をターゲットと
したレストランを経営している。このレストラ
ンは、障害者を雇用する一方で、他のレストラ
ンとの顧客獲得競争に勝ち残るため、様々な工
夫を行っている。たとえば、ミシュランの1つ
星に認定されたレストランのシェフにメニュー
の監修等を依頼したり、豊富な経験を持つシェ
フを採用して、収益を上げている。レストラン
では高度なスキルや経験が必要な業務もあり、
従業員に対する教育訓練や効果的な仕事の割り
振りにも力を入れていた。

（3）中間支援組織（8）による支援
イタリアの社会的協同組合の特徴として、「コ

ンソーシアム」や「アソシエーション」と呼ば
れる中間支援組織による支援がある。イタリア
の中間支援組織は、個々の協同組合をその会
員とした会員制ネットワーク組織で、会員組織
に対する支援を行う。今回の現地調査で訪問し
たAGCI（Associazione Generale Cooperative 

Italiane）という組織は、会員である社会的協同
組合への財政的援助（加盟団体の出資による基
金からの低利貸付や、他の資金調達方法を紹介
することもある）、経営コンサルティングのほ
か、社会的協同組合の代表として政府に対する
ロビー活動等も行っている。さらに、経済開発
省の委託を受けて、不適切な運営をしている社
会的協同組合がないかチェックし、問題があっ
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シャル・ファームであること」を理由とした政
府による支援がないことがある。ソーシャル・
ファームは、事業収益や各々が個別に調達した
資金等を原資にビジネスを展開している。
ただし、社会的企業を念頭に置いて導入され
たCIC（コミュニティ利益会社）と呼ばれる認定
を取得すると、税制の優遇が受けられる措置は
ある。また、公共事業の委託については、ソー
シャル・ファームのように社会的な価値を持つ
事業者を優遇する動きが始まっている。2013年
1月、イギリスでは「公共サービス（社会的価値）
法（Public Services （Social Value） Act 2012）」
が施行された（10）。これは「公共サービスを民
間に委託する際に、そのサービスが地域の経
済、社会、環境を改善するかどうかを考慮に入
れて委託先を決定しなければならない」と定め
た法律である。社会的価値の定義などまだ議論
が残されており、また、これは対象をソーシャ
ル・ファームに限定した法律ではない。しかし、
この法律の制定により、今後社会的企業やソー
シャル・ファームへの公共サービスの委託が増
える可能性は高いと言えるだろう。

イギリスでは、Social Firms UKという民間
組織が、個々のソーシャル・ファームを会員と
して活動を行っている。Social Firms UKが独
自に定めた基準では、ソーシャル・ファームは
収入の50％をその事業収益から得なくてはな
らない（なお実際には、会員の75％は、収入の
７割以上を事業収益から得ているという）。ま
たフルタイム雇用の従業員のうち25％は「極
めて不利な人」でなくてはならない。この定義
を満たすソーシャル・ファームは、2011年時
点でイギリス内に181社ある。
しかし、ソーシャル・ファームは法に定めら

れた制度ではないため、これらの割合を満たし
ていなくとも特に問題にはならず、また誰が「極
めて不利な人」に該当するか、という基準も明
確には定められていない。身体障害者や学習障
害者、精神疾患患者、元ホームレス、刑余者
などが想定されているが、個々のソーシャル・
ファームによって労働者の特性は様々である。
このように、定義や対象者に明確な規定が

ないことは、イタリアの社会的協同組合とは
対照的だ。この背景には、イギリスには「ソー

（資料）Social Firms UK作成資料（2014年12月3日ヒアリング時受領）を参考に筆者作成。

図表５　ソーシャル・ファームと社会的企業との関係（イギリス）
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（2）ソーシャル・ファームの仕事
このように、ソーシャル・ファームに対して

は政府からの直接的な支援がない。つまり、一
般の企業と同様に事業収益を基盤としてビジネ
スを展開させていかなければならないのであ
る。一方でその支援がない分、法人の形態や雇
用する対象者の定義、事業内容等について特
段規制されることもない。個々のソーシャル・
ファームはそれぞれ工夫を凝らすことで、「極
めて不利な人」に対する雇用機会を創出しつつ、
継続的に事業を運営している。
ソーシャル・ファームの特徴の一つに、地域

のニーズを掘り起こし、ニッチなマーケットで
のビジネスを展開させる点がある。
今回の現地調査で訪問した事例の一つである

＜HCTグループ＞は、ロンドン市から委託を
受けて路線バスを運行させるほか、何らかの理
由で商業ベースの公共交通システムを利用でき
ない人たちに対して、低料金や無料のバスやタ
クシーサービス等を提供する事業を行ってい
る。地域のデイケアセンターなどで「なぜバス
を利用しづらいのか」「どのようなルートのバ
スが必要か」など、住民に十分ヒアリングし、
その結果をコミュニティバス事業に生かすのだ
という。たとえばある地域では、車いすをバス
内部に固定しておく「クリップ」（10ポンド程
度のもの）がバス内部に設置されていないため
に利用できなかったという声があり、その意見
を反映させたバスを導入した。＜HCTグルー
プ＞の担当者は「コミュニティの意見を徹底的
に聞いてサービスに活かすことが重要だが、大
きな企業にはなかなかこれができない。そう
いったところが我々の強みだ。」と語っていた。
また、＜K10＞というソーシャル・ファーム
は、人手不足と労働力の高齢化が問題となって
いる建設現場に着目し、障害者や刑余者、長期
失業者を含む若者に対し、建設現場で必要な技

術を教えつつ、彼らを現場に派遣するというビ
ジネスモデルを考案していた。これも、現場の
ニーズを見極めてビジネスを展開するという意
味で、非常に興味深い事例である。
もう一点、ソーシャル・ファームの中には

「社会的価値を生む企業」であることを顧客や
社会にアピールすることで仕事を得る、という
団体もある。コンサート等のイベント会場の
セッティングを主な事業とする＜Connection 

Crew＞は、毎年、顧客に「Connection Crew

にご用命いただきありがとうございました。昨
年あなたたちは、社会的に不利な立場の人々に
これだけの仕事を与えました」という証明書を
送付する。これは顧客企業にとっても、「社会
的価値のある会社と仕事をしている」という対
外的アピールにつながるのだという。ソーシャ
ル・ファームのウェブサイトを見ると、そのミッ
ションや社会的価値、どのような「不利な立場
の人」が従業員の中にどの程度いるかといった
情報を、とてもわかりやすく示しているものが
多い。社会的価値のアピールは、ソーシャル・
ファーム自身にとっても、ソーシャル・ファー
ムの顧客企業にとっても、経営戦略として非常
に重要な意味を持つのである。
また、ソーシャル・ファームの事業内容は
様々であるが、特に民間企業や一般消費者を顧
客とする場合は、製品・サービスの「質」が
最も重要であるため、質向上のためのトレー
ニング等に力を入れている。その際のトレー
ニングは必ずしも個々のソーシャル・ファー
ムが団体内部で提供しているものに限らない。
＜HCTグループ＞は、コミュニティバス事業の
ほかに、公共セクターからの委託事業として地
域にラーニングセンターを設け、バス運転等の
技術を教えている。そして、その卒業生を運転
手として採用することが多い。一方、＜K10＞
は建設現場へ訓練生を派遣しているが、派遣の
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仕事がない間は職業訓練を行っている。また、
＜Connection Crew＞は、他の支援団体と連
携しつつ、仕事に必要な技術のほか、メンタル
ヘルスのトレーニング等も行い、さらに顧客の
ニーズとスタッフのスキルをうまくマッチング
させた作業チームを組むことには特に力を入れ
ているとのことであった。

（3）中間支援組織による支援
前述のSocial Firms UKは、個々のソーシャ
ル・ファームから徴収する会費を元に運営され
る民間の会員制組織で、イタリアのアソシエー
ションやコンソーシアムと同様に、会員への支
援活動を行っている。

Social Firms UKの主な支援内容は、会員
への情報提供、会員同士の紹介やネットワー

（資料）Connection Crew ウェブサイト（http://www.connectioncrew.co.uk/）より許可を得て筆者が入手したもの。

図表７　ソーシャル・ファーム（イギリス）における仕事風景

（資料）現地調査におけるヒアリングより筆者作成。

図表６　訪問したソーシャル・ファーム（イギリス）の概要
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ク形成支援である。ヒアリングに応じてくれ
たSocial Firms UKのCEOは、「例えば植物を
作っているソーシャル・ファームと、植木鉢を
作っているソーシャル・ファームを紹介する。
横のつながりができれば、お互いに助け合える
こともたくさんある。私達のような中間支援組
織がなければ、個々のソーシャル・ファームは
孤立してしまう」と話していた。

Social Firms UKは、その他にも、事業を成
功させるためのコンサルティング（直接コンサ
ルティングを行うこともあれば、他の支援機
関を紹介することもある）、調査研究、消費者
に対する広報活動、政府に対するロビー活動
など幅広い役割を担っている。ソーシャル・
ファームより広い概念である社会的企業（Social 

Enterprises）を会員としたSocial Enterprise 

UKという組織もあるが、これもSocial Firms 

UKと同様の支援活動や広報活動を行っている。

ここまで、日本・イタリア・イギリスの中間的
就労について、現地調査等から得られた情報を
中心に概観してきた。本稿の最後に、これまで
にみた情報を整理し、イタリア・イギリスにお
ける中間的就労の事例調査から、今後の日本に
おける中間的就労を考えていく上で重要だと思
われる点を指摘したい。

 

（1）3カ国における中間的就労の共通点と相違点
図表8は、日本・イタリア・イギリスの中間的

就労の概要をまとめたものである。各国の主な共
通点・相違点として次の4点が挙げられる。

①中間的就労の対象者
いずれの国でも、一般就労に就くことに困難

を抱える人々に対して雇用機会を提供すること
を目的としている点では共通している。しかし、

 4. 日本への示唆

イタリアやイギリスでは、中間的就労の対象者
に「障害者」も含めているが、日本では、障害
者は（福祉的就労の対象となるために）中間的
就労の主な対象となっていない（11）。

②雇用関係
雇用関係については、日本では「雇用型」と「非
雇用型」の2パターンを想定しているが、イタ
リア・イギリスの両国とも、いわゆる「雇用型」
のみが想定され、雇用契約を締結し最低賃金以
上の賃金を支払うことを前提にしている。これ
は、日本の中間的就労があくまで「一般就労に
つく前の訓練」とされているのに対し、イタリ
アやイギリスでは「不利な立場の人々への雇用
機会の提供」を第一目的としている–すなわち、
一般就労に向かうための訓練ではなく、そこで
長く働き続けることが想定されている–ためで
あろう（12）。
この前提の相違は、仕事内容・支援内容の違

いにも影響している。日本の中間的就労では、
各事業所に配置される就労支援担当者が、一般
就労に向けた個別的な支援を行うことになっ
ている。イタリアやイギリスの中間的就労で
は、生活困窮者がその事業者内でよりよい仕事
をしていくために必要な訓練等は行われるが、
必ずしも一般就労を目指した訓練や支援が行
われるわけではない。

③政府による中間的就労事業者への支援
政府による支援に関しては、イタリアとイ

ギリスは対照的な特徴を持つ。イタリアでは、
社会保険料の免除や税制優遇、公共サービスの
優先発注等、B型社会的協同組合を対象とした
政府からの支援がある。そのため、必然的に「B

型社会的協同組合」の定義、B型社会的協同組
合が雇用すべき「不利な立場の人」の定義が
厳格に定められ、審査をパスする必要がある。



49

「中間的就労」のあり方を考える　～イタリア・イギリスの事例を参考に～

（注）下線は筆者による。
（資料）厚生労働省「生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業のモデル事業実施に関するガイドライン」、現地調査に

て得られた情報、各種資料などを参考に筆者作成。

図表８　中間的就労の3カ国比較表
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主に対し、新たにB型社会的協同組合に参入す
るインセンティブを与える。さらに、政府によ
る明確な支援があることは、中間的就労を行う
事業者の社会的価値を、社会一般に示す意味で
も効果的であろう。
一方で、このような支援には課題もある。ま
ず、公費による支援があることの裏返しとし
て、B型社会的協同組合が支援の対象とする「不
利な立場の人」の定義が厳格に規定されてしま
うという問題がある。「対象者」の設定は、新
たな「対象外」の人を生む。地域の実情に応じ
て、柔軟に労働者を受け入れることが難しくな
るのである。
また、優先発注枠があるために、B型社会的
協同組合の業務は公共サービスの受託に依存し
がちで、結果として経営リスクが大きくなって
しまう。財政難のイタリアでは、民間への委託
業務が縮小し、時には完了させた業務の代金が
政府から支払われないことさえあるという。

②「ビジネス志向モデル（イギリス型）」のメ
リット・デメリット
イタリアと対照的に、イギリスのソーシャル・
ファームに対しては政府からの支援がほとんど
ない。現地調査で訪問したソーシャル・ファー
ムの一つに「イタリアのような補助を求めるか」
と尋ねたところ、「Yes and No」という回答が
返ってきた。「小さな組織の場合は経費の負担
も厳しく、その部分で政府に補助をしてもらい
たいという思いもある。しかし一方で、（他の
企業には補助がないのに）社会的企業のみが優
遇されるのもおかしい。また、リスクの存在は
ビジネスのアイディアをかきたてる原動力とも
なる。」とのことであった。
政府による支援がない分、個々のソーシャル・

ファームは、その法人形態や雇用する労働者の
特性、事業内容などを制約されることなく、状

一方イギリスでは、ソーシャル・ファームを対
象とした政府による支援は特になく、したがっ
て「不利な立場の人」の定義も明確ではない。

④中間支援組織による支援
また、イタリアやイギリスに共通する特徴と

して、個々の中間的就労事業者を支援する中間
支援組織の存在がある。今回の調査で訪問した、
AGCI（イタリア）やSocial Firms UK（イギリ
ス）がこれにあたる。
これらの組織は個々の中間的就労事業者への

支援に加えて、中間的就労事業者同士をつなぐ
ネットワーキング支援、各事業者の代表として
の対外的な広報活動および政府に対するロビー
活動等、幅広い活動を行っている。

（2）日本への示唆
今回調査対象としたイタリアのB型社会的協
同組合およびイギリスのソーシャル・ファーム
は、非常に示唆に富む事例であった。両国の事
例から日本が学ぶことのできる点は多くある
が、ここでは、イタリアの中間的就労のあり方
を「政府支援モデル（イタリア型）」、イギリス
のあり方を「ビジネス志向モデル（イギリス型）」
と呼ぶことにし、政府による支援と中間支援組
織の役割に着目して、日本に適したモデルを検
討したい。

①「政府支援モデル（イタリア型）」のメリット・
デメリット
イタリアの事例では、社会保険料の免除や税

制優遇、委託事業の優先発注枠の設定など、B

型社会的協同組合に対する政府からの支援が、
明確な形で示されていた。政府による支援は、
採算性の確保に困難を抱えるB型社会的協同組
合が安定した事業運営を行うためには不可欠で
ある。また、このような事業に関心のある事業
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況に応じて自由にビジネスを展開することがで
きる。今回訪問した個々の中間的就労事業者は、
事業を継続的に運営し、そして拡大していくた
めに、様々な工夫を凝らしていた。
彼らは、地域ニーズの掘り起こしや、事業が

有する社会的価値のアピール、充実した教育訓
練等によって、政府支援のない中でも成功をお
さめていた。この成功の背景には、「不利な立
場の人に雇用機会を提供する」という志のみな
らず、事業を推進していく担当者のビジネス経
験やスキル、関係機関と連携していくネット
ワーキングのノウハウ等が必要とされる。
換言すれば、イギリスにおいて中間的就労が

成功するかどうかは、事業を進める「人材の質」
によるところが大きく、スキルやノウハウを有
する人材がいなければ、なかなか中間的就労の
拡大は難しい（13）。これが、ビジネス志向モデ
ル（イギリス型）の課題とも言えるだろう。

2011年時点において、B型社会的協同組合
（イタリア）の数は約4,500あるのに対し、ソー
シャル・ファーム（イギリス）の数は181だとい
う。単純な比較はできないが、政府による明確
な支援がない状況下での、中間的就労事業者拡
大の困難さがうかがえる。リスクの存在はビジ
ネスのアイディアをかきたてるかもしれない
が、もちろん、新規参入や拡大を阻む障壁とも
なるのである。

③イタリア・イギリスから学ぶこと
このように、政府支援モデル（イタリア型）、

ビジネス志向モデル（イギリス型）のいずれも、
ある意味では成功を収めつつも困難を抱えてい
る。まだスタートしたばかりの日本の中間的就
労は、両国の経験から何を学ぶことができるだ
ろうか。
筆者は、政府による支援は重要だと考える。

イタリアのB型社会的協同組合がここまでの量

的拡大を遂げたのは、政府支援が新規参入のイ
ンセンティブとして働いたためであろう。また、
一般就労に困難を抱える人に対して働く機会を
提供する、という国家の役割を果たすという意
味でも重要だ。
しかし前述の通り、政府支援モデル（イタリ
ア型）には限界がある。かといって、ビジネス
志向モデル（イギリス型）を前提として個々の
事業者の経営努力のみに期待しては、中間的就
労事業所の数は増えていかないだろう。
そこで、事業立ち上げ時の経費助成や優先発
注など、できるだけ各事業所の裁量を損なわな
い支援の形を検討しつつ、それに加えて、イタ
リア・イギリス両国において重要な役割を果た
していた、「中間支援組織」の立ち上げや育成
について、日本でも考えていくべきではないだ
ろうか。
採算性の確保が厳しい中間的就労事業者に対
して、資金調達のアドバイスや経営に関するコ
ンサルティングを行う中間支援組織があれば、
政府からの補助金や委託事業のみに頼ることな
く、事業を軌道に乗せられる事業者が増えるか
もしれない。また、個々の事業者にビジネスの
スキルやノウハウを豊富に有する人材がいなく
とも、成功事例の共有や勉強会等を通じて、中
間的就労事業者全体の底上げを図っていくこと
ができる。
さらに、個々の中間的就労事業者を結ぶ「横
のつながり」を構築するという意味でも、中間
支援組織の役割は重要である。イタリア・イギ
リスでは、中間支援組織の支援を受けて、地域
の他の中間的就労事業者と連携したビジネスを
展開したり、情報交換を行ったりしている事例
が見られた。ネットワーク化が進めば、政府に
対しても、「横のつながり」の中で協力して要
望を出すことができるようになるだろう。
日本の中間的就労は緒についたばかりであ
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抱えた人を安価な労働力として利用するのではな
いかという懸念がある。また、労働基準関係法令
の適用対象外であるために、たとえば労働災害等
に対する補償や保護が不十分になるという問題も
ある。

 そこで新法では、非雇用型の場合でも安全衛生面、
災害補償面については、事業所における適切な配
慮を求めている。また、不適切な運営がなされな
いように、各中間的就労の事業所は都道府県から
事業の認定を受ける仕組みが導入されている。

（4） この特性は「マルチ・ステークホルダー性」と呼
ばれる。

（5） 2015年12月1日、ローマ市に所在する社会的協同
組合へのヒアリング調査より。なお、この割合は
毎年変更されるとのことで、5％という数字は調
査時点のもの。

（6） 全労働者に占める「不利な立場の人」の割合のほか、
事業計画書の内容、入札価格、組織体制などが評
価の対象となる。「不利な立場の人」の割合を高め
るために、一時的に他の社会的協同組合と共同で
入札に参加するケースもあるとのこと。

  ISTAT, “Le cooperative sociali in Italia – Anno 
2005”  （2008） , エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ株式会社『中間的就労の支援制度に関
する海外実態調査報告書』（2014年）

（7） ISTAT, “Le cooperative sociali in Italia – Anno 
2005”（2008）, エム・アール・アイ　リサーチア
ソシエイツ株式会社『中間的就労の支援制度に関
する海外実態調査報告書』（2014年）

（8） 中間支援組織とは、内閣府「新しい公共支援事業
の実施に関するガイドライン」（2011年）では、「市
民、NPO、企業、行政等の間にたって様々な活動
を支援する組織であり、市民等の主体で設立され
た、NPO等へのコンサルテーションや情報提供な
どの支援や資源の仲介、政策提言等を行う組織」
と定義されている。

（9） Social Firms UKへのヒアリング調査より。
（10） 適用範囲はイングランドとウェールズのみであり、

スコットランドと北アイルランドには適用されな
い。本法に関しては、実際には何を「社会的価値」
とみなすかという定義が明確ではなく、現場には
まだ混乱があるとの見方もある。

（11） ただし、福祉的就労の対象となっていない障害者
や、障害者ではないが障害を有する疑いのある者
なども対象とされている（厚生労働省「生活困窮
者自立支援法に基づく就労訓練事業のモデル事業
実施に関するガイドライン（平成26年度）」）。

（12） もちろん日本でも、一般就労は難しく中間的就労
の場で長期にわたって働くケースは十分に想定さ
れるし、イタリアやイギリスでも、営利企業への
就職までのステップとして社会的協同組合、ソー
シャル・ファームで働くケースもあるだろう。た
だここでは、明示的に示される「目的」が両者で
異なることを指摘している。

（13） このような、事業を進める人材の手腕に多くを依

る。中間支援組織の育成もまだまだこれからだ。
「先進事例」と言われるイタリアのB型社会
的協同組合、イギリスのソーシャル・ファーム
の調査を行ったが、当然ながら、「これをその
まま日本に輸入すれば上手くいく」という万能
薬を発見することはできなかった。
しかしいずれの国でも、多くの人々の長年の

努力と、たくさんのアイディア、創意工夫によっ
て確かに中間的就労の場が広がってきたのであ
る。日本においても、諸外国の事例を参考に、
地方自治体を含む政府、個々の事業者、そして
中間支援組織のそれぞれの役割を一つずつ組み
立てていく必要がある。
　また、ここまで中間的就労の枠組みや事業者
への支援のあり方を中心に検討してきたが、中
間的就労の場で働く「当事者」本人の状況や思
いが尊重されるべきことは言うまでもない。中
間的就労の場で働く人、それを支援する人、支
援のあり方を考える人、中間的就労の場と場を
つなぐ人、中間的就労事業が生み出したモノや
サービスを使う人。まだ芽が出たばかりの中間
的就労を大きく育てていくためには、これら多
様な主体それぞれが、適切で効果的な中間的就
労のあり方について、考え続けていかなければ
ならないのだろう。

注
（1） 「一般就労」とは、ここでは、一般労働市場におけ

る自律的な労働を指し、「いわゆる福祉的就労」と
は、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型
事業等を指す（厚生労働省「生活困窮者自立支援
法に基づく就労訓練事業のモデル事業実施に関す
るガイドライン（平成26年度）」）。

（2） 一般就労との相違点は、①自立相談支援機関や中
間的就労事業所の就労支援担当者による支援がつ
くこと、②就労日数、時間等の遵守の取扱いが一
定程度柔軟であること、③業務内容が一般就労に
比して軽易であること、の3点が挙げられる（同ガ
イドライン）。

（3） 非雇用型であれば、労働基準関係法令の適用対象
外となり、最低賃金法も適用されない。このため、
中間的就労が「貧困ビジネス」となって、困難を
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存する就労支援については、地域間格差の問題も
指摘されている（阿部真大「ポスト日本型福祉社
会における就労支援」（2014年））。
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「日本の企業は特許をたくさん持っているが、
その使い方が上手くない」といわれることがあ
る。これは本当だろうか。
みずほ情報総研は、2013年11月に上場企業

10,000社に対して知的財産戦略に関するアン

 
はじめに
～日本企業と海外企業との圧倒的な差～

ケート調査を発送し、その結果、807社から回
答を得た。
図表1はそのアンケートで「日本企業と海外
企業との知的財産戦略の特徴」を訊ねた結果で
ある。「日本企業が得意」としているのはわず
か1項目だけで、ほとんどの項目で「海外企業
が得意」になっている。上場企業ですらこのよ

図表1　日本企業と海外企業との知的財産戦略の特徴

本稿では上場企業800社に対する独自のアンケート調査を通じて、日本企業の知的財産戦略
の変化と今後の課題に関する分析を行った。調査結果により、権利を形成する領域の選択と集中
が進展していること、新市場の創出を主導していくためには事業戦略、標準化戦略、知財戦略の
３つを連動させる「新たな三位一体」を推進していく必要性があること、を述べた。

社会動向レポート

権利化の先を拓くグローバル知的財産戦略
上場800社調査からみえる新市場創出のための戦略とは

経営・ITコンサルティング部
チーフコンサルタント　野口　博貴
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財産戦略はその影響を少なからず受けていると
思われる。

10年前（2003年頃）から現在までの間で知的
財産戦略に影響を与えた環境変化の上位に挙
がったのは、「新興国市場の需要拡大」（40.3%）、
「新興国（中国、韓国、台湾等）の競合他社の台頭」
（38.5%）であった（図表2）。新興国では企業の
事業戦略や知的財産制度の運用などが先進国と
は大きく異なることから、これまでの欧米等の
先進国や日本国内への対応を中心とした知的財
産戦略が変化したことが考えられる。
また、「情報技術の進歩（インターネット、オー
プンソース、クラウド等）」（25.3%）、「製品ラ
イフサイクルの短期化」（24.8%）、「研究開発
における協業（オープン・イノベーション）の
進展」（23.9%）、「設計のモジュール化、技術
のコモディティ化」（19.1％）などの技術に関
連した変化も挙がっている。情報技術の進歩、
製品ライフサイクルの短期化など技術そのもの
の性質が変化する中で、企業は他社との協業も
視野に入れながら次々と新しい研究開発を効率
的に行うと同時に、こうした環境変化に知的財
産戦略を整合させる必要に迫られていると考え
られる。
従来、企業の知的財産戦略は、知的財産訴訟

や模倣品の発生という知的財産に直接関係した
環境変化を受けて高度化してきた。しかし近年
はそれだけではなく、グローバル市場の変化や
技術の性質の変化といった新しいトリガーが知
財戦略に大きな影響を及ぼすようになったとい
える。
過去10年間の知的財産戦略に対する意識や

取組み内容の変化としては、「知的財産活動の
費用対効果を意識するようになった」を挙げる
企業が約5割（50.3%）と最も多かった（図表3）。
費用負担の大きいグローバルな権利形成や、製
品ライフサイクルの短期化、技術のコモディ

うな認識を持っているのだ。企業経営はマーケ
ティング、人事、生産など様々な要素から成り
立っているが、これほどまでに日本企業が圧倒
的な苦手意識を持っているテーマは珍しい。

これまで日本の企業が事業を進める時には
「まずは自前で研究開発を行い、その成果を特
許権などの知的財産権として権利化しておき、
事業が始まったら必要に応じてその権利を活用
する」というプロセスを経ていた。
しかし、グローバルな競争環境は大きく変化

しており、このような素朴な権利化だけでは、
今後競争力を高めるのは難しい。海外の企業で
は権利化だけではなく、外部環境の変化や製品
ライフサイクルに応じて、技術の「公開・普及」
と「囲い込み」を使い分け、組み合わせ、それ
らのバランスをコントロールする競争戦略が主
流になっている。これに伴って知的財産の「使
い方」、「調達の仕方」も多様化している。
わが国が官民挙げて知的財産戦略を重視し始

めてから10年以上が経った（1）。近年、出願件数、
ライセンス件数などの知的財産活動については
様々な研究が行われる一方、知的財産戦略その
ものの質的な変化、今後の課題について捉えた
研究はそれほど多くない。
本稿の目的は、企業の知的財産戦略がどのよ

うに変化し、現在は何が課題として残っている
のかを、独自のアンケート調査結果を通じて明
らかにすることである（2）。

まず、日本企業の知的財産戦略がどのような
環境変化の影響を受けたのかをみたうえで、知
的財産戦略そのものの変化を捉えよう。企業を
取り巻く外部環境は大きく変化しており、知的

 
1. 問題意識～企業の知的財産戦略は「権
利化」を越えてどこまで進んだのか～

 
2. 知的財産戦略の変化とその背景～新興

国の需要拡大や技術の質の変化を背景
に重要領域への選択と集中が進展～
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するようになった」（11.5%）、「事業に必要な
知的財産権を外部から調達することを検討する
ようになった」（12.6%）を挙げる企業は１割程
度に留まった。現状では他社と協調したオープ
ンな知的財産の活用の優先度はそれほど高くな
いことがうかがえる。
近年、海外企業のグローバル経営戦略をみる
と、知的財産により技術をクローズドに囲い込
むことだけでなく、知的財産を戦略的に公開し、
自社技術をオープンに普及させていくことを組
み合わせて実施する「オープン＆クローズ戦略」
が主流になっている（3）。今後、オープンな知
財活用に強みを持つ海外企業との競争が激しく
なる中で、日本企業は知的財産戦略の自前主義
をいかに克服するかが課題と考えられる。

ティ化等の技術の質の変化を背景に、企業の知
的財産戦略は効率性を追求するようになってき
ていると考えられる。
次いで、「研究開発投資や知的財産権の確

保を重要な領域に集中化するようになった」
（32.1%）、「特許権だけでなく意匠権、商標権
を効果的に組み合わせて権利形成を行うよう
になった」（30.5％）、「国外への出願を行う際
に、市場だけでなく多様な観点（制度、競合他
社）を考慮するようになった」（29.1％）を挙げ
る企業が多かった。企業は権利形成を行う知的
財産の選択と集中を進めており、さらに特許出
願による保護だけでなく、意匠権、商標権、国
外への出願も選択しつつ、重要領域を絞り込ん
で収益・シェアを確保しようとしていることが
うかがえる。
一方で、「ライセンス許諾や国際標準におけ

る知財の活用等、オープンな知財の活用も重視

図表2　10 年前から現在までの間で知的財産戦略に影響を与えた環境変化（複数回答）
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よく知られているように、グーグルはアンド
ロイドOSを端末メーカーに対して無償で提供
したり、アップルから訴訟を受けたアンドロイ
ド端末メーカーに対して特許の譲渡（4）や弁護
士費用の負担（5）等の支援を行ったりしている。
また、グーグルはスマートフォンの有力特許を
持つモトローラ・モビリティを買収し、その後、
特許だけを残してスマートフォン事業を中国の
レノボに売却してしまっている（6）。
こうしたインターネット・SNS関連の企業が提

供しているのは「サービス」であり、また、新し
い市場の創出の時期にあることから、技術を知
的財産によってクローズドに囲い込むというより
も、よりオープンな知財活用（ライセンスや外部
調達）を通じて、産業生態系における自社を中
心とした仲間作りを重視する戦略を展開してい
ると思われる。知的財産を組み入れた重要な経
営判断も素早く、躊躇無く行われる。こうした
新興企業による「知的財産の新しい活用を仕掛
ける姿勢」から日本企業が学ぶことは多い。

ここで話題を転じて、日本企業が認識してい
る「先進的な海外企業」を、「事業戦略に沿った
戦略的な権利形成」の観点と、「オープンな知
財活用」の観点の両面からみてみたい（図表4）。
日本企業はどのような海外企業をベンチマーク
として捉えているのだろうか。
前者の「戦略的な権利形成」についての「先

進的な海外企業」は、アップル、サムスン電子、
マイクロソフト、IBM、インテルなどの、ICT

企業が上位になった。ICT企業では、ソフト
ウェアとハードウェアを組み合わせて事業を展
開しており、事業の独占的な推進や標準化のた
めの知的財産権が必要になるため、戦略的な権
利形成が不可欠となっている。
一方、後者の「オープンな知財活用」につい
ての「先進的な海外企業」をみると、少し様相
が異なり、グーグル、フェイスブック、ヤフー、
アマゾン、ツイッターなど米国のインターネット・
SNS関連の企業が上位にランクインしている。

 
3.海外企業による知的財産活用の革新～戦略的な権利

形成は米国ICT企業が先進的、オープンな知財活用
では米国インターネット・SNS関連の企業が上位～

図表3　10 年前と比べた知的財産戦略に対する意識や取組み内容の変化（複数回答）
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さらに詳しくみてみよう。図表6は、知的財
産戦略に関する項目を31項目挙げて、それぞ
れの項目について「今後強化したいか」、「実現
したか」を訊ねた結果を、2つの軸にプロット
したものである。これにより、企業が何を重視
しているのか、また、何ができていないのかを
一目で見ることができる。以下に、これらの項
目の分布を3つに整理して課題をみる。
第一に、「今後強化したい」割合が高く、「実
現していない」割合が高い項目は、企業が取組
もうとしている「重点的な課題」と考えられる
が（図表6の右上の領域A）、この領域にあるの
は「知的財産戦略・標準化戦略・事業戦略の連
動」、「知財戦略立案人材の育成」、「経営層・事
業担当者のスキル向上」、「知財戦略に係る業務
プロセスの見直し」などである。やはり細かく
みても戦略の連動性や組織・人材に関する課題
に集中している。
第二に、「今後強化したい」割合が高く、「実

日本企業の知的財産戦略は今後、どの方向に
向かっていくのだろうか。そしてそこに盲点は
あるのだろうか。
「知的財産戦略が次のステップに進展してい
くために必要な取組み」をみると（図表5）、「自
社および競合他社の知的財産情報の分析・解
析を行う」（54.4％）、「知的財産戦略を企画・
推進するマネジメント人材を確保・育成する」
（49.1％）、「知財担当者が事業戦略、標準化戦
略、ビジネスモデルを理解する」（46.3％）は
半数近い回答が寄せられた。「経営層・事業担
当の事業・標準化・知財戦略の連携スキル向上」
（40.3％）も4割を越えている。
この結果からは、知財戦略そのものの強化だ

けでなく、それを事業戦略、標準化戦略と連動
させ、また、情報分析や人材育成などの組織体
制を強化させたいとする意向がみえる。

 
4. 今後の課題 ～戦略間の連動、組織・

人材～

図表4　先進的な知的財産戦略を推進している海外企業（自由記述を集計）
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的財産の実務的な対応が集まっている。このよ
うに、グローバル化に伴って知財実務が多様化
し、領域の明確化が進んでいる結果は「2 知
的財産戦略の変化とその背景」と整合的である。
ただ、おおむね実施できているといっても、項

現していない」割合が低い項目は、現在おおむ
ね実施できている「継続的な課題」であり（図
表6の左上の領域B）、ここには「契約マネジメ
ント」、「知的財産権ミックス」、「ブラックボッ
クス化」、「権利形成領域の明確化」などの、知

図表5　知的財産戦略のステップが次のステップに進展していくために必要な取組み（複数回答）

図表6　長期的に知財戦略を高度化していく上での課題（実現状況、強化意向、単数回答）
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備、人材育成も重要だ。
かつて、日本の知財立国の初期の時代（2000

年代前半）に、①事業戦略、②研究開発戦略、
③知的財産戦略を連動させることを「三位一体」
と呼び、今も多くの日本企業のスローガンとし
て使われている。しかし、この三位一体には「新
しい市場の創出」という観点が欠けてしまうよ
うに思われる。
現在のグローバルな競争環境を踏まえると、
①事業戦略、②標

・

準
・

化
・

戦
・

略
・

、③知的財産戦略の
3つの戦略の連動を、「新たな三位一体」とし
て捉え直す必要がある。ここでいう「標準化戦
略」は、単に標準化団体で規格づくりに参加す
ることではなく、自社が市場創出を主導するた
めの知的財産の公開、開放を意図的に仕掛け、
自社技術の普及を促すことを意味する。また、
「研究開発戦略」を軽視しているわけではなく、
知財の外部調達も含めて、自社による研究開発
は事業戦略におけるテクノロジーソーシングの
一手段として位置づけられよう。
そして、この「事業」「標準」「知財」による
新たな三位一体の実現に不可欠なことは「ス
ピード」である。アンケート結果でみたように、
最新の技術であっても、情報技術が発達した今
日においては一気にコモディティ化やモジュー
ル化が進み、新興国企業にキャッチアップされ
てしまう。技術の公開と囲い込みのバランスと
そのコントロールが競争力の命運を握っている
以上、事業戦略やビジネスモデルにより新しい
市場の創造をデザインする段階から、標準化戦
略、知的財産戦略を速やかに融合させなくては
ならない。事業部、標準化部、知的財産部が組
織的に連携するだけでは時間がかかる。事業を
担当するリーダー、マネジャー層がオープン＆
クローズ戦略を深く理解して、新規事業の構想
や重要な意思決定に素早く反映できるような人
材育成や組織設計が求められる。

目の中の相対的な水準であり、まだ半数（50％）
以上の企業は実現できていないことに留意が必
要である。
第三に、「今後強化したい」割合が低く、「実

現していない」割合も低い「潜在的な課題」（図
表6の右下の領域C）の中に、「オープンな活用
で市場拡大」「知財の調達」「試験・測定方法の
標準化」などの、他社との連携を通じて新しい
市場を創り出す取組みが入っている。先にみた
ように海外企業では従来の戦略的な権利形成に
くわえて、オープンな知財活用も組み合わせる
ことによって新しい産業生態系を創ろうとして
いる。こうした取組みは従来からの日本の弱み
ではあるが、今後も引き続き強化されないとし
たら、日本企業はグローバルレベルでの新しい
市場の創造を主導できるのか懸念される。

これまでのアンケート結果を通じて、新興国
市場の成長、技術の性質の変化により、日本企
業の知的財産戦略では権利化の選択と集中が進
展し、知的財産ミックス、ブラックボックス化
などの多様な知的財産実務を実践し始めている
ことが確認できた。既存の事業の競争力の「維
持」「拡大」という観点からみれば、知的財産
活用の選択肢は確実に広がりつつある。
しかしいま、日本企業に求められているのは、

多様な知財活用で事業をサポートすることから
一歩進み、知的財産戦略だけでなく、事業戦略、
国際標準化戦略を一体的に連動させて、「新し
い市場」を創造することである。アンケートで
も日本企業の弱みとして浮かび上がった「標準
化」、「知財の外部調達」、「ライセンスアウト」
など、市場創出を自社が主導していくための
オープンな知財活用にも積極的に取組む必要が
ある。そして、それを可能にする組織体制の整

 
5. 日本企業の知的財産戦略への示唆～グローバル

な新市場を切り拓くためには「事業」「標準」「知
財」を連動させる「新しい三位一体」が必要～
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ある海外企業では、事業部のマネジャーが新
規事業を立ち上げる際には、必ずその企業の経
営層に対して標準化戦略についての説明を求め
られる制度を導入している。この制度のもとで
はマネジャーは否が応でも標準化戦略について
同時に考えざるを得ず、経営層もそれをチェッ
クする能力が問われる。
しかし、このような制度の事例を日本企業に

紹介すると「そんな制度は、標準化部、知的財
産部の力が弱い企業では導入できない」という
反論をよく聞く。ならば制度ではなく、まずは
草の根の普及から始めてみてはどうだろう。た
とえば、あなたの会社の知的財産研修のテーマ
のラインナップをみると、特許の取り方などの
手続きが中心になっているのではないか。ここ
に「新規事業担当者のためのオープン＆クロー
ズ戦略入門」などの戦略に関する講座を加える
ことも考えられる。また、ある新規事業プロジェ
クトを選んで、オープン＆クローズ戦略の集中
的な支援を行うのも効果的であろう。
最近では日本でもトヨタ自動車やダイキン工

業のように、知的財産の積極的な開放を行うこ
とでグローバルレベルでの新市場の創出を積極
的に仕掛ける動きもみられている（7）。日本企
業の競争力を高めるためのヒントは、「権利化」
を越えて新しい市場の創出を促進するための戦
略・組織設計にある。

注
（1） 2002年に政府が「知的財産立国」を宣言して以降、

知的財産基本法の施行や関連法が次々に改正され
てきた。

（2） アンケート名「知的財産戦略の新たな潮流と課題
に関する調査」。発送対象は建設業、製造業、情報
サービス業の売上高上位10,000社の知的財産戦略
の責任者。調査期間は2013年10月15日（火）～ 10
月30日（水）。有効回答企業数は807社（有効回収率 
8.1%）。

（3） 小川紘一『オープン＆クローズ戦略　日本企業再
興の条件』（翔泳社、2014年）によると、オープン
＆クローズ戦略について「「オープン」とは、製造

業のグローバライゼーションを積極的に活用しな
がら、世界中の知識・知恵を集め、そしてまた自
社／自国の技術と製品を戦略的に普及させる仕組
みづくりを指す。一方「クローズ」とは、価値の
源泉として守るべき技術領域を事前に決め、これ
を自社の外あるいは自国の外へ伝播させないため
の仕組みづくりのことである。／この2つを組み
合わせながら、大量普及と高収益をグローバル市
場で同時実現させるのがオープン＆クローズ戦略
である」と述べている（P6～7）。

（4） グーグルは2011年に、台湾のアンドロイド端末メー
カーであるHTCに対して特許を譲渡した。アップ
ルに特許侵害で訴えられていたHTCは、グーグル
から譲渡された特許をもとにアップルを応訴して
いる（WirelessWireNews 2011年9月8日）。

（5） グーグルはサムスンに対して、アップルとの訴訟費
用の支援に同意していた（CNET 2014年4月23日）。

（6） 中国のレノボはグーグルからモトローラ・モビリ
ティのスマートフォン事業を買収すると発表した。
ただし、特許ポートフォリオの大半はグーグルが
所有権を維持するという（マイナビニュース2014年
1月30日）。

（7） トヨタ自動車は燃料電池車の特許実施権を無償で
提供すると発表した（トヨタ自動車2015年1月6日
プレスリリース）。また、ダイキン工業は2011年9
月に、次世代省エネ冷媒HFC32を使用した空調機
の製造・販売に不可欠な基本特許を途上国に対し
て無償開放している（ダイキン工業2012年9月27日
プレスリリース）。

参考文献
1. 小川紘一「オープン＆クローズ戦略　日本企業再
興の条件」（翔泳社、2014年）
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昨今話題となる情報システムの脆弱性は、そ
のシステムの構成要素であるソフトウェアや
ハードウェアなどの IT製品に残存する脆弱性
が起点となり、攻撃者の不正アクセスや情報漏
洩のよりどころを与えるケースが多い。安全性
の高い IT製品は、システムの安全性の確保に
寄与するためのセキュリティ機能を備えてい
る。このセキュリティ機能が正しく動作するこ
とを検証するためには、動作不全や不当な干渉
に対する耐性検査や攻撃者の行動を模擬した侵
入検査なども求められる。これらの検査を利用
者が IT製品の受入時に実施することは効率や
技術および環境といった点から困難なことが多
く、検証方法が適切であることの確認も難しい。
そのため、IT製品の開発者自身がセキュリティ
機能の正当性を保証し、その保証の信頼性を設
計、実装の観点から共通の基準に基づいて第三
者が評価する仕組みが重要となる。この保証と
評価の標準を国際規格としたものがITセキュ
リティ評価基準（ISO/IEC15408）、通称コモ
ンクライテリア（CC：Common Criteria）であ
り、第三者による評価手法を ISO/IEC18045と

 はじめに
して規格化したものが ITセキュリティ評価の
ための共通方法（CEM：Common Evaluation 

Methodology）である。日本では2001年から
CC及びCEMを適用した「ITセキュリティ評
価及び認証制度」（1）の運用を開始し、2003年に
は同基準を使って認証した製品を国際的に流通
させるための相互承認協定（CCRA：Common 

Criteria Recognition Arrangement）に加盟し
た。本稿では、CCRAの新たな方針に至る経緯
を解説し、現在の動向と今後の展開について考
察する。

IT製品のセキュリティに関する評価基準は、
1980年代から欧米各国の政府調達において、
主に軍関連のシステムへ民生品を活用するため
に策定され、米国では1983年に通称オレンジ
ブック（TCSEC：Trusted Computer Security 

Evaluation Criteria）が制定された。一方、市
場統合が進みつつあった欧州では、1990年代
に入ると各国基準の統合化が進められ、ドイ
ツ、イギリス、フランス、オランダの4か国
により共通評価基準（ITSEC：Information 

Technology Security Evaluation Criteria）が

 1.CCの歴史背景

IT分野の製品を対象としたCommon Criteria（CC）に基づくITセキュリティ評価・認証制
度は、セキュリティ要求の共通化や認証に係る期間短縮・トータルコストの低減を目標に、より
合理的な仕組みへの転換を図りつつある。本稿ではCC認証の国際相互承認に関する制度改革に
向けた取組みを解説する。

技術動向レポート

IT製品のセキュリティ認証の新たな枠組みの動向と展望

情報セキュリティ評価室
室長　金子　浩之　　マネジャー　大堀　雅勝　

情報研究通信部
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2015年1月現在、CCRAの加盟国は26ヶ国
であり、そのうち17ヶ国はCC及びCEMに基
づく自国の認証制度を運営する認証国である。
CCRAのポータルサイト（2）から公開される
CCRA認証製品を図表1に示す。各認証国の認
証製品は、ベンダーからの掲載申請があり、一
定の条件を満たすものが掲載される。認証の有
効期限は各認証国の規定に基づいて運用されて
いる。図表1には既に有効期限が過ぎアーカイ
ブされた製品ならびにベンダーから公開申請の
ない認証製品は含まれていない。これらを鑑み、
現在までのCC認証の総数は3,000件を上回る
ものと推定される。なお、国内のCC認証は約
450件であり、半数以上がデジタル複合機分野
の製品で占められている。

CCには、セキュリティ要件をプロテクショ
ンプロファイル（PP）という形式でまとめ、そ
のPPに基づく保証と評価を求める仕組みがあ
る。欧米の認証国は、有識者やベンダー業界と

 2. 新しい国際協定の枠組み

制定された。オレンジブックが評価クラスとい
う主に機密性を確保するためのシステムを段階
的に定義しているのに対し、ITSECはセキュ
リティ機能の要件をカテゴリごとに分類し、シ
ステム特性に応じた要件定義が可能なもので
あった。その頃、情報システムを取り巻く環
境においてはシステムのオープン化が本格化
し、製品を輸出するベンダーにとっては、異な
る複数の基準に適合させる負担が増してきてい
た。また、技術面からもネットワーク分野な
ど技術の標準化の検討が進む中で、従来のセ
キュリティ要件の概念を再構成する必要性が
生じてきた。このような背景のもと、TCSEC

と ITSECを統合し共通化した基準として1996

年にCC Version1.0が発行され、1999年には
ISO/IEC15408として規格化された。現在の
CCのバージョンはVersion3.1R4である。また、
CCRAにおいては1998年に認証制度を持つ認
証国に限定した協定が発効され、2000年以降
は認証制度を持たない受入国の参加も認められ
るようになった。

（資料）CCポータルサイトからの公開資料をもとに筆者作成

図表1　CCRAポータルサイトから公開されるCC認証製品（2015年1月時点）
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表2に示すようなベンダーや協賛国の制度関係
者とのパートナーシップを構築し、cPPの利用
方法やその技術分野に対応した評価手法につい
て関係者間の十分な議論を経て、cPPとサポー
ト文書などのマテリアルを作成・共有すること
となった。2015年1月現在、USBメモリ、ネッ
トワークデバイス・ファイアウォール、フルディ
スク暗号化の3つのcPPが開発過程にあり（3）、
モバイル分野など政府調達でも今後の活用が見
込まれる技術分野のcPP化も視野に入れなが
ら、重要な技術分野のcPP開発の検討が進めら
れている。
新協定ではcPPに準拠した認証製品をCCRA

の相互承認の対象とするが、現時点では開発が
完了したcPPは存在しないため、従来のPPや
独自にセキュリティターゲット（ST）を定めて
保証・評価を行った認証製品の相互承認を3年
間（2017年9月まで）有効とし、その後は対象と
する保証レベルを限定する移行措置を設定して
いる。今後は、CCRAの新たな枠組みのビジョ
ンに沿って、必要な技術分野のcPPを拡充して
いくこと、CCRA加盟国の各ステークホルダー
の参加・協力体制を維持・促進していくことが
重要なテーマとなる。
とりわけ米国はcPP開発に対しても意欲的に
活動している。米国のCC認証機関であるNIAP

（National Information Assurance Partnership）
は、国家安全保障局（NSA）と連携し、図表3に
示すような重要なIA（Information Assurance）（4）

製品向けのPP開発を進め、関係国と協同して
これらのPPをcPP開発のベースとすることで
CCRAに貢献するとしている。

日本の政府機関のシステム調達における IT

製品の扱いは、「政府機関の情報セキュリティ
対策のための統一基準（平成26年度版）」（5）に定

 3. 日本における動向

ともに自国の主に政府調達で求められる製品分
野毎のセキュリティ要件からなるPP群を用意
し、一部は他国でも活用できるようにCCRA

に公開した。その結果、同じ製品分野で異な
るPPが乱立する状態となった。PPが異なる
と、セキュリティ機能の要件の不一致や環境条
件の不整合のみならず、要求する保証レベルや
評価方法にばらつきも生じる。そのため、他国
のPPで認証された製品は、受入側の国の政府
調達の要求を満たさないといった場面もでてき
た。また、各国のPPは比較的高い保証レベル
を求める傾向にあり、その結果、評価期間の長
期化とコスト増加などのベンダー負担の増大、
タイムリーに認証製品を調達できないといった
問題が表面化してきた。そのほかCEMの問題
も指摘された。CEMの評価方法は製品分野を
特定しない抽象的な表現であるため、評価者の
技量に委ねられる度合いが高いことから、評価
の再現性の確保や品質維持に係るプロセスを効
率化するための抜本的対策が望まれた。

CCRAの各加盟国は、これらの課題を解決す
るために、①技術分野毎のPPを統合・共通化
すること、②PPの理解一致を促進すること、
③評価の再現性と品質を確保すること、④各国
認証制度の評価・認証において同様の結果が
得られるようにすること、及びこれらの結果
として評価の期間短縮・コスト圧縮効果を実
現することを目指し、2014年7月にCCRAの新
しい協定書“Arrangement on the Recognition 

Information Technology Security”を発効した。
この新協定に基づき、CCRAでは各国の政府
調達で必要な技術分野毎にテクニカルコミュニ
ティを立ち上げ、各国制度の承認のもと、共通
化される新たなcPP（collaborative Protection 

）とサポート文書の開発を協力して進め
ることとなった。cPPの開発に当たっては、図
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（資料）各種資料をもとに筆者作成

図表2　cPPの開発体制

（資料）NIAPサイトからの公開資料をもとに筆者作成

図表3　NIAPで承認された米国のPP（2015年1月時点）
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価方針の合意形成が長期化し、個別の評価方法
が採用され製品間の比較が難しいなど、必ずし
も調達側の要求に合致しない状況であった。今
回のCCRA改革を期に、CCRAの新協定が目
指す目標を共有し、PPベースの評価を原則と
する方向への舵取りが本格化しつつある。デジ
タル複合機分野では、図表4のように現在使用
されているPP（IEEE Std.2600シリーズ）に代
わる新しい 分野のPPを米国NIAPと共同
開発中であり、近い将来、日米CC認証制度で
利用が開始される予定である。

cPPの開発はCCRAのポータルサイトで公開
され、またその前段階の技術分野毎のPP化に
向けた検討（たとえば日米の の開発等）
は （7）という登録制のポータルサイト
を通じて議論が進められている。CCRAの一連
の改革を成功へと導くためには、完全移行まで
の約2年半の期間において、cPPでカバーする
技術分野を拡充し、ベンダーをはじめ評価・認

 4. 今後の課題と展望

められている。統一基準では、機器調達時に
経済産業省が定める「IT製品の調達における
セキュリティ要件リスト」（6）の手順でセキュリ
ティ要件を満足することを受入検査で確認する
ことが示され、CC認証製品など国際基準によ
る第三者認証を活用することが推奨されてい
る。同リストには、対象製品分野として、①デジ
タル複合機（ ）、②ファイアウォール、③不正
侵入検知・防止システム（IDS / IPS）、④OS（サー
バOS）、⑤データベース管理システム（DBMS）、
⑥スマートカード（ICカード）に加え、今後の追加
候補としてUSBメモリが挙げられている。
日本のCC認証制度は、独立行政法人情報処

理推進機構（IPA）が認証機関となり、上記の
政府調達で扱われる国内製品を主としてCC認
証を推進してきた。他国の認証制度と比較する
と、 とスマートカード以外の分野ではPP

が適用されず、独自にSTを定義して評価・認
証を受けるケースが多いのが特徴である。独自
のSTは自社製品の特性に合わせた評価を求め
るために用いられるが、独自であるがために評

（資料）各種資料をもとに筆者作成

図表4　MFP分野の既存のPPと日米で開発中のPPの比較
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証の各役割すべてがcPPと評価ガイダンスの内
容を十分理解し共有することが鍵となる。その
ためにも各ステークホルダーがcPPを共同開発
する iTCに参画し、時勢に即した要件定義や現
状及び今後において有効となる評価手法の検討
に主体的に関わることが求められている。
オープン化の流れに乗って適用が進みデファ

クトと認識される技術や、市場からの信頼を
得た IT製品などが広く利用されているが、最
近は比較的安全といわれた適用頻度の高い IT

製品にも深刻な脆弱性の報告が相次いでいる。
CC認証を取得した IT製品であっても、新たに
発見される脆弱性の影響を受けるケースが存在
することから、本制度にも脆弱性へのタイム
リーな対応に向けた体制整備が望まれ、制度関
係者、ベンダー、利用者の連携体制の実効性を
高めていくことが求められる。

注
（1） 「ITセキュリティ評価及び認証制度（JISEC）」は

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が認証機関
を担当。

 http://www.ipa.go.jp/security/jisec/index.html
（2） CCRAのポータルサイトではCCRAの規定文書、

CC認証製品リストなどが公開されている。
 http://www.commoncriteriaportal.org/
（3） CCRAポータルサイトのTechnical Communities

を参照。
 http://www.commoncriteriaportal.org/
 communities/
（4） NSAが 進 め る IADプ ロ グ ラ ム（Information 

Assurance Directorate）や プ ロ グ ラ ム
（ ）が対象。

（5） 内閣サイバーセキュリティセンターのURLを参照。
 http://www.nisc.go.jp/active/general/kijun26.html
（6） http://www.meti.go.jp/press/2014/05/
 20140519003/20140519003.html
（7） のポータルサイト（登録制）。



vol.9　2015

6868

“Additive Manufacturing”という言葉はご
存知だろうか。日本語に訳すると“付加製造”、
略して単に“AM”と呼ばれることも多い。日
本では“3Dプリンティング”や、それを実現
する装置“3Dプリンタ”と言った方がわかり
やすいかもしれない。一般に“3Dプリンタ”
は樹脂系の材料による積層造形を可能とする比
較的低価格の装置を指す際に使われることが多
く、高精度な樹脂積層造形が可能な装置や金属
材料の積層造形が可能な装置など、ハイエンド
な産業向け装置まで含めた場合に付加製造装置
（AM装置）と呼ばれている。
過去には類する言葉として“Rapid Prototyping”

や“Rapid Manufacturing”、“Additive Fabrication”
などが使われていたが、2009年にThe American 

Society for Testing and Materials（略称、ASTM）
の International Committee F42に お い て
“Additive Manufacturing”という用語が正式
に定義された。そこでは材料を3次元に造形す
る技術を7つに分類している。図表1に7つの
方式の概要、代表的な材料及び装置メーカーを

 
はじめに～ Additive Manufacturing
とは～

示す。
コンシューマー向けで最も普及しているの
は材料押出（Material Extrusion）であり、家
電量販店で販売されている3Dプリンタはこ
の方式を採用している。Stratasys社の創業
者、S. Scott Crumpが発明したFDM（Fused 

Deposition Modeling、熱溶解積層法）の名称
が使われることも多いため、FDMの方が馴染
みのある言葉かもしれない（1）。
一方、学会や展示会に出席して感じたことは、
産業応用に向けた研究開発や装置開発が急速に
進んでいるということである。以下では、特に
産業応用に注目し、学会・展示会で見た最新の
動向を述べる。

（1）学会の概要
Solid Freeform Fabrication Symposium

（ 略 称、SFFシ ン ポ ジ ウ ム ）はAdditive 

Manufacturingに関する代表的な国際会議の
1つであり、今回は25周年を祝して2014年8月
4日から6日の日程で米国テキサス大学オース
ティン校において開催された。

 
1.The 25th Annual International Solid 

Freeform Fabrication Symposium

Additive Manufacturing（付加製造）の最新動向を調査するため、米国テキサス大学オー
スティン校にて2014年8月4日から6日の間で開催されたThe 25th Annual International 
Solid Freeform Fabrication Symposium（学会）、及び、独国フランクフルトで2014年11
月25日から28日に開催されたEuromold 2014（展示会）に参加してきた。以下ではこれらの
概要と、著者が興味をもったものをいくつか紹介する。

技術動向レポート

製品開発への活用が見えてきた？
Additive Manufacturing の最新動向

サイエンスソリューション部
シニアコンサルタント　岩崎　拓也
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（資料）Wohlers Report 2014、各社資料等をもとにみずほ情報総研作成

図表1　Additive Manufacturingの7つの方式及びその概要
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（2）講演内容の内訳からみる
Additive Manufacturingの動向

図表2に学会のセッションごとの講演数を示
す。シンポジウムのセッションは前年と同じ
く「プロセス開発（Process Development）」、
「アプリケーション（Applications）」、「材料
（Materials）」、「モデリング（Modeling）」の4

つであった。前年は4つのセッションともに同
数程度の講演がなされていたが、今回のシンポ
ジウムでは「プロセス開発」及び「アプリケー
ション」の講演数が他のセッションと比較し
て約2倍と、前年と大きく変わっていた。この
ことは、各国研究者の研究対象がより高品質・
高精度な造形を行うためのプロセス最適化や、
Additive Manufacturingの応用技術の高度化、
応用分野の探索などにシフトしていることを表
しているのではないかと思われる。同様の傾向
はセッションの細分類項目にも見られる。前年
の「材料」の細分類は「金属」、「ポリマー」、「セ
ラミックス」であったものが、今年はより具体
的な「軽量材料」と「ニッケル及びスチール」、
それ以外の「ポリマー及びセラミックス」とな

主催者の発表（2）によると、本シンポジウム
には310名が出席し、17カ国（著者の国籍）から
176件の口頭発表及び25件のポスター発表が行
われたとのことである。近年の3Dプリンタへ
の注目の高まりからか、前年と比べて、出席者
は50%増、発表者は70%増と大幅に増加して
いたようである。
今回のシンポジウムは25周年記念ということも
あり、これまでのAdditive Manufacturingの発
展の歴史や、今後の展望などについての記念講演
が初日及び2日目の午前に特別セッションとして実
施された。講演を行ったのはWohlers Reportで
有名なTerry Wohlers氏や、3D Systems社の
創業者Chuck Hull氏、Stratasys社の共同創業
者であるLisa Crump女史など早々たる顔ぶれで
あった。3Dプリンティングに注目したきっかけや
最初の装置開発までの苦労、現在に至るまでの
紆余曲折と成功など、Additive Manufacturing

のこれまでの背景がよくわかり大変興味深いもの
であった。このあたりの内容については筆者がコ
ラムを書いているのでそちらを参照頂きたい（3）。

（資料）学会予稿集をもとにみずほ情報総研作成（4）

図表2　セッションごとの講演内容内訳
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開発へと繋げるための技術など、やはり産業応
用に向けた取り組みが各国で進められていると
感じた。
以 上、 講 演 内 容 の 内 訳 か らAddit ive  

Manufacturingの動向を概観した（5）。本シン
ポジウムはアカデミアを中心とした学術的な研
究発表が主であるが、それでも産業応用、製品
開発に繋がる研究発表が多かったように感じ
た。一方で、アプリケーションのセッションも
あったが、航空宇宙産業や自動車、金型、医療
機器など、すでに応用が進められている分野に
関する発表も多く、新たなアプリケーションの
探索に苦労している現状も垣間見えた。
以下、本シンポジウムで興味深かった米国

GE社による講演を紹介する。

（3）W.T.Carter （GE Global Research 
Center） et al “The GE Aircraft Engine 
Bracket Challenge: An Experiment 
in Crowd-sourcing for Mechanical 
Design Concepts”

GE Aviation社が航空機のエンジンブラケッ
ト（エンジンカバーを支える部品）の軽量化を
実現するためにクラウドソーシング（6）を活用
して実施した設計コンテスト（7）の紹介があっ
た。GE社はコンテストを実施するに際し、
100万人のエンジニアが集まるコミュニティ
GrabCAD（8）を利用し、初期形状データ（CAD

データ）と設計条件を同コミュニティにアナウ
ンスした（2013年6月）。設計条件としては、最
適化する形状は初期形状の外形以内に納めるこ
と、材料はTi-6Al-4Vとすること、壁の厚さ
として0.050インチは確保すること、などの条
件のほか、境界条件も提示された。2013年11

月に応募は締め切られ、世界中から700人のエ
ンジニアが最適形状を提出したとのことであ
る。GE社において審査した結果、80%もの軽
量化を実現しつつ、ブラケットの強度も確保し

り、やはり応用を意識した分類になっていると
いえる。軽量材料についてはアルミニウム合金
やチタン合金に関する講演が多く、航空宇宙産
業や自動車産業、医療機器産業などをターゲッ
トとした材料開発が進んでいる印象を受けた。
「アプリケーション」に関しては、従来の加
工法では製造が難しい、あるいは不可能な形状
をAdditive Manufacturingにより可能とする
応用例や、軽量材料を用いた三次元積層造形
技術、設計段階での構造最適化・トポロジー
最適化による軽量かつ高強度部品の実現例な
ど、多数の講演があった。また、今年はバイ
オメディカルセッションの講演が最も多かっ
た点が特徴的であり、歯冠補綴物（クラウン）
や足場材（scaffold）、臓器モデル、インプラ
ントなどの研究開発状況など、多数の講演が
あった。特に医療応用を考えた場合、Additive 

Manufacturingにより患者の疾患部位にあっ
た形状の医療機器（例えば人工骨や人工関節
等）を造形できテーラーメイド医療の実現に繋
がる、CTスキャン等でとった患者の臓器デー
タをもとに三次元造形することにより術前のシ
ミュレーションが出来る、など様々な応用が考
えられており、今後の実用化やさらなる普及が
期待されている。
「モデリング」のセッションでは、製造プロ
セスの最適化や、品質評価手法、従来の数値制
御技術（いわゆるNumerical Control、NC）と
の連携技術などに関する講演がまとめられたシ
ステムエンジニアリングセッションがあったほ
か、熱の影響（Thermal Effects）というセッショ
ンにおいては様々な造形手法について樹脂や金
属の熱応力や溶融現象などのシミュレーション
技術が紹介されていた。三次元形状の造形だけ
ではなく、造形時の物理現象の解明や、高品質
の造形物を得るための最適なプロセス設計技
術、後処理・後加工との組み合わせによる製品
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来場者があり、34カ国から1,005企業が出展し
たとのことである。出展企業の国籍別では57%

がドイツ企業、43%がドイツ以外の企業であっ
た（図表 3参照）。ドイツで開催される展示会に
もかかわらず、出展者の4割以上が海外からと
いうのは、Euromoldが世界中から注目されて
いる国際展示会であることを如実に示している
といえる。

Euromold 2014はフランクフルトメッセの3つの
ホールで開催され、工作機械や工具・部品を中心
としたホール8.0、Additive Manufacturingを中
心としたホール11.0、Asiamoldを開催するホー
ル9.0とわかれていた。Asiamoldが開催されてい
たため、中国や韓国の出展者数が多くなっている。
本稿では特にAdditive Manufacturing装置を
販売している各社の最新動向について述べる。

（2）金属Additive Manufacturing装置販売
メーカー各社の動向
本展示会は名称Euromoldが示すとおり、金

属を中心としたものである。金属を溶融する手
法としてはレーザーを用いるものと、電子ビー
ムを用いるものが広く活用されている。電子
ビームは真空下での造形が必要であるが、パ
ワーが大きく、粒径が大きい金属粉で速く造形
が出来るという特徴がある。レーザーは真空下
である必要はなく、かつ、様々な種類の金属粉
が造形に利用できる。本稿ではこのような金属
の積層造形装置を販売している代表的企業を中
心に最新動向を述べる。

A） EOS（ドイツ）
EOS社はPowder Bed Fusion方式の積層造
形装置を開発・販売する最大手の企業である。
本展示会において金属積層造形装置の新機種
発表はなかったが、同社が2013年に発表した
大型装置EOS M 400（造形空間：400mm×

た8人のエンジニアがコンテスト入賞を果たし
ている。1位はインドネシアのエンジニアであ
り、その他の受賞者の国籍はスウェーデン、イ
ギリス、オーストラリア、ルーマニア、ハンガ
リー、イタリア、ポーランドである。なお、受
賞者の設計データをもとに実際に部品を作成
し、強度試験等を実施して、設計の有効性確認
まで行ったそうである。
講演を拝聴して感じたことは、GE社のよ

うな大企業が自社の設計データをクラウド
に公開し、世界中のエンジニアに設計で競わ
せ、より良い設計を見つけていくというのは、
まさにオープンイノベーションと言える、と
いうことである。特に軽量化設計を行った場
合、従来の加工方法では実現できない形状が
最適解として得られる場合もあるが、Additive 

Manufacturing技術により加工が実現可能
となる場合も多い。航空機部品のように大量
生産が必要でないものに関してはAdditive 

Manufacturingは最も適しており、クラウ
ドソーシングを活用した迅速設計とAdditive 

Manufacturingを用いた試作・製品開発がう
まく連携することにより、世界中のエンジニア
を巻き込んだ新たな設計技術が生まれてくるの
かもしれない。

（1）展示会の概要
Euromold（9）は金型や工具などの製品開発、
加工装置などに関する世界最大級の国際展示会
であり、毎年ドイツにて開催されている。ここ
数年、Additive Manufacturing装置メーカー
も多数出展し、最新機器を発表したりすること
で大変注目を浴びている展示会である。今年は
2014年11月25日から28日の間、メッセフラン
クフルトで開催された。
今回のEuromoldには95カ国から56,912名の

 2.Euromold 2014
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択可能）。4つのファイバーレーザーを搭載し
ているのは現時点でSLM Solutions社の装置
のみであり、高出力で造形速度の向上を図って
いる。同社は高出力化に強みを持っていると
のことであったので、他社に先駆けてさらに
高出力の装置を出してくるかもしれない。な
お、同社のSLM 500はドイツのFITという3D

造形サービス企業が既に利用しており、やは
りEuromoldに出展していたFIT社のブースで
大々的に宣伝していた。

C） Concept Laser（ドイツ）
Concept Laser社 もPowder Bed Fusion方
式の金属積層造形装置を開発・販売するドイ
ツの企業である。同社は現時点で販売されて
いるPowder Bed Fusion方式の金属積層造形
装置としては世界最大の造形空間を持つX line 

1000Rという装置を販売している（造形空間は

400mm×400mm、高出力1kWのファイバー
レーザー搭載）を展示していた。展示ブースに
は現在開発中の複数レーザーを搭載した次期モ
デルで造形した部品例も展示されていた。複数
レーザーにすることにより造形速度の向上を図
るとのことであった。金属積層造形装置の最大
手として、産業利用・生産利用に向けて着々と
装置開発を進めているという印象を受けた。な
お、同社はPowder Bed Fusion方式の樹脂積
層造形装置も販売している。

B） SLM Solutions（ドイツ）
SLM Solutions社 はPowder Bed Fusion方

式の金属積層造形装置を開発・販売する企業
である。同社が出している大型装置SLM 500

は造形空間が500mm×280mm×325mmであ
り、400Wのファイバーレーザーを4つ搭載し
ている（オプションで400W×2 + 1kW×2も選

（資料）Euromold 2015開催案内パンフレットをもとにみずほ情報総研作成

図表3　国籍別出展企業数
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630mm×400mm×500mm、1kWの フ ァ イ
バーレーザー）。同社は本展示会でM2 cusing

という新機種を発表した。同装置は同社発
のマルチレーザータイプで、400Wのファイ
バーレーザーを2つ搭載しており、造形空間は
250mm×250mm×280mmである。

D） Realizer（ドイツ）
Realizer社もPowder Bed Fusion方式の金
属積層造形装置を開発・販売する企業である。
同社は現時点で最も小型のデスクトップタイプ
金属積層造形装置（SLM 50）を販売している。
造形空間は直径35mm×80mmで、ジュエリー
や歯冠補綴物（クラウン）の造形が卓上で可能
である。同社は本展示会にあわせてSLM 125

というモデルを発表した。造形空間は150mm

×125mm×200mmと既に販売しているSLM 

100と同じであるが、レーザーパワーを高出力
化した上で、装置外形サイズをよりコンパクト
にしたとのことであった。コンパクトで使いや
すい装置、というのが同社のコンセプトとのこ
とであった。

E） 3D Systems（米国）
3D Systems社 はAdditive Manufacturing

装置の最大手の企業である。同社は2013年に
フランスのPhenix社（Powder Bed Fusion方
式の金属積層造形装置を開発・販売）を買収し
た。現在販売している装置で最も大型のものは
ProX 300という装置で、造形空間は250mm×
250mm×250mmである。同社は本展示会に
おいてProX 400という開発中のモデルを発表
していた。2015年に販売開始を目標としてい
るとのことだが、造形空間は500mm×500mm

×500mmと他社と比較しても大きなものと
なっており、産業利用・生産利用を目指した装
置であるといえる。

F） Renishaw（イギリス）
Renishaw社はイギリスの測定機器等を販
売する企業であるが、Powder Bed Fusion方
式の金属積層造形装置の開発・販売も行って
いる。同社はEuromold 2014において”EVO 

Project”というモデルを発表した。金属粉末
の取り扱いを可能な限り自動化しており、生産
に利用してもらうことを最大の目標としている
とのことであった。

G） Arcam（スウェーデン）
Arcam社は電子ビームを用いたPowder Bed 

Fusion方式の金属積層造形装置を開発・販売
する唯一の企業である。本展示会で新機種の発
表はなかったが、航空宇宙産業や医療機器産業
（インプラント等）向けの造形事例を多数展示
していた。同社の装置を利用している企業から
の提供事例も多数展示してあり、産業利用や応
用をアピールしていた。

（３）金属Additive Manufacturingの適用分野
上記で示した各企業は、装置のほか、造形事
例も多数展示していた。いずれの装置メーカー
も小型装置ではジュエリーや歯冠補綴物（クラ
ウン）などの造形をターゲットとしており、大
型の装置になると、航空機部品やエンジン関連
部品、金型、インプラントを代表とする医療機
器の展示が多かった。筆者が見て回った範囲で
は目新しい応用事例は特に見当たらなかった
が、着実に様々な産業分野での利用事例を増や
していっているという印象を受けた。

Additive Manufacturing技術は着実に高度
化が進んでいるが、今後はその技術の適用分野
の拡大と、積層造形を活用することにより発現
する新規機能を有する新たなアプリケーショ

 3. 最後に
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ン開発を通じた市場の開拓が課題であろう。逆
に言えば、新たなアプリケーションを先に見
つけたところが大きな市場を獲得するチャン
スがまだまだ多く残っているともいえる。我
が国も経済産業省が三次元積層造形装置の開
発等を進める（10）など、オールジャパン体制で
Additive Manufacturingの研究開発を行って
いる。開発された装置を用いた新たなアプリ
ケーションの開発、ひいては新たな市場の創出
に期待したい。

注
（1） コンシューマー向けのFDM装置が普及したのは、

Stratasys社が保有していた特許が切れたため他
社の参入が容易になったことが要因の１つである
といわれている。なお、産業向けの高精度な造形
が可能なFDM装置も各社から販売されている。

（2） Solid Freeform Fabrication Symposiumのホーム
ページ http://sffsymposium.engr.utexas.edu/

（3） みずほ情報総研コラム2014年10月14日 “－3Dプ
リンタに関する国際会議参加報告－3Dプリンタの
生い立ちって?3Dプリンタの自動販売機 ?”

 http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/
 column/2014/1014.html
（4） 予稿集に示されているセッション（及びその細分

類）に含まれる講演数をもとに作成した。「その他」
の分類の中には他の項目に該当するものも含まれ
ているが、セッションの区分に従っている。

（5） 本シンポジウムでは4つ（あるいは5つ）のセッショ
ンが平行して行われた。筆者は「プロセス開発」
セッションには出席していないため、ここでは割
愛した。

（6）クラウドソーシングとは、インターネット等を用い
て不特定多数の人から情報を取得する手法のこと
である。

（7） GE jet engine bracket challenge
 http://grabcad.com/challenges/

ge-jet-engine-bracket-challenge
（8） http://grabcad.com/
（9） http://euromold2015.com/en/
 2015年は開催場所及び時期を変更し、2015年9月

22日から25日の期間でデュッセルドルフにて開催
するとのことである。

（10） 2014年より、技術研究組合次世代3D積層造形技
術総合開発機構（通称、TRAFAM）を中心に積層
造形装置の開発を進めている。

 http://www.trafam.or.jp/
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