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『GMO』というタイトルの小説がある（服部真
澄，2003）（1）。GMOと はGenetically Modified 

Organism（遺伝子組換え生物）の略語である。
小説『GMO』では、科学ジャーナリストであ
る主人公の視点から、架空の農業ビジネス企業
ジェネアグリによって開発された遺伝子組換え
生物をめぐり、「食の安全」、「生物多様性への
影響」、「有機農業や伝統農業への影響」、「搾取
の構造」、「国家間の紛争」など、遺伝子組換え
技術にまつわる様々な現実問題が描かれる。

このように小説の主題となることからも分か
るように、遺伝子組換え技術は、科学と社会と
の関係性を象徴するテーマの1つである。私た
ちの日常生活において、「科学と社会との繋が
り」がボンヤリと意識されるのは、先端技術を
用いた新製品、大規模な災害の発生、メディア
を通した科学者の発言などを通した場面である
と思われる。一方、日常生活で意識されること
は少ないが、後述するように（2）、科学と社会
との諸関係が、具体性をもった切実なかたちで
顕在化するのが、科学技術に関する“リスク評
価”そして“リスク管理”の場面である。

例えば、小説『GMO』において言及された

	はじめに
先述の論点は、「健康リスク」、「生物多様性リ
スク」、「社会・経済リスク」などと言い換える
ことができる。リスクと言うと、どうしても「危
険」や「損害」といった否定的なイメージばか
りが想起されるが、一方で「リスクをとる」と
いう言葉があるように、そこには必ず、ベネ
フィットとなる要素も随伴している。つまり、
本来的に、ある科学技術がもたらすベネフィッ
トとリスクとを天秤にかけ、社会にとって最適
な意思決定をするための舞台が「リスク評価・
管理」であり、当然、そこには多様な利害関係
や価値観が絡むため、人々にとって極めて切実
なプロセスであると筆者は考えている。

本稿では、「遺伝子組換え農作物のリスク」
をテーマに、社会における科学技術のあり方、
具体的には、その1つの側面としての、科学技
術に関するリスク評価・管理のあり方につい
て考える（図表1）。第1章では、遺伝子組換え
農作物のリスクに関して、「専門家」による最
新の見解を紹介するとともに、「一般市民」に
よる見解との相違について概説する。第2章で
は、社会心理学や社会（科）学の知見を活用して、
このような専門家と一般市民との見解の相違の
要因を分析する。第3章では、科学技術のベネ
フィットとリスクとの切実なトレードオフの構

「遺伝子組換え農作物のリスク」をテーマに、社会における科学技術のあり方について考える。
専門家と一般市民との見解の相違を超えて、ベネフィットとリスクとのトレードオフを克服した
上で、豊かで安全・安心な社会を実現するために、“民主的”なリスク評価・管理が期待される。

社会動向レポート

“遺伝子組換え農作物”を通して考える「科学と社会」

環境エネルギー第1部
コンサルタント　木村　元
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“遺伝子組換え農作物”を通して考える「科学と社会」　

図について述べた上で、第2章で得たヒントを
基に、今後のリスク評価・管理のあり方につい
て考える。最後に、遺伝子組換え農作物の最大
の生産国である米国での、遺伝子組換え食品の
表示義務化に向けた最近の動きも踏まえ、今後
の見通しについて述べる。

私たちは、カップラーメンやスナック菓子、
第3のビールなどに含まれている遺伝子組換え
食品を、そうとは知らずに口にしていることも
多く、遺伝子組換え農作物にまつわるリスクと
無縁ではない。本章では、まず、2016年5月
に発行された米国科学アカデミー（3）の報告書
を基に、遺伝子組換え農作物のリスクに関する、
専門家による最新の見解を紹介する。続いて、
米国のシンクタンクであるピュー研究所による
意識調査の結果を基に、遺伝子組換え農作物の
リスクに関する、専門家（4）と一般市民（5）との
見解の相違について述べる。

（1）米国科学アカデミーの見解
1990年代に米国で遺伝子組換え農作物の商

業栽培が開始されて以来、遺伝子組換え農作物
による健康や環境などへの影響が懸念されてき
た。米国科学アカデミーによる報告書『遺伝子
組換え農作物～経験と展望～（2016）（6）』（以後、

	 1. 専門家と一般市民

米国科学アカデミー報告書と略す）は、多様な
分野にまたがる20名の専門家が、これまでに
蓄積された約1,000文献を体系的にレビューし
た上で、遺伝子組換え農作物のリスクを総合的
に判断したものである。

この『米国科学アカデミー報告書』における
主な結論は、「遺伝子組換え農作物が健康や環
境に与える影響を示すエビデンスはこれまでに
得られていない」、言い換えると「従来の育種
による品種改良と明確に区別できるものではな
い」というものであった（図表2（7））。

このような結論は、遺伝子組換え農作物につ
いての“安全宣言”とも受けとれる。ただし、
これまでに得られている知見は、既に商業的に
導入されている“第1世代”と呼ばれる遺伝子
組換え農作物（8）、すなわち、「除草剤耐性」も
しくは「害虫耐性」いずれかの形質を遺伝子組
換え技術で賦与された農作物に限定されてお
り、しかも、3種類の農作物（大豆、綿、トウ
モロコシ）に関するデータにほぼ限られること
に注意が必要である。加えて、『米国科学アカ
デミー報告書』には、「遺伝子組換え食品であっ
ても、非遺伝子組換え食品であっても、また、
どれだけ安全性に注意を払っていても、あらゆ
る食品は潜在的にリスクを有する」という文言
も付されている。

（資料）筆者作成

図表1　本稿で考える、科学と社会の接点としての「リスク評価・管理」
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（2）一般市民の見解
米国科学アカデミーが専門家としてのコンセ

ンサスを社会に向けて発信する一方、一般市民
は、遺伝子組換え農作物のリスクをどのように
受けとめているのだろうか。

米国のシンクタンクであるピュー研究所が
2015年1月に報告した、専門家（9）と一般市民（10）

の両者を対象とした意識調査（11）によると、「遺
伝子組換え食品が安全である」と回答した専門
家は「88%」にのぼり、先述の『米国科学アカ
デミー報告書』の結論とも符合する結果であっ
た。その一方、同じく「安全である」と回答し
た一般市民は僅か「37％」であり、両者のあい
だには「51％」もの相違があることが判明した

（図表3の①）。
このような専門家と一般市民との見解の相違

は、どのような理由によるものだろうか。同研
究所が、上記の結果を踏まえて2016年12月に
報告した、一般市民（12）のみを対象とした意識
調査（13）（以後、これら2つの報告をまとめて、
米国ピュー研究所報告書と略す）によると、「専
門家のあいだで、遺伝子組換え食品の安全性に
ついてのコンセンサスが形成されている（ほぼ
全ての専門家が安全と見ている）」と認識する
一般市民はごく僅か（14%）であった（図表3の
②（14））。加えて、「専門家が、遺伝子組換え食

品の健康リスクを十分によく解明できている」
と認識する一般市民も、ほんの「19%」に限ら
れた（図表3の③（14））。

このことから、一般市民は、遺伝子組換え農
作物のリスクを無視できないものとして捉えて
おり、また、専門知識が不足する部分があると
しても、専門家が発信する情報を鵜呑みにせず、
少なからず“懐疑的”な見方をする場合がある
ことが示唆される。実際、『米国ピュー研究所
報告書』では、「専門家による産業界への配慮や、
専門家自身のキャリアに対する志向性が、遺伝
子組換え食品に関する研究に影響を与える」と
多数の一般市民が考えていることが報告されて
いる。

このように、専門家への“信頼性”が、専門
家と一般市民との見解の相違の理由を明らかに
するための1つのキーワードであると考えられ
る。第2章では、このような見解の相違の要因
について分析する。

第1章で述べた、専門家と一般市民との見解
の相違は、その理由がいかなるものであれ、社
会における、リスク評価・管理のあり方、ひい
ては科学技術のあり方における課題を示唆して
いると考えられる。そこで、今後のリスク評価・

	 2. 一般市民にとっての科学技術

（※）これまでに蓄積された知見は、遺伝子組換え農作物のうち、「除草剤耐性」または「害虫耐性」の形質を有する3種
類の農作物（大豆、綿、トウモロコシ）に関するデータにほぼ限定されることに注意。

（資料）Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects（2016）を基に筆者作成

図表2　遺伝子組換え農作物のリスクについての『米国科学アカデミー報告書』の結論

01_木村元.indd   4 2017/03/14   11:00



vol.13　2017

5

“遺伝子組換え農作物”を通して考える「科学と社会」　

管理のあり方について考える糸口を見出すた
め、本章では、社会心理学における「リスク認
知」に関する知見を用いて、見解の相違の要因
について分析する。続いて、社会（科）学で用
いられる「フレーミング（認識枠組み）（15）」の
観点からも、専門家と一般市民との違いについ
て考察する。

（1）リスク認知の構造
科学的な知見を基に専門家が判断する、いわ

ば「客観的リスク（16）」と、一般市民がイメー
ジする「主観的リスク」とが一致しないことが
ある。このような個々人の主観的なリスクイ
メージ、あるいは、イメージが形成されるプロ
セスは「リスク認知（risk perception）」と呼
ばれる。

Slovicの研究（1987）（17）により、リスク認知
は、「未知性（18）」と「恐ろしさ」の2つの因子
により規定されることが明らかにされている。

つまり、知らない、あるいは、解明されていな
い、不確実さの大きいリスクであるほど（「未
知性」因子）、また、恐ろしく感じられるリスク
であるほど（「恐ろしさ」因子）、“大きなリスク”
として認知される傾向がある。この2つのうち

「恐ろしさ」因子を構成する（サブ）因子として、
「制御可能性（自発性）（19）」「破滅性（20）」「公平
性（21）」などが代表的であり、これらに「信頼性」
を加えた5つの因子が、リスク認知に影響を
与える因子として紹介されることが多い（22，23） 

（図表4）。
この「リスク認知」を切り口として、先述の

『米国ピュー研究所報告書』における、専門家
と一般市民との見解の相違の要因について分析
する。まず、第1章で紹介した、『米国ピュー
研究所報告書』による意識調査の結果より、「信
頼性」因子が少なからず一般市民のリスク認知
に影響し、見解の相違をもたらしている構図が
示唆される。また、同報告書では、「科学的知

（資料）Public and Scientists’ Views on Science and Society（2015）およびThe New Food Fights: U.S. Public Divides 
Over Food Science（2016）を基に筆者作成

図表3　遺伝子組換え農作物のリスクをめぐる一般市民の見解
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識を有するほど、遺伝子組換え食品について理
解を示す傾向」が報告されているが、このこと
から、「未知性」因子がリスク認知に影響して
いる可能性が読み取れる（24）。加えて、重要な
ことに、同報告書では、「遺伝子組換え食品に
懸念をもつ一般市民ほど、政策的な意思決定へ
の参加を望む傾向」が報告されているが、この
ことを、「制御可能性（自発性）」因子のリスク
認知への影響と受けとることもできる（25）。こ
のように、これら3つの因子の他にも、リスク
が顕在化した際の被害規模の大きさを意味する

「破滅性（20）」因子や、リスクとベネフィットの
分配に関する「公平性（21）」といった因子も、
少なからず一般市民のリスク認知に影響したた
めに、「（いわば）客観的なリスク」よりも“大
きなリスク”として認知された、という1つの
説明が可能であるように思われる。

ところで、これら「リスク認知に影響を与え
る因子（図表4）」は、一般に、科学的な知見を
基に専門家が判断する「（いわば）客観的なリ
スク」を解釈する際の“認知バイアス”として
紹介されることが多いが、これは必ずしも「非
合理的な判断」を意味しないことに注意が必要
である。というのは、「信頼性」「制御可能性

（自発性）」「公平性」などの因子には、少なか

らず“社会的な価値判断”も含まれているため
である（26）。

このように、『米国ピュー研究所報告書』に
おける専門家と一般市民との見解の相違の1つ
の原因として、「認知バイアス」の影響が考え
られるが、これを専門家の側から、一方的に、
誤った（非合理的な）判断として捉えるのは適
切ではなく、むしろ、「（いわば）客観的なリス
ク」の方に、遺伝子組換え技術にまつわる「社
会的な価値判断」を十分に反映できていない面
があることを認める必要があると思われる（27）。
すなわち、専門家と一般市民との見解の相違の
要因として、単に専門知識が不足する場合があ
ることだけではなく、一般市民による「社会的
な価値判断」の表明という要素があると捉える
のが適切と考えられる。

（2）社会的リスクを含めたフレーミング
このように、専門家と一般市民との見解の相

違をきっかけとして、一般市民が表明する「社
会的な価値判断」を受け取ろうとした場合、そ
れはどのようなかたちで現われるだろうか。

これまでに、遺伝子組換え農作物のリスクに
ついて国際的な議論が行われた場として、『カ
ルタヘナ議定書（生物の多様性に関する条約の

（資料）Perception of Risk（1987）を基に筆者作成

図表4　リスク認知に影響を与える因子
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“遺伝子組換え農作物”を通して考える「科学と社会」　

バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書）』
の策定に向けた交渉が挙げられる。この交渉に
おいては、遺伝子組換え農作物の国際移動に伴
うリスク評価・管理のための国際ルールが議論
されたが、ここでの争点のほとんどが、「生物
学的リスクの他に、“社会的リスク”を含める
かどうか」といった、“フレーミング（認識枠
組み）（15）”をめぐる対立であった（28）。ここで、

「社会的リスク」は、社会・経済リスク、文化
リスク、政治リスクの3つの総称として用いて
いる（29）（図表5）。

一般市民は、この「社会的リスク」まで含め
た広いフレームで、遺伝子組換え農作物のリス
クを把握する傾向があることが知られている。
例えば、国内で2000年に行われた市民参加型
テクノロジー・アセスメントである「コンセン
サス会議」における議論の中心は、生物学的リ
スク（健康、環境）よりも、社会的リスク（社会・

経済、文化、政治）の方にあった（30）。
以上を踏まえると、専門家と一般市民との見

解の相違の1つの原因として、このような「フ
レーミングの広さ」の違いがあると考えられる。
つまり、「（自然）科学的因果関係」の観点から
リスクを考えがちな専門家と、「社会的因果関
係」を含めた“包括的な観点”からリスクを考
える一般市民、という構図がみえる（図表5）。
このように、一般市民の「社会的な価値判断」は、

（自然）科学的なフレームではなく、主として“社
会的なフレーム”の内に現われる。

さらに、興味深いことに、先述の『米国科学
アカデミー報告書』および『国内における意
識調査（31）』のいずれにおいても、一般市民は、
遺伝子組換え農作物をめぐる異なる種類のリス
クのあいだに“相関性”をもったかたちでリス
クを認知する傾向があること、すなわち、「社
会的因果関係に基づくリスク」に対して懸念を

（資料）リスクの政治学 – 遺伝子組換え作物のフレーミング問題（2002）より筆者作成

図表5　遺伝子組換え農作物をめぐる「生物学的リスク」と「社会的リスク」
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もつ人ほど、「（自然）科学的因果関係に基づく
リスク」に対しても懸念をもつ傾向があること
が報告されている。したがって、専門家と一般
市民との見解の相違を超えて、また、社会の構
成員である一般市民による同意（受容）が得ら
れるかたちでリスク評価・管理を行うためには、

「社会的リスク」まで含めた広いフレームを通
して、遺伝子組換え農作物のリスクを把握する
ことが望まれる。第3章では、以上の遺伝子組
換え農作物に関する考察を、改めて、科学技術
一般の文脈の中に位置づける。また、もう少し
詳しく「社会的リスク」について述べた上で、
今後のリスク評価・管理のあり方について考察
する。

第2章では、「リスク認知」を切り口として、
専門家と一般市民との見解の相違の1つの原因
として、問題を把握する際の「フレームの広さ」
の違いがあること、すなわち、一般市民は「社
会的リスク」を含めた包括的な観点から、（科
学技術の1つである）遺伝子組換え技術にまつ
わるリスクを把握する傾向があることを述べ
た。本章では、遺伝子組換え農作物について論
じる際に引き合いに出されることの多い“緑の
革命”の功罪を通して、科学技術のベネフィッ
トとリスクとの切実なトレードオフの構図につ
いて述べる。その上で、今後のリスク評価・管
理のあり方について考察する。

（1）科学技術のベネフィットとリスク
あらゆる科学技術には、人々の生活に豊かさ

をもたらすベネフィットと同時に、リスクが随
伴している（32）。身近な例で言えば、「車」は、
交通事故のリスクを伴うにも拘わらず、日常生
活に欠かすことのできないものとして社会に受
け容れられている。また、ナノ技術をはじめと

	 3. 科学技術の民主化に向けて

した「新たな科学技術」は、新製品の開発を通
じた身の回りの利便性の向上から、新たな市場
の創出を通じた経済の活性化まで、さまざまな
期待を集める一方、その革新性ゆえに、“新た
なリスク”も同時に生み出す（33）。

本稿のテーマである「遺伝子組換え農作物」
も、この「新たな科学技術」の1つとして位置
づけられる。確かに、1990年代に商業栽培が
開始されて以来、約20年が経過しているが、
ベネフィットとリスクの両面において技術の
未知性が高いこと、また、（第1章でも述べた
ように）現時点で商業的に導入されているのは

“第1世代”と呼ばれるものであり、消費者に
ベネフィットをもたらす“次世代”の遺伝子組
換え農作物（34）が開発途上にあることから、ナ
ノ技術などと同様、新たな科学技術として位置
づけられる。

ここで言う“次世代”の遺伝子組換え農作物
としては、例えば、国民の約30％が罹患して
いる「花粉症」の治癒を目指した“医薬品”作
物や、アフリカの乾燥地域における「貧困・飢
餓」の克服を目指した“乾燥耐性”作物、あ
るいは、環境に配慮した「生分解性プラスチッ
ク」の生産を目指した“植物工場”作物などが
挙げられる。このように、ベネフィットのみに
注目して“次世代”の遺伝子組換え農作物を眺
めると、バラ色の明るい未来が想起される。

一方、主に（大規模）農業従事者に対してベ
ネフィットをもたらす“第1世代”の遺伝子組
換え農作物のみが本格的に商業化されている現
状においては、第1章で述べたように、「食の
不安」をはじめとした懸念が根強い。このよう
に、（将来的な）ベネフィットとリスクを同時
に有する遺伝子組換え技術（農作物）について、
どのような点に注意した上で、評価（意思決定）
を行うべきだろうか。

遺伝子組換え農作物の将来を論じる上で、し
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ばしば引き合いに出されるのが“緑の革命”の
功罪である。緑の革命とは、ノーベル平和賞

（1970年）の受賞者でもある米国の農学者、ノー
マン・ボーローグの業績に象徴されるように、
新たな農作物品種の開発・導入をはじめ、化学
肥料、灌漑設備、農業機械などの近代（工業）
的な農業技術の開発途上国への導入による、収
穫量の躍進的増大の達成のことである。この“革
命”により、英国の経済学者、ロバート・マル
サスが『人口論』で警鐘を鳴らした意味（35）に
おける「食糧危機」の克服に向けて、大きく歩
が進められた（36）。

この反面、「緑の革命」は、インドの哲学者、
ヴァンダナ・シヴァにより、持続“不可能”な
農業として、強く批判されてもいる。インドの
北西部に位置するバンジャブ地域は、今では穀
倉地帯として知られているが、これは緑の革命
の結果である。ヴァンダナ・シヴァ（1997）（37）

によれば、緑の革命は、（農業）生態的コスト
および社会的コスト（社会・経済、文化、政治
におけるコスト）の“軽視（隠ぺい）”によって
成立しており、持続可能な農業（農法）ではない。
具体的には、“パンジャブの悲劇”として、単
一栽培による農業生態系の均一化・脆弱化（農
業生態的コスト）や、小規模農家の貧困・飢餓（社
会・経済コスト）、伝統的な農業知識・実践の
衰退（文化的コスト）、水資源をめぐる紛争の
増加（政治的コスト）などが挙げられている（括
弧内は、それぞれ、図表5におけるリスクの種
類に大まかに対応している）。

このように、農業技術を例にとっても、科学
技術がもつベネフィットとリスクとの切実なト
レードオフの構図が見てとれる。ここで興味深
いのは、ヴァンダナ・シヴァが、（農業）生態
的コストおよび社会的コストを含めた評価、言
い換えれば、先述の「社会的リスク」まで含め
た広いフレームに基づいた“総合的な”評価

（意思決定）を主張している点である（37）。また、
もう一方のノーマン・ボーローグも、「飢餓の
原因は貧困であり、飢餓の克服のためには、一
連の農業技術のパッケージのみではなく、社会・
経済的な援助・取り組みが必要」との意見を述
べている（36）。いずれにしても、社会にとって
最適な意思決定を行うためには、第2章で糸口
をつかんだように、「社会的リスク」を含めた
包括的な観点から、科学技術に関するリスク評
価・管理を行う必要があると考えられる。

（2）今後のリスク評価・管理のあり方
現在のリスク評価・管理の“原型”は、全米

研究評議会が1983年に取りまとめた『連邦政
府におけるリスク評価（38）』によって与えられ
た（図表6）。このモデルにおいて、ある事象の
リスクの大きさは、「ハザードの特定」につづ
く「用量－反応評価（どの程度の用量でハザー
ドが生じるかの相関性の導出）」と、「曝露評価

（どの程度の用量に晒されるかの実測または予
測）」の2つの結果を統合して推計され、この
統合のステップは「リスク判定」と呼ばれる。
ここで、「リスク判定」は、科学的な分析プロ
セスである「リスク評価」の 最終的な“要約”、
あるいは、後に続く政治的プロセスである「リ
スク管理」へのインプットとしての、単なる

“（科学から政治への）翻訳”として位置づけら
れており、両者は、概念的にも、手続き的に
も、明確に区別・分離されている（図表6）。

しかし、この従来のモデルに基づいた、公的
機関によるリスク評価・管理では、社会に受け
容れられないケースがしばしば生じた。その
ため、全米研究評議会は、『リスクを理解する
～民主主義社会における意思決定に向けて～

（1996）（39）』において、より民主的なリスク評
価・管理のあり方として“分析－熟議プロセ 

ス”を提案した（図表6）。この新たなモデルに
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は、名前の通り、プロセス全体にわたっての、
公的機関、自然科学者・社会科学者、利害関係
者（一般市民を含む）の3者による“熟議”プロ
セスが組み込まれており、各ステップにおける
経過が、適宜、フィードバックされながら、リ
スク評価・管理が進められる（図表6）。とりわ
け、「フレーミング（問題の設定・定式化）」の
ステップに重点が置かれており、社会的リスク
も含めた幅広い文脈から、「どのようなリスク
を考慮するべきか」などが議論される。

この「分析－熟議プロセス」が、リスク評 

価・管理の従来のモデルに比べて優れている点
は、意思決定の影響を受ける可能性のある一般
市民に対して“開かれた”プロセスであること
である。一般市民を含めた熟議（フレーミング）
を通じて設定された問題に対して「分析（情報

収集＆まとめ）」のステップが実施されること
で、社会的リスクの観点も包含した“適切な問
い”に対する、“適切な回答”が得られること
が期待されている（40）。このような利点がある
一方、分析－熟議プロセスに基づいた枠組みの
下でのリスク評価・管理は、当然、相応のコス
トを必要とする。また、車や飛行機のように、
既に広く社会に受け入れられた科学技術につい
て、改めて、この分析－熟議プロセスに基づい
たリスク評価・管理を行う必要性は低いと思わ
れる。

では、どのような場合に、「分析－熟議プロ
セス」が必要とされるだろうか。このプロセス
を提案した全米研究評議会によると、専門家や
責任を有する機関が十分な「信頼」を得られな
い状況、特に、「公正さ」、「目的」、「価値」、「意

（資料）Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process（1983）およびUnderstanding Risk - Informing 
Decisions in a Democratic Society（1996）を基に筆者作成

図表6　リスク評価・管理の“原型”と「分析－熟議プロセス」
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思決定への参加・同意」などの点における紛争
が懸念される場合が想定されている。したがっ
て、本稿のテーマとした遺伝子組換え農作物の
他にも、ナノ技術、再生医療などの、革新性が
高く、かつ、ベネフィットとリスクの両面にお
いて未知性の高い科学技術については、特に、
分析－熟議プロセスに基づいたリスク評価・管
理を行うことが適切と考えられる（41）。このよ
うに、図表6の2つのモデルを土台としつつ、
評価の対象とする科学技術の特質や文脈に応じ
た適切なリスク評価・管理の枠組みを設計して
いくことが、今後のリスク評価・管理のあり方
として期待される。

本稿では、「遺伝子組換え農作物のリスク」
をテーマに、社会における科学技術のあり方、
具体的には、その1つの側面としての、科学技
術に関するリスク評価・管理のあり方について
考察した。第1章では、遺伝子組換え農作物の
リスクに関する、専門家と一般市民との見解の
相違について概説した。第2章では、このよう
な見解の相違の1つの原因として、問題を把握
するフレームの広さに違いがあること、すなわ
ち、一般市民は「社会的リスク」を含めた包括
的な観点から、科学技術にまつわるリスクを把
握する傾向があることを述べた。第3章では、
科学技術のベネフィットとリスクとの切実なト
レードオフの構図について、緑の革命を例に述
べた上で、一般市民の参加を前提とした民主的
なリスク評価・管理の枠組みである「分析－熟
議プロセス」を紹介した。

分析－熟議プロセスにおける「フレーミング
（問題の設定・定式化）」のステップ（図表6）に
相当する試みは、第2章で紹介した、市民参加
型テクノロジー・アセスメントである「コンセ
ンサス会議」として、既に国内で実施されてい

	おわりに

る。加えて、遺伝子組換え農作物のリスクに限
らず、工業化学物質のリスクに関しても、「毒
性学的な有害性」に“社会的な有害性”を対置
した上で、一般市民の参加を前提とした「新た
なリスク管理（の体制）」が構想されている（42）。
このように、2011年3月11日の東日本大震災
後に首相官邸前などで起こった、原発の再稼働
反対運動も記憶に新しい今、社会における科学
技術のあり方の1つの側面として、リスク評価・
管理の“民主化”の機運が高まっている（43）。

2016年7月に、遺伝子組換え食品表示法
（federal GMO labeling law）が、遺伝子組換え
農作物の最大の生産国である米国において成立
したことも、このような機運の高まりの1つの
実例として位置づけられるだろう（44）。国内に
おいても、消費者庁により、「食品表示法（2013

年6月公布）」の施行に伴う遺伝子組換え食品
の表示制度の検討が、米国を含む諸外国の動向
も踏まえた上で進められている（45）。このよう
な「見える化」の動きは、消費者（一般市民）
一人ひとりの選択・購買活動を通した意思表明
を可能とする意味において、“科学技術の民主
化”を志向する動きとして理解することができ
るだけでなく、ひいては、豊かで安全・安心な
社会の実現に繋がる重要な流れでもある（46）。

筆者は、エネルギー・環境インフラ技術をは
じめとしたリスク評価・管理のフレームワーク
策定に携わっている（47）。本稿の締めくくりと
して、自戒を込めて言えば、科学技術に関する
リスク評価・管理に携わる全ての人々には、“よ
り普遍的なフレーム”を通じたリスク（および
ベネフィット）の把握に努めるという意味にお
いて、「誰のための科学技術か」という問いに
ついて考え続ける責任があると、筆者は考える。

注
（1） 服部真澄、2003、『GMO』、新潮社（文庫版では『エ

ル・ドラド』に改題）．
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（2） 科学技術のベネフィットとリスクとの切実なト
レードオフの構図について、詳しくは、第3章を
参照。 

（3） 厳密には、米国科学・工学・医学アカデミー（The  
N a t i o n a l  A c a d e m i e s  o f  S C I E N C E S ・
ENGINEERING・MEDICINE）であるが、本稿
では、便宜的に「米国科学アカデミー」と呼ぶ。

（4） ひと口に「専門家」と言っても、様々な立場の専
門家が存在する。本稿では、大まかに、広く一般
市民がもつ専門家のイメージに近いと思われる、
大学および公的な研究機関に所属する科学者を想
定する。このような典型的な専門家の他に、「高木
仁三郎市民科学基金」などの助成を受けて活動す
る「市民科学者」と呼ばれるような専門家も存在
する。

（5） ひと口に「一般市民」と括らずに、ジェンダー、
所得階層、地域などの観点をもつことで、より厳
密な分析が可能であるが、本稿では、大まかに、
専門知識をもたない“非専門家”として一般市民
を想定する。ただし、現実には、先述の「市民科
学者（注4を参照）」をはじめ、「環境問題にまつわ
る議論において、一般市民の側に立って活動する
科学者（『環境問題の科学社会学（立石裕二，2011）』
を参照）」が存在すること等にも留意が必要である。

（6） The National Academies of  SCIENCES・
ENGINEERING・MEDICINE，2016，『Genetically 
Engineered Crops：Experiences and Prospects』，
THE NATIONAL ACADEMIC PRESS.

（7） 同報告書では、社会・経済リスクについても言及
しているが、図表2の作成にあたっては割愛した。

（8） 後述するように、“次世代”の遺伝子組換え農作物
として、「医薬品」作物、「乾燥耐性」作物、「植物
工場」作物などが想定されている（併せて、注34
を参照）。

（9） アメリカ科学振興協会（American Association for 
the Advancement of Science）に所属する科学者
3,758名。詳しくは、出典（注11）を参照。

（10） 米国の全50州およびコロンビア特別区に住む18歳
以上の一般市民2,002名。詳しくは、出典（注11）
を参照。

（11） Cary Funk他，2015，『Public and Scientists’ Views 
on Science and Society』，Pew Research Center.

（12） 米国ピュー研究所が運営する市民パネル（American 
Trends Panel; ATP）に所属する一般市民1,480名。
詳しくは、出典（注13）を参照。

（13） Cary Funk他，2016，『The New Food Fights：U.S.  
Public Divides Over Food Science』，Pew Research 
Center.

（14） 図表3の②および③における回答割合の合計が
100％とならないのは、「無回答」の割合を図表中
に示していないためである。

（15） 佐藤仁、2002、「「問題」を切り取る視点：環境問

題とフレーミングの政治学」、石弘之編、『環境学
の技法』、東京大学出版会 .

（16） 本当の意味で“客観的”なリスクは存在せず、後
述するように、専門家が判断するリスクも、暗に、
一定のフレーム（例：自然科学（主義）的なフレーム）
を前提としたものである。「いわば」という前置き
をつけているのはこのためである（併せて、注27
を参照）。

（17） Paul Slovic，1 9 8 7，「Perception of Risk」，
『Science』，Vol. 236，pp. 280-285.

（18） 「未知性」とは、知らない、あるいは、解明されて
いない、不確実さの大きいリスクであるか否かの
こと。専門知識として知っているかどうか以外に
も、専門家ですら把握できないという意味も含む
ことに留意が必要である。

（19） 「制御可能性（自発性）」とは、リスクを伴う行為
を自分の意思で制御できるか否かのこと。例えば、
自動車の運転や、危険を伴うスポーツ（例：スカ
イダイビング）など、自分で制御できる場合には、
リスクが小さく認知される傾向にある。

（20） 「破滅性」とは、大震災や原子力発電所の事故のよ
うに、たくさんの人が死亡するようなリスク、ま
た、後の世代にまで影響が残るようなリスクであ
るか否かのこと。

（21） 「公平性」とは、リスクとベネフィットが偏って
分配されていないかどうかのこと。例えば、ベネ
フィットを得ることなしに、リスクばかりを不当
に分配されている場合、リスクが大きく認知され
る傾向にある。

（22） 環境省、2001、『平成12年度リスクコミュニケー
ション事例等調査報告書』．

（23） 中谷内一也、2012、「リスクと信頼－最後に行き
着くところ」、中谷内一也編、『リスクの社会心理
学－人間の理解と信頼の構築に向けて』、有斐閣．

（24） 先述（注18を参照）のように、「未知性」因子には、
単に「知らない」という要素の他に、「専門家であっ
ても分からない（解明されていない）」という要素
も含まれるが、ここでは前者の意味で用いている。

（25） 先述（注19を参照）のように、「制御可能性」とは、
リスクを伴う行為を自分の意思で制御できるか否
かのことであるが、ここでは、「政策的な意思決定
に“参加できていないこと”」が、リスク認知に影
響を与えたと解釈できる。

（26） 平川秀幸、2016、「3・11後の科学と民主主義」，
アステイオン編集委員会，『アステイオン（特集 科
学論の挑戦）』，CCCメディアハウス .

（27） ここでは、先述（注16を参照）のように「（いわば）
客観的なリスク」も一定のフレームを前提とした
ものであることからも、「一般市民のリスク認知」
と比べて、どちらか一方が正しいということを意
味していない。例えば、専門家が“中立的な”（自然）
科学に基づいた判断を志向して「（いわば）客観的
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なリスク」を導いたとしても、結果として、産業
保護的に機能してしまう場合もあることが指摘さ
れている（『知識の政治学（金森修，2015）』を参照）。

（28） 議定書交渉の大まかな構図は、遺伝子組換え農作
物の最大の生産国である米国を中心とする先進国
グループと、開発途上国グループとの対立の構図
であり、（カルタヘナ議定書における）社会的リス
クに関する条項のほとんどが、先進国グループに
より排除された。このような「フレーミングをめ
ぐる対立」の真の争点は、「自由貿易を通じた利
益」と「健康・社会・環境への配慮」との対立（バ
ランス）等にあった（詳しくは、出典（注29）を参照）。

（29） 平川秀幸、2002、「リスクの政治学－遺伝子組み
換え作物のフレーミング問題」、小林傳司編、『公
共のための科学技術』、玉川大学出版部． 

（30） 小林傳司、2002、「社会的意思決定への市民参加
－コンセンサス会議」、小林傳司編、『公共のため
の科学技術』、玉川大学出版部 .

（31） 社団法人農林水産先端技術産業振興センター
（STAFF）、2006、「遺伝子組換え技術・農作物・
食品についての意識調査報告書」．

（32） 木村元、2016、「“リスク社会”と新たな産業技術 
－豊かで安全・安心な社会の実現に向けて－」、み
ずほ情報総研・コラム（2016年8月23日）．

（33） ここで言う“新たなリスク”とは、質・量いずれ
かの意味で「新しい」リスクを表している。例え
ば、「ナノ技術」については、化粧品などに用いら
れる微細粒子が細胞膜を通過し得ることから“質
的”に新しいリスクが懸念されている。一方、か
つて「車」が大量に社会へ導入されたことにより、
大気汚染物質の濃度が高まった結果、“量的”に新
しいリスクが懸念された。

（34） 次世代の遺伝子組換え農作物を、第2、第3、第4
世代と区分する場合もあるが、ここでは、一括し
て「次世代」と表現した（なお、詳しい区分につ
いては、『－市民会議－「食と農の未来と遺伝子組
換え農作物」報告書（2004）』を参照）。

（35） ここで言う「食糧危機の克服」とは、国家のよう
なマクロな規模（での統計）において、穀類の生産
量の増加が、人口の増加を上回ったという意味で
用いている。後述するように、飢餓の克服のため
には、一連の農業技術のパッケージのみでは不十
分と考えられる。

（36） ルース・ドフリース（小川敏子訳），2016，『食糧と
人類－飢餓を克服した大増産の文明史，日本経済
新聞出版社 .

（37） ヴァンダナ・シヴァ、1997、『緑の革命とその暴 
力』、日本経済評論社 .

（38） Committee on the Institutional Means for 
Assessment of Risks to Public Health 他，1983,　

『Risk Assessment in the Federal Government: 
Managing the Process』，NATIONAL ACADEMY 

PRESS.
（39） Committee on Risk Characterization他，1996，

『Understanding Risk - Informing Decisions in a  
Democratic Society』，NATIONAL ACADEMY 
PRESS.

（40） ここで重要なのが、この「分析－熟議プロセス」
への参加者が、どのように選択されるかである。
意思決定の影響を受ける可能性のある一般市民の
参加により、全ての重要な情報が考慮された上で、
また、利害関係者の懸念が包摂される形で、リス
ク評価・管理が進められることが期待される。し
かし、参加者が適切に選択されない場合や、全て
の潜在的な利害関係者に開かれた形式で実施され
ない場合、このプロセスの意味合いが損なわれて
しまう。

（41） 後述するように、遺伝子組換え技術や、ナノ技術、
再生医療に比べると（いわば）伝統的な分野、例え
ば、工業化学物質の分野においても、「分析－熟議
プロセス」に基づいたリスク評価・管理のあり方
が検討されている（詳しくは、注42の出典を参照）。

（42） 鈴木規之、2009、『環境リスク再考－化学物質の 
リスクを制御する新体系』、丸善株式会社 .

（43） 実際、先述の『米国科学アカデミー報告書』にお
いても、リスクの総合的な判断のプロセスに「分
析－熟議プロセス」の要素が反映されており、例
えば、約80名の多様な利害関係者へのヒアリング
などが実施されている。

（44） ただし、表示の方法として、スマートフォンで読
み取れるQRコード（遺伝子組換え表示であること
を示すホームページへのリンク等）でも可能とさ
れていること等から、「遺伝子組換え食品表示法

（federal GMO labeling law）」に対する批判もあ
ることに注意。

（45） 消費者庁食品表示企画課、2016、「食品表示基準
をめぐる最近の動き」、第9回食品表示連絡会議 
資料．

（46） 木村元他、2014、「森林と木材を対象としたウォー
ターフットプリント －水源と地域を考慮した特
性化による水資源への影響評価－」、『水利科学』、
No.340（第58巻 第5号）.

（47） Hajime Kimura他，2017，「Environmental risk  
assessment of MEA and its degradation products 
from Post-Combustion CO 2 Capture Pilot 
Plant: Drafting technical guidelines」，『Energy 
Procedia』，in press. 
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（1）製品のライフサイクル全体の評価ツール
カーボンフットプリント（CFP：Carbon Footprint 

of Products）とは、製品・サービスのライフサ
イクル全体における温室効果ガス（GHG）排出
量を算定し、「見える化」する手法である。製
品・サービスのライフサイクルとは、例えば 

①原材料の調達、②生産、③流通といった供
給者側の段階に加え、④使用・維持管理、⑤廃 

棄・リサイクルといった需要者・利用者側の段
階も含む、まさに製品の生涯全体のことである。
下図にCFPの考え方のイメージを示す（図表1）。

①原材料調達段階においては、例えば原材
料を掘削する重機を稼動させるための燃料の消
費に伴うGHG排出量が、②生産段階において
は、例えば生産機械を稼働させるための電力や
燃料の消費に伴うGHG排出量が、それぞれ算
定される。各段階においてGHG排出量を算定
し、積み上げることで、最終的に製品のライフ
サイクル全体のGHG排出量＝CFPが明らかに
なる。

このように、製品・サービスのライフサイク
ルの各段階におけるGHG排出量を定量的に把
握することができるため、当該製品・サービス

	 1. カーボンフットプリントとは
の生産から廃棄・リサイクルまでに排出される
GHGに対して、効率的な削減対策を考えるこ
とが可能となる。図表1で例えれば、相対的に
GHG排出量の大きい使用・維持管理段階にお
ける削減対策が重要であることが分かる。

（2）わが国におけるカーボンフットプリントの
取組み

わが国では、2009年度から3年間、経済産
業省主導の下、「カーボンフットプリント制度
試行事業」が実施された。この事業は製品・サー
ビスのCFPを算定し、マークを使用して表示
する仕組みであり、図表2のように、その製品
のCFPを消費者に分かりやすく提示するもの
である。

この試行事業が実施された目的は次の2つで
ある。
①　製品のサプライチェーンを構成する事業者

が協力し、GHG排出量の削減に向けて努
力することを促すこと。

②　製品ごとのCFPを開示することで、消費
者がその情報に基づいて自らの消費生活を
低炭素化することを促すこと。

①の目的については、先述の通り、段階ごと
のGHG排出量が明らかになるため、サプライ

本稿では、製品・サービスのライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を「見える化」
するカーボンフットプリント (CFP) について概説し、国際的なイベントであるオリンピック・
パラリンピック競技大会においてCFPを算定する意義と展望について述べる。

社会動向レポート

オリンピック・パラリンピック競技大会における 
カーボンフットプリント算定の意義と展望

環境エネルギー第2部
コンサルタント　中村　悠一郎　　シニアコンサルタント　内田　裕之
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チェーンのどの段階の削減が重要であるかが分
かる。従って、どのような事業者間連携が必要
か把握することが可能となる。②の目的につい
ては、消費者が製品を選択する際の価格、量と
いった指標に、新たにGHG排出量という環境
指標を加えようとするものである。従来は製品
ごとのGHG排出量を知る手段が限られていた
ため、環境意識の高い消費者であっても、環境
負荷の小さい低炭素な製品を選択することは困
難であった。カーボンフットプリントマークを
導入することで、消費者自身による低炭素な製
品の選択を可能にし、消費者自身の選好・行動
によって、国民のライフスタイルが自然と低炭
素化することを目指す、これが②の目的である。

このように、CFPとして製品のGHG排出量
の「見える化」が普及することは、生産者や販
売者といった供給側の努力、消費者等の需要側
の製品選択という両面の効果により、社会の低
炭素化の促進に資する可能性がある。

（1）国際イベントにおけるCO2排出量算定の
状況

1章では製品・サービスにおけるCFP算定の
意義について整理したが、本章では、製品・サー
ビスではなく、国際イベントにおけるCFP算
定の意義について整理したい。初めに、2000

年代に実施された国際イベントにおける開催期
間中のCO2排出量（≠CFP）の算定事例を概観
し、続いてイベントにおけるCFP算定の意義
を考える。

国際イベントにおける開催期間中のCO2排
出量の算定事例としては、例えば、2006年に
開催されたサッカーW杯ドイツ大会や、同年
の冬季オリンピックトリノ大会、2008年のG8

北海道洞爺湖サミットがあげられる。これらの
国際イベントにおいては、イベント期間中の会
場におけるエネルギーの消費や、関係者の国際

	 2.国際イベントにおけるCFP算定の意義

（資料）カーボンフットプリント制度試行事業事務局「The CFP of JAPAN 2009-2011 カーボンフットプリント制度試行事
業総括報告書」（2012）に基づき筆者作成

図表1　カーボンフットプリントの考え方のイメージ

（資料）カーボンフットプリント制度試行事業事務局「The CFP of JAPAN 2009-2011 カーボンフットプリント制度試行事
業 総括報告書」（2012）より引用

図表2　カーボンフットプリントマークの例
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移動に伴う開催期間中のCO2排出量が算定さ
れた（図表3）。

CO2排出量を「見える化」することで、これ
らのイベントを低炭素化する誘因が働き、例え
ば会場のエネルギー消費を削減するための対策
を実行することも可能となる。

しかしながら、図表3のこれらはイベントに
おけるライフサイクルのGHG排出量のうち、
一部を評価したに過ぎない。イベントの開催
に伴うGHG排出は図表3の項目だけではなく、
例えば会場の建設・設営や会場内で提供・販売
された物品の生産・消費からも排出される。イ
ベントを1つの製品・サービスと考えたとき、
図表3に示す算定範囲だけではライフサイクル
全体を網羅したことにならず、イベント開催に
よる地球温暖化への影響の全体像を把握してい
るとはいえないと考えられる。

（2）イベントのライフサイクル全体における影響
上記の評価とは異なり、イベントの開催に

伴って発生するGHGをより広く、ライフサイ
クル全体で把握した例として、2011年度のエ
コプロダクツ展が挙げられる（図表4）。この事
例では、イベントのライフサイクルを①会場、
②来場者、③主催者、④出展者とステークホ
ルダー別に考える。

図表4では詳細な内訳を示していないが、イ
ベントから排出されるGHGにおいては、準備
段階ともいえる出展者による展示物作成等に係
る排出量が非常に大きく、次いで、来場者の移
動等による排出量が大きい。他方で、開催期間
中の排出量である会場のエネルギー消費からの
排出は、ごくわずかな割合であることが分かる。
つまり、開催期間が短いイベントにおいては、
開催期間中のエネルギー消費に伴うGHG排出
が必ずしも大きくなく、むしろ、準備期間にお
ける各種資材等の製造に伴うGHG排出の方が
大きな割合を占める場合もある。従って、図表
3のように開催期間中のCO2排出量を算定する
だけでは、イベント全体の地球温暖化への影響
を把握していないことになり、イベントにおい
てもライフサイクル全体のGHG排出量＝CFP

によって評価することが重要であるといえる。
加えて、このように評価することで、そのイ

ベントにおけるGHG排出量の削減ポテンシャ
ルを推計することが可能となる。図表4の例で
あれば、GHG排出量の大きな項目は出展者と
来場者によるものの2種類であるが、このうち、
イベントの主催者がGHG排出量の削減対策を
行うとき、来場者に対してその対策を施すこと
は難しいと考えられる。全国各地から来場する
多くの人々に対し、主催者として移動や宿泊等

（資料）各種資料より、筆者作成

図表3　国際イベントにおけるCO2排出量と算定範囲
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の低炭素化を要求することは現段階では限界が
ある。そのため、事実上、実行可能な削減対策
はイベントを開催する主催者と出展者における
ものに限られるだろう。つまり、来場者に由来
する約1,600トンの削減余地は大きくなく、削
減ポテンシャルの多くは主催者と出展者に由来
する約2,700トンに残されていることが示唆さ
れる。

次章では、ここまでの整理を踏まえ、大規模
な国際イベントであるオリンピック・パラリン
ピック競技大会（以下、オリンピック）におけ
るCFP算定について整理する。

（1）オリンピックにおけるCFP算定の基礎を
築いたロンドン大会

オリンピックにおけるCFPは、2012年に開
催されたロンドンオリンピック・パラリンピッ
ク競技大会（以下、ロンドン大会）において初
めて体系立てて算定された。事前算定の結果を
まとめた報告書 “Carbon footprint study” に
おいて、オリンピックのCFP算定に際する厳
格なルールが示されている。その1つは、算定

	 3.ロンドン大会・リオ大会におけるCFP

対象を識別するためのディシジョンツリーであ
る（図表5）。

これは、例えば競技場の建設や観客の移動と
いった事業・事象がCFPの算定の対象となる
か否か、また対象となる場合に排出に係る責任
をどこに区分するか識別することを可能にする
ツリーである。基本原則として、ロンドン大会
組織委員会や会場建設委員会といった主催者が
費用を負担する事業等を算定の対象としつつ、
そうでないものについても、主催者が影響を与
えられるものや特にGHG排出量の大きなもの
を算定の対象に含めるためのルートが残されて
いる。また、排出責任の区分が明らかになるた
め、各GHG排出の属性等、算定されたCFPに
ついて有意義に理解することが可能となる。

さらに、ロンドン大会はCFPの概念そのも
のにおいても重要な考え方を提示した。それ
は、通常のCFP算定には含まれない “Legacy” 

効果を評価対象としたことである。一般に、オ
リンピックは他の国際イベントと比較しても 

“Legacy” 効果の特に大きなイベントである。
例えば、高い省エネ性能を有する競技施設の建
設や、再生可能エネルギーの導入、国民の行動

（資料）伊坪徳宏研究室「エコプロダクツ展定量的環境評価（エコプロダクツ2011 CO2排出量）報告書」（2012）より筆者作成

図表4　エコプロダクツ2011におけるCFPの内訳
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に変化を引き起こしうる制度等、環境負荷を低
減させる取り組みは、ロンドン大会後も長期に
わたってGHG排出の削減に貢献し続ける。ロ
ンドン大会では、このオリンピック後の貢献を 

“Legacy” として評価することを提案した。
このように、ロンドン大会はオリンピック

におけるCFP算定について、世界に先立ってそ
の基本原則の構築と評価を実施したという意味
で、まさに次代に “Legacy” を残す大会となっ
た。ここで示された原則と考え方は2016年の
リオオリンピック・パラリンピック競技大会（以
下、リオ大会）においても継承され、事前算定
結果が “Carbon Footprint Management Report 

Rio 2016 Olympic and Paralympic Games” と
して公開された（1）。

（2）ロンドン大会・リオ大会の事前算定結果
ここではロンドン大会・リオ大会それぞれの

CFP事前算定結果について概説し、オリンピッ
クにおけるCFPの特徴について俯瞰する。

図表6は両大会のCFPについて、総量と内
訳（大分類）を示している。図表6から、両大
会におけるCFPの総量は同規模である一方、
その内訳は各大会の特徴が反映されていること

が分かる。ロンドン大会の場合、ロンドン市内
の一部地域をOlympic Parkとして再開発した
ため、建設におけるGHG排出量がリオ大会と
比較して倍以上の規模となっている。一方、ロ
ンドン大会は全観客に占めるEU域内からの観
客の割合が大きいと考えられ、観客の国際移動
に伴うGHG排出量がリオ大会と比較して小さ
くなると算定された。その結果、観客におけ
るGHG排出量については、ロンドン大会とリ
オ大会の間で倍以上の差が生じている。運営と
輸送インフラについては、両大会で極端な違い
はなく、概して同程度の規模のGHG排出量で
あることが分かる。なお、競技施設でのエネル
ギー消費に起因するGHG排出量は運営に含ま
れるが、例えばロンドン大会においては1.4万
トン程度に過ぎない。開催期間が1ヶ月しかな
いオリンピックの場合、エネルギー消費による
GHG排出量は全体の1%にも満たない。

また、上記の結果をイベントのライフサイク
ルで整理したとき、準備時期には建設、輸送イ
ンフラが、開催時期には運営、観客が該当す
る。このように整理すると、図表7に示される
通り、開催時期だけではなく、準備時期におけ
るGHG排出量をいかに削減するかについても

（資料）London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games（LOCOG）「Carbon footprint study - 
Methodology and reference footprint」（2010）より筆者作成

図表5　ロンドン大会で構築された算定対象識別のためのディシジョンツリー

中村,内田.indd   18 2017/03/16   10:52



vol.13　2017

19

オリンピック・パラリンピック競技大会におけるカーボンフットプリント算定の意義と展望

重要であることが理解できる。
このように、オリンピックにおけるCFPを

把握することにより、その大会特有の排出源や、
重要な削減対策をとるべき事業等を明らかにす
ることができる。

本章では、ロンドン大会、リオ大会のCFP

算定を経て蓄積された知見と実績から、今後開
催されるオリンピックにおけるCFP算定の展
望を述べる。

（1）大会のGHG排出量削減に向けた算定方法
や算定対象範囲等のルールの重要性

オリンピックにおけるCFP算定が初めて体
系立てられたロンドン大会と、そのルールを継

	
4. 今後のオリンピックにおける CFP 算

定の展望

承した2016年のリオ大会を経て、国際イベン
トたるオリンピックのCFP算定の経験が蓄積
されてきた。この流れを作り上げたロンドン大
会の功績として、算定対象範囲を判断するため
のディシジョンツリーに始まる算定の考え方を
整理したことが挙げられる。ロンドン大会で
は、それまで明確な規定の無かった期間限定の
イベントにおけるCFP算定の基本的な考え方
が示された。この考え方は、オリンピック以外
の様々なイベントへ適用することが可能と考え
られる。

他方、算定対象の判断等には、大会ごとの
判断に委ねざるを得ない領域もある。例え
ば、ロンドン大会では会場の建設を一手に担う
Olympic Delivery Authorityという組織が存在
したが、リオ大会ではそのような組織が存在せ

（資料）LOCOG「Carbon footprint study - Methodology and reference footprint」（2010），Rio 2016 Organising Committee 
for the Olympic and Paralympic Games（ROCOG）「Carbon Footprint Management Report Rio 2016 Olympic and 
Paralympic Games」（2014）より筆者作成

図表6　ロンドン大会・リオ大会におけるCFP事前算定結果

（資料）LOCOG「Carbon footprint study - Methodology and reference footprint」（2010），ROCOG「Carbon Footprint 
Management Report Rio 2016 Olympic and Paralympic Games」（2014）より筆者作成

図表7　イベントのライフサイクルごとに整理した両大会のGHG排出量事前算定結果
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ず、大会運営組織による費用負担の構造が異な
る。従って、ロンドン大会時の考え方をベース
としつつ、各大会の特性・特徴も考慮した上で、
大会における地球温暖化への影響を把握するた
めのルールが必要と考えられる。

（2）立候補段階でのCFP概算と削減対策提示
の必要性

最後に、オリンピックにおけるCFP算定に
ついて重要と考えるポイントを述べる。それは、
大会開催地として立候補する時点からCFPを
概算し、GHG排出量の把握とそれに対する削

減対策の提示を開催地決定に係る評価指標の1

つとすることである。2030年、そして2050年
に向けた国際的な地球温暖化対策の機運が高
まりつつある今、オリンピックの開催に伴う
GHG排出量の把握・対策の実施は持続可能な
社会に対する大会の義務になると考えられる。
立候補段階からCFPを概算・把握し、それに
対する削減対策を具体的に提示することは、開
催地となる上で重要な観点になると考えられ
る。その際、立候補地が大会のGHG削減の目
的に沿った妥当性の高いCFPの概算を行うた
めにも、算定方法や算定対象範囲に係るルール

図表8　削減対策の実現可能性からみたCFP算定時期の重要性
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の整備が必要となる。
例えば、観客に由来するGHG排出量は開催

地の努力による削減余地が小さいと考えられる
が、競技施設の建設や大会期間中のエネルギー
消費等については、開催地の努力による削減余
地が大きい。そのため、競技施設の建設や運営
のみに限定してGHG排出量を概算し、その結
果とそれに対する削減対策を立候補時の評価項
目とすることも1つの方法として考えられる。
これは開催国における技術の高さや、地球温暖
化対策への意識の高さをPRすることにもつな
がる。

開催地として採択された後には、立候補段
階でのCFP事前算定結果を基準とし、その後、
検討・追加された削減対策の効果を毎年モニタ
リングすることも有意義であると考えられる。
オリンピックのように大きなイベントでは、削
減対策も大規模になるため、開催間近になって
実施できる削減対策には限界がある。だからこ
そ、立候補時点でCFPを把握しておき、早期
の段階から時間をかけてCFPを低減するよう
削減対策を検討・追加することが重要である（図
表8）。

このように、オリンピックのライフサイクル全
体のGHG排出量をCFPというツールによって
見える化することは、より環境負荷の小さな大
会を実現するために有効な手段であり、それを
有意義に利用することができれば、それは環境
の面でも成功を収める大会とすることができる。
世界中の注目が集まるオリンピックという一大
イベントだからこそ、CFPによる評価とその結
果を活用した削減対策実施の意義は大きい。

注
（1） 2017年2月15日現在、リオ大会のCFP事前算定

結果に関する報告書は閲覧できなくなっている。
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2016年11月4日、国連の気候変動枠組条約
の全締約国が合意する歴史的な枠組み「パリ協
定」が発効した（1）。パリ協定では、産業革命以
降の気温上昇を2℃以下に抑える「2℃目標」に
加え、今世紀後半に温室効果ガス排出量をゼロ
にする「脱炭素化」という目標が策定された（2）。
これらの目標は、同じく国連の、「気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）」により、気候変
動による許容しがたい影響を回避するための
水準として、科学的に示された水準に基づい
ている（3）。

今世界は、この目標をいかに達成するかを模
索している。IPCCによれば（4）、気温上昇を2℃
以内に抑えるシナリオでは、エネルギーシステ
ムの大規模な変化が想定されており、抜本的か
つ持続的な排出削減が必要とされている。そし
て、こうした抜本的な変革をいかにコスト効率
的に進めていくかが問われている中で、注目を
集めている手法の一つが「カーボンプライシン
グ」である。

国際機関によれば（5）、より安価な費用で排
出削減を促すこの施策は、2016年時点で世界

	はじめに
の約40ヶ国および24の地域で導入され、今後
もそのカバレッジは拡大していくと予想されて
いる。他方で、日本の状況を見ると、「地球温
暖化対策のための税」が導入されているものの、
税率は海外諸国と比べて極めて低い水準に留
まっている。また、排出量取引制度についても、
東京都や埼玉県で導入されているものの、全国
レベルの制度は未だ実施されていない。すなわ
ち、日本における取組は端緒についたにすぎず、
より「本格的な」カーボンプライシング導入に
向けての議論が今まさに始まろうとしていると
ころと言える。

こうした状況を踏まえ、本レポートでは、
2014年から3カ年にかけて筆者らが実施してき
た、のべ15ヶ国を対象とした現地ヒアリング
調査を踏まえ、世界のカーボンプライシングの
先進事例を紹介し、今後の日本におけるカーボ
ンプライシングのあり方について考察したい。

本項では、国際機関や研究機関による報告書
等を踏まえ、カーボンプライシングの必要性と
代表的な施策及びその特徴について整理する。

	 1. カーボンプライシングとは

「パリ協定」の実現に必要な抜本的な排出削減を進めるための施策として、「カーボンプライシ
ング」が注目を集めている。本レポートでは、「カーボンプライシング」とは何かについて整理
するとともに、世界の先進事例を紹介し、日本における「カーボンプライシング」のあり方につ
いて、考察を行いたい。

社会動向レポート

世界の先進事例から考える、日本におけるカーボン
プライシングのあり方

環境エネルギー第1部　地球環境チーム
コンサルタント　内藤　彩　　チーフコンサルタント　元木　悠子
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（1）カーボンプライシングの必要性
カーボンプライシングとは、CO2 の排出に

対して価格（「炭素価格」と呼ばれる）を付与す
ることで、化石燃料消費などのCO2 を排出す
る行為を抑制する施策の総称である。様々な排
出削減のための施策が存在する中で、なぜカー
ボンプライシングが必要なのかについて、国際
機関等は、図表1のように、価格インセンティ
ブ効果や税収活用等の観点から説明している。

まず、カーボンプライシングには、価格を
通じて排出削減主体に削減のインセンティブを
与える機能がある。カーボンプライシングが導
入されると、CO2 排出量1トン当たりに追加的
な価格が付与され、それまで自由に排出を行っ
てきた主体にとって、その活動を続けるための
コストが上昇する（A）（6）。この時、各主体は、
CO2 排出行為を停止し炭素価格を支払うことを
回避するか、あるいは排出を続けて炭素価格を
支払うかのどちらかを選択することになる。結
果的に、より安く効率的に排出削減が可能なと
ころで削減が進むため、世界全体でみればより
コスト効率的に削減目標を達成できる（B）（7）。
仮に排出を続けることを選択した場合でも、技

術開発により生産の省エネを進め、排出削減コ
ストを引下げようとするインセンティブが働く
ため、低炭素技術のイノベーションを誘発する

（C）（8）。
こうした環境面での効果に加えて、経済活性

化や投資の低炭素化といった、経済にとってプ
ラスとなる効果も指摘されている。炭素税の場
合は税収が、排出量取引制度の場合は排出枠を
オークションによって割り当てることによる売
却益が、新たに政府にもたらされ、それらを経
済に還流することにより、経済全体の資源配分
が効率化され、社会全体の経済的便益が高まる
点が指摘されている（D）（9）。加えて、長期の炭
素価格が示されることで、企業や投資家に経済
的なシグナルを与え、設備投資等の投資判断を
より低炭素に導くことが可能となる（E）（10）。

（2）カーボンプライシング施策の種類と特徴
カーボンプライシングの代表的な施策に、炭

素税と排出量取引制度がある（11）。これらは
CO2 排出量1トン当たりの価格が明確に表示さ
れている仕組みで、「明示的な（Explicit）」カー
ボンプライシングと呼ばれている。

（資料）World Bankウェブページ、OECD（2013）、IMF（2014）、New Climate Economy（2014）をもとに筆者作成。

図表1　カーボンプライシングの機能
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まず、炭素税は、CO2 排出量1トン当たりに
対する課税であり、CO2 の排出が社会にもた
らすコスト等をもとに政府が税率（炭素価格）
を設定する。炭素税のメリットとしては、炭素
価格が明確に定まる点に加え、エネルギー課税
などの既存の税制の枠組みを活用して税を導入
することができるため、政策の運用コストが低
くなる点などが指摘されている。加えて、税の
減免措置を効果的に活用することで、他の気候
変動対策とのバッティングを回避できる点も特
徴とされている。但し、削減量については、排
出主体がどの程度炭素価格によるインセンティ
ブに応じるかに依存するため、不確実性は高く
なる（12）。

一方の排出量取引制度は、政府が社会全体で
の排出削減量を設定し、排出主体に対して排出
枠の割当を行い、排出枠よりも削減することが
できた主体と、排出が超過した主体との間で排
出枠を取引することが可能な制度である。削減
量が予め決まり、各国・地域の削減目標を確実
に達成できる点に加え、市場をリンクすること
で取引主体を増やし、経済効率を高められると
いうメリットがある。但し、排出枠市場の需給
バランスにより炭素価格が決まるため価格は固
定されない点や、固定価格買取制度（FIT）など
の再エネ促進策と併用する場合に、FITによる
再エネの普及が排出枠価格低迷の一因となるな
ど、制度間のバッティングが生じる点が課題と
されている。

なお、炭素税や排出量取引制度などの明示的
なカーボンプライシングのほかに、ガソリン消
費量1リットル当たりや石炭消費量1トン当た
りに課税されるエネルギー課税、あるいは省エ
ネ証書取引やFIT等の再エネ促進策など、CO2

排出量1トン当たりの価格が明らかでない施策
がある（「暗示的な（Implicit）」カーボンプライ
シングと呼ばれる）（5）。これらは、明示的なカー

ボンプライシングを導入することが難しい場合
の選択肢として提示されているが、コスト効率
性の観点からは明示的なカーボンプライシング
に勝るものではなく、あくまでも明示的なカー
ボンプライシング施策を補完するものと位置付
けられている（8）。

以降では、明示的なカーボンプライシングで
ある炭素税と排出量取引制度に焦点を当て、一
部のエネルギー課税についても補完的に対象と
しつつ、世界におけるカーボンプライシングの
状況について具体的に見ていきたい。

世界では現在、様々なカーボンプライシング
施策が導入されている。北米のように炭素税
や排出量取引制度を単独で導入するケースや、
北欧諸国など双方のすみ分けが図られている
ケース、さらに、エネルギー課税などその他の
カーボンプライシング施策を組合せて実施す
るケースなどである。本項では、各国・地域が
構築したカーボンプライシングの先進事例を
紹介する。

（1）炭素税・排出量取引制度の単独での導入
①カナダ（炭素税または排出量取引制度）

カナダ連邦政府は、2016年10月、2018年
までに全ての州・準州で炭素税あるいは排
出量取引制度を導入することを定めた「Pan-

Canadian pricing for carbon pollution」を発
表した（13）。炭素税を導入する場合、2018年の
税率は少なくとも10CAD/tCO2（約900円）と
し、そこから年率10CADずつ引き上げ、2022

年には50CAD/tCO2（約4,500円）とすることを
求めている。また、排出量取引制度を導入する
場合でも、この税率から想定される水準以上の
排出枠総量が設定されることとなっている。カ
ナダでは既に、ブリティッシュ・コロンビア州

	
2. カーボンプライシングをめぐる世界
の先進事例
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で炭素税が、ケベック州で排出量取引制度が導
入されているが、炭素税あるいは排出量取引制
度どちらの制度を導入するかは、各州・準州に
委ねられている。

加えて、炭素税の税収や排出量取引制度の
オークション収入の活用方法は、各州・準州の
裁量とされ、各々の財政需要に応じて支出でき
る仕組みとなっている。

②ブリティッシュ・コロンビア州（炭素税）
カナダのブリティッシュ・コロンビア州（BC

州）は2008年に炭素税を導入した。導入当初
の税率は10CAD/tCO2（約900円）であったが、
その後5年間で年率5CAD/tCO2 ずつ引き上げ、
2012年以降の税率は30CAD/tCO2（約2,700円）
となっている。

BC州の場合、導入時に2012年までの税率引
上げを表明し、産業界に対して長期の価格シグ
ナルを提示した点に特徴がある。加えて、日本
を含む多くの国では、炭素税を上流（燃料の採
掘や輸入段階）で課税しているのに対し、BC

州では下流で課税している点が特徴的である。
カナダでは、州・準州政府が直接税のみの権限
を有していることや、輸入・採掘段階で域外
に拠点を置く事業者には課税できないなど、法

的制約を考慮し下流課税が選択されている（14）。
その上で、最下流の消費者ではなく対象者数が
限られる卸売業者に課税を行い、徴税コストを
最小化する工夫がなされている（15）。

さらに、BC州では、導入当初から3年先ま
での炭素税収を予め推計し、税収相当を他税（法
人税・所得税）の引下げに活用した。図表2に
示すように、2008年の向こう3年間の炭素税収
の推計によれば、税収は全て法人税と所得税の
減税に活用され、完全な税収中立となっている
ことが分かる。結果として、炭素税導入後の一
人当たりCO2 排出量とエネルギー消費量は大
きく減少し、この間のGDPも他州と同程度の
成長を実現し、経済成長とCO2 削減の両立（デ
カップリング）に成功している（16）。

③米国北東部州RGGI（排出量取引制度）
米国の北東部州（現在の参加州：コネチカッ

ト、デラウエア、メイン、メリーランド、マサ
チューセッツ、ニューハンプシャー、ニュー
ヨーク、バーモント、ロードアイランド）（17）は、
2005年に地域GHGイニシアチブ（RGGI）を設
立し（18）、電力部門を対象とした排出量取引制
度を2009年に開始した。RGGI排出量取引制
度では、発電部門における2020年までの排出

（資料）Ministry of Finance, 2008, Budget and Fiscal Plan 2008/2009 – 2010/2011をもとに筆者作成。

図表2　ブリティッシュ・コロンビア州における炭素税収の使途
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枠総量がすでに決定されており、2005年比で
50％の削減水準となっている（19）。

RGGIでは、2012年に実施されたプログラ
ムレビューにおいて、初期の排出枠総量（キャッ
プ）が過大であったことや、対象事業所のCO2

排出量の削減が予想以上に進んだことなどに
よる排出枠の過剰供給の指摘を受け、2014年
にキャップの大幅な引下げを決定した。今後
2020年にかけて年率2.5％のペースでキャップ
の着実な引下げを行う予定であり、現在の排出
枠価格（3.6USD/tCO2（約400円））（20）は上昇し
ていくと予想される（21）。

排出枠の約95％はオークションによって割
当てられており、オークション収入の活用方法
は各州の裁量とされている。主に、省エネや
再エネ等の環境目的に活用されているが、一
部の州では、各州の財政需要に応じ活用され
ている（22）。

その結果、RGGI域内の発電部門の排出量は、
2012年時点で2005年（上述の削減目標の基準
年）と比較して40％以上の排出削減を達成する
と同時に、GDPは8％増加しており、環境と経
済のデカップリングに成功している（19）。

（2）炭素税・排出量取引制度の併用
①スウェーデン（炭素税とEU-ETS）

スウェーデンは、1991年に炭素税を導入し
た。フィンランドに次いで世界で2番目の導入
であった。税率は、図表3で示すように、2017

年時点で119EUR/tCO2（約16,000円）であり、
世界で最も高い水準である。導入当初より、産
業部門に対しては軽減税率が適用されていた
が、2009年に2020年の排出削減目標が策定さ
れたことを受け、より早期に排出削減を進める
ため、2018年に軽減税率が廃止される予定で
ある。

一方で、欧州排出量取引制度（EU-ETS）の
対象となる大規模事業者には、2つの軽減措置
がある。まず、EU-ETSの対象事業者の炭素
税は2011年以降、免税となっている（23）。加え
て、EU-ETSの対象事業者の多くは、排出枠の
無償割当を受けている（24）。

スウェーデンの事例において着目すべき点
は、2015年から2018年にかけて産業用の炭素
税率を段階的に引き上げている点であり、その
引上げ実施の6年前（上記排出削減目標策定時
の2009年）から、2015年以降の産業用税率の
引上げをアナウンスしていた点である（図表3）。

（資料）Ministry of Finance Sweden, 2016, Carbon Tax – a Good Idea for Developing Countries? をもとに筆者作成。

図表3　スウェーデンにおける炭素税率の推移
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こうした措置を講じることにより、産業への影
響を軽減しつつ、長期的なスパンでの企業活動
の低炭素化が図られた。加えて炭素税収の活用
からも重要な示唆が得られる。スウェーデンで
は、1991年の炭素税導入と同時期に、法人税
の税率を53％から30％に大幅に引下げた（25）。
さらに、2001年から2004年にかけての炭素税
率の引上げによりもたらされた税収増額分（約
16億EUR（約2,100億円））相当が、低所得者
層の所得税軽減に活用されている（26）。

こうした取組の結果、スウェーデン財務省
によれば（26）、1990年と比較して2015年時点
でGDPは69％増加した一方で、CO2 排出量は
25％減少し、経済成長とCO2 削減のデカップ
リングに成功していると言える。

②フランス（炭素税とEU-ETS）
フランスは2014年に炭素税を導入した。フ

ランスでは過去にも何度か炭素税の新設が目指
されたが、家計への負担増の一方で産業部門に
過剰な軽減措置が講じられていることは、税の
平等原則に反するとの違憲判決が下されたこ
となどを受け、導入を見送ってきた経緯があ 

る（27）。そのため、フランスでは、税を新設す
るのではなく、図表4のように既存のエネル

ギー税を組み替え、炭素税部分を段階的に引き
上げる仕組みとした。これにより、ガソリンや
軽油など、家計に直接影響を及ぼす燃料に係る
増税の負担を軽くする工夫がなされている。

税率については、導入時点で2017年までの
段階的引上げ（7EUR/tCO2 から30.5EUR/tCO2 

（約900円～4,000円））が示されていたが、2015

年に成立したエネルギー移行法において、さ
らなる引上げ（2020年に56EUR（約7,400円）、
2030年に100EUR（約13,200円））が定められ
た。こうした長期の見通しを示すことは、カナ
ダBC州でも言及したように、企業や消費者に
早期の削減行動を促すとともに、中長期的なイ
ノベーションを誘発する強いシグナルを与える
と言える。

さらに、フランスでは、長引くEU-ETSの
排出枠価格の低迷を受け、EU-ETSの対象で
ある発電部門のうち石炭火力に対して、炭素税
率と同程度の下限価格（カーボンプライスフロ
ア）を導入し、発電部門の低炭素化を目指すこ
とが提案された（28）。最終的には2017年からの
実施は見送られたが、政府は提案の再提出も模
索しており、今後の動向に注目が集まる。

最後に税収の活用についても見ておきたい。
フランスでは、競争力・雇用促進のための所得

（資料）フランス環境省資料等をもとに筆者作成。

図表4　フランスにおける炭素税の課税の構造
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税・法人税控除や交通部門のグリーン化のため
の資金補填、エネルギー移行のための特別会計
への支出など、税収の多くが産業部門のコスト
軽減に充てられている。こうした措置は、カー
ボンプライシングをめぐる産業界との合意形成
において、重要な役割を果たしていると言える。

③スイス（炭素税と国内ETS）
スイスは、EUに加盟しておらず、欧州委員

会が加盟各国に対して規定する燃料に対する最
低エネルギー税率（エネルギー税制指令）の遵
守やEU-ETSへの参加が義務づけられていな
いが、2008年に、輸送部門以外の化石燃料消
費に広く課税される炭素税（CO2 Levy）と国内
排出量取引制度を導入している。

炭素税の税率は、過年度の排出実績をもとに
算定される点に特徴がある。削減が進まない
場合により高い税率が課される仕組みであり、
2018年の税率は2016年の排出実績に応じて最
大120CHF/tCO2（約14,100円）に引き上げら
れる予定である。なお、国内排出量取引制度の
対象事業者は免税となっており、他の欧州諸国
と同様、両制度のすみ分けが図られている。

炭素税の税収は一般会計に入り、多くは健康
保険を介した国民への還付や労働者の年金支払
額に応じた企業への還付に充てられているが、
一部は基金化され、建築物改装や技術革新のた
めのプロジェクトに充当されている。

なお、国内排出量取引制度は、対象ガスや
キャップの引下げ等多くの部分でEU-ETSに準
じた仕組みとなっている。既にスイス政府は、
欧州委員会との間でEU-ETSとの市場統合につ
いての協議を終えており、合意文書への双方の
署名を待って、両市場をリンクする予定である。

【アイルランド（炭素税とEU-ETS）】
アイルランドでは、2009年以降、リーマン

ショックの影響を受け、経済が大きく低迷した。
この際、IMFからの資金提供を受ける条件と
して、歳入の拡大による債務削減策の実施が必
要となったことから、2010年に炭素税が導入
された（29）。導入時の税率は15EUR/tCO2（約
2,000円）であり、石炭等の固形燃料は免税と
された。しかし、導入時の法律において、将来
的には固形燃料に炭素税を適用することと、炭
素税率を2012年に20EUR/tCO2（約2,600円）
に引き上げることが規定された。そして当初の
予定通り、2012年に税率を引き上げ、2013年
からは固形燃料に対して炭素税を課税してい
る。なお、アイルランドでは、他の欧州諸国と
同様にEU-ETS対象部門は炭素税が免税され
ており、両制度のすみ分けが図られている。

アイルランドの炭素税の税収は、導入の背景
が経済危機であったことからも分かるように、
全て一般会計に入り、財政の健全化に寄与し
ている。その結果、2006年以降、対GDP比の
政府債務は毎年約200％ずつ増加していたが、
2011年以降、毎年10％以下の増加に抑えられ
た（30）。

（3）その他のポリシーミックス
①英国（カーボンプライスフロアや企業との協
定等の組合せ）
英国は、炭素税を導入していないが、カー

ボンプライシングに関わる様々な政策措置を
講じている。まず、2001年に既存の燃料税が
カバーしていなかった燃料（石炭等の固形燃料
および天然ガス）や電力に課税する気候変動
税（Climate Change Levy）を導入し、同じタ
イミングで、気候変動協定（Climate Change 

Agreement）と呼ばれる制度を新たに構築し 

た（31）。これは、政府と自主的な協定を締結し
て、削減目標を達成した企業に軽減税率（電力
90％減税、その他燃料65％減税）を適用するも
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のである（32）。単なる減免措置ではなく削減努
力に応じた措置とすることで、産業界に対して
排出削減を進めるインセンティブを与えるとと
もに、制度導入に対する受容性を高める上で、
重要な効果を発揮している。

2013年には、EU-ETSの対象である発電事
業者に対して、CO2 排出量1トン当たりの下限
価格を定めたカーボンプライスフロアを導入し
た（33）。カーボンプライスフロアとは、EU-ETS

の排出枠価格が政府の定める下限価格を下回っ
た場合に、その差額を発電事業者に課す仕組み
であり、発電部門の低炭素化を促すことを目
的としている。当初は2020年に30GBP/tCO2

（約5,000円）まで引き上げる予定であったが、
EU-ETSの排出枠価格の低迷を受け、発電事業
者への過度の負担を避ける観点から、2014年
に2016年～2020年の価格を18GBP/tCO2（約
3,000円）で固定することを決定している（34）。

税収の使途について、英国では使途を特定す
ること（Hypothecation）を嫌う文化が根付いて
おり、気候変動税やカーボンプライスフロアの
税収、EU-ETSのオークション収入は全て一般
会計に入り、政府の財政需要に応じて使途され
ている。

なお、英国は2016年6月の国民投票の結果
を受け、2017年3月末までにEUからの離脱プ
ロセスを開始することを表明している（35）。EU-

ETSへの対応について、現時点ではEU-ETS

への残留、英国独自の排出量取引制度の実施あ
るいは排出量取引制度自体の廃止などの様々な
可能性があり、今後の動向に注目が集まる。

②ドイツ（エネルギー税の引上げと排出量取引
制度の組合せ）
ドイツでは、北欧諸国のような炭素税は導入

されていないが、エネルギー税とEU-ETSを
うまく組合せながら、効率的な排出削減を目指
している。エネルギー税がEU-ETS対象事業
者を含む幅広い排出主体に価格インセンティブ
を与え、EU-ETSが大規模事業者の排出削減を
促している。この点については他の欧州諸国と
同様であるが、ドイツで特筆すべきは、エネル
ギー税の税収の活用の仕方である。

1999年から2003年にかけて実施された「環
境税制改革」では、既存のエネルギー税の段階
的な引上げと電気税の新設、そして得られた税
収をもとに社会保険料の引下げが行われた。図
表5にあるように、1999年から2003年にかけ、
環境税制改革の実施により、増加した税収は
1999年に43億EUR（約5,700億円）、2003年
に187億EUR（約2兆5,000億円）に拡大してい
る。その税収を活用し、企業や労働者の社会保
険料負担が引き下げられている。

これにより企業の雇用に係るコストを低減
し、新たな雇用を生み出すことで当時の深刻な
失業率を改善することが目指された。その結果、

　　　　（注）「エコ税」とは、1999年以降のエネルギー税の増税分と新規に導入された電気税の総称。

（資料）Bach, 2012, Empirical Studies on Tax Distribution and Tax Reform in Germany をもとに筆者作成。

図表5　ドイツにおける環境税制改革の税収使途
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Bach（2012）によれば、1999年から2010年に
かけて、環境税制改革が実施されなかった場合
と比較して、約20万人の新規雇用が創出され、
排出量は2.0 ～2.5％削減されたと推計されて
いる（36）。ただし、ドイツでは2003年以降、エ
ネルギー課税の税率は引き上げられておらず、
税収規模や社会保険料の引下げ幅も2003年と
同程度の水準で推移している。

なお、本項で紹介した事例に限らず、世界で
は既に多くのカーボンプライシングが実施され
ている。欧州では、フィンランド、デンマーク、
ポルトガル等で炭素税が導入されており、北米
では、カナダアルバータ州で炭素税が、米国カ
リフォルニア州、カナダケベック州、オンタリ
オ州で排出量取引制度が実施されている。また、
カナダでは全ての州・準州に炭素税あるいは排
出量取引制度の導入を求めており、近い将来、
新たに複数の地域で制度が導入される予定であ
る。加えて、中国や韓国においても排出量取引
制度が検討・実施されており、その数はさらに
増える見込みである。

冒頭で述べたように、日本には、「地球温暖
化対策のための税（地球温暖化対策税）」と、
東京都と埼玉県で実施されている地域レベルの
排出量取引制度がある。本項では、世界との比
較も行いながら、ここでは特に、日本のカーボ
ンプライシングの現状を、「価格水準」と「税
収使途」の観点から整理する。

（1）日本の現状の整理
①価格水準

2012年10月、化石燃料の輸入段階で課税さ
れる石油石炭税に上乗せする形で、地球温暖化
対策税（炭素税）が導入された。税率は3段階に
分けて引上げが行われ、2016年4月に最終的な
引上げが完了し、燃料種に関わらず等しくCO2

排出量1トン当たり289円が課税されている。
図表6は、揮発油税や軽油引取税などエネル

ギーの消費段階で課税される税を含む全てのエ
ネルギー税の税率を、CO2 排出量1トン当たり

	
3. 日本におけるカーボンプライシング
の現状

（資料）環境省「我が国の環境関連税制」等をもとに筆者作成。

図表6　燃料別のCO2排出量1トン当たり税率
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に換算して比較したものである。これを見る
と、燃料種間で税率に大きなばらつきがあるこ
とと、地球温暖化対策税の税率が極めて低い水
準であることが読み取れる。そして非常に低い
税率であるが故に、価格上昇に伴うエネルギー
需要の削減によるCO2 削減効果（価格効果と呼
ばれる）は、2030年時点で0.2％程度（2013年
度比）に留まっている（37）。

排出量取引制度については、東京都と埼玉
県で地域レベルの排出量取引制度が実施され
ている。排出枠価格は、CO2 排出量1トン当
たり1,000円～2,000円である（2016年10月時
点）（38），（39）。特に東京都では、制度導入以降、
CO2 排出量が着実に削減されている。対象事
業者は、2014年時点で基準排出量比25％の排
出削減に成功（40）、都が定める削減目標（基準
排出量比6％削減）を大きく上回る成果を残し
ている（38）。しかし、全国レベルでの排出量取
引制度は導入されておらず、環境省を中心に、
全国排出量取引制度の構築に向けた検討が進め
られているところである（41）。

②税収使途
2016年度以降の地球温暖化対策税の税収は、

約2,600億円とされている（42）。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
や再エネなどのエネルギー起源CO2 削減に資
する事業に充当されている。

こうした税収の活用によるCO2 削減効果（財
源効果と呼ばれる）についても環境省は試算し
ている。これによれば、財源効果は2030年時
点で4.3％程度（2013年度比）と前述の価格効果
を大きく上回る水準であり、削減効果の大半は
財源効果によるものであることが分かる。こ
のように現在の地球温暖化対策税には一定の
CO2 削減効果が見込める一方で、2030年ある
いはさらにその先を見据えた時、排出削減に伴

う税収減によって、長期的には効果は減衰して
いくとされている（37）。

排出量取引制度については、オークションに
よって対象事業者に排出枠が分配される場合に
限り、政府に追加的な収入がもたらされる。現
在の東京都及び埼玉県の排出量取引制度では、
排出枠は全て無償で分配されており、現在のと
ころ政府に追加的な収入は発生していない。

（2）世界との比較
①価格水準

図表7は、輸送用燃料と産業用燃料それぞれ
について、エネルギー税および炭素税を合計し、
CO2 排出量1トン当たりに換算した上で、世界
11ヶ国と比較したものである。これを見ると、
日本の税率は、輸送用燃料や産業用燃料いずれ
も欧州諸国よりも低い水準にあることが分か
る。炭素税（図中の赤色の部分）の税率も、欧
州と比較して非常に低い水準となっている。ま
た、日本は揮発油税などのエネルギー税（図中
の灰色の部分）によって、輸送用燃料に対して
は一定の税率がかけられているが、産業用燃料
については、エネルギー税を加えても課税水準
が著しく低い。しかしながら、欧州の炭素税導
入国は、必ずしもそうではない。産業用燃料に
対するエネルギー税が非課税、あるいは低い税
率の場合にも、炭素税によって価格水準を大き
く引き上げている様子が読み取れる。

ところで、エネルギー消費に係る費用は課税
だけではなく、本体価格（原価、輸送費等）な
ども当然含まれるため、ここでは燃料の本体
価格について補足しておく。IEAによれば（43）、
日本のガソリン価格から税金を除いた値（Ex-

tax price）は、1リットル当たり71.1円であり、
スウェーデンの5SEK（約71円）やフィンラン
ドの0.493EUR（約65円）、英国の0.412GBP（約
70円）などと大差ない。同様に産業用燃料に

03_内藤,元木.indd   31 2017/03/16   10:52



vol.13　2017

32

ついても、例えば石炭1トン当たりでは、フィ
ンランドの67.10EUR（約8,800円）、英国の
84.04GBP（約14,200円）などと比較して、日
本（9,673円）が著しく高いという事実は見当た
らない（44）。

②税収使途
図表8は、各国の炭素税の税収やオークショ

ン収入の使途を比較したものである。これを見
ると、多くの国で炭素税収は一般会計に入り、
政府の財政需要に応じて支出されていることが
分かる。

カーボンプライシングの使途について研究
したCarl and Fedor（2016）の論文によると、
2013年時点で、排出量取引制度の場合、オー
クション収入の70％が環境関連に使途されて
いるのに対し、炭素税の場合には、税収の過半

数が一般会計化され、政府の財政需要に応じた
活用や、他税の減税策と紐づけられており、環
境関連支出は27％に留まっている（45）。

翻って日本の地球温暖化対策税を見ると、省
エネ対策等のCO2 排出削減を目的とした事業
に使途が限定されており、世界の動向と大きく
異なっている。しかし、1（2）で述べたように、
炭素税などの環境税には、税収を法人税や所得
税等の経済に歪みをもたらす（投資や雇用のイ
ンセンティブを損なう）税の減税等に活用する
ことにより、環境効果だけでなく、経済にプラ
スの影響をもたらすことが期待されている（46）。
これは、「二重の配当（Double Dividend）」と呼
ばれ、炭素税をはじめとするカーボンプライシ
ングの大きなメリットの一つとされている（47）。

（注）税率は2017年1月時点の値。米国はニューヨーク州、カナダはブリティッシュ・コロンビア州の税制を含む。

（資料）各国政府資料をもとに筆者作成。

図表7　CO2排出量1トン当たりのエネルギー課税の国際比較
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環境省の「長期低炭素ビジョン小委員会」で
は、日本が抱える社会・経済的課題と気候変動
問題の同時解決が提唱され、その中で、日本に
おける「本格的な」カーボンプライシング施
策の実施について言及されている（48）。しかし、
具体的な施策のあり方についての検討は端緒に
ついたところである。本項では、これまでの整
理を踏まえ、日本におけるカーボンプライシン
グのあり方について考察を行う。

（1）望ましい価格水準
現在日本の地球温暖化対策税の税率は289円

/tCO2 と、海外の事例と比較して非常に低い水

	
4. 日本におけるカーボンプライシング
のあり方

準である上、図表6で示したように、燃料種に
よって価格水準が大きく異なっている。従って、
全ての燃料の炭素価格を望ましい水準に引き上
げ、十分な価格インセンティブを社会全体に与
えていくことが必要である。

では、望ましい価格水準とはどの程度であろ
うか。現在世界で導入されているカーボンプラ
イシングの価格水準は、スウェーデン炭素税（約
16,000円 /tCO2）から、RGGI排出量取引制度

（約400円 /tCO2）まで大きな幅があるが、一つ
の水準として、国際機関による試算が参考とな
るだろう。例えば IMFは、日本における効果
的な炭素価格として35EUR/tCO2（約4,600円）
を提示している（9）。同様にOECDは、エネル
ギー税と炭素税、排出量取引制度の排出枠価格

（資料）各国政府資料等より筆者作成。

図表8　各国の炭素税収および排出量取引制度のオークション収入の活用方法
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を合わせた「実効炭素税率（Effective Carbon 

Rates）」を提唱しており、全ての燃料に対し
最低でも30EUR/tCO2（約4,000円）の炭素価
格を付与することを推奨している。

このように高い価格水準のカーボンプライシ
ングを導入する際は、過度な負担を受ける産業
への配慮が重要である。産業や家計への影響を
考慮すれば、スウェーデンのような高額な炭素
税をすぐに実施することは困難である。まずは
低率の炭素価格を導入し、徐々に引き上げてい
くことで、産業や家計に順応する時間を与え、
制度の受容性を高める工夫が重要である。この
とき、3．（2）において示されたように、CO2 排
出量1トン当たりの税率が相対的に低くなって
いる産業用燃料の税率を、新たなカーボンプラ
イシングを通じて重点的に引き上げていくこと
が有効と考えられる。

加えて、フランス（2030 年に約13,000 円 /

tCO2）において顕著なように、長期の価格見
通しを予め提示し、産業界に対してアナウンス
をすることで、人々の生活や企業の投資判断を
低炭素なものに導く工夫も必要である。

（2）税収使途のオプション
現在日本の地球温暖化対策税の税収は、省エ

ネや再エネなどCO2 削減を目的とした事業に
のみ充当されているが、海外ではこうした事例
は一部に限られている。仮に今後、日本の地球
温暖化対策税を（1）で示したような価格水準ま
で引き上げた場合、現在の2,600億円程度の税
収は、数倍、数十倍に拡大することになる。こ
のような状況下においては、現在の仕組み以外
の選択肢についても検討していくことが必要で
ある。

では、どのような使途が考えられるだろう
か。欧州では多くの場合、税収は全て一般会計
に入り、その上でアイルランドのように財政健

全化に活用したり、ドイツのように社会保障費
の軽減に活用したりと、政府の財政需要に応
じた使途の選択が行われていた。同様の指摘
がOECDによる日本への政策提言の中でもさ
れているところであるが（49）、日本のように膨
大な財政赤字と深刻な少子高齢化を抱える国に
とっては、環境対策と政府歳入増の実現を両立
し着実な経済成長を支えていくためにも、この
ような使途について検討すべきだろう。

さらに、スウェーデンやブリティッシュ・コ
ロンビア州のように、法人税や所得税の負担軽
減に活用し、経済活性化につなげることも重要
なオプションとして考えられる。こうした点は
IMFによっても指摘さているところである（9）。
特に法人税については、米国トランプ新政権が
15％への税率引下げに言及していることもあ
り（50）、仮に日本で同様の検討がなされた場合
に、法人税の減収分を補填する手段として炭素
税への期待が高まる可能性がある。

なお、（1）（2）で述べた点以外の視点として、
炭素税と排出量取引制度を組み合わせて実施す
ることも考えられる。現在日本では国レベルの
排出量取引制度が導入されていないが、今後は
欧州の事例のように、複数の施策を組み合わせ
て実施することも、選択肢となり得る。

今後、日本において「本格的な」カーボンプ
ライシングが実施される際には、上記で示した
点について、海外の事例に学びつつ、日本の特
性に合わせた政策をデザインしていくことが重
要である。

環境省の「長期低炭素ビジョン小委員会」で
は、今後日本が直面する社会・経済的課題につ
いて、人口減少・高齢化社会、経済の低成長、
国際競争力の低下等が指摘され、気候変動とこ
れらの社会・経済的課題の同時解決が必要と提

	おわりに
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言している。カーボンプライシングは、そのた
めの有効な手段である。十分な価格効果を有す
るカーボンプライシングの実施によって、人々
のライフスタイルや企業活動を低炭素化に導
き、税収の柔軟な活用によって、日本経済を活
性化していくことが肝要である。

筆者らが3ヵ年にわたり実施した海外ヒアリ
ング調査では、「企業が持続可能な成長やグリー
ン成長というトピックについて独自に学んでい
る」、「政府が長期の価格シグナルを示したこと
で、人々の行動変容・排出削減につながった」、

「国の削減目標を達成するために最もコスト効
率的な方法はカーボンプライシングであると認
識されている」といった声が多数聞かれた。今
後日本でも、こうしたカーボンプライシングに
対するポジティブな考え方が広まり、我が国の
特性を踏まえた「本格的な」カーボンプライシ
ングの導入に向けた議論が深まることを強く期
待したい。
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認知症高齢者は、2015年時点で約 500万人
いるといわれている。そして、「団塊の世代」
が75歳以上となる2025年には約 700万人に増
加すると推計されている（1）。注目すべきは、
認知症高齢者の7割が在宅で生活していて、病
院や介護施設に入院・入所している者よりも圧
倒的に多いことである（2）。認知症高齢者の増
加に対して高齢者向けの介護施設等の増設には
限りがあるので、在宅生活を継続する認知症高
齢者が一層増加していくものと推測される。

認知症高齢者が在宅で生活すれば、金銭の管
理、外出・買い物の支援など様々な生活上の支
援を必要とする。このうち金銭管理の多くは、
認知症高齢者の家族・親族などの身内が行って
いると考えられる。しかし、家族・親族がどの
ような金銭管理の支援をしているのかを、明ら
かにした報告はあまり見当たらない。

また、高齢者の金融資産の多くは預貯金とし
て金融機関に預けられている。年齢階層別にみ
ると高齢者ほど貯蓄額が多い。単純な試算では
あるが、高齢者全体が保有する貯蓄額に認知症
患者の発症率を掛け合わせると、認知症高齢者

	はじめに
の貯蓄総額は約 50兆円と試算される（3）。判断
能力の低下によっては、お金の管理が難しくな
ることや、詐欺などの被害に遭いやすいことが
懸念され、認知症高齢者の金銭管理について金
融機関が果たすべき役割もあるだろう。

本稿では、当社（みずほ情報総研株式会社）
が実施したアンケート調査をもとに、①認知
症の人の金銭管理に対して、家族・親族がどの
ような支援をしているのか、②支援者はどの
ような負担を感じているのか、③金融機関に
はどのようなサービスが期待されているのか、
を考察していく（4）。

（1）分析の視点
本稿では、金銭管理支援の実態や、支援者の

負担感などを、「認知症高齢者の日常生活自立
度」別に分析する。一般に、「認知症≒判断能
力がない」と捉えられがちだが、認知症の人の
判断能力は、認知症の進行に伴って徐々に変
化していくことに特徴がある。厚生労働省が
2015年に公表した認知症施策推進総合戦略（新
オレンジプラン）で、「認知症の人の意思が尊重」
される社会の実現を目指しているように、金銭

	 1. 分析の視点と調査の概要

今後、認知症高齢者の増加が予想されるなど、判断能力が低下した人々への金銭管理の支援の
あり方が課題になると考えられる。そこで本稿では、認知症の人の金銭管理を支援した経験をも
つ40代以上の男女を対象に実施したアンケート調査をもとに、金銭管理支援の実態、支援者の
負担感、支援者が金融機関に期待するサービス、について考察した。

社会動向レポート
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管理においても認知症の人の意思決定を尊重し
た支援のあり方を考えるべきだろう。そのため
に、まずは認知症の人の生活レベルを考慮した
分析を行うこととした。

では、「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、
どのような内容だろうか。日常生活自立度は5

段階に分類され、「ランクⅠ：ほぼ自立してい
る」～「ランクⅣ：常に目が離せない状態」ま
での4段階と、「ランクＭ：専門医療を必要と
する状態」からなる（図表1）。このうち、ラン
クＭは、生活レベルとは別の判断軸で分類され
るため、以後の分析ではランクⅠ～ランクⅣの
自立度に基づいて、支援の実態、支援者の負担
感、負担を軽減する方策を検討していく。

（2）調査の概要
本調査は、インターネット調査として実施

した（5）。調査対象は、40代以上の男女のうち、
過去3年以内に認知症の家族・親族の金銭管理

（預貯金・財産の管理）を支援したことがある
人である。有効回答者数は2,000人である（図
表2）。

認知症高齢者の日常生活自立度別にサンプル
数をみると、ランクⅠ 427人（21％）、ランク
Ⅱ 583人（29％）、ランクⅢ 507人（25％）、ラ
ンクⅣ 391人（20％）となっていた。

また、回答者（支援者）と、支援対象者であ
る認知症の人の基本属性は図表3に示した通り
である。今回はインターネットを用いた調査
だったこともあり、回答者は息子・娘などの子
供世代が多く、配偶者の回答は少ないことに注
意が必要である。

（1）支援の理由
まず、認知症の人は、どのような理由から 

金銭管理を支援されるようになったのかをみ
ていく。支援を必要とする理由の上位 5項目
は、①「ATMの操作・利用が難しくなった」

（48.5％）、②「お金の計算が難しくなった」
（46.1％）、③「窓口での説明の理解が難しくなっ
た」（42.5％）、④「介護施設に入所･入居した」

（32.1％）、⑤「お金を失くしてしまう（隠して
しまう）など生活に支障がでてきた」（27.4％）、

	 2. 家族・親族による金銭管理の実態

（資料）厚生労働省資料をもとに作成。太字・下線は筆者による。

図表1　認知症高齢者の日常生活自立度

04_小松紗代子.indd   38 2017/03/16   10:53



vol.13　2017

39

認知症の人への金銭管理の支援実態と課題　～認知症高齢者の日常生活自立度別検討～

図表2　調査の概要

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表3　調査の回答者（支援者）と認知症のひとの基本属性
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となっていた（図表4）。
日常生活自立度別に上位 3位をみていくと、

ランクⅠでは①「ATMの操作・利用が難しく
なった」が最も多く49.6％であった。それに、
②「窓口での説明の理解が難しくなった」と、
③「お金の計算が難しくなった」が続くが、第
2位と第 3位の回答割合は3割前後に留まって
いた。したがって、ランクⅠでは、ATMを利
用できなくなることで支援が必要となる割合が
圧倒的に高く、それ以外の金銭管理の場面では
まだ自立できている者が多いことがわかる。

ランクⅡでは、ランクⅠに比べて、「お金の
計算が難しくなった」、「窓口での説明の理解が
難しくなった」の割合が高く、約5割になる。

ランクⅢも、ランクⅡと同様の傾向である。
ただし、第4位に「介護施設に入所・入居した」
ことが支援理由にあがり、4割を超える回答が
あった。

ランクⅣになると、①「介護施設に入所・

入居した」、②「お金の計算が難しくなった」、 

③「お金の概念の理解が難しくなった」が上位
3位にあがっている。ランクⅠ～ランクⅢでは、

「介護施設に入所・入居した」と「お金の概念
の理解が難しくなった」は上位3位までに入っ
ておらず、ランクⅣで初めて5割前後の高い水
準となった。

このように、支援を必要とする理由は、日常
生活自立度によって大きく異なる。

（2）支援内容
次に、認知症の人に対する金銭管理の支援内

容をみると、上位5位は、①「1回あたり50万円
未満の預貯金の引き出し」（76.9％）、②「請求
書等の支払（振込・送金）」（36.6％）、③「定期
預金の解約」（25.2％）、④「通帳・カードの再発行」

（22.7％）、⑤「届出情報（住所・印鑑など）の変 

更」（20.9％）となっていた（図表5）。
日常生活自立度別にみても、上位5位までは、

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表4　預貯金・財産の管理を支援することになった理由
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どのランクも同様の順位となっていた。特に、 

「1回あたり50万円未満の預貯金の引き出し」が、
どのランクも7割台の高い水準にあった。日常生
活に必要な少額のお金に関する支援が最も多く
行われていることが示された。

一方、「請求書等の支払」の支援は、ランクが
高くなるほど支援をする人の割合が高まる傾向
にあった。これは、自立度が低下するにつれて、
介護サービスの利用や介護施設への入所者が増
えて「請求書等の支払」を行う場面が多くなる
ことや、外出が困難な人が増えることが要因と
して考えられる。

なお、上位5位以外の支援内容をみると、「資
産運用」や「相続」などは、頻度は少ないが、
金額が大きく本人に影響度の大きい支援内容と
いえる。これらは、日常生活自立度にかかわら
ず、一定程度の支援が実施されていた。

（3）支援方法  ― 同行か、代理か ―
金銭管理の支援にあたって、本人の意思を尊

重するという点からは、支援者が本人の代理と
して取引を行なうよりも、支援者が本人に同行
して一緒に取引することの方が望ましいのでは
ないか。そこで以下では、ATM、金融機関の
窓口、ネットバンキングにおける金銭管理にお
いて、「同行」と「代理」のどちらの支援方法
が採られているのかをみていく。

まず、全体をみると、ATM、金融機関の窓口、
ネットバンキングのいずれも、「代理」の割合
が「同行」よりも高い。具体的には、ATMで
は「同行」22.1％・「代理」59.8％、金融窓口
では「同行」33.1％・「代理」45.2％、ネット
バンキングでは「同行」2.4％・「代理」7.0％
となっていた（図表6）。

また、利用者の割合が高いATMと金融窓口
を比べると、金融窓口の方がATMよりも、「同

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表5　預貯金・財産の管理の支援内容
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行」の割合が高かった。この背景には、金融窓
口では厳格な本人確認が行なわれることや、で
きるだけ本人と共に手続きすることが求められ
ることの影響と考えられる。

次に、日常生活自立度別にみると、概ね自立
度が低下するにつれて、「同行」の割合が低下し、
逆に「代理」の割合が上昇している。具体的に
は、ATMでは、「同行」はランクⅠでは35.8％
であったが、ランクⅣでは15.3％に低下してい
る。一方、「代理」は、ランクⅠでは48.9％であっ
たが、ランクⅣでは64.5％に高まっている。

金融窓口においても、「同行」は、ランクⅠ
では39.1％であったが、ランクⅣでは25.3％に
低下している。一方「代理」は、ランクⅠで
は29.5％であったが、ランクⅣでは59.8％に高
まっている。

ネットバンクの利用は、いずれのランクにおい
ても低い割合となっていたが、ランクが重くな
ると代理の比率がやや高まる傾向がみられた。

前述したように、本人の意思決定の尊重とい
う観点では、なるべく本人に同行して支援する
ことが望ましいと考えられるが、ランクⅢ・Ⅳ
では同行が難しい人が多く、本人の意向を受け
て代理として手続きをしているように思われ

る。なお、金融窓口で代理取引を行う際に必要
となる委任状については、後述するように、支
援者にとっての負担が重い項目となっている。

では、支援者はどのような点に負担を感じて
いるのだろうか。こちらから提示した負担と想
定される項目について「とても負担を感じる」
と回答のあった上位 3項目をみると、①「本 

人にわかるように説明すること」（22.5％）、 

②「本人の同意や直筆の委任状を得ること」
（20.2％）、③「頻繁に支援を必要とすること」
（16.3％）となっていた（図表7）。

（1）日常生活自立度別にみた支援者の負担
日常生活自立度別にみると、「本人にわかる

ように説明すること」において、「とても負担
を感じる」との回答は、ランクⅠ～Ⅳのいずれ
の段階でも2割程度であり、顕著な差は見られ
なかった（図表8）。これは、認知症の進行の程
度に関係なく、本人への説明は労力を要するこ
とを示していると考えられる。

一方、ランクが重くなるほど「あてはまる経
験がない」の割合が高まっている。これは、認

	 3. 支援者が感じる負担

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表6　預貯金・財産の管理の支援方法
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知症の進行により、本人に説明せずに代理で支
援を進めざるを得ない状況が推測される。

次に、「本人の同意や直筆の委任状を得るこ
と」を自立度別にみると、特に認知症のランク
Ⅲ以上で「とても負担を感じる」という比率が
高まっている。これは図表6で示した通り、認
知症の進行が進むほど、金融窓口での取引を本
人の代理として行うことが影響していると考え
られる（図表9）。

その他の調査項目においては、認知症の程度
と負担の大きさには、特徴的な傾向はみられな
かった。

（2）支援者の年齢や居住場所との関係からみた
負担感

次に、日常生活自立度とは別の視点から、支
援者の負担を考察していく。

まず、全ての質問項目において、支援者の
年齢が若いほど―40代・50代であるほど―、 

「とても負担を感じる」という回答が高くなっ
ていた。支援者が40代・50代であれば、就労
しながらの支援になることが多いため、限られ
た時間の中で認知症の人の支援をすることが全
般的に負担となることが考えられる。

同様に、認知症の人と支援者の居住場所との
距離をみると、全ての質問項目において、遠方
になるほど「とても負担を感じる」という割合
が高くなっていた。金銭管理の支援は毎日必要
な支援ではないが、遠距離からの支援には負担
が伴うことが示唆された。

冒頭で述べたように、認知症高齢者の金融資
産の多くは預貯金として金融機関に預けられて
いるため、金融機関が果たすべき役割もあるだ
ろう。以下では、支援者が期待する金融サービ
スという点から考えていく。

	 4. 支援者が金融機関に期待するサービス

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表7　支援者が感じている負担
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（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表8　支援者が感じている負担 ｢本人にわかるように説明すること」

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表9　支援者が感じている負担 ｢本人の同意や直筆の委任状を得ること」
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（1）支援者が求める金融サービス
支援者に「認知症の人に利用してほしい（利

用してほしかった）金融機関のサービス（利用
している金融機関で提供されていないサービス
を含む）」を尋ねたところ、上位 3位は①「金
融機関への来店が難しくなった場合に、予め届
け出た代理人による手続きを委任状不要で行
うサービス」（53.4％）、②「予約をしておけば
営業時間外の窓口対応を受けられるサービス」

（35.8％）、③「入院時の費用を病院などからの
支払い請求書に基づき、金融機関が口座から振
り込んでくれるサービス」（35.3％）となって
いた（図表 10）。これら上位として取り上げら
れた項目は、いずれも支援者の負担を軽減する
仕組みである。

「予め届け出た代理人により委任状不要で」
取引ができるサービスは、支援者が「直筆の委
任状を得ること」に困難を感じていることも影
響していると考えられる。

また、第2位、第3位として取り上げられた
サービスの利用希望は、認知症の程度による違
いはないが、支援者が認知症の人と遠距離で居
住している場合や、支援者が勤労世代の場合、
本人が介護施設入居している場合などでより
ニーズが高まっていた。

（2）日常生活自立度別の特徴
日常生活自立度別の特徴としては、特に財産

保護や自立を支える支援に関連した項目におい
て、日常生活自立度のランクⅠやランクⅡの認

（資料）みずほ情報総研株式会社「認知症のひとに対する家族等による預貯金・財産の管理支援に関する調査」（2017）

図表10　支援者が求める金融サービス（「利用してほしい（利用してほしかった）」と回答した割合）
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知症高齢者の支援者による「利用してほしい（利
用してほしかった）」割合が高くなっていた。

具体的には、財産保護の観点では、認知症
のランクⅠ・Ⅱの支援者の方がランクⅢ・Ⅳよ
りも、「本人の他に、家族などもう1人以上の
同意がなければ、預貯金の引き出しが行えない
サービス」や、「財産保護のため、解約条件を
厳しく設定した定期預金や信託のサービス」を、

「利用してほしい（利用してほしかった）」とい
う回答が10ポイント程度高くなっていた。この
背景には、認知症の初期には、詐欺などの被害
にあうことも多いと言われており、財産保護が
重要な課題であることが影響しているだろう。

また、「生体認証などにより、暗証番号を覚
えていなくても預貯金の引き出しなどができ
るサービス」「指定の口座から毎月 1回、現金
を自宅に届けるサービス」も、いずれもランク
Ⅰ・Ⅱの支援者から「利用してほしい（利用し
てほしかった）」と回答された割合が高かった。

前述の通り、認知症のランクⅠでは、ATM

を利用できなくなることが支援を必要とする最
大の理由であったが、生体認証により暗証番号
を覚えていなくてもATMを利用できると、自
立して生活できる期間を延伸できるかもしれな
い。また、「指定の口座から毎月 1回、現金を
自宅に届けるサービス」は、ATMを利用しな
くても生活に必要な金銭を手元に得られる点
で、本人の自立した生活に寄与することが考え
られる（6）。

本稿では、これまでデータとして示されてこ
なかった認知症の人の家族・親族による金銭管
理の実態について、日常生活自立度別の分析を
行った。

調査結果から、支援理由として、自立度Ⅰ・Ⅱ
では「ATMの操作・利用が難しくなること」が

	 5. おわりに

高かったが、Ⅲ・Ⅳになると「介護施設への入所」
の比率が高まっていくことがわかった。また、
支援内容として最多の項目は「1回あたり50万
円未満の預貯金の引き出し」であり、自立度別
の差異は大きくなかった。さらに、支援方法と
しては全体的には「同行」よりも「代理」の比
率が高く、自立度Ⅲ・Ⅳでは「代理」の比率が
さらに高まるという実態が示された。

また、支援者の負担としては「本人にわかる
ように説明する」ことに、自立度によらず2割
程度が「とても負担」に感じていた。これは、
支援者が認知症の人の意思決定を尊重した支援
を行おうと取り組んでいる結果だと考えられ
る。認知症の人とどのように対話をしていけば
よいのか、認知症の人の意思決定能力がどの程
度信頼できるものなのか、専門家等の支援やノ
ウハウの伝授を受けながら、支援者の負担が軽
減されるようになることを期待したい。

一方で、「本人にわかるように説明する」こ
とについて、自立度がⅢ・Ⅳの支援者の回答と
して「あてはまる経験がない」の割合が高く
なっていた点には、認知症の人の金銭管理を

「代理」で行う際に、本人の意思が十分に反映
されていないこともあるのではないかと懸念
された。認知症が進行し、本人の意思が読み取
れないことや、説明しても無駄だと感じること
があるのかもしれないが、このような状況で金
銭管理を行う場合は成年後見制度（7）を利用す
べきである。しかし、現在の日本社会における
成年後見制度の利用割合は極めて低く（8）、その
背景には、申請にかかる手間や費用負担と比較
して、行っている支援内容が軽微であるなど、
支援者にとってメリットを感じられない制度
となっていることが推測される。成年後見制度
が使いやすくなることや、成年後見制度に代わ
る金銭管理の仕組みが開発・普及していくこと
が必要ではないか。
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また、金融機関に期待するサービスとして、
「予め届け出た代理人により委任状不要」で取
引ができることへの期待が認知症の程度によら
ず最も高かった。一部の金融機関ではすでにこ
のようなサービスが提供されているが、不正防
止や後の相続の際のトラブルを考えると、本来
は成年後見制度で対応すべき事案と考えられ
る。ここでも、成年後見制度の使い勝手をよく
していくことが期待されるだろう。

また、自立度Ⅰ・Ⅱでは特に財産保護や自立
を支える支援に関連した項目への期待が高いこ
とが示された。既存のサービスの活用・応用や
IT技術の進歩により、認知症高齢者やその支
援者にとっても使いやすいサービスが構築され
ることを期待したい。

注
（1） 二宮利治『日本における認知症の高齢者人口の将

来推計に関する研究（厚生労働科学研究費補助金
報告書』（2015）

（2） 厚生労働省「認知症高齢者の現状（平成22年）」を
もとに算出。

（3） 総務省「平成26年全国消費実態調査」における世
帯主の年代別の貯蓄現在高に、国立社会保障・人
口問題研究所「日本の世帯数（平成25年推計）」を
掛け合わせて算出。 

（4） 調査票の設問では、認知症の人の「預貯金・財産
の管理」という表現を用いていたが、本レポート
では「金銭管理」の表現で統一している。

（5） 楽天リサーチ（株）の調査モニターに対してアン
ケートを実施した。

（6） 地域の社会福祉協議会等が実施している「日常生
活自立支援事業」における日常的金銭管理の援助
内容と同様の支援内容。

（7） 成年後見制度は、認知症の人のほか、知的障害や
精神障害などにより意思能力が十分でない者を支
援するための制度。（1）病気や事故などにより判
断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所
が援助者を選び、本人を保護する制度（法定後見
制度）、および、（2）本人の判断能力が不十分になっ
たときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後
見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する
制度（任意後見制度）の総称。

（8） 最高裁判所「成年後見関係事件の概況」によると、
平成27年12月末日時点の利用者数は約19万人で
あった。この数には認知症以外の理由による利用

者数も含まれており、認知症約 500万人に占める
利用割合は非常に少ないといえる。
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平成28年6月2日に閣議決定された「日本
再興戦略2016」においては、医療機器産業は、
新興国を中心に拡大するグローバル市場の獲得
を図ることとされ、医療機器を含む日本の医療
技術・サービスで2030年までに5兆円（2013年
時点で6,600億円）の海外市場を獲得すること
が目指されている。

このように日本再興戦略においてもメイン
ターゲットとされている「新興国」については、
市場成長性の観点から、BRICs、ASEAN、中
東諸国等が有望視されることが多い。海外展開
にあたっては、現地規制に対応し、医療機器の
登録申請を行い承認されることが市場進出の入
口で求められる必須要件となる。しかし、一般
的に新興国の規制は発展途上にあり、頻繁に変
更があることに加えて規制の文書上の内容と実
態が必ずしも一致しないことが多いため、医療
機器メーカーの薬事規制対応を困難なものとし
ており、海外展開における大きな課題のひとつ
となっている。

そこで、本レポートでは、新興国のうち、現
状の市場規模が大きく周辺地域へも展開が見込

	はじめに
まれる一方で、言語の問題も含めて特に情報取
得の困難なロシア連邦を取り上げながら、同国
の医療機器規制の理解の一助となるよう、医療
機器規制の主な着目点に沿って規制の特徴や動
向、課題等を概観する。

今回、新興国の例としてロシアを取り上げる
背景としては、上述した医療機器規制情報の取
得の難しさの一方で、（1）新興国の中では現状
の市場規模が大きく保健医療政策にも積極的で
あることと、（2）周辺国との関係においてもロ
シア一国に限らない面的展開が考えられること
の2点から、市場の魅力度は比較的高いと考え
られるためである。

（1）市場性と保健医療政策動向
ロシア医療機器市場は、2014年時点で約

6485.3百万ドル（1ドル110円換算で約7,134億
円）の規模（世界第9位）であり、市場全体の約
2%程度を占めている（1）。年平均成長率も、約
6.06%と先進国と比較して高い傾向にある。

政策面では、近年ロシアにおいては保健医療
政策に関する問題意識が高く、心血管疾患・が

	 1. ロシアにおける医療機器市場

さらなる海外展開が期待される医療機器産業において、特に新興国展開の際に課題となること
の多い医療機器規制対応に着目し、新興国の中でも現状の市場規模が大きいロシア連邦を中心に、
2017年1月から市場統合に向けた医療機器承認プロセスにおける共通制度が開始されるユー
ラシア経済連合における規制動向を整理した。

社会動向レポート

医療機器産業の新興国展開促進に向けて
ロシア及びユーラシア経済連合における規制動向の整理

社会政策コンサルティング部　医療政策チーム　医療産業課
コンサルタント　片岡　千鶴
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ん・結核等の深刻な病気に対する施策、予防
医療の推進、医療従事者や医療業界の賃金向
上等を含む大規模プログラム「2020年までの
ロシア連邦ヘルスケア発展プログラム（Health 

2020）」が進められている。また、医療産業分
野についても、「2020年までのロシア連邦製薬・
医療産業発展プログラム」（Pharma 2020）が
2009年に承認され、ロシアの製薬・医療産業
のイノベーションモデルへの移行を目的とし
て、外資系メーカーによるロシア現地生産化や
外資系メーカー誘致等による現地R&Dなどを
目指して革新的医薬品・医療製品の生産・開発
や医薬品・医療製品に関する制度改善等が進め
られている（2）。

こうした中、民間医療機関には最新医療機器
設備がみられるものの、医療機関の大多数を占
める公立病院を中心に医療設備の老朽化が進ん
でおり、医療機器の6割程度が古くなっている
ともいわれ（3）、潜在的な医療機器ニーズも高
いことが想定される。

（2）周辺地域における動向
ロシア及びその周辺国では、2015年1月1日

に「ユーラシア経済連合（EAEU）」（加盟国：
ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、
キルギス）が発足しており、医療分野において
は、医薬品共同市場及び医療機器共同市場の形
成が目指されている。具体的には、後述すると
おり（3章参照）、2017年1月から域内共通の新
たな医療機器登録承認制度が開始されており、
今後はロシア市場への進出が周辺国も含めた面
的な市場進出となる可能性が高まっている。

海外の医療機器規制の特徴を理解するにあ
たっては、規制当局や根拠法等の基本的情報を
把握するのはもちろんのこと、規制対応の難易
度や必要期間・経費等を見極めるうえで何点か
着目すべきポイントが挙げられる。

ほかにも、適合すべき規格や法定代理人の要
否・条件等、着目すべき点は多々あるものの、
今回は、上記を中心にロシアの状況を説明する。

（1）医療機器登録申請の審査機関
ロシアでは、医療機器として市場に流通させ

ることができるまでの手続きが二段階ある。第

	
2. 医療機器規制の着目ポイントとロシ
アにおける規制内容

（資料）Worldwide Medical Market Forecasts to 2019（Espicom）よりみずほ情報総研作成

図表1　国別医療機器市場世界シェア（2014年時点）
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一段階は、規制当局であるROSZDRAVNADZOR

（ロシア連邦保健社会発展庁、以下RZN）に対
して行う国家登録手続きであり、国で定められ
た要求事項を満たすか確認／承認された後に登
録証明書が付与される。第二段階は、流通する
際に品質と安全性が「国家標準規格（GOST-R：
GOSSTANDART of RUSSIA）」に適合してい

ることを証明するために、国が認定した指定機
関から認証を得て行う適合宣言手続きであり、
第一段階で発行される登録証明書がなければ行
うことができない。

例えばEUでは、第三者認証機関による審査
の結果、安全基準条件を満たしていることを証
明するCEマークの認証が与えられ、これを活

（資料）各種資料よりみずほ情報総研作成

けて登録が行われている場合（EUのCEマーキング等）がある。

図表2　海外の医療機器規制の特徴把握における着目点
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用してEU内各国における医療機器登録と適合
宣言が行われることで各国での手続きが効率化
されているが、ロシアでは順序が逆となってお
り、現時点で適合宣言の仕組みは特に登録審査
の効率化には寄与していない。

（2）医療機器の定義、製品のリスク分類
ロシアでは、医療機器の定義は規制当局であ

るRZNにより、以下のとおり定められている。
また、医療機器に該当する製品は、その人

体に影響するリスクの大きさに応じて、4段階
のリスククラス（リスクが低いものから1、2a、
2b、3）に分類されている。欧州の医療機器指
令（93/42/EEC）とおおよそ同じ分類規則と
なっており、欧州に進出済みの企業にとっては、
比較的理解しやすい内容となっている。

（3）登録手続き概要と簡略審査の有無
登録手続きは、リスククラス2a、2b、3では

同一の流れであるが、リスククラス1の場合の
み、一部簡略化された手続きがとられている。
前者では、スムーズに手続きが進む場合でも一

般的に7 ～9か月を要するが、後者では、所用
期間が約5 ～7か月と短くなっている。

（4）被験者を用いた臨床試験の要否
医療機器規制の文書上は、臨床試験（Clinical 

trials）も臨床評価（Clinical evaluation）も区
別されずに“Clinical trials”と呼ばれている。
そのため、登録しようとする全製品についてロ
シア国内での“Clinical trials”（臨床試験）が必
要であるように読めるが、ロシアで医療機器
登録申請を代行する現地コンサルタントによ
れば、実際には、新たな被験者を必要とせず
書類ベースでのデータ検証のみ行う“Clinical 

evaluation”（臨床評価）であることがほとんど
となっている。

臨床評価は、ロシア国内ですでに登録されて
いる同種の医療機器の情報、生産国の市販後調
査情報、同種機器の使用に関する科学記事等で
検証可能であり、例えば日本メーカーの製品で
日本において販売実績があり、それに関する統
計的な数値があれば、それをもって臨床評価に
活用することができる。

（資料）Order of RF Government  #1416 from 27/12/2012（Registration rules for Medical products）with changes, order 
4n with changesより翻訳

図表3　ロシアにおける医療機器の定義
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（5）申請書類
申請書類としては、主に以下の文書が必要と

なる。
a. 委任状（登録申請手続きの代理人とすること

が認められる書類の写し）
b. 製造業者の事業許可証（合法組織としてロシ

ア国内で登録されていることの証明書）
c. ISO13485またはQMS認証に関する書類：

生産工場の状況証明となるもの
d. CEマーク認証書類等、他国における製品書

類（医療効能、安全性を確認できる情報）
e. 製品の技術仕様書
f. 取扱説明書
g. 医療機器全体及び必要な附属品を映した写

真とその参照番号

上記についてすべてロシア語で準備する必要
がある。他言語で作成されている場合には、国
で規定された翻訳の資格要件を満たす者が翻訳

したロシア語翻訳を添付することが必須であ
り、時間的・金銭的にコストがかかることに留
意が必要である。

（6）ラベル表示における要求事項
ロシアにおいて医療機器を販売する際には、

英語のラベル表示だけでは認められず、ロシア
語の記載を要件とする厳格な規則が存在する。
既に他国にて流通している製品でロシアでも流
通させる場合には、ロシア語対応のためにメー
カー側でラベルの変更が必要であるものの、複
数言語を併記することは可能である。

前章までは、ロシアにおける医療機器規制の
ポイントを概観してきたが、本章では、ロシア
を含むユーラシア経済連合における規制動向を
整理する。

これまで、ユーラシア経済連合内では各国独

	
3. ユーラシア経済連合における医療機
器規制動向

（資料）SV-Progress, LLC社資料より作成

 リスククラス2a、2b、c

 リスククラス1（リスクの低い製品群）

追加要求がある場合

肯定的結果の場合

申請 製品試験
RZNによる
書類審査

臨床試験

RZNからの
登録証明書

所要期間
5～7か月

専門の

検査場での
書類審査

RZNによる
書類審査

申請 製品試験
RZNによる
書類審査

臨床試験

専門の

試験場での
書類審査

RZNからの
登録証明書

所要期間
7～9か月

専門の

検査場での
書類審査

RZNによる
許可の発行

RZNによる
書類審査

RZNによる
最終書類審査

図表4　ロシアにおける医療機器登録の流れ
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医療機器産業の新興国展開促進に向けて　ロシア及びユーラシア経済連合における規制動向の整理

自の規制に基づいてそれぞれの国で医療機器登
録が求められていたが、2017年1月より、ユー
ラシア経済連合における医療機器市場統合に向
け、域内の一か国で登録証書が取得できれば、
関係国でも登録に適用できる制度（EAC認証制
度）が開始された。

メーカーは、登録申請を行なう国を決め（参
照国（referenced country）の決定）、参照国を
決めたあと、その登録を適用したい（承認して
ほしい）国が認知国となる。

参照国において、製品試験、臨床試験（評価）、
さらに工場査察が行われ、これらの結果をもと
に第三者認定機関（Notifi ed Body）が「専門家
見解（Expert conclusion）」を発行し、これに
基づいて認知国において登録申請の受理の可否
判断を行うこととなっている（下図のとおり）。

この新制度には5年間の移行期間が設定され
ており、移行期間中は各国の国家登録システム
と並行して実施される。

新制度の実施にあたっては、現在、主に以下
の点が課題として懸念されており、新制度開始
後も状況は流動的であることが予想される。た
だし、同制度が軌道に乗れば、EUにおけるCE

マーキングに近い制度がユーラシア経済連合内
にて実現されることとなり、国を超えた面的な
市場展開がしやすくなることが期待できる。

ここまで、医療機器の新興国展開における規
制について、ロシアを事例として紹介してきた。

冒頭に述べた現地における最新かつ実態に即
した医療機器規制情報を入手することが困難で

	おわりに

（資料）SV-Progress, LLC社資料より作成

図表5　主なラベリング要件

（資料）SV-Progress, LLC社資料より作成

図表6　EAC認証制度下にて想定されている医療機器登録承認プロセス
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（資料）SV-Progress, LLC社資料より作成

図表7　EAC認証制度において想定される課題

（資料）SV-Progress, LLC社資料より作成

図表8　医療機器登録件数の国別シェア
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医療機器産業の新興国展開促進に向けて　ロシア及びユーラシア経済連合における規制動向の整理

あることも一因となり、現在、ロシアに進出し
ている日本メーカーは限定的である。例えば、
2015年の医療機器登録件数の内訳をみると、
日本メーカーの占める割合は約4%に留まって
いる。

しかし、最近のロシアと日本との間の医療政
策動向を見ると、両者における関係は強化され
る方向に進んでいる。現在、2016年5月に安
倍首相がプーチン大統領に提案した「8項目の
経済協力」に沿ってその実現に向けた具体的な
動きが進んでおり、特にロシア側が重視する「医
療水準の向上」については、同12月16日、塩
崎厚生労働相とロシアのスクヴォルツォヴァ保
健相が、安倍首相とプーチン大統領立ち会いの
下、医療・保健分野の協力覚書が交換された。
協力覚書では、心臓病やがんなどの非感染性疾
患や保健分野への医療イノベーション技術と治
療の導入、医療従事者の技能向上などの分野で
協力を発展させることとされている（4）。

このような政策的な追い風を活用するために
も、今後も動きがあるとみられるロシア及び
ユーラシア経済連合における医療機器規制の動
向は注目していく必要があるだろう。

注
（1） Espicom（2014） “Worldwide Medical Market 

Forecasts to 2019”
（2） 医療経済研究機構「新経済成長大国の医療保障制

度に関する調査研究－ロシアの医療保障制度－」
（2013）

（3） 医療経済研究機構「新経済成長大国の医療保障制
度に関する調査研究－ロシアの医療保障制度－」

（2013）
（4） Medifax記事（2016.12.20）
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（1）個人情報管理の現状
個人は資産・購買情報、移動情報、健康情報、

医療情報といった各種情報の発生源であるが、
その情報を活用可能な形式に「データ化」する
のはサービスを提供する企業等であることが多
く、個人情報は企業等が収集・保管しているの
が現状である。例えば、身近な例では、個人の
特定の店舗における購買情報はポイントカード
を提供するサービス事業者が保有し、マーケ
ティングに活用している。また、医療情報では、
個人がかかりつけている内科、眼科、整形外科、
歯科といった診療科ごとに診療データが分散管
理され、さらには、同じ疾患でも重症化により
専門医のいる中核病院等に通院先を変更した場
合、その時点からデータが分散されるといった
状況になっている。

このような背景の中、現在、個人情報を一元
管理し、より高度な活用を可能にするための動
きが加速している。例えば医療分野において、
政策的には、医療費の適正化やデータヘルス促
進による健康寿命延伸等が掲げられ、産業面で
は、創薬・医療機器の研究開発の効率化、予防・
健康増進に資する各種サービス創出等に繋げよ

	 1. 背景
うという動きが加速している。

（2）医療分野における活用方策の具体例
以下では、医療分野における情報活用の具体

例として、近年注目が集まっている「診療支援
システム」を取り上げる。診療支援システムと
は、AI技術等を活用し、対象となる患者デー
タや学術論文等の情報をもとに、システムが治
療方針について医師に何らかの提案をしたり、
その根拠となる過去症例や、関連する診療デー
タを示すものである。

この「診療支援システム」を活用することで、
将来的には、医師が最短プロセスで確定診断を
行ったり、より効果的な治療方針を検討するた
めのサポートを受けることができる。その結果、
医療現場における診療の高度化・効率化のみな
らず、医療費の適正化にもつながることが期待
されている。また、診療支援システムにより医
師の判断をサポートすることができれば、人材
が不足している医療過疎地域や、特に専門医が
減っている診療分野について、医療サービス提
供体制の強化につながると考えられる。

以下では、「診療支援システム」の研究開発
動向について簡単にご紹介する。医療現場にお
ける確定診断に至るまでの一般的なプロセス

現在、政府では、代理機関や情報銀行といった、個人情報の利活用を促進する仕組みや、その
周辺環境の整備について各種議論が進められている。本レポートでは、中でも医療・介護・ヘル
スケアに関連する議論の動向について整理するとともに、今後の方向性について考察を行った。

社会動向レポート

医療・介護・ヘルスケア分野におけるICT化と情報利活用
～ 個人情報は、「守る」時代から「使う」時代へ ～

社会政策コンサルティング部　医療政策チーム　医療産業課
チーフコンサルタント　日諸　恵利
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医療・介護・ヘルスケア分野における ICT 化と情報利活用　～ 個人情報は、「守る」時代から「使う」時代へ ～

としては、問診、画像診断、臨床検査が挙げら
れるが、現在は各プロセスの一部に対応する診
療支援システムが登場している状況である。今
後、さらに研究開発が進むことで、各プロセス
におけるシステムが一連のものとしてつなが
り、総合的な分析や提案が可能になることが期
待される。

具体的な民間の動きとして、IBMでは、現
在、問診に対する支援のほか、「Analytics of 

Medical Images（医療画像分析）」というX線
CT装置やMRIで撮影した医療画像の解析に基
づく診断を支援するシステムの開発が進められ
ている（1）。さらに、「Watson Genomic Advisor 

（ゲノム解析アドバイザー）」という、患者の遺
伝子解析結果と、疾病や適切な治療薬、他の遺
伝子との関係をレポートしてまとめる取組みも
進められており、個別の患者に合わせたオー
ダーメイドな治療を提供する個別化医療への道
を拓いている（2）。

また、東京自治医科大学では、「ホワイト・
ジャック」という、人工知能と臨床医の双方向
対話型での診療支援システムの開発が進められ
ているところである。

以下では、データの一元化と情報活用に関す
る法規制動向について紹介する。

（1）改正個人情報保護法
関連法規制としては、まず、平成27年9月に

成立し、平成29年5月30日に全面施行される
改正個人情報保護法が挙げられる。改正点の中
でも、特に留意すべき点として、以下を挙げる。

1点目は、要配慮個人情報である。病歴は要
配慮個人情報にあたり、本人同意を得て取得す
ることが原則義務化され、本人同意を得ない第
三者提供の特例（オプトアウト）を原則禁止し

	
2. データの一元化及び情報活用に関す

る法規制動向

た。一方、2点目としては、匿名加工情報に関
する規定が整備される。具体的には、匿名化し、 

個人が特定されない状態にしたデータについ
ては、要配慮情報であっても、より緩やかな規
律の下、流通及び活用が可能になる予定であ 

る（3）。医療情報の匿名化及び第三者提供に係
る政府の議論としては、「代理機関」が挙げら
れる（詳細は後述）。

（2）官民データ活用推進基本法
データ活用の促進にあたり各種の基盤整備

が進められる中、平成28年12月14日に公布・
施行された本法12条には、「多様な主体が個人
に関する官民データを個人の関与の下で適正に
活用することができるようにするための基盤整
備」という文言が盛り込まれており、データ活
用に向けた機運の高まりに対応している（4）。

（3）EUデータ保護規則
諸外国における法規制の動向としては、2018

年から施行されるEUデータ保護規則（General  

Data Protection Regulation: GDPR）が挙げら
れる。具体的には、個人による自己データの利
用機会を拡大することで、データ利活用の促進
とその保護を両立する「データポータビリティ
権（20条）」が定められており、①データ管理
者から本人が自らのデータを扱いやすい電子
的な形式で取り戻し、それを他のデータ管理
者に移転する権利と、②あるデータ管理者か
ら、別のデータ管理者に直接移転する権利を有 

する（5）。
仮に、わが国においても、「データポータビ

リティ権」が取り入れられた場合、従来の情報
の囲い込みによるビジネスモデルは成立しなく
なり、データ活用戦略と高度な解析技術で勝負
することになるであろう。
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こういったデータの一元化や活用促進に関す
る整備が進められる中、「情報銀行」や「代理
機関」といったキーワードが、政府において積
極的に議論されているところである。

まず、「情報銀行」の前提となる考え方とし
て、個人情報を一元化し、セキュアに、かつ構
造化して保管・管理・活用するという「Personal 

Data Store（PDS）」という仕組みが想定され
ている。上述の「データポータビリティ権」の
ような規則が国内でも施行された場合、個人に
よる自らの情報の一元管理は進むであろう。し
かし、情報の活用にあたって、個人が常に管理
や判断を行うことは難しいという状況が発生す
ることが予想される。そこで、「情報銀行」と
いう信頼できる主体に個人情報を信託し、適切
に管理・運用の上、それによって生じた利益が
還元されるというサービスのあり方が議論され
ている。

次に、「代理機関」の前提となる考え方とし
ては、医療機関から医療情報の提供を受け、そ
の情報を「代理機関」にて匿名加工を行った上
で、政策立案や研究開発等への利用を希望する
各種主体に提供するというものである。

上記2つの違いは、「情報銀行」は、個人に
対する同意を得て第三者への情報提供を行う
のに対し、「代理機関」は、本人同意なしに医
療機関から情報を取得し、代わりに個人情報が
特定されない形に加工して提供するという点
である。

政府において医療・介護・ヘルスケア分野の
ICT化や情報活用について議論されている会議
体としては、おおまかに、以下が挙げられる。

	 3.「情報銀行」と「代理機関」

	 4. 関連する政策動向

（1）未来投資会議　構造改革徹底推進会合
日本経済再生本部の下、第4次産業革命をは

じめとする将来の成長に資する分野への大胆な
投資を官民連携して進め、「未来への投資」の
拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図
るため、産業競争力会議及び未来投資に向けた
官民対話を発展的に統合した成長戦略の司令塔
として位置づけられている。

中でも、構造改革徹底推進会合における「医
療・介護―生活者の暮らしを豊かに」会合―」
では、①価値のある健康・医療データの収集
とそれを基にした IoT、AI等の革新的技術の活
用による医療の質の高度化、②データ利活用
等に関する様々な取組みの検証（ex.医療等 ID、
代理機関制度の創設、代理機関を超えた利活用
基盤）、③技術革新の活用（AIによる診療支援
や、IoTを活用した遠隔診療等）についての医
療現場のニーズと、現在の診療報酬体系や人
員・施設基準の関係の検討を行う旨が示されて
いる。

（2）次世代医療ICT基盤協議会 　
次世代医療 ICT基盤協議会は、「次世代医療

ICTタスクフォース」を前身とし、健康・医
療戦略（平成26年7月22日閣議決定）等に基づ
き、医療・介護・健康分野のデジタル化の実現
及び、デジタル基盤の構築とその利活用により、
医療の質・効率性や患者・国民の利便性向上、
臨床研究等の研究開発、産業競争力の強化、社
会保障のコストの効率化の実現を図るために、
内閣の健康・医療戦略推進本部に設置された。
「デジタルデータ収集・交換標準化促進ワー

キンググループ」、「医療情報取扱制度調整ワー
キンググループ」、「デジタルデータ収集・利活
用事業の組成促進ワーキンググループ」、「医療
への次世代 ICT導入促進ワーキンググループ」
等の各種ワーキンググループが組成され、平成
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28年3月30日には、医療等分野データ利活用
プログラムが策定されている。

今後の方向性としては、特に、創薬や治療の
研究開発等を促進するため、治療や検査データ
を広く収集し、安全に管理・匿名化を行い、利
用につなげる「代理機関（仮称）」制度を検討
する。

（3）データ流通環境整備検討会　AI、IoT時代
におけるデータ活用ワーキンググループ 

本ワーキンググループは、内閣の高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部に設置され、
多種多様かつ大量のデータを安全・安心に流
通・利活用できる環境整備に必要な措置の検討
を行う。

具体的な内容としては、PDS（Personal Data 

Store）、情報銀行、データ取引市場の形成に係
る技術動向、諸外国の政策動向、関連法規制、
先行するビジネスモデル、今後の方向性等につ
いて有識者より情報提供が行われ、検討が進め
られている。

特に、ヘルスケア分野においては、ヘルスケ
ア関連情報を収集し、個人の嗜好や健康状態に
合わせて、飲食店がメニューを提供したり、保
険会社が商品を提案するなど、既存サービスの
高度化及びヘルスケアサービス市場の創出・進
展を目的として、「社会全体の健康寿命の延伸」
の実現に向けた議論が行われているところで
ある。

（4）産業構造審議会（新産業構造部会）
共通基盤技術（IoT、ビッグデータ、人工知

能等）による変革に的確に対応するため、官民
が共有できるビジョンを策定するとともに、官
民に求められる対応を検討をするため設置され
ている。
「新産業構造ビジョン ～第4次産業革命をリー

ドする日本の戦略～ 中間整理」において、今後
の変革の方向性として、健康・医療関連データ
の収集と利活用により、健康増進サービス市場
が拡大するとともに、各個人に合った健康サー
ビスの提供が進展していくほか、人工知能によ
る医療・介護ロボット等の最新技術の実装が進
み、現場の負担軽減や、生体情報解析システム
の構築・利用による各患者に合った副作用が少
なく薬効が高い医薬品の選択、疾患の早期発見
が可能になる旨が示されている。

（5）保健医療分野におけるICT活用推進懇談会
保健医療分野におけるICT活用推進懇談会

は、「保健医療2035」で示されたビジョン及び
アクションプランの具体的実現に向けて、厚生
労働省の情報化担当参事官室が実施する検討会
等のひとつである。本懇談会においては、3つ
のパラダイムシフトと3つのインフラ構築を提
案している。

3つのパラダイムシフトのうち、1点目は、
①「集まるデータ」から「生み出すデータ」へ
の転換である。レセプトやカルテなど現在収集
できるデータは、必ずしもその後の研究開発や
行政利用等を想定して作成されておらず、標準
化もなされていない。よって保健医療の質の向
上といった「患者・国民にとっての価値」を生
み出すデータを、新たに「つくる」ことが示さ
れており、それらのデータ活用の仕組みとして
は、「次世代型ヘルスケアマネジメントシステ
ム（仮称）」が想定されている。「次世代ヘルス
ケアマネジメントシステム」とは、最新のエビ
デンスや診療データを、AIを用いてビッグデー
タ分析し、現場の最適な診療を支援するシステ
ムである。

2点目は、②「分散したデータ」から「デー
タの統合」への転換である。医療機関等の施設
や、個々人に分散したデータを、一人ひとりを
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軸に、健康な時から疾病・介護段階までを生涯
にわたって統合して「つなげる」ことを意味す
る。その具体的な仕組みとしては、「PeOPLe

（Person centered Open PLatform for well-

being）」が想定されている。「PeOPLe（仮称）」は、
保健医療専門職に共有され、個人自らも健康管
理に役立てるものとして、全ての患者・国民が
参加できるプラットフォームである。

3点目は、「たこつぼ化」から「安全かつ開
かれた利用」への転換である。施設や行政・
研究機関などの個々の主体で囲い込まれた
データを、産官学が安全に活用できるプラッ
トフォームで「ひらく」ことが示されている。
その具体的な仕組みとしては、「データ利活用
プラットフォーム（仮称）」が想定されている。

「データ利活用プラットフォーム（仮称）」とは、
上述の「PeOPLe（仮称）」や個別データベース
から、産官学の多様なニーズに応じて、保健・
医療データを目的別に収集・加工・提供する仕
組みである。

（6）保健医療分野におけるAI活用推進懇談会 
本懇談会は、保健医療分野におけるAIの活

用が患者・国民にもたらすメリットを整理する
とともに、保健医療分野におけるAIの実用化
にあたっての課題を検討した上で、保健医療分
野において活用するための対応方策等を策定す
ることを目的として、厚生労働省の厚生科学課
が実施する検討会の一つである。

平成29年1月12日に第一回が開催され、AI

が活用される分野として、診断・治療・日常に
おいて、それぞれ以下の案が示されている。診
断分野においては、AIを用いた高精度な予測
により、発症前に疾患を探知することのほか、
予防的に治療することが挙げられたほか、健診
等で生じる膨大な画像データを高い精度で読影
すること等が挙げられている。治療分野では、

ゲノム解析等にAIを応用することによって
個々人に応じた治療を行ったり、画期的な医薬
品を効率的に開発する可能性が示されている。
日常では、AIによって将来の予測可能性が向
上し、患者・国民が病気へ備えやすくなったり、
在宅でのモニタリング・見守りや、必要なタイ
ミングでの医療機関の受診等といった可能性が
示されている。

開発基盤整備や、AIを用いたモノ・サービ
スについての有効性・安全性・質の確保等につ
いては、これから議論が深められていくところ
である（平成29年1月20日現在）

（7）8K技術の応用による医療のインテリジェ
ント化に関する検討会

本検討会は、医療分野のインテリジェント化
によるイノベーションの実現に向けて、8K技
術の医療応用や、これにより得られた高精細映
像データの利活用の可能性及び実現に向けた課
題の検討を目的として、総務省情報流通行政局
情報流通振興課情報流通高度化推進室が実施し
た検討会である。

本検討会の報告書によると、医療分野におけ
る4K・8K技術の市場規模は、医国内で3,400 

億円、世界で2.7兆円と推計されている。具体
的な活用方法としては、8K技術の高解像度、
広色域性、高フレームレート、高ダイナミック
レンジを活かして、次世代内視鏡の開発、手術
等の映像のカンファレンスや医学教育、遠隔の
病理診断や手術への活用等が挙げられる。

今後の方向性としては、国立研究開発法人日
本医療研究開発機構の研究開発事業と連携しつ
つ、医療機器やシステムの開発及び事業化に関
する民間のプロジェクトを認定する仕組みの検
討がなされているところである。
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データの一元化及び情報活用における最大の
課題としては、分散したデータの収集が挙げら
れる。データ収集の具体的問題点としては、デー
タ提供のインセンティブ付与が挙げられる。以
下では、特に医療情報とヘルスケア情報につい
て取り上げる。

（1）法人からの情報提供
現状として、わが国においては、冒頭でもご

紹介のとおり、個人の医療情報は患者が受診し
た医療機関が保管しており、患者がデータを統
合管理することができない状況である。政府に
て議論が進められている医療 IDのように、デー
タを一元化する仕組みは未だ存在しないため、
患者が診療科ごとに違う医療機関を受診して
いたり、転居等により患者のかかりつけの医療
機関が変わるごとに患者の情報は分断されて
いる。

また、生活情報（ex.購買データ、就労状況、
教育等）やヘルスケア情報は、個人がそれぞれ
選択したサービス提供者や健康管理アプリケー
ション、デバイス等にて保管・管理されている
状況である。

個人（患者）の情報統合にあたっては、上述
の「PeOPLe」のような受け皿となるプラッ
トフォームはもちろんのこと、そのプラット
フォームに各医療機関やサービス事業者・メー
カー等が情報を積極的に提供することが必要と
なる。そこで、実効性を担保するためには、そ
の労力や金銭的コストを負うだけのインセン
ティブが必要となるであろう。前述の「データ
ポータビリティ権」においても、情報提供主体
のコスト負担については議論の余地が残されて
いるところである。

具体的なインセンティブについては、医療機

	 5. 今後の課題
関に対しては、医療情報の電子化や、プラット
フォームに対する情報拠出への診療報酬による
加点、サービス事業者・メーカー等に対しては、
政府からのコスト負担補助などが必要になると
考える。

（2）個人からの情報提供
個人から企業等への情報提供の許諾を得るに

は、生活・ヘルスケア情報と医療情報を合わせ
ることで、将来的に疾病の予測や早期発見・予
防へつながるといった長期的なスパンのメリッ
トだけでなく、短期的なメリットも必要である
と考える。

具体的には、医学研究等に寄与するデータを
寄付した個人に対する税額控除や特典を付与す
るといった制度の創出や、情報の売買が出来る
取引市場の創出が必要になるであろう。

上記では、医療情報を中心とした個人データ
の一元化やその活用のあり方に関する関連ト
ピックについてご紹介した。その中で、ポイン
トとなるのは、「個人が自らの情報の取り扱い
のあり方を決められること」であると考える。
例えば、現在、医療情報は代理機関にて、匿名
加工情報として取り扱われる方向で議論がなさ
れているが、病歴を第三者に知られることが重
大なリスクであると考える場合もあれば、人に
よっては、特定疾患の治療法研究のためであれ
ば、例え非匿名化データであっても多くの研究
者に使ってもらって構わないと考えるような場
合もあるであろう。個人が自己の情報の提供方
法、提供先、活用方法について意思決定ができ
る環境と仕組みが必要である。

今後の方向性としては、医療情報とその他
情報によって流通経路や方法を変えるのでは
なく、医療情報であっても、Personal Health 

	 6. 今後の方向性
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Record（PHR）として日頃から自らが収集し、
PDS等にて一元的に管理・活用される仕組み
のあり方が望ましいと考える。

例えば、医療情報が非匿名化データとして活
用する道が残されることで、食事・運動といっ
た生活歴、労働環境等を含めたストレス状況、
家族歴、ひいては遺伝子情報とも合わせて疾病
の研究をすることができ、より精度の高い予防・
早期介入の方法や、患者クラスタリングによる
最適治療の提供等が可能になると考える。

個人情報は、「守る」時代から「使う」時代
へと変遷する中、戦略的活用を前提とした制度
設計が求められている。

注
（1） 日経デジタルヘルス「IBM Watsonの医療応用は

ここまで来た」（大下淳一）P.6参照

（2） 日経デジタルヘルス「IBM Watsonの医療
応用はここまで来た」（大下淳一）P.6参照

（3） http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/

privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjohop

amphlet.pdf
（4）  「AI、IoT時代におけるデータ活用WG中

間とりまとめに向けた論点（案）」
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_

bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_

dai7/siryou1.pdf
（5） 「EUの状況：データポータビリティの権利

を中心に」東京大学大学院情報学環客員準
教授　生貝 直人氏

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_

bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_

dai4/siryou1.pdf
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（1）生物規範工学とは？
現存する生物は地球上に誕生してからの38

億年間、厳しい生存競争を生き抜いてきた。そ
してその過程で各々の環境において最も適し
た機能を獲得してきた。よってある特定の機能
に着目した場合、生物機能は非常に優れた性能
を示す場合が多い。それら優れた機能を取り入
れて工業製品の機能向上に役立てようとする
動きが近年活発化しており、生物規範工学と呼
ばれている。電子顕微鏡やマイクロCTスキャ
ンなど生物機能解明技術の著しい進歩により
これまで知られていなかった生物機能が次々
と解明されてきたことで、その動きは近年加速
されている（図表1）。

生物規範工学が工業製品に機能向上をもた
らした顕著な事例としてモルフォ蝶の発色原
理を応用した構造発色材料の開発が挙げられ
る。モルフォ蝶は南米に生息する非常に綺麗な
琥珀色の翅を持つことが知られている大型蝶
であり、「生きた宝石」とまで言われている（図
表2）。工学応用において着目すべき点はその

	はじめに
発色のメカニズムである。その色は色素を全く
用いずに、太陽光の干渉だけで発色する「構造
色」である（図表3）。モルフォ蝶の表面構造お
よびその発色原理は電子顕微鏡によりはじめ
て解明されたものである。色素を用いずに発色
する製品が誕生すると、色褪せない、環境負荷
が低い、省エネ性能が高いなどのメリットがあ
ると考えられる。そのため、複数の日本企業で
構造色に関連した工業製品の開発が進展し注
目されている（3）。

生物規範工学は材料分野において特に盛んで
あるが、当分野以外においても自動運転技術や
インダストリー4.0等様々な分野で有効性があ
ると着目されている（4）。例えば、自動運転車に
おいては、魚群の動きを参考にして障害物にぶ
つからないための仕組みを構築している事例が
ある（4）。また、将来製造業のシステム自体を変
えうるインダストリー4.0においては、「複数の
ロボットが自律的にコミュニケーション・協力
関係を構築して共同作業するシステム」が重要
となる。そこでそのような生産システムの構築
のためにアリなど共同作業する昆虫のシステム
を模倣し、ロボットの共同作業に取り入れる開

近年、突出した生物機能を製品開発のヒントにする「生物規範工学」がイノベーション産出法
の一つとして注目されている。さらにその手法の企業活動への活用が重要視されてきており、企
業に対する有効な活用支援が産業競争力強化のために役立つと思われる。こうしたことをふまえ、
以下では企業活動に適合した生物規範工学の活用を支援する方法の検討のため、調査・研究を実
施し、可能性のある対策について考察を行った。

技術動向レポート

わが国企業における生物規範工学に関する調査・研究・考察
～アイディアの産婆さん～

サイエンスソリューション部
コンサルタント　瀧見　知久
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発がドイツ企業において進められている（4）（5）。

（2）生物規範工学の活用推進の動き
このようにイノベーションを生み出す考え方

として生物規範工学が様々な成果を出してきて
いる。今後わが国の産業競争力を強化するため
にはその普及活動が重要と思われる。インダス
トリー4.0を国策として推進しているドイツ（5）

では、生物規範工学の有用性は早くから着目さ
れており、2001年には規範工学の推進団体で

あるBIOKON（6）が立ち上がり普及活動・国際
標準化活動において他国に先行している。日
本においてもその普及活動が開始されており、
2012年に科学研究費新学術領域研究「生物多
様性を規範とする革新的材料技術」（7）が採択
され、工学者向けの生物規範工学発想支援シス
テム・生物機能情報データベースの整備が進
められている（8）。また、2015年にはナノテク
ノロジービジネス推進協議会（NBCI）テクノロ
ジー委員会にバイオミメティクス分科会（9）が
発足し、バイオミメティクスに関心の高い企業
が参加している。

生物規範工学のわが国企業における本格的な
活用推進はまだこれからという状況であり、仕
組みも出来上がったばかりである。枠組みの構
築以上に活用推進の上で重要かつ熟考を要する
ことは、ユーザビリティの高い支援手法を追求
することである。特に製品開発者の目的に対し
生物規範工学が効率的で強力な手段となるよう
な、開発現場の状況に適合した活用支援方法の
検討が重要である。そこでその検討の一助とし

（資料）科学技術振興機構（JST）（1）

図表1　工業製品のスケールで分類したバイオミメティクスの発展の歴史

（資料）科学技術振興機構（JST）（2）

図表2　モルフォ蝶の琥珀色の翅
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て、本レポートでは、わが国における生物規範
工学の企業活用に対し重要となる要素の調査研
究を実施し、活用推進における課題を整理し有
効な対策を模索する。

本レポートの構成は次の通りである。次章に
おいて生物規範工学の企業活用に対し重要とな
る要素の調査研究に関してレポートする。それ
をもとに2章において生物規範工学活用推進に
向けた有効策について模索・検討する。

（1）企業活用における現状の課題
まず、わが国企業における生物規範工学活用

の現状を把握するため、先述のバイオミメティ
クス分科会の参加企業向けに当社がアンケート
調査（10）を実施し「生物規範工学の活用におい
て感じている課題」に関して質問した。この質
問に関しては図表4のような回答を得た。

課題として目立つのが、「そもそも、テーマ
を持ち込んで試行できるような外部機関があ
るのかどうかがわかっていないのが問題」など

	
1. わが国企業における生物規範工学に

重要となる要素の調査研究

外部支援機関が整備途上の段階であり、まだ多
くの企業で自社ビジネスに取り入れるきっか
けをつかめていないことである。「バイオミメ
ティクスの面白さは理解できても、何から手
を付けてよいのかわからないケースがほとん
ど」、「現在も情報入手、様子見の段階を超え
られていない」など生物規範工学への取り組み
は多くの企業で端緒についたばかりであるこ
とも伺える。また、当アンケートにより要望の
あった外部機関の支援機能として「テーマを持
ち込んで試行できる機能」、「発想支援データ
ベースの整備」、「生物規範工学に関して網羅的
に情報を取得し提供する機能」なども挙げられ
ていた。

構築が進んでいるバイオミメティクスデータ
ベースによる発想支援システムにおいては、強
力な有効性を発揮するには生物学で取り扱われ
ていた従来のデータ量と比較して膨大な量の
生物データが必要とされていた（11）。現状では
データ量がまだ必要とされる量に追いついてい
ないものの、データ取得の効率性を上げる努力

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

図表3　モルフォ蝶の翅の表面と構造発色原理の模式図
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が鋭意なされており、データのさらなる蓄積及
び機能面の充実に強い期待がなされている。

（2）先行企業の活用開始状況調査　
この状況を踏まえ、生物規範工学の企業活用

に重要となる要素を、先行企業の活用開始にお
ける状況を参考にして検討していく。ここでは
事例を収集し、それらの企業がどのように生物
規範工学の活用に至ったかを分析する。事例を
収集するにあたっては、文献（12）に記載された
事例に加えインターネットにおける情報を独自
に付加して製品化事例を収集し、それらの事例
における開発経緯を企業広報やニュースサイト
の実名入りインタビュー記事などをもとに整理
した。収集した主な事例は図表5の通りとなる。

生物規範工学は生物学と工学の連携が重要で
あり、産学連携が大事であると言われているが、
自社内開発も多く見られた。これらの事例にお
ける活用開始状況に関して以下の3点の特徴が見
られた。

A. 無理なくアプローチできるアイディアのト
リガー
これらの事例における、生物規範工学を開始

したトリガーとして以下の特徴が見られた。
●カタツムリの殻はなぜ汚れないのかという素

朴な疑問で会話が盛り上がったため。
●食卓に出たもの（タコの足、ヨーグルトの蓋）
●バードウォッチングが趣味でそれからカワ

セミを活かそうと考えついた。
●開発最中に馴染みのある既知の特徴的な生

物機能に着目して発想した。
トリガーとなった生物情報は、非専門家でも

アプローチしやすい、日常に触れることができ
るものが多かった。身近であるが見過ごしがち
な深い本質を有する事象を、開発に熱中するこ
とで鋭敏になった感受性で捉え消化し、ブレイ
クスルーの糸口にしたケースが多い印象を得
た。また汚れないヨーグルトの蓋がコンクリー
ト型枠の開発に結びついた事例のように、生物
規範工学製品自体がトリガーとなっているケー
スも見られた（13）。

（資料）当社実施のアンケート調査の回答をもとにみずほ情報総研作成

図表4　企業から得た「生物規範工学の活用において感じている課題」に関する回答
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B. 外部人材との積極的交流
製品発表時に名前が記載されてはいないもの

の、生物規範工学の活用開始時において、生物
学に知見のある外部団体との交流がなされてい
ることが分かった。事例の一つとして白物家電
に生物規範工学を活用し目覚ましい成果を達成
したA社においては、活用開始前にイルカに関
する生物学会に参加して議論、共同研究を申し
出るなど積極的に生物学会のメンバーからの知
見獲得に励んでいた。またB社における鉄道車
両にカワセミのくちばし形状を活用した事例で
は、日本野鳥の会のメンバーとの知見の交換を
行っていた。

C. 高い技術的ニーズが社内に潜在的に存在
今回収集した事例では、自社内の開発におけ

る重大な課題が先にあり、それに生物機能・形
状を適用させることにより課題解決が達成され
た例が多く見られた。例えば、アホウドリの形
状を活用してエアコンのファンを開発したA社
の事例では、エアコン室外機の省エネ化の課題
に対して従来の工学知識を応用していても目標
が思うように達成できなかったところ、生物規
範工学を活用することで予想以上の効果を獲得
していた。

ちなみに2015年に発行した生物規範工学の
国際標準化 ISO18458：2015においては生物規
範工学を活用して製品開発を実施する際のアプ
ローチを2種類に分けて定めている。一つ目は

（資料）みずほ情報総研作成

図表5　先行企業の主な活用開始事例
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生物学的発見を起点としてそれを工学製品に
応用するアプローチ「Biology Push」であり、
二つ目は工業的ニーズを目的の起点として既知
の生物学の知見を活用して課題を解決するアプ
ローチ「Technology Pull」である。これらを
まとめると図表6のようになる。

本レポートでは生物規範工学の活用推進策を
模索し、以下3つの対策案を考案した。

（1）多様な「アイディアのトリガー」の提供
（その一つとして『生物規範工学製品』のイ
ンベントリ）

（2）課題を持ち込んで試行できる支援機関
（3）生物研究者および外部機関との接触支援

ここでは一般的な工学と同様な対策が見ら
れるが、生物規範工学の特徴は（1）に強く出て
いる。

（1）多様な「アイディアのトリガー」の提供
アンケート調査における回答でも見られた

が、企業にとってはアイディアの種となる何か
しらのトリガーが得られれば十分な場合も多
く、開発者はそこから前に進むために必要な原
理は自分たちで考える場合が多いと類推され
る。製品の開発者は生物規範工学に対してブレ
イクスルーのトリガーを求めているのであっ

	
2. わが国企業向けの生物規範工学活用

推進策の模索

て、生物を模倣すること自体が目的ではないで
あろう。よって、アイディア発想者に相応の能
力があればアイディアのトリガーそのものに
対して不必要に高い品質を求めないと思われ
る。そのため過剰にデータを高品質にする必要
はなく、大量で多様なトリガーを用意すること
が有効であろうと推測される。また、トリガー
の多様性により多様な視点に対応できると考
えられる。
「生物規範工学製品」そのものもよいアイディ

アのトリガーになるであろう（13）。考えられる
工業製品自体がもつトリガーとしての特長は以
下のようになる。
●実際に実用化された成功例であり、製品開

発者にとってイメージがつきやすい。
●工学系の言葉で理解可能である。
●既に製品化されているため、公開可能な範

囲であれば、未解明の生物機能情報と比較
してデータ収集の障壁が少ない場合が多い
と思われる。

（2）課題を持ち込んで試行できる支援機関
企業における最大の関心事は技術課題解決で

あり、「生物規範工学の応用」は後でついてく
るものと思われる。よって、アンケート調査に
よる回答でも見られたが課題を持ち込んで生物
規範工学を試行できる技術課題発祥型の支援機
関が重要である。

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

図表6　標準化により定められた生物規範工学開発の２つの過程
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（3）生物研究者、外部機関との接触支援
企業における生物学分野の知見不足から、産

学連携などの連携・共同開発に取り組みやすい
仕組みが必要になるであろう。企業の側として
は大学の誰がどのような研究を行い、それが自
社の製品開発と適合するかどうかをスムーズに
判断したく、そのための的確な情報が必要であ
ると推察される。その際には、どの大学にどの
ような研究をしている研究者がいるか、それが
簡単にわかる「人材マップ」の存在、企業が各
自の開発ニーズをアピールしてそれに合わせて
研究者側が興味を持つようなマッチング支援の
仕組みが期待される。

生物規範工学に応用可能な接触支援・人材
マップに関する具体的な先行事例の一つとして
四国産学連携イノベーション共同推進機構が運
営している「産学連携マッチング情報システ
ム（MATCI）」（14）が挙げられる。本サイトでは
一種の人材マップとして研究者が登録した研究
シーズを閲覧・検索でき、企業は関心のある研
究ニーズを登録し大学研究者に対して発信する
ことができるなど、産学連携の支援のためのサ
イトが立ち上がっている。このようなサイトの
生物規範工学版も有用であろう。

連携支援活動は「社外の知見を入れた視野の
拡大」というアイディア発想の原動力も供給で
きるであろう。自社内のみで生物機能を探索し
ても視野が狭くなるが、生物研究者と直に接触
することによって広い視野から生物機能に着目
することが可能となり、それにより有意義な発
見にたどり着けるのではないかという意見が、
材料製造分野の開発者に対するヒアリング調査
においても出されていた。

生物規範工学は今に始まったことではなく、
工業化以前から人間は生物に学びそこから得た

	 3. 結び

知恵を自分たちの生活に取り入れてきた。その
意味では、ものづくりを含めた人間の活動が「本
来のあるべき姿」にもどりつつあるのかもしれ
ない。日本は「八百万の神々の国」と言われた
ように、身近な動植物を敬う文化があり生物規
範工学を得意とする土壌は潜在的にあると思わ
れる。稚拙な本レポートによる調査・研究およ
び提言等が、「自然と仲良く」するお家芸を強
くし、もう一つのお家芸「ものづくり」を強く
していくための一助となれば非常に嬉しいとこ
ろである。

注
（1） 科学技術振興機構（JST）「進化する生物模倣の世

界」（2013年8月）
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 08_p03.pdf
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蝶」の色を人工的に再現（基礎研究最前線）」

 http://www.jst.go.jp/kisoken/seika/zensen/
 08matsui/

（3） 下村政嗣　「生物の多様性に学ぶ新世代 バイオミ
メティック材料技術の新潮流」

 （科学技術・学術政策研究所（NISTEP）「科学技術
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 http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/
 2140/1/NISTEP-STT110-9.pdf

（4） 下村政嗣　編著　高分子学会バイオミメティクス
研究会編「トコトンやさしいバイオミメティクス
の本」（日刊工業新聞社）

（5） ドイツとインダストリー4.0において親密な関係を構
築している中国では生物規範工学におけるロボット
関連の特許数が多いことで知られている（12）。ちなみ
に中国では中国版インダストリー4.0となる「中国製
造2025」が打ち出され、ロボット産業がその重点産
業の一つに位置付けられている（参考文献2.）。

（6） BIOKON  ホームページ
 http://www.biokon.de/

（7） 「生物規範工学」領域事務局『生物多様性を規範と
する革新的材料技術』

 http://biomimetics.es.hokudai.ac.jp/
（8） 「生物規範工学」領域事務局『A01 ｜ 平成24年度

科学研究費補助金　新学術領域研究（研究領域提
案型）　生物多様性を規範とする革新的材料技術』

 http://biomimetics.es.hokudai.ac.jp/planning/a01/
 および
 「生物規範工学」領域事務局『C01｜平成24年度科

学研究費補助金　新学術領域研究（研究領域提案
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 http://biomimetics.es.hokudai.ac.jp/planning/c01/

（9） ナノテクノロジービジネス推進協議会「バイオミ
メティクス分科会」

 https://www.nbci.jp/activity/technology-
 biomimetics.html

（10） 本アンケートは2016年8月に実施した「生物規範
工学の事業可能性に関したFeasibility Studyの調
査・研究」の一部であり、ナノテクノロジービジ
ネス推進協議会バイオミメティクス分科会参加企
業16社のうち9社10人から回答を得た。

（11） 生物機能を工学応用するには、生物機能の物理・
化学的な分析を本格的に実施する必要があり、断
面構造や表面微細構造など緻密で詳細な生物デー
タが必要となる場合が多い。それがデータ量を膨
大にさせている原因の一つにもなっている。

（12） 特許庁「平成26年度特許出願技術動向調査報告書」
（2015年3月）

 https://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/
 26_21.pdf

（13） さらに製品化されてないものの青森の高校生によ
る氷雪がつかないLED信号機のアイディア発想・
大学との共同研究に結びついた事例が1例確認さ
れている。（参考文献3. 4.）

（14） 四国産学連携イノベーション共同推進機構「産学
連携支援マッチング情報システム MATCI」

 https://sico-system.ccr.tokushima-u.ac.jp/search/#
 https://sico-system.ccr.tokushima-u.ac.jp/search/ 

html/info.html?func=about&lang=ja&size=1
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バイオメトリクス認証とセキュリティ評価　

IT技術の活用が進む中、他人のなりすまし
対策の重要性が増している。他人のなりすまし
を防止するための本人認証技術として、バイ
オメトリクス認証への関心が高まり、銀行の
ATM等でも使われ始めている。一方、バイオ
メトリクス認証においては、生体の状態に起因
する判定結果のばらつきや、偽造生体を利用し
た攻撃に対する対抗など、セキュリティ面での
課題もある。

本稿では、パスワード認証とバイオメトリク
ス認証の比較を行い、バイオメトリクス認証の
特徴を紹介した後、バイオメトリクス認証製品
のCCによる評価・認証に向けた取り組み、な
らびに、国際標準化に向けた展望について紹介
する。

IT製品を利用するうえで最も身近な認証技
術はパスワードによる認証であろう。これはパ
スワードを認証情報として用い、登録されてい
るパスワードとの一致により本人を認証する技
術であり、様々な場面で用いられている。一方、

	はじめに

	
1. パスワード認証とバイオメトリクス
認証

バイオメトリクス認証は、生体的特徴を認証情
報とする技術であり、以下のような生体的特徴
が利用されている。
・指紋
・手などの中に流れている静脈の血管
・顔
・手の形
・目の中の虹彩
・声
パスワード認証とバイオメトリクス認証の間

には様々な違いがあるが、図表1はその一例で
ある。

バイオメトリクス認証は、パスワードのよう
に記憶するものが無く、また、身体部位を提示
するなどすれば良いといったユーザにとっての
メリットに加え、入力データと登録データの類
似度に基づく判定値（しきい値）（4）を調節する
ことで安全性を調節することが可能であり、運
用者にとっても優れた特長を持つ技術である。
このような特長からその利用が拡大してきてい
るが、バイオメトリクス認証の性能の表し方や
評価の方法にはバラつきがあり、導入を予定し
ている運用者や利用するユーザが安全性を客観
的に比較・評価することが難しい。このような

IoT(1)やFinTech(2)という言葉に代表されるようにIT技術の活用が進む中、本人認証を行う
技術として、生体的特徴を利用するバイオメトリクス認証への関心が高まっている。
本稿では、日本におけるバイオメトリクス認証製品のCC（3）による評価・認証に関する取り
組みについて紹介する。
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背景により、バイオメトリクス認証製品の安全
性を客観的に評価するための統一された方法の
確立が期待されている。

図表1においてパスワード認証とバイオメト
リクス認証の比較を行ったが、バイオメトリク
ス認証にはさらに以下のような特徴がある。

（1）類似度による判定
一般にバイオメトリクス認証は、入力データ

から特徴データを抽出し、登録されている特徴
データと比較することで、本人か否かの判定を
行う。入力データは身体の部位を入力装置（5）

に提示することで得られるが、提示の仕方に加
え、提示者の体調、気温、湿度といった環境の
影響を受けるため、通常完全には一致しない。
指紋の場合には、湿度の異なる夏と冬で入力
データに差異が生じ、静脈の場合には、気温の
影響による血管の拡張・収縮により入力データ
に差異が生じることがある。このようなことか
ら、バイオメトリクス認証においては、パスワー
ド認証における完全一致での本人判定とは異な
り、入力データと登録データの類似度による判
定が行われる。

	 2. バイオメトリクス認証の特徴

図表2は類似度による判定の概要を表したも
のである。類似度はスコアと呼ばれる数値で表
されるが、類似度の個人差や入力データの変化
から、その値は単一とならずある範囲に分布す
る。この分布は、本人と本人の比較によるもの
と、本人と他人の比較によるものがあるが、通
常、両者は重なりを持つ。本人か否かの判定は、
スコアにしきい値を設定して、その値より高い
場合には本人と、そうでない場合には他人と判
断するが、前述の重なりにより、登録されてい
る本人が他人と誤判定される、あるいは、他人
が登録されている本人と誤判定されるケース
が発生する。前者の割合をFRR（False Reject 

Rate 誤拒否率）、後者の割合をFAR（False 

Accept Rate 誤受入率） と呼ぶ。図表2で明ら
かなようにFRRとFARはトレードオフの関係
にあり、安全性を重視してしきい値を高く設定
すると、FARが低下するが、FRRが高くなり
利便性が低下する。逆に、しきい値を低く設定
すると、利便性が高まるが安全性が低下する。
このように、FRR、FARはバイオメトリクス
認証製品の性能を表す重要な指標である。また、
認証を行うためには前もってデータを登録して
おく必要があるが、入力データのばらつきと不
正なデータの登録を防止するための機能等が原

（資料）各種資料よりみずほ情報総研作成

図表1　パスワード認証とバイオメトリクス認証の違い
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因で登録に失敗することが起こりえる。この登
録に失敗する割合をFTE（Failure To Enrol 生
体情報登録失敗率）と呼び、適用性にかかわる
指標である。

これら3つの値はバイオメトリクス認証製品
の性能を表す値としても利用される。

（2）偽造生体を使用した攻撃への対抗
他人の生体を入力装置に提示して他人になり

すますことは困難であることから、バイオメト
リクス認証においては、生体的特徴を偽造した
人工物等を入力装置に提示して他人になりすま
すといった攻撃が想定される。バイオメトリク

ス認証製品は、このような攻撃に対抗すること
が求められ、認証に使用する生体的特徴に加え
て、体温や湿度、動きといった生体の特徴を入
力装置で検知して、偽造した人工物等による攻
撃かどうかを判断する製品もある。

社会的に認知されたセキュリティ評価基準が
ないことにより、バイオメトリクス認証製品の
セキュリティ性を客観的に評価できない状況を
改善することを目的として、CCによるバイオ
メトリクス認証製品の評価・認証に向けた取組
み（7）が行われている。これは、平成26年度か

	
3. バイオメトリクス認証製品のCCによ
る評価・認証に向けた取組み

（資料）国立研究開発法人産業技術総合研究所「バイオメトリック照合製品プロテクションプロファイル第1.2版」よりみ
ずほ情報総研作成

図表2　バイオメトリクス認証における類似度の判定(6)
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らの3年間で、バイオメトリクス認証製品のセ
キュリティ評価基盤を整備することを目指した
取組みであり、その1つの成果として、平成28

年に「バイオメトリック照合製品プロテクショ
ンプロファイル　第1.2版」（8）が日本で認証さ
れている（以下、BVPPP）。プロテクションプ
ロファイルとは、IT製品等のセキュリティ要件
をISO/IEC 15408（9）に基づいて記述した要求
仕様書であり、平成29年1月現在、バイオメ
トリクス認証製品の評価手法の研究と並行し
て、このBVPPPに適合したソフトウェアの評
価（10）が行われている。BVPPPでは、バイオメ 

トリクス認証製品におけるセキュリティ機能に関
し、照合メカニズムの性能（FAR、FRRの値）、
ならびに、照合のために参照するデータの登録
メカニズムの性能（FTEの値）の宣言、品質の
低い生体情報の使用（11）や、偽造生体の使用に
対抗する機能の実装を求めている。BVPPPへ
の適合を主張する製品は、評価機関による評価
を受け、宣言された機能および性能が実現され
ていることが確認される。この結果、認証され
た製品の性能値（FAR、FRR、FTE）は制度に
よって保証された値となり、従来の各製品ベン
ダーが自己評価した結果に基づくカタログ表示
等とは、客観性の面で一線を画すことになる。

CCにおいては、異なる制度や異なる評価
機関で評価がなされても、その評価結果が均 

質であることを求めるため、CEM （Common 

Methodology for Information Technology 

Security Evaluation : 情報技術セキュリティ
評価のための共通方法）（12）による評価が行われ
る。バイオメトリクス認証製品の評価にあたっ
ては、2で述べたような特徴から、CEMに加
えて、以下のような評価が求められる。これら
はベンダーが行う社内試験、評価機関が行う独
立試験、評価機関が行う脆弱性検査に関係する。
・分散の推定、信頼区間の推定を行い、性能値

（FAR、FRR、FTE）が信頼区間の上限値を
超える値で表されていることを確認する。

・ベンダーが行った社内試験のエビデンスから
性能値（FAR、FRR、FTE）を検証するとと
もに、独立試験を実施し、社内試験エビデン
スの適正さを確認する。

・バイオメトリクス認証製品の技術や特徴を踏
まえて、脆弱性を検査するための試験を実施
する。
CCによる評価・認証に向けた取り組みにお

いては、上記の手法をサポート文書にまとめ
る作業も行われている。この作業は、EUが出
資して結成されたバイオメトリクス評価検討
組織である BEAT（Biometric Evaluation and 

Testing）における脆弱性評価手法の最新動向、
および、欧米の海外研究機関による脆弱性評価
の最新動向をふまえており、国際標準化を意図
したものとなっている。

バイオメトリクス認証製品のCCによる評価・
認証に向けた取り組みの成果は国際的に広く
認知させるべきものであり、日本での活動も
CCRAで世界共通の「国際標準に基づくセキュ
リティ要件」（cPP（Collaborative Protection 

Profiles））（13）化するという方針のもとに行わ
れている。cPPは、国際標準として、共通のセ
キュリティ機能要件、達成可能な保証レベルの
ミニマムセットを定めるものであり、バイオメ
トリクス認証製品のcPPが作成されることで、
販売先国ごとの評価が不要となって評価コスト
が低減され、セキュリティ性の客観評価が可能
となる。この活動は、国際調達を後押しし、バ
イオメトリクス認証製品の普及の促進につなが
るものと思われる。日本は静脈認証製品分野で
の実績を踏まえ、国際標準化においてイニシア
チブをとることが期待される。

	 4. 国際標準化に向けた展望
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注
（1） IoT: Internet of Thingsコンピュータなどの情報・

通信機器だけでなく、様々な物体（モノ）に通信機
能を持たせ、インターネットに接続したり通信し
たりすることにより、相互に制御する仕組み。

（2） financial technology情報技術（IT）を活用して金
融サービスを生み出したり、見直したりする動き。

（3） CC（Common Criteria）とは、情報技術に関連し
た製品及びシステムが、情報技術セキュリティの
観点から適切に設計され、その設計が正しく実装
されていることを評価・認証するための国際標準
規格である。

 http://www.ipa.go.jp/security/jisec/about_cc.html
（4） 「バイオメトリクス認証の特徴」を参照
（5） 指紋を読み取るセンサー、赤外線センサーなど専

用のセンサーのほかスマートフォンのカメラなど
を利用するケースがある。

（6） バイオメトリック照合製品プロテクションプロファイル
1.2版（http://www.ipa.go.jp/security/jisec/certified_
pps/c0501/c0501_pp.pdf）の「図3 バイオメトリッ
ク照合の類似度分布」を参考に作成。

（7） http://www.jaisa.jp/pdfs/160502/01.pdf
（8） http://www.ipa.go.jp/security/jisec/certified_pps/

pp_list.html
（9） ITセキュリティ基準のための評価基準を示す名称

としてはCCと同じものを意味する。
 http://www.ipa.go.jp/security/jisec/about_cc.html

（10） http://www.ipa.go.jp/security/jisec/certified_
products/in_eval_list/UR_AndroidOS_software.
html

（11） 生体の部位を提示するにあたり、一部を隠すなど
によって特徴データの抽出を困難にして誤受入れ
を行わせることを目的とする。

（12） http://www.ipa.go.jp/security/jisec/cc/index.html
（13） 統一セキュリティ要件（cPP）と関連するサポート

文書http://www.ipa.go.jp/security/jisec/seminar/
 documents/CCRAReport_20131114.pdf
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