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近年、3Dプリンタが世界的に大きな注目を
浴びている。この3Dプリンタ熱を紐解くにあ
たって、重要なキーワードとして挙げられるの
が「カスタマイズ」だ。3Dプリンタは従来の加
工技術では難しかった複雑な立体構造が造れ
るほか、3Dデータを直接出力するため設計の
変更が容易であり、個々のユーザの要望に合わ
せて造形物をカスタマイズすることに非常に
適している。製品のコモディティ化が進む市場
において、3Dプリンタは大量生産による価格
競争ではなく、カスタマイズによる高付加価値
化での競争を可能にするツールとして期待さ
れている。
上記の性質上、3Dプリンタは単価が高くロッ
ト数が小さく、カスタマイズおよびオーダーメ
イドへのニーズが大きい分野との相性が良い。
中でも近年特に活用が進んでいるのが、医療分
野である。人間を対象とする医療分野では、患
者に合わせたカスタマイズ度合いが治療のアウ
トカムに直結することから、3Dプリンタ黎明
期から積極的に導入が進められている。本稿で
は医療分野における3Dプリンタのアプリケー
ションについて、造形物の性質によって「1. 体

 はじめに
外で使うデバイスの造形」「2. 体内埋め込みデ
バイスの造形」「3. 生体組織の造形」の3つに大
分し、主に国内の先進的な取組みを事例として
紹介する。更に「4. 実用化に向けて」では、医
療分野を対象とした3Dプリンタの実用化およ
び普及に向けて、現在明らかになっている課題
と今後の見通しを述べる。

医療におけるものづくりは安全性の検証が開
発の律速要因となることが多いが、体外での使
用に留まる造形物であれば、比較的容易に実用
化を進めることができる。これに該当する3D

プリンタの応用例としては、歯科矯正用マウス
ピース（1）、外科手術用サージカルガイド（2）（3）

など多種多様な製品への活用が進んでおり、こ
こでは現在実用化に近づきつつある高精細な臓
器モデルとカスタム義肢を紹介する。
体外用デバイスはコストや扱いやすさ等の理

由から、多くは非生体適合性の樹脂を用いてい
る。3Dプリンタ用の樹脂材料は各メーカーが
色調・透明度・質感・耐熱性など様々なものを
提供しており、そのため造形物のバリエーショ
ンも豊富である。また体外用デバイスであって
も、人体との接触度合いによっては生体適合性

 
1. 体外で使うデバイスの造形
　 ―非生体適合性～生体適合性材料 ―

3Dプリンタの医療応用に向けた取組みが世界中で進められている。既に一部の領域では実用
化もされており、再生医療や個別化医療といった未来の医療に大きく貢献し得る技術として期待
が集まっている。
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ポリマーが用いられることもある。

（1）高精細な臓器モデル
人体は様々な臓器から成る複雑な立体構造を

しており、また血管の位置などは個人差も大
きいことから、構造を外から観察するために
MRIやCT等の医療イメージング技術が開発さ
れてきた。現在ではこれらの技術で取得した二
次元画像を統合して三次元化することも可能で
あり、医師は事前に患者体内の構造を詳細にイ
メージした上で手術に臨むことができるように
なってきた。とはいえ、画像を元にイメージし
ていた立体構造と実物が合致せず、手術を開始
してから計画を変更せざるを得ないケースも未
だ少なくないのが実情であり、手術時間の延長
や再切開など患者にとってのデメリットが生じ
ることも多い。
このような場面で活用が期待されているの

が、3Dプリンタによる臓器モデルの造形であ
る。診断画像を元に作成した三次元臓器データ
を出力し、実際に手にとって触れるモデルを作
成することで、より正確な手術計画を立てられ
るようになり、手術チーム内での情報共有もし
やすくなる。また患者本人や家族への説明に用
いることでインフォームドコンセント（治療方
針への同意）を得やすくなる等のメリットもあ
る。術後に患者が記念として持ち帰ることもあ
るという。
株式会社ファソテックのメディカルエンジニ

アリングセンターでは「Bio-Texture Modeling

（生体質感造形）」として、形状だけでなく質感
や機能（内部構造）を再現した臓器モデルを製
作している（4）。患者の生体を忠実に再現した
モデルを用いて事前に手術をシミュレートする
ことで、事前に手術手技を最適化でき、複雑な
症例の場合でも医師の不安を軽減することがで
きる。また教育目的での活用も可能であり、既

に一部の国内病院で手術トレーニングに用いら
れている。

（2）カスタム義肢
義肢は義肢装具士および製作技術者が一人一
人のユーザに合わせて製作をしており、採型・
採寸、組立て、適合といった製作工程に加えて、
成長や生活習慣などに合わせて随時調整をする
こともある。これはユーザの義肢装着部の形状
がそれぞれ異なる上、ユーザが心身ともに義肢
に適合するためには細やかな調整が必要であ
り、大量生産による画一的な製造ができないた
めである。このようにオーダーメイド性の強い
分野である義肢について、3Dプリンタを使っ
たアプローチが進められている。
株式会社SHCデザインでは3種のプラスチッ
クを組み合わせた義足の開発・製造を行って
おり、2016年からはJSR株式会社および全日
本空輸株式会社（ANA）との共同開発を開始し
た（5）。プラスチック製の義足は製造原価が安
く販売価格が大幅に抑えられることから、主に
義足を必要としていながら購入できずにいる切
断者が多い発展途上国での事業展開が期待され
ている。類似の取組みとして、米国のNPO団
体Limbitless Solutionsでは、本人の希望に合
わせてデザインからオーダーメイドした小児向
けの義肢を低コストで作成し、寄付する活動を
行っている（6）。
より高機能な義肢における取組として、東
京大学生産技術研究所が主導するMIAMIプロ
ジェクトでは、ハイエンドな陸上競技用義肢
「Rami」の開発を行っている（図表1）。「Rami」
の開発では装着部位の3Dスキャンによって
ユーザに合わせた形状で製作するだけでなく、
コンピュータシミュレーションを用いた構造最
適化によって強度を落とさない軽量化も行われ
ており、デザインの美しさと合理性・機能性を
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両立する義肢の実現に向けて研究が進められて
いる。また同プロジェクトでは、義肢職人の持
つノウハウのデジタル化によって短時間で人体
に合わせた設計変更を可能にするCADシステ
ムや、高強度高耐熱なプラスチックの加工技術
など、高機能でありながら早く・安く製作でき
る医療用カスタマイズ製品の実現に向けた開発
も行われている。

体外で使うデバイスと異なり、体内に埋め込
むデバイスは容易に交換や取り外しができな
い。そのため安全性の評価に高いハードルが設
けられる領域ではあるが、翻ってユーザに合わ
せたカスタマイズが大きな効果を示す領域でも

 
2. 体内埋め込みデバイスの造形
　 ―生体適合性～生体吸収性（8）材料 ―

ある。該当する3Dプリンタ応用例として、以
下に紹介するような各種材料で造形するカスタ
ムインプラントが挙げられる。

（1）生体適合材料製デバイス
体内埋め込みデバイスには、生体適合材料、

特にバイオイナート（生体不活性）な金属であ
るチタン合金・コバルトクロム合金・ステンレ
ス鋼が多く用いられている。患者個人に最適化
したインプラントの開発・製造を行っている帝
人ナカシマメディカル株式会社およびHOYA 

Technosurgical株式会社は、2016年に国内初
となるチタン合金製の頭蓋骨用カスタムメイ
ドインプラント「クラニオフィット」（上記2社
の共同研究）の医療機器承認を取得するなど、
実用化に向けた取組みを進めている（9）。更に、
金属3Dプリンタでは形状のカスタマイズに加
えて、従来の加工では難しい複雑な構造のイン
プラントが製造できるようになったことから、
より高機能なインプラントの研究開発も行われ
ている。2014年に大阪大学内に設置された異
方性カスタム設計・AM研究開発センターでは、
ヒトの骨が生来持っている異方性構造（10）を利
用して、より本来の骨に近い構造や、残存して
いる骨との適合性を高める構造を持つインプラ
ントの研究開発が進んでいる（図表2）。
金属と異なり柔らかい材料の生体適合性材料
として、ゲルの活用も期待されている。山形大
学工学部ソフト＆ウェットマター工学研究室で
は、高機能ゲルの三次元造形ができる3Dゲル
プリンタ「SWIM-ER」を開発した（図表3）。ヒ
トの軟組織に非常に近い特性を持つゲル材料
は、従来の加工技術では精密な造形が難しかっ
たが、3Dプリンティングが可能になったこと
で人工軟骨や眼内レンズなどへの応用が期待さ
れている。

（資料）東京大学MIAMIプロジェクトウェブサイトより引用（7）

図表1　3Dプリンタ技術を用いた陸上競技用義肢の
製作
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（2）生体吸収性材料製デバイス
インプラントに用いる材料として、近年では

生体吸収性材料の活用も現実になりつつある。
これらの材料は既に薬剤溶出ステント（ただし
成型手法は不明）などで実用化されており（13）、
今後3Dプリンティング技術の活用により、三
次元スキャフォールド（14）としての組織工学的

なアプリケーションに期待と注目が集まってい
る。株式会社ネクスト21による「CT-bone」は、
生分解性カルシウム粉体の3Dプリントによっ
て作られている、ヒトの骨と同じ成分からなる
人工骨である（15）。埋め込み後徐々に患者自身
の骨に置換されて一体化するため、骨移植で生
じるような移植片の吸収（消失）や、インプラン

（資料）大阪大学大学院工学研究科　中野貴由教授　発表資料より引用（11）

図表2　骨の異方性構造を利用した高機能インプラント

（資料）山形大学工学部ソフト＆ウェットマター工学研究室ウェブサイトより引用（12）

図表3　3Dゲルプリンタ「SWIM-ER」
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トの排出などのトラブルが避けられ、従来の手
法よりも優れたアウトカムが期待される。また
従来のセラミック製人工骨と比べて、成型後収
縮の原因となる熱処理を行わないため成型精度
も高く、0.1mmスケールで正確に患者の骨格
を再現できることから、審美性が重要視される
顔周辺の骨が有力な活用先と見込まれている。

工学と医学の融合領域であり、再生医療の観
点からも強い注目を集めているのが、生きた
細胞をプリントする3Dバイオプリンタである。
ヒトの組織や臓器は様々な種類の細胞が適切に
分布し、細胞間で物理的・化学的な相互調節を
行うことで機能を発揮しているため、単純に細
胞を培養しただけでは生体と同じ機能を持たせ
ることはできない。そこで3Dバイオプリンタ
を使って細胞の配置を制御し、より生体内に近
い挙動を示す組織をin vitro（16）で構築しよう
とする研究が世界中で実施されている。
現在3Dバイオプリンタは造形手法によって

大きく3つのタイプが存在し、それぞれスキャ
フォールドと細胞の混合液であるバイオインク
を1滴ずつ配置していく「Ink jet（インクジェッ
ト式）」、シリンジから押し出しながら積み上げ
る「Extruder（押出式）」、レーザー照射によっ
て局所的に転写する「Laser assisted（レーザア

 
3. 生体組織の造形　
　 ―生体吸収性材料～生細胞 ―

シスト式）」と呼ばれている。いずれもスキャ
フォールドと細胞の混合液であるバイオインク
を任意の場所に配置し、必要に応じてスキャ
フォールドを光架橋などで固定するという点は
概ね共通しているが、バイオインクの射出手法
が異なることで細胞生存率をはじめとする造形
結果が異なっている（図表4）。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（AMED）では、「未来医療を実現する医療機器・
システム研究開発事業」の中の「立体造形による
機能的な生体組織製造技術の開発」として、3D

バイオプリンタを含む細胞の立体造形技術の研
究開発プロジェクトを2014年から開始した（17）。こ
のプロジェクトには上記3タイプに属さない、剣山
を用いた手法や、シート積層を用いた手法に関す
るテーマも含まれている。特に「剣山式（Kenzan 

Method）」は株式会社サイフューズが保有する独
自技術であり、数万個の細胞からなる細胞塊（ス
フェロイド）を微細な剣山上に「串刺し」にし、細
胞自体が互いに接着・融合する特性を利用して細
胞のみで三次元構造体を作る手法として注目を集
めている。スキャフォールドを使わず細胞のみで造
形できるため適合性が高く、副作用や感染症が起
きる可能性を低減できる点が最大の特徴であり、
既に骨軟骨・血管・末梢神経などを対象に細胞製
の組織・臓器を患者へ移植する再生医療の実用
化を目指した研究開発が進められている（図表5）。

（資料）SV Murphy & A Atala, 2014（20）等を元に筆者作成

図表4　3Dバイオプリンタのタイプ別比較
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現在世界中で研究開発が進められている3D

バイオプリンタにより、従来の培養法では得ら
れなかった知見の獲得や、創傷の効率的な治療、
ミニ臓器やOrgan-on-a-Chip（19）などの臓器モ
デルによる動物実験の代替、カスタム人工臓器
の製造などが可能になると期待されている。究
極的には、患者本人から樹立した iPS細胞由来
を材料として用いることで、臓器の複製も可能
になるかもしれない。

ここまでに述べた通り、医療における3Dプ
リンタの応用範囲は日進月歩で広がっており、
中でも「2.体外で使うデバイスの造形」「3．体
内で使うデバイスの造形」で紹介したような製
品については実用化に向けた取組みも着々と進
んでいる。一方、実用化および普及に向けた課
題は依然として存在しており、高いハードルと
なっているのが価格低減とリードタイム短縮の
2点だ。
コスト面において、装置自体の価格は主要な

特許の満了に伴い低価格化が進んできたが、材
料費や周辺装置などはその限りではない。医療
用途で用いられる材料は強度や生体適合性など
厳しい要求が付されることが多く、その分価格
も高価になりやすい。特に金属の3Dプリント

 4. 実用化に向けて

に用いる金属粉末は、通常の切削加工で使う塊
状の金属に比べて元々単価が高い上に、品質管
理の観点からプリント時に余った粉末の再利用
に制限が必要であり、製品1つあたりの費用が
嵩んでしまう。また周辺装置（後処理装置・恒
温室・集塵機・レーザーシステムなど）につい
ても、医療機器に必要なグレードの製造環境を
整えるためには初期コストとランニングコスト
の両方がかかる。オーダーメイドによる付加価
値の向上で「高くても買いたい」と思わせるも
のづくりは本来3Dプリンタが得意とする領域
だが、実際に市場を獲得していくためには、材
料・構造・工程などの最適化によるコストカッ
トも必要になるだろう。なお、手術計画用のカ
スタム臓器モデルは2016年に保険適用の範囲
が拡大され、先進医療扱いだったこれまでと比
べて患者側の負担が大きく軽減された。しかし
現状の保険点数（2000点＝2万円相当）では医療
機関側が赤字になってしまうケースが多く、医
師が高い必要性を認めた場合のみの実施に限ら
れている状況にある。実用化に向けた医療分野
特有の検討事項として、単純な価格低減だけで
なく、保険収載の調整も重要なファクターであ
るといえる。
リードタイム短縮は、臓器モデルやインプラ

ントなど外科的なアプリケーションに限定的な

（資料）筆者撮影及び株式会社サイフューズウェブサイトより引用（18）

図表5　三次元細胞積層システム「レジェノバ」
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課題だが、当該領域にとってはクリティカルな
課題である。臓器モデルの活用が特に期待され
ているのは複雑な症例や、臓器が小さく執刀が
難しい小児を対象とした手術であり、インプラ
ントの活用が期待されているのは審美性が求め
られる顔面の再形成手術である。これらはいず
れも容態が不安定な場合が多く、また処置にか
かる時間が予後に直結するため、製品として提
供するまでの速度が非常に重要視されている。
現在一般的なのは医療機関で取得した3Dデー
タを受託製造サービスビューロへ送付し、後日
造形物を受け取るというフローだが、医療機器
グレードの3Dプリントが可能な拠点は日本国
内に僅かであり、国外への発注も含めると造形
方式によっては実際に納品されるまでに数週間
かかることもあるのが現状である。臨床現場へ
の積極的な3Dプリンタ活用で世界的に知られ
る米国Mayo Clinicでは、時間のロスを最小限
に収めるため院内に3台の3Dプリンタを設置
したという（21）。3Dプリンティング技術を本当
に必要とする患者に届けるには、価格低減だけ
でなくリードタイム短縮も重要である。その
ためにはハードウェアの性能向上だけでなく、
3Dモデルデータの修正やパラメータ最適化の
高度な自動化など、ソフトウェア面からのアプ
ローチも必要になるだろう。

3Dプリンタを活用した医療の実現に向けて、
本稿で紹介した事例をはじめ、現在世界中で
様々な取組みが進められている。3Dプリンタ
が可能にする「患者ごとにカスタマイズされた
医療の提供」というアイディアは、未来の医療
における大きな潮流である再生医療と個別化医
療に寄与できるものだろう。非生体組織の造
形については、上述した課題の解決に向けて、
3Dモデルの自動修正ソフト（22）や「職人技」の

 おわりに

デジタル化システム（7）など、より実用的なソ
リューションが生み出されている。また生体組
織の造形についても、科学技術・学術政策研究
所（NISTEP）による将来予測では、「三次元形
状制御を可能にする、生体組織機能を有する再
生医療用足場素材」「細胞プリンティング技術
による臓器様構造体（臓器モックアップ）の作
製技術」のいずれも、早ければ2020年には技術
的に実現されると予測されており、既に遠い未
来の話ではなくなってきた（23）。3Dプリンティ
ングはアイディア次第で画期的なものづくりが
可能になる技術である。今までにない新たなア
プリケーション、新たな医療の実現に期待した
い。

注
（1） Invisalign, 
 https://www.invisalign.com/
（2） サージカルガイド：人工骨・人工関節などの埋め

込み手術では、埋め込むデバイスに合うように患
者の骨を切断したり、固定用のねじを入れるため
に穴を空けたりする。この時、正確な位置で切断・
穴あけができるように「ものさし」として使う器具
を指す。

（3） 「マテリアライズが日本国内に医療用3Dプリント
製造拠点を新設、スピーディな患者適合型サージ
カルガイド提供へ」，Materialise, 

 http://www.materialise.com/ja/cases/new-medical-
3d-printing-facility

（4） 株式会社ファソテック，
 http://biotexture.com/
（5） 株式会社SHCデザイン，
 https://www.shc-design.com/
（6） Limbitless Solutions，https:/ / l imbitless-

solutions.org
（7） 東京大学MIAMIプロジェクト，
 http://www.sip-miami.iis.u-tokyo.ac.jp/
（8） 生体吸収性（bioresorbable）は、厳密には生分解性
（biodegradable）と異なる性質だが、簡略化のた
め本稿では生体内で分解・吸収される性質を「生
体吸収性」と総称する。

（9） 「製品情報」，HOYA Technosurgical株式会社，
 http://www.hoyatechnosurgical.co.jp/products/

（10） 異方性：必要な方位に必要なだけの機能を発揮す
る性質。例えばヒトの大腿骨は、歩く・走るなど
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の動作で生じる縦方向の力に対して特異的に強く
なる構造をしている。

（11） 中野貴由，「異方性の材料科学に基づく骨基質配向
化の解明と制御」，日本バイオマテリアルシンポジ
ウム2016発表資料，2016.

（12） 「ソフト＆ウェットマター工学研究室（古川研究
室）」，山形大学，

 http://swel.yz.yamagata-u.ac.jp/wp/
（13） 「アボット、日本初となる溶ける冠動脈ステント

Absorb®の製造販売承認を取得」，アボットジャパン，
 http://www.abbottvascular.jp/company/press-

release/20161107.html
（14） スキャフォールド：細胞が増殖する際の足場とな

る材料。細胞をスキャフォールド上で増殖させる
ことで、形成される組織の形状をコントロールす
ることができる。

（15） 株式会社ネクスト21，
 http://www.next21.info/
（16） In vitro：生体内ではなく、シャーレや培養器など

人工的に整えた環境の中で実験を行うこと。ラテ
ン語の「ガラスの中で」を意味する言葉に由来する。

（17） 「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発
事業」，国立研究開発法人日本医療研究開発機構，

 https://www.amed.go.jp/program/list/02/01/004_ 
06.html

（18） 株式会社サイフューズ，
 https://www.cyfusebio.com
（19） Organ-on-a-Chip：チップ上で細胞を培養し、臓

器機能を模倣する実験用デバイス。
（20） Sean V Murphy & Anthony Atala，“3D bioprinting 

of tissues and organs”，Nature Biotechnology 32, 
773–785, 2014.

（21） “Mayo’s 3 -D Anatomic Modeling Lab ̶ Hold 
it!”, Mayo Clinic,

 https://alumniassociation.mayo.edu/mayo- 3 -d-
anatomic-modeling-lab/

（22） “Microsoft 3D Model Repair Service”, Microsoft, 
 https://tools3d.azurewebsites.net
（23） 科学技術動向研究センター，「第10回科学技術予

測調査　分野別科学技術予測」，科学技術・学術政
策研究所，

 http://hdl.handle.net/11035/3080, 2015.
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材料開発は日本が得意としてきた分野である
が、近年、米国発の“Materials Informatics（以
下、MI）”が大きな注目を集めており、日本の
優位性が危ぶまれつつある。これまでの材料開
発は、研究者個人（もしくは組織）の培ってき
た経験と勘によって、新たな材料を合成し、そ
の材料の特性を調べることよって進められてき
た。また、革新的な材料については、“偶然”
によって発見されたものも珍しくはなく、材料

 はじめに
開発には属人的かつ偶発的な要素が多分に含ま
れている。さらに、本来必要なのは“機能・性
能”であり、材料開発はその目的を達成するた
めの手段である。したがって既存の材料開発の
方向（材料を合成して機能・性能を調べる）と
は逆方向（必要な機能・性能から合成すべき材
料を決める）にシフトしていくことが、材料開
発の高度化・高速化には不可欠である。この逆
方向の材料開発を実現し、材料開発における属
人性・偶発性を減少させる鍵と目されているの
がMIである（図表1）。

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

図表1　従来手法とMI手法の違い

近年、各所で“Materials Informatics（以下、MI）”が取り沙汰されている。MIは米国の
Materials Genome Initiativeを発端に世界中に広がった材料開発の新たな流れであり、材料
科学とデータ科学の融合によって材料開発から実用化に要する時間・コストを大幅に削減しよう
という試みである。本稿では、MIに関する世界・日本の取組状況と適用事例、今後の課題につ
いて紹介する。

技術動向レポート

材料開発の新潮流
～材料科学とデータ科学の融合：Materials Informatics ～

サイエンスソリューション部
チーフコンサルタント　加藤　幸一郎
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MIは、データ科学の手法を材料開発に取り
入れるものである。当然ながらデータ科学の手
法を適用するためのデータが必要であるが、材
料分野において一般的にビッグデータと呼ばれ
る規模のデータを入手することは難しく、世界
中で材料分野のデータベース構築が進められて
いる。一方、材料分野の強みとしてシミュレー
ションによる物性値の算出が可能である点が挙
げられる。必要な機能・性能と相関のある物性
値をシミュレーションで算出することができれ
ば、データを作成することが可能である。近年
のソフト・ハード両面の進展から、現実的な時
間・コストでデータの作成を行える環境が整い
つつあり、シミュレーションにより生成された
データに対して各種の分析や機械学習手法を適
用することがMIの1つの大きな流れとなりつ
つある。

MIは特に無機材料での進展が著しいが、こ
れはまさに、ターゲットとなる材料の所望の特
性・機能を特徴付ける物性値を、シミュレー
ションにより計算可能なレベルになってきたこ
とが1つの大きな要因であると考えられる。原
子・分子スケールの電子状態計算や分子動力学
法といったシミュレーション手法によってデー
タを作成し、得られたデータに対してデータ科

学の手法を適用する研究が盛んに行われてい
る。一方、既存シミュレーション技術の高度
化・高速化をデータ科学の手法を用いて実現し
ようという方向性の研究も盛り上がりを見せて
いる。これら2つの方向性は密に関連しており
後者が達成されることで大量な高精度データの
蓄積が短期間で可能になることから、前者の加
速に繋がると期待される。

MIに関する各国での取り組み状況を図表2に
示す。米国で世界的なMIブームの先駆けとなる
Materials Genome Initiative（以下、MGI）（1）が 

オバマ大統領（当時）の主動で2011年からス
タートした。その後、世界中でMIに関する研
究開発プロジェクトが開始しており、欧州では
European Center of Excellenceの一環として
Novel Materials Discovery（以下、NOMAD）（2）

が2015年から、スイス独自の取組としてMaterials 

Revolution Computational Design and Discovery 

of Novel Materials（以下、MARVEL）（3）が2014

年から開始されている。アジア圏においても、中国
及び韓国において2015年からMIに関する大型プ
ロジェクトが開始されており、世界中でMIに関する
研究開発が驚くべき早さで展開されている。

 1. 各国での取り組み

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

図表2　各国における主要なMI関連プロジェクト



vol.15　2018

12

日本でも、2012年の文部科学省の新学術領
域“ナノ構造情報のフロンティア開拓”を皮切
りに、大型のプロジェクトが遂行されている
（図表3）。科学技術振興機構（以下、JST）のイ
ノベーションハブ構築支援事業として、物質・
材料研究機構を中核とした情報統合型物質・材
料開発イニシアティブ（以下、MI2I）（4）が2015

年に発足し、蓄電池材料、磁性材料、伝熱制御・
熱電材料という具体的なターゲット材料に対し
てデータ駆動型の研究手法の開発を進めると共
に、産官学の研究者・技術者が研究開発の現場
で活用できる情報統合型物質探索・材料開発シ
ステムの構築を進めている。
また、新エネルギー・産業技術総合開発機構

（以下、NEDO）において超先端材料超高速開
発基盤技術プロジェクト（以下、超超プロジェ
クト）（5）が2016年よりスタートしており、産業
技術総合研究所に集中拠点が構築された。機能
材料コンピュテーショナルデザイン研究セン

 2. 日本での取り組み
ター（6）を中心に有機系機能性材料を対象とし
た材料の「構造」と「機能」を結びつけたデータ
群を作り出すためのマルチスケールシミュレー
ション等の計算科学の技術開発が進められてお
り、MIとの融合による革新的な機能性材料の
創成・開発の加速化を目指している。超超プロ
ジェクトにおいては、計算科学だけでなく、実
際に材料を試作するプロセス技術、これまで観
測出来なかった計測技術も並行して開発し、機
能性材料の産業競争力の強化に貢献すべく研究
開発が推進されている。
他にも、MIに関連したプロジェクトは数多く存
在し、SIP革新的構造材料（7）やJST-CREST

において実験と理論・計算・データ科学を融合し
た材料開発の革新（8）、計測技術と高度情報処
理の融合によるインテリジェント計測・解析手法の
開発と応用（9）などが推進されている。

MIでは、利用可能なデータをどの様に整備す
るかが大きな鍵となる。MGIにおいては、カリ

 3. 材料データベースの構築状況

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

図表3　日本における主要なMI関連プロジェクト
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フォルニア大学バークレー校を中心にMaterials 

Project（10）が進められており、7万件近い無機
材料データ、50万件近いナノ多孔質材料デー
タなどの整備に加え、結晶構造の作成・予測や
Liイオン電池材料探索のためのツール郡が公
開されている。計算物性データベースについて
は、デューク大学においても （11）の整
備・公開が進められており、175万件近い材料
についてのデータ蓄積が報告されている。欧州
のNOMADにおいても、NOMAD Repository（12）

として材料データの収集を進めており、世界中
の研究者がデータ登録可能な仕組みを提供して
いる。Materials Projectや では、開発
グループによって構築された自動計算システム
によりデータが日々蓄積されているのに対し、
NOMAD Repositoryでは、利用者が多い20種以
上の計算プログラムに対するインターフェース
を用意し、ユーザーが持つ様々な計算データを
集約してデータを蓄積している点に違いがある。
2018年1月時点で、NOMAD Repositoryには4億
件超のデータが登録され、その中にはMaterials 

Projectや のデータも含まれており、米
国・欧州が連携してデータベース整備を進めて
いる。さらに、これらのデータベースにおいて
はDOI（ ）が付与されて
おり、データ作成者の権利を守りつつ、オープ
ンサイエンス・オープンイノベーションを進め
る仕組みが作られている。これらのデータベー
スを用いたMI研究事例の報告は、それぞれの
開発グループからだけでなく外部ユーザーから
も相次いでなされている。
日本においては、以前から物質・材料研究機 

構にてNIMS物質・材料データベース（MatNavi）
の整備が進められてきており、近年のMIの
流れを受けてMI2Iの中で材料データプラット
フォームセンターとして更なる進化を遂げよう
としている。MatNaviは計算材料物性だけで

はなく、高分子や金属材料などの様々なデータ
を揃える世界最大級のデータベースであり、今
後の展開にかかる期待は大きい。

ここまでMIに関わる研究開発状況やデータ
ベース構築状況について紹介した。以下では、
MIを用いた研究開発事例を紹介する。
日本においてMIへの注目を集めるきっかけ
の1つとして知られるのが、マサチューセッツ
工科大学とサムスン電子社によるLiイオン電
池の固体電解質材料の発見（13）（14）（15）である。
従来の電解質材料（液体やゲル）が持つ問題点
（発火性、劣化、エネルギー密度など）を克服
すべく、固体電解質材料の開発が精力的に進
められているなかで、彼らは実験をすること
なく、シミュレーションとデータ科学を用い
たMI手法により新材料を発見した。実験によ
るトライ＆エラーを繰り返していた研究者に
対し、この研究成果は大きなインパクトを与
えた。国内の事例としては、京都大学と株式
会社シャープの産学協同研究によるMIを用い
た2次電池材料の開発（16）（17）もMIの有用性を
示す好事例である。彼らも、シミュレーション
とデータ科学を用いたMI手法により、従来の
6倍以上の寿命を持つLiイオン電池正極材料を
発見した。MI手法による新材料の提案報告は
増えつつあったが、実際に材料合成まで行い電
池特性を評価した研究は当時まだ少なく、民間
企業との共同研究であった点も含め、大きな注
目を集めた。電池材料以外では、東京工業大学
のグループがMI手法を用いることで希少元素
を用いない赤色発光半導体の発見・合成を報
告（18）（19）している。彼らは、シミュレーション
により発光に関わる電子物性を高精度に計算し
ただけでなく構造安定性についても同様に計算
することで、583種の既知・未知化合物から赤

 4.MI 適用事例と普及への課題
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色に発光するだけでなく安定して存在可能な材
料を選択し、実際に合成した上で赤色発光を確
認している。発見・合成された材料は、従来の
材料開発手法では思いもよらない元素の組み合
わせとなっており、先進計算科学に基づくMI

で物質探索を大きく加速できることを示した。
上記以外にも、機能性分子材料に対する適用事
例としては、ハーバード大学と IBM社による
有機太陽電池材料探索（20）や、同大学とサムス
ン電子社によるLED用有機分子デザイン（21）が
好事例として挙げられる。
上記の事例は、いずれも電子状態計算や分子

動力学法といったシミュレーションとデータ科
学手法を組み合わせて成し遂げられたものであ
る。裏を返せば、シミュレーションにより計算
可能な物性値により最適化を図りたい特性を特
徴づけることができたからこそ、成功した事例
であると言える。一方、高分子材料などター
ゲットとする材料によっては、シミュレーショ
ンによって得られる物性値による目的とする特
性の特徴づけが困難であることも多いのが実情
である。この様な材料系へのMIの適用は今後
の課題と考えられ、更なる進展が期待される。
また、実用化という観点では、データの公開

可否についても考えなければならないだろう。
世界中で進められているデータ整備であるが、
共通する点はオープンにできる公開可能なデー
タの蓄積という点である。しかし、真に民間企
業で実用化するためには、民間企業が持つオー
プンにできないものも含めたデータにMIを適
用する必要がある。企業内で作成されたクロー
ズデータに、データベースから抽出された関連
オープンデータを加え、企業内でMI手法を扱
えるような環境・システムを構築していくこと
が、今後のMIの発展・MIを用いた材料開発
の加速には必要になっていくと考えられる。

MIは2011年以降、急速に発展を続ける材料
開発の新しい流れである。今後の発展を期待
させる好事例の報告も増えてきている。これ
まで見てきたとおり、MIの1つの有望な道筋
はシミュレーションとデータ科学手法の融合
であると筆者は考えている。幸いにも日本で
は「京」コンピュータを中心としたHPCI（High 

Performance Computing Infrastructure）が整
備されており、シミュレーションを行うための
ハード面でのサポートは厚い。今後は、ソフト
面での強化をより一層進め、シミュレーション
とデータ科学手法の融合を加速させることで、
材料開発で世界をリードし続けることが可能と
なるのではないだろうか。
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最近、人工知能（AI）を謳った商品やサービ
スが急速に普及している。AIと呼ばれるもの
の中には様々な技術が含まれるが、深層学習や
深層強化学習というデータドリブンな技術は近
年のAIブームの火付け役であり、今やAIを代
表する技術の一つと言える。ここで、データド
リブンな技術とは、扱うデータ特有の特徴を抽
出し利用する技術という意味で使っている。深
層学習のみならず、このようなデータドリブン
な技術はデータサイエンスと呼ばれる分野で活
発に研究されている。
データサイエンスとは、実験、理論、計算科

学に続く第4の科学と呼ばれており、理論や計
算科学のような支配方程式を前提に議論を発展
させる演繹的なアプローチに対して、実験のよ
うにデータから何らかの有用な情報を得る帰納
的なアプローチを試みる科学である。現在、セ
ンサやストレージの低コスト化及び計算機の性
能向上により、取り扱うデータが非常に大規模
となり、そのような大規模なデータを有効に活
用するために、データサイエンスの分野が脚光
を浴びている。宇宙開発においても、データサ

 はじめに
イエンス・AIの利用に関する多くの検討が行
われており、本稿では筆者らの試行した事例を
紹介する。
第1章では「次元削減とスパース推定による

クラスタ化ジェットの解析」、第2章では「深層
学習による衛星（航空）画像の変化検知」、第3

章では「深層強化学習による流体制御」につい
て、使用している技術の概要と筆者らが適用し
た事例について紹介する。それぞれの章は独立
しているため、順番通りに読み進める必要はな
い。また、紙面の都合上、不正確な表現をして
いる部分もあるが、適宜参考文献等を参照され
たい。

現在、2020年の試験機第一号の打ち上げに
向けて、新型基幹ロケットH3の開発が着々と
進められている。ロケット開発には様々な課題
があり、その中の一つに打ち上げ時のジェット
から生じる音響波がある。この音響波は大型旅
客機のエンジン100基分のエネルギーに相当す
る極めて強いものであり1、ロケットに搭載さ
れた人工衛星を加振し破壊してしまう恐れがあ
る。図表1（a）のように第一段エンジンを3基ク

 
1. 次元削減とスパース推定によるクラ
スタ化ジェットの解析

現在、センサやストレージの低コスト化及び計算機の性能向上により、取り扱うデータが大規
模となり、そのような大規模なデータを有効に活用するために、データサイエンス・AIといっ
た分野が脚光を浴びている。宇宙開発においても、データサイエンス・AIの利用に関する多く
の検討が行われており、本稿では筆者らの試行した事例を紹介する。

技術動向レポート

宇宙開発におけるデータサイエンス・AIの利用に向けた試み

情報通信研究部
コンサルタント　小泉　拓
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ラスタ化するH3では、排気パワー増加による
音響振動の増加が懸念されるため、事前に音響
波を予測・低減することが重要であり、サブス
ケール試験や数値シミュレーションを用いた解
析が続けられている。

3基クラスタ化ジェットの数値シミュレー
ション結果の例を図表1（b）に示す2，3。中心の
カラー部分が密度を表しており、外側のグレー
部分が圧力（すなわち音）を表している。図表1

（b）は、ある一瞬の状態を画像にしたものであ
るが、実際は動画でその様子を確認することが
出来る。近年の高精度な数値シミュレーション
においては、計算機上で図表1（b）のような一
瞬の状態が数十億もの変数で表現され（空間上
に数億点の観測点があり、それぞれが密度、速

度などの物理量を有しているイメージ）、その
変数が刻一刻と数十万～数百万回更新される。
このような非常に大規模なシミュレーション
結果をそのまま解析することは難しく、何らか
の形で特徴的な部分を抽出して解析する必要
がある。
流体解析の分野で2010年頃から発展してき

た比較的新しい次元削減の一手法にDynamic 

Mode Decomposition（DMD）がある。DMDは
時系列データを周波数成分（モード）という特
徴量の線形和に分解する（図表2参照）。古くか
らある同様の手法にフーリエ変換があるが、大
きな違いがいくつかある。その違いの一つとし
ては、フーリエ変換ではデータの内容とは関係
なく指定したサンプリング点数から決まる等

（資料）参考文献2，3より引用

図表1　超音速クラスタ化ジェットの数値シミュレーション結果

（資料）筆者作成

図表2　データを周波数成分の線形和として表現
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間隔の周波数に演繹的に分解されるのに対し、
DMDではデータの内容に応じて決まる非等間
隔な周波数に帰納的に分解されるため、サンプ
リング点数が限られていても特徴的な周波数を
ピンポイントで捉えられる4、という違いがあ
る。すなわち、DMDはデータドリブンなフー
リエ変換とも解釈できる。
図表2のように、DMDによってシミュレー
ション結果を特徴的なモードの線形和に分解で
きるが、そのモードの数は多く、全てのモード
を解析することは困難なため、その中でも重
要な少数のモードのみを選択する必要がある。
そこで、DMDのモードの選択にスパース推定
を利用したものがSparsity-Promoting DMD

（DMDSP）である5。スパース推定とは、図表
2のように元のデータを線形和で近似したとき
に、なるべく等号が成り立つように係数（ i）
を調整しつつ、必要でないものの係数は真に
0としてしまう手法である。すなわち、非ゼ
ロの係数を持つモードのみが選択されるとい
うことになる。スパース推定を行うためには、
LASSOと呼ばれる問題を解けばよい。LASSO

は、図表3に示すように、普通の最小二乗法に
スパース性を誘導するペナルティ（各成分の絶
対値の和）を加えたものである。

3基クラスタ化ジェットの数値シミュレー
ション結果にDMDSPを適用し、選択された

モードの一つを図表4に示す。図表4左図は、
オリジナルデータを3次元表示したものであ
り、そのままでは解析が困難であることが見て
分かる。図表4右図は、数値シミュレーション
結果を音響場（ジェットから離れた部分の圧力）
と流体場（ジェットの部分の密度）に分け、そ
れぞれに対してDMDSPを適用し、その結果を
可視化したものである。DMDは時間情報を有
しているため、図表4は実際には動画で確認す
ることが出来る。図表4右上の音響場ではスク
リーチと呼ばれる特徴的な現象が確認でき、図
表4右下の流体場ではスクリーチと同じ周波数
で3基各々のジェットがフラッピングしている
様子が分かる。このように、図表4左図からは
詳細に見て取れなかった現象や、ジェットの構
造が確認出来た。もちろん、この手法だけで現
象の全てが分かるわけではないが、現象を理解
するひとつの助けとなる。

近年のAIを代表する技術の一つは深層学習
である。深層学習は画像解析との相性が良く、
衛星（航空）画像に対しても、地震や大雨の後の
がけ崩れの位置の特定や、違法な森林伐採の検
知等への利用などが検討されている。日本では
地震や大雨が多く、それらによるがけ崩れも多
い。がけ崩れの早急な検知は人命救助、二次災

 
2. 深層学習による衛星（航空）画像の変
化検知の試行

（資料）筆者作成

図表3　最小二乗法とLASSOの違い
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害防止、道路交通確保等の観点から極めて重要
である。実際の現場では発災前後の衛星画像を
人海戦術で見比べ、がけ崩れかどうかを判断し、
その結果を受けて人が現場に向かっている。実
際に人が動くため、低精度の自動判別システム
を使うわけにはいかず、人の目に頼っているの
が現状である。そのような負担を低減するため、
短時間かつ高精度に候補を挙げる、もしくは、
絞ることが深層学習に期待されている。
しかし、深層学習では、データが少ない、

データは多いもののラベル付けされていない
等、データが整備されていない場合には期待す
る性能が得られないことが多い。衛星画像はま
さにそのような対象であり、深層学習の適用に
当たっては、学習済みのニューラルネットを再
利用する転移学習や、もしくは学習用のデータ
をシミュレータ等によって自動で作成してしま
う等の何らかの工夫が必要となる。実際、つく
ばチャレンジ6の看板の検出を、カメラで撮影
した実画像を用いずに、3Dモデルから作成し
たCG画像のみで学習した例7や、自動運転車

の学習をゲーム上で進める試み等がある8。
筆者らは、深層学習による衛星画像の変化検
知が可能かどうかを、CG画像を対象として試
行した。最終目標はがけ崩れの検知であるが、
がけ崩れを生成するシミュレータを持ち合わせ
ていないため、公開されているデータセットを
用いた。使用したデータセットは、ゲーム上で
航空画像を模して作成されたAICD-20129と呼
ばれるもので、図表5に示すように変化前後の
画像ペアと正解画像の三点セットが用意されて
いる。衛星画像の変化検知では、日当たりや季
節による変化などは無視して本質的な変化だけ
を検知することが求められ、航空画像を模した
AICD-2012においても、変化前後で新たな構
造物が加えられるという本質的な変化に加えて
日当たり等も変化している。
変化検知を行う深層学習のモデルは、変化

前後の画像ペアから変化した部分を推定する
Change Detection Net10（CDNet）と呼ばれる
モデルを使用した。CDNetは、入力として変
化前後の画像ペアをとり、同サイズの変化検知

（資料）参考文献3を基に筆者作成

図表4　DMDSPによって得られたモードの一つ
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結果画像を出力する。この変化検知結果画像と
正解画像を比較することで、日当たり等による
変化は無視し、本質的な変化のみを検知するよ
うに学習できる。データセットを学習用と検証
用に分けて、学習時は学習用の画像のみを用い
た。その際、元画像（600×400px）からランダ
ムに一部分（448×448px）を切り抜き、上下左
右をランダムに反転したり、色合いを変更した

りすることでデータ拡張を行った。学習には
NVIDIA®Tesla®M40を使用し、約16時間かけ
て96万組程度の画像ペアを学習させた。
学習時に使用していない検証用の画像ペアを
用いて、検証を行った結果の例を図表6に示す。
図表6の左上図と右上図が変化前後の画像ペ
ア、左下図が正解画像である。正解画像から分
かるように、画像の左上に構造物が新たに加え

（資料）AICD-20129の画像を基に筆者作成

図表5　AICD-2012のデータ例

（資料）筆者作成

図表6　CDNetの結果
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られているが、人間の目には分かりづらい。そ
の一方で、日当たりが変わったことにより画像
の右上にある木の影が大きく変化している。こ
の変化前後の画像ペアを学習済みのCDNetに
入力した（正解画像は入力していない）ときの
変化検知結果画像が図表6右下図である。変化
検知結果画像はピクセル毎に0～1の値をとり、
1に近いほど本質的な変化があったことを示し
ており、画像では赤く示されている。変化検知
結果画像を見ると、画像右上の木の陰による変
化は捉えずに、人間の目には分かりづらかった
画像左上の本質的な変化のみを捉えられている
ことが分かる。
上記の試行で使用した画像はいわゆる光学画

像であるが、実際の光学画像は雲が映り込み邪
魔になることが多い。衛星画像には、普通のカ
メラのように対象物から反射・放射される電磁
波を計測する光学画像の他に、衛星自身から対
象物に電磁波を照射し、その反射波を計測する
SAR画像があり、計測する電磁波の波長の違
いから光学画像は雲の影響を受けるがSARは
雲の影響を受けない等の違いがある。大雨の後
のがけ崩れや熱帯雨林における森林伐採の検知
等においては、光学画像では雲が多く映り込む
ケースが想定されるためSAR画像を併用する
ことが望ましい。

深層強化学習とは、強化学習に深層学習を
組み合わせたものであり、昨今のAIブームの
火付け役である。Deep Q-Network（DQN）11が
Atariのビデオゲームにおいて人間の得点を上
回ったことを発端とし、現在ではAlpha Go12が
囲碁で人間を上回り、さらに教師信号を必要と
しないAlpha Go Zero13、碁以外のチェスや将
棋にも汎用的に使えるAlpha Zero14まで開発さ
れた。その他にも、様々な深層強化学習のアル

 3. 深層強化学習による流体制御

ゴリズムが開発され、従来の制御では難しい複
雑な制御を必要とするロボティクス分野等で精
力的に研究されている。数値流体力学の分野に
おいても深層学習や強化学習を応用しようとす
る動きが始まっているが、深層強化学習を応用
した例は（筆者の知る限り）ほとんど無く、適用
可能性の検討が十分とはいえないため、筆者ら
は特に流体制御への応用について検討した15。
流体中に置かれた物体の後流にはカルマン渦
と呼ばれる周期的な渦が発生し、この周期渦が
物体を加振することで構造部材の疲労や騒音に
つながることがある16。これまでに、この周期
渦の発生を抑制するために様々な制御手法が提
案されてきた。特に円柱後流のカルマン渦を対
象とした研究事例が多く、筆者らも円柱カルマ
ン渦を対象として数値シミュレーションを行い、
深層強化学習による制御を試行した。円柱カル
マン渦のような比較的単純な現象であれば、従
来のフィードバック制御や強化学習で十分であ
ると考えられるが、さらに複雑な現象の制御を
見据えた第一のステップとして試行した。
周期渦によって円柱は流れに垂直な方向に周
期的な力を受けるため、制御によってこの力
（CLRMSという指標を使う）を低減することを目
標とする。その制御方法は、図表7に示すよう
に、吸い込み /湧き出しによる制御とする。D
を円柱直径とすると、円柱から0.5D下流のモ
ニタにおいて流れに垂直な方向の速度Vmonを
観測し、円柱後端から±110度の位置2箇所に
ある円柱表面のアクチュエータ（制御を行う装
置）で吸い込み /湧き出しの制御を行う。アク
チュエータに与える流速Uactはそれぞれ逆位
相で与える。比江島らの研究16より、二つのパ
ラメータ（ゲインGと時間遅れ ）を適当に設定
し、Uact（t）＝GVmon（t－ ）としてUactを与え
るフィードバック制御を行うとCLRMSを低減で
きることが分かっている。
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上記のフィードバック制御に対して、深層強
化学習による制御の概要を図表8に示す。図表
8は強化学習の1サイクルを表している。まず、
強化学習において環境と呼ばれる制御対象が数
値シミュレーションであり、ある時刻の計算
結果からVmonをエージェントに渡す（①）。次
に、強化学習においてエージェントと呼ばれる
次の行動を決めるコントローラが、渡された
Vmonを基に次のUactを計算し環境に渡す（②）。
深層強化学習では、この計算の際に深層学習を

利用している。環境は、渡されたUactを入力と
して数値シミュレーションの時刻を少しだけ進
め、その結果からCLRMSを計算する（③）。最
後に、UactとCLRMSを基に深層学習のニューラ
ルネットの重みを更新する（④）。そして、新
しいVmonを再度エージェントに渡し再びこの
サイクルを回す、というように、①～④のサ
イクルを何度も回すことによりニューラルネッ
トの重みを更新していく。連続的な行動を扱う
ため、深層学習にはDeep Deterministic Policy 

（資料）筆者作成

図表7　円柱カルマン渦の制御

（資料）筆者作成

図表8　深層強化学習による制御
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Gradient（DDPG）17と呼ばれるモデルを使用し
た（DQNでは離散的な行動しか扱えない）。
図表9と図表10に、フィードバック制御（従

来手法）と学習済みのDDPGを用いた制御（深
層強化学習）の比較を示す。図表9は、それぞ
れの手法によるUactの時系列であり、赤線が従
来手法、青線が深層強化学習を表している。従
来手法では、ほぼサインカーブとなっているの
に対し、深層強化学習では、ノコギリ波のよ
うな波形になっている。また、図表10がCLRMS

の比較であり、深層強化学習を用いた制御は、
制御無しの場合との比較では90％程度、従来
手法との比較では35％程度CLRMSを低減する
ことが出来た。
今回の試行では、深層強化学習を用いた制御

が従来のフィードバック制御の性能を上回り、
深層強化学習を用いた制御の可能性が期待でき
るものと示された。また、従来のフィードバッ
ク制御では得られないノコギリ波のような波形

が得られたことも興味深い。一方、本稿では触
れていないが、深層強化学習で性能を上げるた
めには多くのパラメータをチューニングする必
要があり、その影響も複雑であることが分かっ
た。今後さらに複雑な現象へ適用する場合に
は、各パラメータの影響をより詳細に調べる必
要がある。

本稿では、宇宙開発におけるデータサイエン
ス・AIの利用に向けた検討として、筆者らが
試行した事例を紹介した。第1章では、次元削
減とスパース推定を組み合わせることで、複雑
なジェットの挙動から支配的な現象を抽出する
ことが出来た。第2章では、深層学習を用いる
ことで、CGではあるが変化前後の航空画像ペ
アから、日当たり等の本質的でない変化を無視
しつつ本質的な変化のみを検知することが出来
た。第3章では、深層強化学習を用いて円柱カ

 4. まとめ

（資料）参考文献15を基に筆者作成

図表9　深層強化学習と従来手法との比較

（資料）参考文献15を基に筆者作成

図表10　CLRMSの比較
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ルマン渦の制御を行った結果、従来のフィード
バック制御を上回る性能を達成することが出来
た。今回の試行は、あくまでも基礎的なもので
あり、実用化においては様々な課題の発生が予
想されるが、データサイエンス・AIにおける
データドリブンな手法の宇宙開発への適用の可
能性を示すことが出来た。
しかし、データドリブンな手法は、データが

そろっている場合には非常に強力であるが、そ
の一方で、ブラックボックス性が高い、上質な
データを用意しなければ誤った結果を生み出
してしまう、などといった弱みもある。また、
データに無いことには対応できない（犬、猫を
覚えさせても鳥は判別できない等）という弱み
もある。そのため、理論、実験、計算科学と併
用し、互いの弱みを補完しあう必要がある。そ
のような融合を経て、さらにデータサイエン
ス・AIの技術は高精度化・高信頼化を果たし
ていくものと考えられる。今後も、データサイ
エンス・AIによるさらなる宇宙開発の加速に
期待したい。
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2012年にスタートしたFIT制度が起爆剤と
なり、再生可能エネルギーの導入が急速に進展
した。2011年のわが国の総発電電力量に占め
る再生可能エネルギー発電量は、約11%（その
うち水力発電分8.1%を含む）であったが、2016

年では約15%（そのうち水力発電分7.5%を含
む）の水準になった1。2015年7月に発表された
長期エネルギー需給見通し（2030年度見通し）
では、2030年度断面での再生可能エネルギー
発電の割合は、原子力発電と同水準の22%～
24%と示され、単純に割合ベースで比較する
と、FIT制度開始後から現在までの導入量と同
水準の再生可能エネルギーが今後新たに導入さ
れる見通しとなっている。
しかしながら、再生可能エネルギーの大量導

入により、再生可能エネルギー発電促進賦課金
による国民負担の増加や、系統の空き容量問題
等、新たな課題も発生している。政府としても、
再生可能エネルギーのみならず、電力政策の視
点で、法律の改正等を行いながら制度の適正化
を進めているところである。
本レポートでは、FIT制度開始から今日まで

 はじめに
の導入実績と課題、経済波及効果の分析結果を
踏まえ、再生可能エネルギーの主要電源にむけ
た道のりについて考察する。

（1）認定量・導入量と買取価格の推移
2012年のFIT制度開始以降、制度の対象で

ある再生可能エネルギー5電源（太陽光発電・
風力発電・地熱発電・中小水力発電・バイオマ
ス発電）の認定・導入が進み、市場価格の低下
が認められた場合には買取価格が見直されてき
た。また、それと同時に高い買取価格で認定を
取得したものの発電を開始しない、いわゆる空
押さえや、想定以上の導入による国民負担増等
の課題を是正するため、法律を改正し、2017年
4月に改正FIT法が施行された。
以下では、FIT制度以降再生可能エネルギー

5電源の認定量および導入量ならびに買取価格
について改正FIT法施行前の2016年度までの
実績値の推移および2030年度の累積の導入量
見通しを整理した。各図において認定量・導入
量を棒グラフで買取価格を折れ線グラフで表記
している。

 
1.FIT 制度導入における再生可能エネル
ギーの導入状況

2012年の固定価格買取制度（FIT制度）を契機に再生可能エネルギーの導入が加速し、順風満
帆に見えたが、近年、多くの課題が生じ、制度の見直しが進められている。ここでは、FIT制度
の下での導入量を整理するとともに、再生可能エネルギー導入の経済効果や“お金”の流れを分
析し、今後の方向性を考察した。

技術動向レポート

再生可能エネルギーの現状と将来
̶再生可能エネルギーの導入による経済分析の視点から̶

 環境エネルギー第2部
  コンサルタント  コンサルタント チーフコンサルタント
  佐藤　貴文　　　古林　知哉　　　　蓮見　知弘
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①太陽光発電
まず、FIT制度開始により、最も認定・導入

が進んだ再生可能エネルギーである太陽光発電
について、主として住宅向けの10kW未満と、
ビルの屋上設置やメガソーラー向けの10kW以
上の2つの区分で整理した。

10kW未満の太陽光発電の認定量・導入量・
買取価格の推移を図表1に示す。FIT制度開始
から毎年100万kWが認定され、2016年度末時
点で549万kWが認定されている。一方、導入
量は、認定量の約85%に相当する約80万kWの
水準で導入され、2016年度末時点で475万kW、
FIT制度開始以前からの累積では945万kWと
なり、すでに2030年度見通しでの900万kWを
達成している状況である。10kW未満の太陽光
は、認定を取得してから約1年程度で運転開始
となっているのが特徴である。
また、買取価格は、FIT制度開始時点では

42円 /kWhであったが、太陽光パネルを中心に
市場拡大に伴うコストの低減が進んだことも
あり、2016年度には31円 /kWhまで低下して
いる。

10kW以上の太陽光発電の認定量・導入量・
買取価格の推移を図表2に示す。2012年度にお
ける認定量は、1,868万kWであり、10kW未
満の太陽光の約14倍、FIT制度における当該
年度の認定量の約9割という圧倒的な容量を
10kW以上の太陽光発電が占めることになっ
た。これは、事業参入の容易さに加え、40円 /

kWhの買取価格の高さの後押しがあったと考
えられる。その後も、さらに認定量は増加し、
2013年度末で6,304万kWとなり、2030年度見
通しの5,500万kWを超え、2016年度末で7,905

万kWまでになった。一方、導入量は年間で約
700万kW程度の水準にとどまっており、2016

年度末では2,875万kW、FIT制度開始以前か
らの累積では2,965万kWとなり、2030年度見
通しでの5,500万kWで約54%の水準である。
また、買取価格は、FIT制度開始時点では 

40円 /kWhであったが、10kW未満の太陽光と
同様、市場拡大に伴うコストの低減に加えて、
安価な海外メーカーの導入が進んだこともあ
り、2016年度には24円 /kWhと10kW未満の太
陽光発電よりも速いペースで低下した。

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表1　10kW未満の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移
 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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太陽光発電の導入量についての2030年度見
通しの実現のためには、認定を取得しているに
もかかわらず、稼動にいたっていない案件であ
る約5,000万kWをいかに運転開始につなげて
いくかが重要である。そのため、改正FIT法で
は、認定制度の見直しや入札制度の導入、一定
期間を過ぎても運転開始に至らない案件へのペ
ナルティー等の措置が盛り込まれた。特に、認
定制度の見直しにより、従来の認定や買取価格
が決まっていても、電力会社との接続契約の締
結に至っていない案件は、認定が失効するこ
とになった。資源エネルギー庁は、2016年6月
30日までに認定を受けている約9,622万kW（約
315万件）のうち、約17%にあたる約1,610万
kW（約27万件）が失効となること、またそのう
ちの約9割の約1,463万kWが10kW以上の太陽
光発電であることを公表した2。

②風力発電
風力発電の認定量・導入量・買取価格の推移

を図表3に示す。風力発電はFIT制度における
買取区分が陸上で2つ、2014年度に新設された

洋上で1つの合計3つになっているが、認定量や
導入量は、これらを区別することなく整理した。
風力発電では、FIT制度の開始と同時に環境
影響評価法の改正により、原則7,500kW以上
の発電設備において環境影響評価が義務付けら
れるという、事業環境が変化したこともあり、
太陽光発電と比べると認定量・導入量が低調に
なっている。認定量をみてみると、FIT制度開
始から年間50万kWのペースで増加し2015年
度末では283万kWであったが、FIT制度開始
後の案件の環境影響評価手続きが進んだ案件が
認定されたこともあり、2016年度末には685万
kWと1年間で約400万kWと急増した。一方、
導入量は、年間約10万kWの水準で増加してお
り、2016年度末では79万kW、FIT制度開始以
前からの累積では、339万kWであり、2030年
度見通しの1,000万kWの約34%の達成水準で
ある。
また、買取価格は、FIT制度開始から2016年

度までの間は、20kW未満は55円 /kWh、20kW

以上の風力発電の場合22円 /kWhのままであ
り、変更はない。また、洋上風力については、

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表2　10kW以上の太陽光発電の認定量・導入量・買取価格の推移
 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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2014年に民間でも事業計画が立ち上がりつつあ
ることを背景に、買取価格が36円 /kWhと設定
され、2016年度まで変更はない。
今後は、着床式の洋上風力発電が北海道や東

北地域といった風況のよいエリアを中心に導入
が期待されるところである。政府としても、そ
の動きを加速化させるため、一般海域における
洋上風力発電のルールとして、海洋再生可能エ
ネルギー発電設備の整備に係る海域の利用促進
に関する法律案を閣議決定し3、それを前提と
した買取価格の見直し等の検討を始めている。

③地熱発電
地熱発電の認定量・導入量・買取価格の推

移を図表4に示す。地熱発電はFIT制度にお
ける買取区分が規模別に、15,000kW未満、
15,000kW以上の2つに設定されているが、認
定量や導入量は、これらを区別することなく整
理した。
認定量は、FIT制度開始から、大型の開発が1

件のみで、ほとんどが小型の温泉発電の導入が
中心であったため、5年間で10万kWに届かな

い状況である。一方、導入量においても、2016

年度末では1.5万kWでありFIT制度導入以前か
らの累積では、51.5万kWであり、2030年度見
通しの140～155万kWの約33～36％の達成水
準と新規開発が進んでいない状況である。
また、買取価格は、2つの区分においてFIT

制度開始から2016年度までの間、15,000kW未
満が40円 /kWh、15,000kW以上が26円 /kWh

で変更されていない。
地熱発電は、洋上風力発電と同様に地元関係
者との合意形成にくわえ、地下資源の規模の把
握が難しいこと、掘削を含む大規模な開発や、
環境影響評価もあり、一般的に計画から運転開
始まで長い時間を要する電源である。一方で、
2030年度見通しは、新設分のみで達成率を試
算すると、約1%の水準にとどまっていること
から、現在開発が進んでいる地域における導入
の加速化や新規開発拠点の整備に向けた基礎調
査の充実が求められる。特に、買取価格におけ
る経済性の影響で、15,000kW以上の大型案件
の開発が停滞しないようにきめ細かい実態の把
握が必要である。

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表3　風力発電の認定量・導入量・買取価格の推移
 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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④中小水力発電
中小水力発電の認定量・導入量・買取価格

の推移を図表5に示す。中小水力発電はFIT制
度における買取区分が規模別に、200kW未
満、200kW以上1,000kW未満、1,000kW以上
30,000kW未満の3つに設定されているが、認
定量や導入量は、これらを区別することなく整
理した。
認定量は、FIT制度開始から年間で約25

万kWのペースで増え、2016年度末には112

万kWとなっている。これに対して導入量は、
2016年度末では24万kW、FIT制度導入以前か
らの累積では、984万kWであり、2030年度見
通しの1090～ 1161万kWの約85～ 90%の達
成水準である。
買取価格は、3つの区分においてFIT制度開

始から2016年度までの間では、200kW未満が
34円 /kWh、200kW以上1,000kW未満が29円 / 

kWh、1,000kW以上30,000kW未満が24円 /kWh

で変更されていない。
中小水力発電も、2017年度より1,000kW

以上30,000kW未満の買取区分が細分化し

て、1,000kW以上5,000kW未満が27円 /kWh、
5,000kW以上30,000kW未満が20円 /kWhとなっ
たが、有望であるポテンシャルが限られている
こともあり、10kW以上の太陽光発電や一般木
質・農作物残さのバイオマス発電のような目
立った認定の駆け込みは起こっていない。なお、
2030年度見通しは、水力発電としてのものであ
るが、中小水力発電のみで達成率を試算すると、
約12～18%の水準にとどまっていることから、
限られたポテンシャルを有効活用して、導入が
加速されることが望まれる。

⑤バイオマス発電
バイオマス発電の認定量・導入量・買取価格

の推移を図表6に示す。バイオマス発電はFIT

制度における買取区分が燃料種によって5つに
なっているが、認定量や導入量は、これらを区
別することなく整理した。
まず、認定量は、FIT制度開始から年間で約

90万kWのペースで増え、2015年度末には370

万kWであったが、2016年度には一般木質バ
イオマス・農作物残さの買取価格が2017年度

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表4　地熱発電認定量・導入量・買取価格の推移
 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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に下がることを受けて、駆け込みの認定が殺到
し、1,242万kWまで増加した。この容量水準
は、風力発電の2倍に相当し、太陽光発電につ
いで発電事業の計画が多い電源となっている。
これに対して導入量は、年間約20万kWの水
準で増加しており、2016年度末では52万kW、
FIT制度開始以前からの累積では、315万kW

であり、2030年度見通しの602～728万kWの
約43～52%の達成水準である。
買取価格は、5つの区分においてFIT制度開

始から2016年度までの間では、間伐材等由来
の木質バイオマスについて、2015年に新設さ
れた2,000kW未満の40円 /kWh以外は、変更さ
れていない。しかしながら、2017年度より一

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表5　中小水力発電の認定量・導入量・買取価格の推移
 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」、「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総
研作成

図表6　バイオマス発電の認定量・導入量・買取価格の推移
 （左：FIT制度下における認定量・導入量と買取価格、右：累積導入量と見通し）
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般木質バイオマス・農作物残さについては、こ
れまでの実績からシステム価格の低減が見込め
ると判断され、買取価格が21円 /kWhに設定さ
れた。これを受け、上述のとおり2016年度の
認定量の急増につながったとされる。
このような状況を踏まえると、今後は2016年 

度に認定された1,000万kWを超える一般木質発
電の稼動が焦点となっている。そのため、2017

年～2019年までの買取価格や、燃料の安定的な
確保の証跡、未稼働案件の排除等の観点から制
度の見直しをしており、2018年度より、10kW

以上の太陽光と同様に入札制度の導入や運転開
始期限の設定等の措置がとられることとなった。

（2）国民負担
FIT制度下での再生可能エネルギーの買取金

額を図表7に示す。ここでは、買取金額を各電
源で積上げたものである。
再生可能エネルギーの買取金額はFIT制度開

始の2012年度では1,782億円であったが、その
後は、主として太陽光発電の導入量の増加に

伴い2016年度には2兆円を超えている。そのう
ちの約67%に相当する1.3兆円が10kW以上の
太陽光発電である。2030年度見通しでは、再
生可能エネルギーの買取金額は、3.7～4兆円
と設定されており、FIT制度開始後の5年で約
50%の水準にまで達している状況である。
買取金額は、再生可能エネルギー発電促進賦
課金という形で電気料金に上乗せされることか
ら、国民負担の増大につながっている。2030

年度見通しの水準である3.7～4兆円は、消費
税で2%分に相当する額であることを考えれば、
今後のFIT制度による再生可能エネルギー導入
にあたっては、より国民負担の抑制にかなった
制度運用が求められることになるだろう。

前節では、再生可能エネルギー導入のマイナ
ス面として電気料金の上昇に伴う国民負担につ
いて述べた。その一方で、導入のプラス側面と
して日本全体および導入地域における経済効果
が期待されている。ここでは、その効果を試算

 
2. 再生可能エネルギーの導入に伴う経
済効果

（資料）資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」よりみずほ情報総研作成

図表7　FIT制度下における再生可能エネルギーの買取金額の推移
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した事例として2015年度に当社が資源エネル
ギー庁より受託した「再生可能エネルギー等の
関連産業に関する調査」のうち、（1）産業連関
分析を用いた経済波及効果、（2）導入に伴う資
金の流れの分析、の成果の一例を紹介する。詳
細については公表されている報告書4をご参照
されたい。

（1）産業連関分析を用いた経済波及効果
経済波及効果は、消費、投資等の産業に新た

な需要が生じたときに、この需要をきっかけに
生じた産業及び関連する他の産業への誘発額の
総和である。例えば、建物の建設という新たな
需要の結果、資材や電気設備・水道が必要とな
り、その資材や電気設備・水道を得るためには、
工場での生産や発電所での電力が必要・・・と
いうような間接的な波及すべてを含めた生産額
を経済効果として試算するものである。
今回は、2030年度の見通しを達成する前提

として再生可能エネルギー5電源が導入された
場合、設備導入から廃棄までの経済波及効果
を、産業連関表（2011年 IO表の396部門統合）
を用いて推計した。主な前提条件は、以下のと
おりである。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
①対象電源は、2015～2030年度までに導入
される再生可能エネルギー5電源とする。

ただし、バイオマスの燃料は国内材を想定
する。
②経済波及効果の推計期間は、設備導入→買
取期間中の発電→廃棄までとする。（最長
は2030年の設備導入で20年発電し、廃棄
するため2050年）
③資本費及び運転維持費は、資源エネルギー
庁の関連する審議会の値と整合させる。
④発電事業者がメーカーに対して直接購入す
ることを前提としており、仲介業者の影響
は含まれていない。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

前述の前提条件の下で推計した経済波及効果
の結果を図表8に示す。この表における国内投
資額は、総投資額のうち、輸入品を控除したも
のであり、国内で調達した設備やサービスに相
当する。この図表に示したとおり、2030年度
見通しを達成した場合、総投資額約28兆円の
うち、太陽光発電が約14兆円（約51%）、バイ
オマス発電が約8.2兆円（約29%）、風力発電が
約2.6兆円（約9％）となっている。その一方で、
国内投資額となると、総額約22.9兆円のうち、
太陽光発電が約10.8兆円（約47%）、バイオマス
発電が約7.8兆円（約34%）となっている。
総投資額は、導入される設備容量の大きさと
単価に影響を受けるが、国内からの調達割合を
加味した国内投資額は、これら2つの要素に加

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）

図表8　2030年度見通し達成時の再生可能エネルギー導入による経済波及効果［10億円］
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えて、安価な発電設備を海外から調達すると小
さくなる。産業連関分析に基づく最終的な経済
波及効果は、約55.4兆円となった。

（2）導入に伴う資金の流れの分析
再生可能エネルギーの導入の意義の1つとし

て地域活性化の視点があり、資源エネルギー庁
においてもその取組が紹介されている5。そこ
で、FIT制度にて買取られた資金がどの地域に
どの程度流れていくのかを計算するため、再生
可能エネルギーの発電事業者の収支の項目がど
の地域で発生するかを仮定してキャッシュフ
ロー分析を行った。ここでの利益率は、「初期
投資＋O&M費」に対する利益の割合であるた
め、IRRとは異なる。具体的には、以下のステッ
プに沿って分析を実施した。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
①買い取られた資金を「資本費」、「O&M費」、
「廃棄費」、「税」、「利益」の5つに分ける。
②それぞれの区分において、「関連工場」、「海
外」、「自地域」、「その他」の4つに細分化
する。

③②の結果を、最終的なお金の流れる先とし
て設定した「自地域」、「関連工場」、「海外」、
「国税」、「利益」の5つの項目で集計する。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

分析にて計上している経費を上記のステップ
にて類型化したものを図表9に示す。
上記の考え方の下で分析した結果の例とし
て、ここでは認定量が急増して国民負担への影
響が大きいと考えられる10kW以上の太陽光発
電および一般木質・農作物残さのバイオマス発
電の2つを紹介する。ただし、後者のバイオマ
ス発電については、燃料となる資材をすべて国
内から調達しているという前提を置いている。

10kW以上の太陽光発電の結果を図表10に示
す。買い取られた資金のうち、資本費が約59%、
O&M費が約18%の水準になっている。また、
資本費を細分化すると自地域、関連工場、海外
の3つであり、それぞれがほぼ同じ割合になっ
ている。他の項目についても同様にして細分化
し、最終的に資金が流れる先として、図表10に
て設定した区分ごとに集計すると、自地域に約
45%、関連工場に約23%、海外に約20％の割合
になる。なお、海外への分配の主な要因は、安
価で調達できる海外製の太陽光パネルを事業者
が選択しているためであると考えられる。
一般木質・農作物残さのバイオマス発電の
結果を図表11に示す。買い取られた資金のう
ち、資本費が約18%、O&M費が約76%の水準
となっており、O&M費の割合が他の再生可能
エネルギーに比べて突出して高くなっている。

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）をみずほ情報総研が一部修正

図表9　地域への波及効果分析にて計上した経費の区分
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これは、燃料の調達費用が原因である。10kW

以上の太陽光発電のときと同様に、他の項目に
ついても同様にして細分化し、最終的に資金が
流れる先として、図表9にて設定した区分ごと
に集計すると、自地域に約73%、関連工場に約
22%、海外に約3％の割合になる。自地域の割
合が高くなっている理由は、燃料となる資材を
すべて国内から調達しているという前提での結
果であり、輸入材を調達する場合は、自地域の
割合が減り、海外の割合が増えることになる。
最後に、再生可能エネルギー5電源の地域へ
の波及効果を総括した結果を図表12に示す。

2030年度見通しを達成するとした場合、買取
費用の約5割が自地域に流れる試算結果となっ
た。自地域にお金が流れやすいのは、大規模な
造成や工事が必要となる10kW以上の太陽光発
電や中小水力発電と、O&M費の大部分を占め
る燃料を国内から調達するバイオマス発電とな
る。太陽光発電や風力発電のように、発電設備
等の製品市場の成熟度が上がると、コモディ
ティー化が進み海外の安価な製品が導入される
ことになり、海外に資金が流れていく傾向が強
くなる。

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）をみずほ情報総研が一部追記

図表11　一般木質バイオマス発電の導入に伴う地域への波及効果

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）をみずほ情報総研が一部追記

図表10　10kW以上の太陽光発電の導入に伴う地域への波及効果
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（1）再生可能エネルギーの発電コスト低減の方
向性
発電事業者が発電に要する費用を発電コスト

と呼ぶことにすると、わが国における再生可能
エネルギーの発電コストは、海外主要国と比べ
ると依然高いといわれているが、コスト低減に
向けた取組も進められている。図表13は、太
陽光発電では資本費の推移であるが、FIT制度
開始後の2012年と比較して住宅・新築では約
7.7万円 /kW、1,000kW以上の設備では、約4.8

万円 /kW（▲15～18%程度）の資本費が実績と
して低下しており、発電コストは着実に低減し
ている。
風力発電では、資本費ではなく、設備利用率

の向上から発電コストの低減が進んでいる。図
表14は、導入時期別にみた風車の設備利用率
の中央値の推移であるが、2000年までは平均

 3. 今後の方向性
で17.7%であった設備利用率が2011年度以降
では、24.8%と7.1ポイントも増加した。この
理由としては、風車の大型化に伴い上空の強い
風を利用できるようになったこと、より多くの
風を受けられるよう、ブレードの長さのマイ
ナーチェンジをしていること等があげられる。
これにより、発電量が増加し、その結果として
発電コストが低減しているといえる。
一方で将来にむけた発電コストの低減目標

についても議論が行われている。2016年には、
太陽光発電および風力発電の発電コストを低減
させる目的で競争力強化の研究会が開催され、
図表15に示すような発電コスト低減目標が示
された。具体的には、住宅太陽光発電（10kW

未満の太陽光発電に相当）が電力市場価格と同
水準の11円 /kWh、非住宅太陽光発電（10kW

以上の太陽光発電に相当）は、2030年度まで7

円 /kWh、風力発電については、陸上および洋
上ともに8～9円 /kWhという目標を掲げてい

（資料）資源エネルギー庁「再生可能エネルギー等関連産業に関する調査」（2015年度）よりみずほ情報総研作成

図表12　再生可能エネルギー導入に伴う買取費用の流れの割合［％］
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（資料）資源エネルギー庁「調達価格等算定委員会資料」よりみずほ情報総研作成

図表13　太陽光発電の平均資本費の推移

（資料）資源エネルギー庁「調達価格等算定委員会（第35回）資料」よりみずほ情報総研作成

図表14　20kW以上風力発電の設備利用率（2015年7月～2016年6月）

（資料）資源エネルギー庁「H29年度以降の調達価格等に関する意見」（2016年）、「調達価格等算定委員会（第35回）資料」よ
りみずほ情報総研作成

図表15　競争力強化研究会の取りまとめた発電コスト低減目標
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る。今後は、官民一体となって技術開発や制度
設計が行われ、目標の達成が期待される。

（2）導入制約となっている送電網の解決の方向性
全国に張り巡らされた送電網は、電力を送る

重要なインフラである。現在のわが国の送電線
網は、火力発電や水力発電、原子力発電といっ
た大規模な発電所から分散する需要家へ電力を
滞りなく届けることを念頭に設計されているも
のであり、再生可能エネルギーのような地域分
散型の電源を接続することを想定していない。
また、再生可能エネルギーの適地は電力需要地
から離れていることが多く、既存の大規模変電
所や送電線への接続が物理的に困難であること
が再生可能エネルギーの導入障壁の一つとなっ
ている。さらに、適地近傍に送電線があったと
しても、空き容量がないため発電事業を断念す
るケースも多数存在している。
また、発電出力を自在にコントロールできな

い太陽光発電や風力発電が大量に導入されるこ
とにより、北海道電力、東北電力ならびに九州
電力では、隣接する電力会社との地域間送電線
を活用しても電気の周波数を一定に保つことが
困難な状況が発生している。これらの電力会社
の管内で再生可能エネルギー発電設備を導入す
る事業者は、上限時間なしの無補償出力抑制の
受入れや、蓄電池等出力変動を抑える設備の導
入を求められている。
このように送電容量は再生可能エネルギーの

導入量を左右する重要な因子の1つである。再
生可能エネルギーをわが国の主要電源となる規
模にまで導入させるためには、既存送電網のみ
ならず、再生可能エネルギーのポテンシャルの
大きい地域内の既存送電網や、地域間送電線の
容量を増強することが求められる。現在、電力
広域的運営推進機関が計画している送電容量お
よび地域間送電線の増強費用の一部は、再生可

能エネルギー促進賦課金と同様に、電気料金に
上乗せする形で回収される。太陽光発電や風力
発電といったポテンシャルが大きく、将来的な
発電コスト低減が見込める電源の導入は、わが
国のエネルギー政策上重要であるが、コストの
高い系統増強は計画そのものを見直すなど国民
の負担を抑えねばならない。
大規模な系統増強を最低限とし国民負担を抑
えることができるよう、例えば太陽光発電が夜
間使用していない送電容量を風力発電に融通す
ることによる既存送配電網の最大限の活用や、
蓄電池および水素貯蔵技術を活用することによ
り、再生可能エネルギー導入の新しい形を追及
することが必要と考えられる。

再生可能エネルギーは、温室効果ガス削減に
寄与するとともに純国産のエネルギーとしてエ
ネルギーセキュリティーの向上、地域活性化に
も資する面がある。一方で、現時点では発電コ
ストが高く、再生可能エネルギー促進賦課金と
いう形で電気料金が上昇し、国民負担を増大さ
せている側面がある。2030年度見通しや2050

年の長期目標を視野に入れた場合、再生可能エ
ネルギーのさらなる導入拡大は必要不可欠な
状況になっている。国際エネルギー機関（IEA）
によれば世界全体の2016年の電力分野への投
資額の41%を再生可能エネルギーが占めてお
り6、世界各地で再生可能エネルギーへの転換
が進もうとしている。わが国においても、太陽
光発電や風力発電のような発電をコントロール
することが困難な変動電源とバイオマス発電・
地熱発電・水力発電のような安定電源を組み合
わせたバランスの良い再生可能エネルギー導入
の方向性を示していくことが必要であろう。

 4. おわりに
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（1）データ利活用への期待
「データは21世紀の石油である」（1）と言われ
るほど、データの利活用は企業の競争力強化に
おいて、重要な地位を占めるようになった。消
費者の膨大な購買履歴やウェブページの閲覧履
歴等のデータを分析し、商品・サービスのレコ
メンドを行うことは、企業にとってもはや当た
り前のアプローチとなっている。AI等の分析
技術の発展とあわせて、データは、企業のマー
ケティング活動の高度化やイノベーション創出
の源泉となっており、この流れは今後ますます
強まることは間違いないと考えられる。
これまでのデータ分析は、あくまでも1企業
が自社の保有するデータを分析することが前提
とされてきた。このため、企業は自らの手で消
費者のデータを収集する必要があり、海外のプ
ラットフォーム企業のような、データを大量に
保有する企業が競争力を増す一方で、消費者と
の接点の少ない企業は十分なデータを収集する
ことができないという課題があった。
このような課題を解決すべく、近年「データ

流通」もしくは「データ共有」といったキーワー
ドが注目されている。これは、企業間や企業と

 1. データ利活用についての最近の動向
政府間等、組織を超えてデータを流通させる概
念である。組織間でデータを流通させること
で、組織にとってのデータ収集コストを削減
し、社会全体としてイノベーションを促進する
効果が期待されている。

（2）データ流通基盤となるプラットフォーム
サービス
データ流通を実現する手段として、データの

提供・収集を行うためのプラットフォームに注
目が集まっている。プラットフォームは、デー
タの源泉である消費者、データ提供者となる企
業、データ利用者となる企業等が互いの利害を
調整し、データの送受信を行うことを可能とす
る。欧米諸国では、このようなデータ利活用基
盤が、民間企業により、既に実用的なサービス
として提供されており、わが国でも、直近の1

年間で複数のサービスが登場し始めている。図
表1（2）では、現在注目されている国内外の主要
なサービス例を記載した。

（1）調査実施にあたり
先述の通り、欧米諸国や日本では、民間企業
によりデータ利活用基盤が提供されているが、

 
2. インドのデータ利活用基盤IndiaStack
のインパクト

近年、データ流通を促進する環境整備が各国、地域で活性している。本稿では、わが国の取り
組みに向けた示唆を得ることを目的に、インドのデータ利活用基盤IndiaStackとその官民への
インパクトについて考察する。

社会動向レポート

インドに見るデータ利活用の未来像

経営・ITコンサルティング部
コンサルタント　黒川　祥悟
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これらの国々とは異なり、インドでは、政府が
主導して国家プロジェクトとして官民のデータ
利活用基盤 IndiaStack（3）を整備している。イ
ンドでは、水道、電気、ガスのようなインフラ
と同様に、データ利活用基盤を重要なデジタル
インフラと位置づけているのである。インド政
府は IndiaStackの推進により、行政サービス
の改善や企業のイノベーション促進等の成果を
上げている。
今回、こうしたインドにおけるデータ利活用

基盤の実態を明らかにし、そのインパクトを調
査するため、筆者は「インドのシリコンバレー」
と呼ばれるバンガロールにおいて、実地調査を
行った。実地調査では、インド政府が構築し
たデータ利活用基盤 IndiaStackのチーフアー
キテクチャーとして尽力したPramod varma

氏（4）と、ベンチャーキャピタルとして、デー
タ利活用基盤を活用したスタートアップ企業を
支援しているUnitus seed fund（5）へのヒアリ
ング調査を実施した。以下では、今回のヒアリ
ング結果をもとに、インドのデータ利活用基盤
IndiaStackについて考察する。

（2）IndiaStackの概要
インド政府が構築したデータ利活用基盤

IndiaStackは、インド版のマイナンバー制度
であり、国民識別番号を付与するAadhaar（ア
ダール）、Aadhaar番号をもとに本人確認を行
うeKYC、電子署名機能であるeSign、個人情
報等のデータを保存するDigital Locker、銀行
口座間での送金を行うUPIの5つの機能により
構成される。それぞれの果たす機能とその概要
は、図表2の通りである。

IndiaStackは個人情報の利活用を指向して
構築されたが、eSign、Digital Locker、UPI

は法人でも利用可能な機能であり、インド企業
の日常業務の中でも既に利用されている。

IndiaStackの機能はあくまでもデータ利活用
のためのデジタルインフラとして提供されるも
のであり、アプリケーションとしてサービス化
されているわけではない点には留意する必要が
ある。インド政府の役割は、インフラとしての
データ利活用基盤を整備することであり、基盤
を活用した個別のサービスは企業により提供さ
れるべきであるという考えにもとづいている。
インドでは、民族、言語、文化等が地域に

（資料）総務省「平成29年版情報通信白書」および各社ウェブサイトより筆者作成

図表1　国内外のデータ利活用基盤
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よって大きく異なっているため、政府が1つの
サービスをトップダウンで全ての国民に適用
させることは難しいと考えられている。この
ため、政府は企業の競争原理を利用し、地域
住民にとって使いやすいサービスを企業が提
供する環境を目指している。このような狙い
から、IndiaStackは、様々な企業等が自由に
その機能を利用できるオープンAPIとして公

開されており、民間企業やスタートアップ企
業が、IndiaStackから必要な機能を選択し、
自社のアプリケーションに自由に組み込むこ
とを可能としている。図表3は、このような
IndiaStack、サービス提供者、国民との関係
を図示したものである。

（資料）Pramod varma氏およびUnitus seed fundへのヒアリング結果より筆者作成

図表2　IndiaStackを構成する5つの機能

（資料）Pramod varma氏およびUnitus seed fundへのヒアリング結果より筆者作成

図表3　IndiaStack、サービス提供者、国民の関係性
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（3）Aadhaarの効果
国民全員に固有の番号（Aadhaar番号）を割

り振るAadhaarはデータ利活用基盤の最も基
礎的な機能である。番号の発行の際には、国民
は氏名、生年月日、性別、住所等の個人情報を
登録してもらい、指紋と虹彩を専用端末でス
キャンしている。これにより、重複登録を避
け、個人に固有の番号を付与することができ
る。2010年にAadhaarの登録を開始して以来、
現在の登録者数は10億人を超えており、2017

年12月現在では、ほぼ全ての国民がAadhaar

番号を取得している状態である（6）。
Aadhaar番号導入の主な効果として、イン

ド国民のほぼ全員が銀行口座を持ち、経済活動
に参加できるようになった点が挙げられる。従
来、インドの国民は銀行口座を持たない人が多
く、インド政府も国民の経済活動について把握
できていないという課題があった。個人の所得
が捕捉できないため、Varma氏によると、イ
ンド国民で所得税を払っているのはわずか3%

であると言われていたとのことである。

インド国民が銀行口座を持つことが難しかっ
た背景として、Varma氏は2つの障壁を挙げて
いる。1つ目は身分を証明する手段を持たない
国民が存在する点である。従来、インドでは特
に地方部において、出生届を出さないことも多
くあり、公的な身分証を持たない国民が数多く
存在していた。このような人々は、身分が証明
できないために、銀行に口座を作ることができ
なかった。2つ目は、銀行が身分証の正当性を
確認するにあたり、多大な手間と時間がかかる
点である。インドは少なくとも30以上の言語
があり、銀行の担当者が提出された書類を見て
も、内容を理解し、正当な書類であると確認す
ることが難しい点が課題となっていた。
このような障壁を乗り越えるための手段とし
て、Aadhaar番号が導入された。Aadhaar番号
は公的な信用に裏付けられた身分証として機能
し、番号に紐づけられた個人情報の正当性も保
証されている。現在では、Aadhaar番号を提供
するだけで銀行口座が開設できるようになって
おり、国民の銀行口座保有率が大幅に向上して

（資料）ispirt IndiaStack

図表4　Aadhaar番号登録者数の推移
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いる。これにより、銀行口座を通して、国民の
経済活動が電子的に把握可能となっている。

Aadhaar番号は、インド政府による貧困層
の支援施策にも活用されている。インド政府
は毎年、インドのGDPの2%にあたる約500億
ドルもの補助金を国内の貧困層に対して拠出し
ている。これは、貧困層への食料支援、教育支
援、公衆衛生向上、調理用ガスの支援といった
国民生活を支えるためのものである。しかし、
前述のVarma氏によると、従来では補助金を
分配する過程において、中間搾取が横行してお
り、政府が支給した補助金のうち、個人の手元
に届く金額はごく僅かになってしまっていたと
いう。
このため、インド政府はAadhaar番号と送
金機能を持つUPIを活用し、インド政府が個
人の持つ銀行口座宛に直接補助金を分配する仕
組みである” ”を構築
した。これにより、補助金の中間搾取がなくな
り、補助金を必要とする国民に適切な金額を支
援することができるようになっている。

（4）IndiaStackによるイノベーションの促進
IndiaStackはオープンAPIとして提供さ

れているため、企業が必要な機能を自由に自
社サービスへ取り込むことが可能である。特
に、個人情報や銀行口座がAadhaar番号に紐
付き、UPIによる送金が容易になっているこ
とから、個人間取引を促進する効果がある。こ
のため、IndiaStackを活用して、シェアリン
グエコノミーのような個人間取引を促進する
スタートアップ企業が登場している。以下に
IndiaStackの仕組みを活用したスタートアッ
プ企業の取り組みを2件紹介する（7）。

1つ目は、インドでクラウドファンディング
事業を提供するMilaap（ミラープ）である。同
社は、新事業の立ち上げ資金や、病気の治療費

を収集するプロジェクトを立ち上げ、出資者を
募ることができるプラットフォームである。プ
ロジェクトの発案者は同社に対してAadhaar

番号を登録し、eKYCにより自らの身分を証明
できる。また、Digital Lockerに保管されたデー
タから、プロジェクトの正当性（本当に病気で
あり資金援助が必要なこと等）を証明すること
ができる。出資者が現れた場合には、UPIを活
用し、出資者の銀行口座へ直接支援金を送金す
ることが可能である。IndiaStackを活用する
ことで、発案者の正当性を確認するコストや送
金コストが低減されており、短時間での資金調
達が可能となっている。

2つ目は、インドでライドシェアサービスを
提供するDriveU（ドライブユー）である。同社
では、新規にドライバーとして登録する際に、
IndiaStackを活用している。ドライバー志望
者はAadhaar番号を提供するだけで、名前や
生年月日等の個人情報が自動的に登録される。
さらに、志望者のDigital Lockerに保存されて
いるデータから、運転免許証を保有しているこ
とを証明できる。このような効率化により、従
来7日間かかっていた登録業務をわずか1時間
まで短縮することができたとのことである。
上記以外にも、Unitus seed fundを始めと
したベンチャーキャピタルが、IndiaStackを
活用したスタートアップ企業を支援しており、
続々と新サービスが生まれつつある。2017年
8月には、インド国内のベンチャーキャピタ
ル3社と非営利法人とが連携し、大規模なス
タートアップ企業のビジネスコンテストであ
る「

（8）」が開催された。180社以
上のスタートアップ企業の中から12社がファ
イナリストとして選出され、現在、ベンチャー
キャピタルと協力して新サービスの導入、拡大
を目指している。
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インドに見るデータ利活用の未来像　 

（1）Data Democracyの実現
前節では、IndiaStackの活用事例を紹介し
たが、IndiaStackによりデータをやりとりす
る場合には、個人が自らの情報を自分自身でコ
ントロールし、個人の同意のもとで企業への提
供されている点は重要なポイントである。
インドのプライバシー法では、個人に関す

るデータは個人の資産であり、個人に帰属
すると定義されている。このため、国外のプ
ラットフォーム企業に国民の個人情報を収集さ
れ、個人の同意を得ないまま利用されている現
状は問題であるとみなされている。このよう
な現状に対抗するため、個人に関するデータ
をプラットフォーム企業から個人が取り戻す
“Data democracy”という概念が広がりつつあ
る。データ利活用基盤である IndiaStackでは
Digital Lockerを通して、個人が容易に自身の
情報を企業から取り出し、他の企業へ提供する
ことを可能としている。
このような仕組みは、フリーランサーや個人

事業主にとってメリットが大きい。例えば、個
人が過去の業務実績を IndiaStackを通して電
子署名付きで企業から抽出することが可能とな
る。抽出したデータを他の企業に提供すること
で、個人の正当な実績を証明することができ
る。特に、先述したシェアリングエコノミーの
ような業態においては、個人の過去のサービス
提供実績と利用者からの評価が、自らの価値を
証明するために重要な要素となっているため、
実績のデータを自分自身で管理したいという
ニーズは高いと考えられる。
わが国においても、個人がデータの取得・移

転させる権利の在り方について検討が進めら
れており、データの源である消費者自身がデー
タの流通をコントロールする「PDS：パーソナ

 3. インドの取り組みから日本が学ぶこと
ルデータストア」と呼ばれる概念が登場してい
る。上記のようなインドの取り組みやその成果
は、わが国の検討においても参考になると考え
られる。

（2）さらなるデータ利活用促進に向けて
本稿では、インドにおいて、個人番号制

度Aadhaarを中心としたデータ利活用基盤
IndiaStackが整備され、行政サービスの高
度化や企業イノベーションの促進等の効果が
生まれていることを概観した。わが国におい
ては、マイナンバーは秘匿すべきものとされ
ているが、インドにおいては、様々な場面で
Aadhaar番号が事業者や他者に提供され、有
効活用されている。
もちろん、インドにおいても、Aadhaar番号

を提供することで、個人情報が流出する可能性
を危惧する議論が無いわけではない。重要なこ
とは、データ利活用促進に向けて、どの程度の
リスクがあるのか確認しつつ、トライアンドエ
ラーを繰り返すことであるとVarma氏は主張
している。わが国においても、官民におけるマ
イナンバーの活用方法が今まさに検討されてい
るところであるが、IndiaStackの取り組みやそ
の成果は大いに参考になるものと考えられる。
加えて、データ利活用に係るビジネス展開の

事例として、インド企業の取り組みは日本企業
にとって参考になると考えられる。インドで成
功したビジネスモデルの日本への展開、日本で
考案されたサービスのインドへの展開等新たな
ビジネスチャンスが生まれる可能性もある。そ
のため、引続きインドにおけるデータ流通環境
やデータ利活用に係るビジネスの進展に注目す
ることが望まれる。

注
（1） “ ’s most valuable 

” 
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（2） 総務省「29年版情報通信白書 第2章ビッグデータ
利活用元年の到来」

（3） IndiaStackウェブサイト

（4） “Meet the chief architect of 
”

（5） Unitus seed fundウェブページ

（6） “IndiaStack”

（7） “Bridging India’s Financial 
’s 

limitless possibilities (IndiaStack)”

（8）

ウェブサイト 
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生活困窮者自立相談支援事業の支援対象者像に関する一考察　 

生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105

号。以下、「法」という。）が2015年4月1日に施
行され、全国約900の福祉事務所設置自治体で、
生活困窮者自立相談支援事業（以下、「自立相
談支援事業」という。）が開始された。
人々が抱える課題は、経済的な問題に加えて
社会的孤立や、障害や病気を抱えるなど、複合
的かつ複雑に絡み合った場合が多い。翻って、
既存の福祉制度は、高齢者、障害者、児童等、
特定の対象者・分野ごとに構築されており、そ
れぞれの制度では対応しきれない人が増えてい
る。こうした人々は、「制度の狭間」に陥りがちで
ある。自立相談支援事業は、「制度の狭間」を作
らず、既存の福祉制度だけでは自立が難しい人々
を幅広く受け止めて、生活全般にわたる包括的
な支援をしていこうとして始まったものである。
一方で、この制度が対象者を限定せず、多様

な人々を受け入れることを理念としていること
から、制度のスタート時には、実際にどのよう
な人々が支援対象となるのか明確ではなかっ
た。そこで本稿では、法施行から2か年におけ
る自立相談支援事業の支援実績データから、支
援対象者がどのような人々であるのか、その一
端を考察していく。

 はじめに

生活困窮者―つまり支援対象者―の定義は、
法第2条において「現に経済的に困窮し、最低
限度の生活を維持することができなくなるおそ
れのある者」（1）と規定されているのみで、具体
的な要件等は明示されていない。
法の規定を文字通りにとらえれば、「生活保
護の一歩手前にある、現在すでに困窮している
人」を対象とするようにも読み取れる。しかし、
そもそもの法の理念は排除せず幅広く受けとめ
ることとされている。事業の運営に当たって厚
生労働省社会・援護局が発出した通知において
も、「生活困窮者の多くは、複合的な課題を抱
えていることから、自立相談支援事業の運営に
当たっては、できる限り対象を広く捉え、排除
のない対応を行うことが必要である」（2）とされ
ており、この考え方に沿って各自治体にて支援
が行われている。

当社は、2015～2016年度の2か年にわたり、
自主研究事業（3）として、2014年度生活困窮者
自立促進支援モデル事業実施自治体（119自治
体）を対象に、自立相談支援事業で使用する支
援対象者に係るアセスメントやプラン等に係る

 1. 生活困窮者とは

 2. 分析に用いたデータの概要

2015～2016年度の2か年にわたり、生活困窮者自立促進支援モデル事業実施自治体から
収集した支援実績データにより、生活困窮者自立相談支援事業の支援対象者像の分析を試みた。

社会動向レポート

生活困窮者自立相談支援事業の支援対象者像に関する一考察

社会政策コンサルティング部
チーフコンサルタント　野中　美希
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支援実績を匿名化の上収集・蓄積してきた。そ
れらのうち、支援実績に係る詳細データを収集
できた118自治体における支援実績データを用
いて分析を行った（図表1）。なお、分析結果の
解釈に当たっては、期間、対象地域が限定され
ていることや、まだ支援に至っていない潜在的
な支援対象者がいることに留意が必要である。

（1）基本属性
自立相談支援事業に基づく支援を実施した支

援対象者のうち、2017年3月末日時点で支援を
実施中である者及び支援を終了（終結）してい
る者は、33,503人であった。そのうち、男性

 3. 支援対象者の特徴

が65.3％、女性が34.7％と、支援対象者の6割
以上を男性が占める（図表2 A.）。
年代別にみると、「40歳代」、「50歳代」、「60

歳以上」が、それぞれ2割前後となっており、
男女ともに中高年層が多い（図表2 B.）。

（2）家族や就労等の状況
一般に、女性は、離婚や死別、あるいは未婚
のまま子どもを産むことで、シングルマザーと
なり、相談できる相手がいないまま、仕事と
子育て等で生活が困窮するケースが多いとさ
れる。実際、厚生労働省「全国ひとり親世帯等
調査」（2016年度）によれば、母子世帯数123.2

万世帯、父子世帯数18.7万世帯と推計されてお

図表1　データの概要

（資料）みずほ情報総研（2016）「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における支援実績、対象者像等に関する調査
研究事業」及び同（2017）「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における支援実績の分析による支援手法向
上に向けた調査研究」を通じて収集したデータを基に作成。

図表2　支援対象者の男女別・年代別構成
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り、ひとり親世帯の多くが母子世帯である。さ
らに、ひとり親世帯となった理由として、女性
は「離婚」（79.5％）に次いで「未婚の母」（8.7％）、
「死別」（8.0％）の順に多いが、男性は「離婚」
（75.6％）、「死別」（19.0％）が多く、「未婚の父」
は0.5％とほとんどいない。また、同調査によ
れば、2015年の平均年間収入（同居親族の収入
を含む世帯年収）は、母子世帯が348万円、父
子世帯が573万円となっている。厚生労働省「国
民生活基礎調査」による同年における児童のい
る世帯の平均所得（707.8万円）を100とすると、
母子世帯の母が49.2、父子世帯の父が81.0の水
準にあり、母子世帯は父子世帯と比較してより
経済的に困難な状況に置かれている状況が示唆
される。
そこで、支援対象者の婚姻、子どもの有無、

就労等の状況についても同様の傾向がみられる
かを確認する。まず、婚姻状況を男女別にみる
と、男性は55.4％が「未婚」と半数以上を占め
るが、女性は「離別」が34.5％で最も多く、次
いで「未婚」（29.8％）となっている（図表3）。
さらに、年齢階級別にみると、男性は20歳代
までは9割近くが「未婚」で、その後年齢階級
が上がるにしたがって「未婚」の割合は低下す
るものの、50歳代でも半数近くが「未婚」と、

60歳以上を除いて「未婚」が最も多い。一方で、
女性は、20歳代まででは「未婚」が71.4％で最
も多いが、次いで「離別」が15.1％となってお
り、若年層においても男性と比較して「離別」
の割合が高い。さらに、30歳代から50歳代ま
では「離別」が3割～4割を占めており、最も多
くなっている。以上から、支援対象者において
も、女性は「離別」により困窮状態に陥ってい
るケースが男性と比較して多いと考えられる。
さらに、年齢階級別・婚姻状況別に子どもの

有無をみると、既婚男性を除いて、男性は「子
ども有（扶養有）」の者が女性より少なく、未婚
男性はいずれの年齢階級においても扶養の有無
を問わず子どものいない者が大半を占める（図
表4）。一方で、離別女性は、20歳代及び30歳
代で、「子ども有（扶養有）」の割合が8割を超え、
40歳代においても同6割以上を占めるなど、同
年代の離別男性が2割以下であるのと比較して、
扶養有の子どもがいる者の割合が高い。死別・
その他の女性についても、離別女性とほぼ同様
の傾向がみられる。また、未婚女性について、
「子ども無」の者が9割を超えるのは男性と同様
であるが、30歳代で8.7％が、また20歳代まで
と40歳代においても5％弱が扶養有の子どもを
抱えており、男性と比較して高い水準にある。

（資料）図表2に同じ。

図表3　支援対象者の婚姻状況（男女別）
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子どもの年齢についてはデータを取得していな
いため明確ではないが、母親（女性）の年齢階
級から類推すると、女性は離別・死別・未婚で、
ひとり親として未成年の子どもを扶養している
者の割合が、男性よりも高いと推察される。
また、支援対象者の就労状況を婚姻状況別

にみると、男性は婚姻状況に関わらず、「仕事
を探したい /探している（現在無職）」者の割合
が女性より高く、特に既婚と離別で10％以上
の開きがある（図表5）。一方で、女性は、「就
労している」者の割合が婚姻状況に関係なく、
すべてにおいて男性より高くなっているほか、
「就労しているが、転職先を探したい /探してい
る」者の割合も、既婚を除いて男性より高い。

これらを踏まえると、女性は就労していても、
就労先に満足していない者あるいは収入が十分
ではなく経済的な課題を抱えている者の割合
が、男性と比較して相対的に高い可能性が示唆
され、それは我が国における男女間賃金格差（5）

から考えても整合的である。その状況におい
て、離別や死別、未婚で子どもを扶養している
者は女性の方が多いことから、女性は、男性よ
りも経済的な困窮に陥るリスクが高いと考えら
れる。
一方で、男性については、無職の者が多いと

いうこと以外、女性より生活困窮に陥っている
直接的な要因となりうる要素が明確にはみられ
なかった。そこで、自立相談支援事業の相談支

（資料）図表2に同じ。

図表4　支援対象者の年齢階級別・婚姻状況別子どもの状況（男女別）
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援員が記入したアセスメントシートの情報によ
り、支援対象者が抱える課題の男女差をみると、
男性は、「ホームレス」が女性と比較して18.8％
高く、第2位の「住まい不安定」（同7.9％差）と

合わせて、ホームレスなどの住まいに関する課
題を抱えている者の割合が高い（図表6）。第3位
以降も、「就職定着困難」（同7.4％差）、「中卒・
高校中退」（同5.8％差）、「刑余者」（同4.8％差）

（資料）図表2に同じ。

図表5　支援対象者の婚姻状況別就労状況（男女別）

（注）1. 集計対象は、男性：n＝20,320、女性：n＝10,689。
2. 支援対象者が抱えている課題のうち、男女の差を比較して、男性の方が多い上位5項目と、女性の方が多い上位5項
目を掲載している。必ずしも抱えている課題の多い項目ではなく、男女とも最も高い割合であったのは、「経済的
困窮」で、男性69.9％、女性65.9％である。

（資料）図表2に同じ。

図表6　支援対象者が抱えている課題のうち男女差の大きい項目（男女別、複数回答）
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となっており、経済的な課題や住まいに関する
課題を抱えている者、また社会的にも孤立しや
すい要因を抱えている者の割合が女性と比較し
て高い。抱えている課題から推察すると、男性
は、経済的な困窮、あるいは社会的な孤立状態
に陥ることで、未婚になるといった、女性とは
逆の因果となっている可能性が指摘される。

2015～2016年度の2年間の支援実績によれ
ば、自立相談支援事業の支援対象者は男性が多
く、年代は特定の年代への偏りはないものの
40歳代以降の中高年層が多いことが明らかと
なった。
支援対象者の婚姻状況をみると、男性は「未

婚」が半数以上を占めるが、女性は「離別」や「未
婚」がそれぞれ3割前後を占めている。さらに、
年齢階級別・婚姻状況別に子どもの有無をみる
と、男性は「既婚」以外ではいずれの年齢階級
でも、「子ども有（扶養有）」の者の割合が女性
より低い。一方で、女性は「離別」の20歳代か
ら40歳代で、同年代の男性と比較して扶養有
の子どもを抱えている者の割合が高く、その傾
向は死別・その他においても同様である。ま
た、未婚女性についても、30歳代の9％弱、20

歳代までと40歳代の5％弱に扶養有の子どもが
おり、男性がほとんどゼロであるのと比較して
高い水準にあり、女性は離別・死別・未婚でシ
ングルマザーとなることで生活困窮状態に陥る
リスクが高まる可能性が示唆される。
就労状況については、男性は婚姻の状況に

関わらず「仕事を探したい /探している（現在無
職）」者が多いが、女性は「就労している」者や
「就労しているが、転職先を探したい /探してい
る」者が男性より多く、就労先に満足していな
い、あるいは収入が不十分である者の割合が、
男性より高いとみられる。

 4. まとめ

男性は、無職の者が多いということ以外、生
活困窮に陥る直接的な要因となりうる明確な要
因はみられなかったため、抱えている課題の男
女の違いをみたところ、「ホームレス」や「住ま
い不安定」、「就職定着困難」、「中卒・高校中退」、
「刑余者」といった、経済的な課題や住まいに
関する課題を抱えている者、また社会的に孤立
しやすい要因を抱えている者の割合が女性と比
較して高かった。
上記を総合的に勘案すると、女性は「未婚」

や「離別」で子どもを一人で扶養するケースが
多く、また就労していても、収入が不十分であ
ること等により経済的な困窮に陥るリスクが相
対的に高いとみられる。他方、男性は、経済的
な困窮、あるいは社会的な孤立状態に陥ること
で、未婚になるといった、女性とは逆の因果と
なっている可能性が指摘されよう。性別によっ
て困窮に陥るプロセスが異なるならば、男女の
特性を踏まえて、潜在的な支援対象者に自らア
プローチをかけたり、支援内容等を検討するこ
とが、本事業の成果を高めることにつながると
考えられる。
なお、本分析は実際に支援を行った人、つま

り自立相談支援機関の相談窓口にたどりつい
た人の状態像であることに留意が必要である。
2018年の生活保護法と生活困窮者自立支援法
の改正法案の国会提出に向けて、社会保障審議
会生活困窮者自立支援及び生活保護部会では、
各制度の見直しのあり方が議論されてきた。
2017年12月に取りまとめられた同部会の報告
書では「支援につながっていない困窮者の存在」
について触れられており、今後は、関係機関や
地域資源との連携、アウトリーチ（6）の視点の
強化等により、「地域共生社会の実現を見据え
た包括的な相談支援の実現」を目指していくこ
とが謳われている。2018年2月9日には、「生活
困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自
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立支援法等の一部を改正する法律案」が国会提
出され、本法案が成立した場合には、10月以
降改正法に基づき、支援の強化が図られること
となる。必要な人に支援が行き届けば、より具
体的な支援対象者像が明らかになるであろう。
2017年度からは厚生労働省にて、すべての事
業実施自治体における支援実績に係るデータを
収集している。全国での支援実績データをもと
に、さらに詳細な分析がなされることを期待し
たい。

注
（1） 第196回国会に提出された「生活困窮者等の自立を

促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を
改正する法律案」（2018年2月9日提出）において、
定義規定を「就労の状況、心身の状況、地域社会
との関係性その他の事情により、現に経済的に困
窮し、最低限度の生活を維持することができなく
なるおそれのある者」へ見直すことが盛り込まれ
ており、今後変更となる可能性がある。

（2） 厚生労働省（2015）「生活困窮者自立支援制度に関
する手引き」（平成27年3月6日厚生労働省社会・
援護局地域福祉課長通知），14頁 .

（3） みずほ情報総研（2016）「生活困窮者自立支援制度
の自立相談支援機関における支援実績、対象者像
等に関する調査研究事業」並びに同（2017）「生活
困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における
支援実績の分析による支援手法向上に向けた調査
研究」において支援実績等の分析を行うため、デー
タを収集した。なお、これらの研究事業は、厚生
労働省社会福祉推進事業として補助を受けて実施
したものである。

（4） プランに、法に基づく事業等（住宅確保給付金、
就労準備支援事業、認定就労訓練事業、一時生活
支援事業、家計相談支援事業）の利用が含まれて
いる場合、行政による「支援決定」が必要となる。
これらの事業等の利用がプランに盛り込まれてい
ない場合には、自立相談支援機関からの報告を受
けて、その内容を行政が「確認」する。

（5） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、平
成28年における男性一般労働者の給与水準を100
としたときの女性一般労働者の給与水準は73.0で
ある。

（6） アウトリーチとは、困難を抱えていながら、支援
を拒否したり、支援を受けることに前向きでない
人やニーズ・課題があることに気づいていない人
たちに対して訪問支援を行うなど、支援を行う側
から積極的に働きかけることを意味する。
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（1）地域に魅力的な事業・プロジェクトを創る、
「地域しごと問題」への挑戦
わが国では、若年層を中心に、地方圏から 

1都3県への転入者が転出者を22年連続で上回
るなど地方から大都市圏への人口流出が続いて
いる（1）。これは、地方における単なる人口減
少問題だけでなく、地域経済を牽引する地域企
業の成長のための担い手不足という面でも問題
となる。地方圏では多くの中小企業が地域経済
を支えているが、300人未満の企業の大卒求人
倍率をみると4倍を超えており、人材不足が顕
著となっている（2）。他方、企業規模はさらに
小さくなるが30人未満の事業所では、せっか
く就職しても大卒者が2年以内に4割程度離職
している現状がある（3）。地域企業にとっての
人手不足は、若者からみれば、地方に魅力的な
職場や仕事が不足しているという評価ともいえ
るだろう。
こうしたなか平成28年6月2日に閣議決定さ

れた「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」（4）

では、「地方への新しいひとの流れをつくる」
ことが基本方針として盛り込まれており、『地
方移住の潜在的希望者の地方への移住・定着に

 はじめに
結びつけ、地方への新しい「ひと」の流れづく
りに取り組み、「しごと」と「ひと」との好循環
を確立することが急務』だと掲げられている。
このような、若者からみて魅力的なしごとが

地方に乏しく、結果都心部への人口流出が止ま
らない「地域しごと問題」の解決には、いかに
魅力的なしごとを地方に生み出すかがカギとな
る。この点、実は地域の中堅・中小企業経営者
においては、「将来を見据えた新たな事業の柱
をつくりたい」「独自技術を活かして、商品開
発や海外市場獲得に乗り出したい」「組織拡大
のため、人事制度整備や風土改革など組織基盤
づくりを行いたい」など、構想はあるものの、
それを具現化できていないケースも多い。ま
た、自社の成長ポテンシャルに十分気づけてい
ないことも珍しくない。こうした構想や成長可
能性を明確化することで、事業分野拡張・販路
拡大・生産性向上・経営管理強化など、いわば
「攻めの経営」を実行することが求められる。

（2）データでみる人材還流の特徴
それでは、都市部からの地方部への労働移動

はどのような状況だろうか。わが国の公的統計
では、都市部から地方への転居を伴う労働移動
に関して、その要因分析はおろか概要も把握し

東京一極集中の是正がわが国喫緊の課題となる中、地方に仕事をつくり、地方への新しい人の
流れをつくるために何が必要だろうか。内閣府地方創生推進室や各道府県から当社が事務局を委
託された「プロフェショナル人材事業」から得た示唆を基に考察する。

社会動向レポート

地域企業・地域経済を成長に導くプロフェッショナル
人材の活用

社会政策コンサルティング部
シニアコンサルタント　　田中　文隆　　チーフコンサルタント　　森安　亮介
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きれていないのが実情である。例えば人口移動
については住民基本台帳人口移動報告や国勢調
査などから移動数等は確認できるものの、就労
との結びつきは把握できない。
そうした中、当社では平成27年度経済産

業省委託調査事業「労働移動に関する実態調
査」（5）を実施し、地域をまたぐ転職について調
査を行った。興味深いのは転居を伴う転職者の
「転居先の地域との関係性」である。転居を伴
う転職者のうち、およそ3割は「縁もゆかりも
ない」地域へ転職していることが明らかとなっ
た。「東京圏（一都三県）から地方圏（一都三県
以外）」への転職層に限ってみても「35-44歳」
（30.8％）と「45-60歳」（32.6％）では3割が「縁
もゆかりもない」地域へ転居している。地方へ
の人材還流というと、一般的にはUターンを
想起しがちである。しかし、地域起点ではなく
転職先の仕事・ミッション・意義等に強い関心
を示して動いている層が一定数存在すること
は、国や自治体が人材還流に関する施策を検討

する際にも注目すべき傾向である。

（1）「プロフェッショナル人材事業」のスキー
ムの狙いと仕組み
内閣府では、前述の「地域しごと問題」を解
消しつつ、地域経済を牽引する地域企業の成
長を後押しするため、平成27年度より「プロ
フェッショナル人材事業」（以下、当該事業と
する）をスタートさせた。当該事業では潜在成
長力のある地域企業に対し、プロフェッショナ
ル人材（以下、プロ人材とする）の採用支援活動
を行う「プロフェッショナル人材戦略拠点」を
東京都以外の全国46道府県に設置している。こ
の拠点には、知事からの委嘱を受けたマネー
ジャー1名と、他数名のサブマネジャー等が在
籍している。各拠点は、地域企業の経営者を対
象に、各企業に個別に接触し、経営者に「攻め
の経営」を促すことを第1のミッションとし、平
成28年1月頃から拠点活動を本格的に開始した。

 
1. 国が主導して地域企業の成長に資す
る人材採用支援を開始

（資料）平成27年度経済産業省委託調査事業「労働移動に関する実態調査」（みずほ情報総研受託）

図表1　転居を伴う転職者の転居先地域との関係
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上述したような「攻めの経営」を具現化するた
めに必要なプロフェッショナルな人材に対する
ニーズが出た際には、拠点はそのニーズを人材
市場に発信する。発信されたニーズは、拠点に
登録されている人材紹介事業者を通じてマッチ
ングされる。尚、拠点は、各地域の有望企業の
発掘やアプローチに際し、地域金融機関や各種
支援機関等とも積極的に連携をとっている。
また、こうした人材紹介事業者経由の人材

ルートに加え、平成28年秋からは大企業等と
連携した人材交流（出向・研修）もルートとし
て整備・運用している。平成29年12月時点で
すでに25社とパートナーシップを結んでおり、
役職定年前後の人材や中堅の経験蓄積、親の介
護支援などの多様な活用促進を図っている。

（2）経営課題に紐づくミッションの掘り起こし
が奏功 ～2,500件近いマッチングが成立～
事業本格稼働から2年弱の平成29年12月時点
において、すでに約2万件の経営層からの相談
件数があり、2,400件を越える地域企業とプロ

人材のマッチングが成立している。これは、一
重に拠点マネージャー（後述）による経営課題
に紐づく潜在ニーズの精力的な掘り起こしによ
るものである。経営者との膝詰めでの面談によ
る「攻めの経営」への後押しによって、都心部
を中心としたプロ人材がチャレンジしたくなる
ような「ミッション」が浮かび上がり、経験や
資格といった求人スペックのみでないマッチン
グが誕生している。この「ミッション」の言語
化と発信が、当該事業の進展の原動力ともなっ
ている。
尚、ここでいう「攻めの経営」を具現化する

「ミッション」とは、例えば経営者を支える右腕
として企業マネジメントに携わる「経営管理」や、
新規事業・海外現地事業立ち上げなど企業の新
事業分野を開拓する「販路拡大」「事業分野拡張」、
開発や生産等の現場で新たな価値（新たな製品開
発、生産工程の見直し等）を生み出すことのでき
る「生産性向上」などを指しており、各々のミッ
ションの内訳実績は次々頁の通りである。
成約の内訳をみると製造業が6割を占めるほ

（資料）プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト（平成29年12月末現在）http://www.pro-jinzai.go.jp/about/scheme.html

図表2　プロフェッショナル人材事業のスキーム
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か、生産性向上や販路拡大、経営管理、事業分
野拡張など多岐にわたるミッションでマッチン
グが生まれている。また、当初は50代以降の
マッチングが大半を占めると思われたが、30代・
40代のミドル層のマッチングが半数以上を占め
ており、まさに働き盛りのプロ人材が地域企業
で新たなチャレンジをスタートさせている。
さらに、採用した人材に対する企業の満足度

も高い。当該事業ではプロ人材を採用した企業
向けのアンケート（6）から、採用したプロ人材
に対する満足度についても確認している。働き
ぶり・知識スキル・経験などいずれの観点でも
「満足」（「大いに満足」と「やや満足」の和）が6

割前後を占めている。特筆すべきは今回の調査
において、2名以上のプロ人材を採用した企業
が2割強ある点や、今後プロ人材をさらに採用
したいと意向のある企業が（採用の可能性もあ

る企業も含めると）6割存在する点である。自
社の中核となる人材を外部採用した企業がそ
の活用可能性に気づき始めている様子がうか
がえる。
また、アンケートでは、プロ人材の評価にと

どまらず、人材採用による効果（事業の推進等
により派生的に発生する新たな雇用創出効果）
についても聞いている。プロ人材の採用や活躍
に伴う追加的な人材ニーズによって新たに採用
した人材は、調査対象企業全社の総計で821名
であった。さらに、今後新たに採用する予定の
人材は、調査対象企業全社の総計で1,064名で
あった。
調査対象企業全社における採用されたプロ人

材の総数は450名であることから、プロ人材1

人あたりの雇用創出効果（今後新たに採用する
予定の人材を含む）は4.2人とも考えられる。プ

（資料）プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト（平成29年12月末現在）http://www.pro-jinzai.go.jp/about/scheme.html

図表3　プロフェッショナル人材戦略拠点とパートナーシップ締結した都市部大企業等
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（資料）プロフェッショナル人材戦略ポータルサイトhttp://www.pro-jinzai.go.jp/recruit/index.html

図表4　成約件数と相談件数の推移

（資料）プロフェッショナル人材戦略全国事務局調べ

図表5　成約事例の内訳
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ロ人材を採用することで、地域に新たな雇用も
生んでいる。

（3）プロフェッショナル人材事業の成功要因
このように量質ともに良好な実績を伴い成長

している当該事業であるが、成功した要因とし
て3つの点が考えられる。
第1には、拠点による強力な「潜在的な求人
ニーズ発掘力」である。拠点のマネージャーは、
メーカーや金融機関の役員、元経営コンサルタ
ント等が多く、自らも経営革新に果敢にチャレ
ンジしてきた実績を持っている。地域企業の経
営トップに会い、そのトップが持っている色々
な構想を明確化し、もしくは背中を押すことで
潜在的な人材ニーズを掘り起こしている。さら
には、本人の人脈も活かしながら、金融機関、
経済産業関連団体と密に連携して、企業開拓を
行っている。当該事業では、仮説として地方の
企業をいかに輝かせるか、需要面をいかに磨く
かという問題意識から事業を開始したところで
あり、潜在的求人ニーズの発掘力が要因の1つ
となっている。
第2には、「民間人材紹介機能のプロ人材還

流市場への参入」である。人材の地域還流市場
については、民間の人材ビジネス市場が未成熟
な領域であった。実際、2015年に一般社団法
人人材サービス産業協議会が発表した意見書に
よると、有料職業紹介事業の許可事業所の約半
数（47％）が東京都・大阪府・愛知県の3都府県
に集中しており（7）、大都市部への偏在がみら
れる。民間人材ビジネス会社の職業紹介サービ
スは、求人企業と転職希望者のマッチングが成
功して初めて手数料を受け取る「成功報酬型」
のビジネスモデルが一般的である。このマッチ
ングに至るまでには転職希望者の集客やキャリ
アコンサルティング等に加え企業の求人開拓や
期待値調整などを行っているが、そうしたビジ
ネス構造上、求人開拓先の地方への拡大は時間
的・金銭的コストの面から採算が合わなかっ
た。また、転職希望者の多くも、総じて高条件
求人の多い都市圏への転職を志向する傾向が高
く、都市部から地方への人材還流に民間人材ビ
ジネス事業者が乗り出すには障壁が高かった。
しかし、当該事業を通し、地域有望企業の魅力
的な人材ニーズを拠点が発掘したことにより、
人材会社が本格的にマッチングを行うケースが

（資料）プロフェッショナル人材の採用・活用に関するアンケート（平成29年度）プロフェッショナル人材戦略全国協議会事務局

図表6　採用したプロフェッショナル人材に対する評価
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多々見られるようになった。特筆すべきは拠点
の介在により人材会社が地域企業の経営層と会
えている点にある。単なる人材要件などではな
く、経営課題や組織・人事課題を踏まえたミッ
ションを経営層から引き出せることにより、都
市部の求人にも引けを取らないような魅力的な
ポストや仕事内容の顕在化に成功している。加
えて、当該事業を通し、地方の魅力的な企業へ
の転職実績が生まれ、人材会社がこれまで想定
していなかったような Iターン転職なども多数
発生している。実際、こうした新たな転職実績
の蓄積により、ある大手人材会社では事業戦略
を見直す契機にもなっている。
第3には、各道府県のマネージャー間のコミュ
ニティによる共創の土壌が形成されていること
である。事務局が主催した「ブロック別協議会」
（北海道東北ブロック、首都圏ブロック、北陸中
部ブロック…など全国6つの地域ごとに拠点が
集い、拠点活動の課題や工夫、方針等について
共有や議論を行う会議）や「テーマ別協議会」（企
業アプローチ、企業コンサルティング方法、人
材会社との効果的な連携…など主要テーマごと
に関心のある拠点が集い、各拠点の工夫や課題
等について共有・議論を行う会議）等では、共
通の事業課題に対して拠点同士が一緒に解決し
ていく動きが見られた。例えば拠点の企業コン
サルティングノウハウやツールを開示して、ど
のように経営者と距離を詰めていけばよいか議
論を行っている。また金融機関等との連携が進
んでいない拠点に関しては、今現在取り組んで
いるアプローチを披露し、他拠点マネージャー
からの助言を取組に活かすケースも見られてい
る。平成28年度は、オフィシャルものだけでも、
6つのテーマで11回にわたる上記協議会を開催
した。また、例えば北海道・東北や近畿、九州
など自主的な情報連絡会や共同セミナーなどの
イベント共催等もすでにスタートしている。

（1）大企業・地域企業双方に眠る高い潜在ニーズ
さて、前述のように2,500件近いマッチング
を生み出してきた当該事業ではあるが、その
背後には約2万件にも及ぶ企業からの相談や
8,000件を超える人材ニーズが寄せられてい
る。即ち、地方からの圧倒的な人材ニーズに対
して、都市部からの人材供給が追い付いていな
い状況にある。そうした中、人材紹介会社の”
転職”経路に続く第2のルートとして、新たに
着手してきたのが大企業からの出向・研修・兼
業等による還流ルートである。本節では、この
大企業連携スキームを説明するとともに、取り
組みを通して見えてきた新たな可能性や課題を
紹介したい。
そもそも当該事業で大企業との連携が構想さ

れたきっかけは、大企業から寄せられた高い
関心にあった。事業開始直後の平成27年11月、
東京で開催したシンポジウムの参加者約300名
のうちおよそ3割は大企業の人事関係者であっ
た。我々事務局が企業人事関係者へのインタ
ビューや、大企業数社によるラウンドテーブル
等を実施したところ、明らかになったのは地方
企業ニーズとフィットしうる大企業側のニーズ
であった。
例えば大企業A社では、家族の介護等の生活
事由にともなう社員の地方勤務ニーズに対して
必ずしも社員の要望を満たしきれていなかっ
た。また、定年近くの社員がUターンを希望
してもそのニーズにこたえられるのは限定的で
あった。企業人事が紹介しうる出向先・再就職
先の候補企業の多くは取引関係や資本関係先に
限られていたためである。今後、そのような層
の増加で地方へのUターンニーズの一層の増
加も予想される中、当該事業の全国津々浦々の
地域企業ネットワークに強い期待を抱いてい

 
2. 新たな可能性：大企業人材の出向・
兼業を通した人材交流
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た。また、5年後・10年後の社内年齢別人口構
成をシミュレーションした大企業B社では、近
い将来社員の意欲や豊富な知見・キャリアを活
かしきるポストの不足を懸念して当該事業との
連携に至った。大企業C社では、むしろ若手・
中堅社員の成長機会先として当該事業に期待を
寄せている。社員にとって縁もゆかりもない地
方企業で、例えば経営者の右腕となって活躍す
る経験は大企業ではなかなか経験できないから
である。その他、海外帰任者向けのニーズ、多
様な働き方促進ニーズなど各社各様の背景・狙
いから大企業は当該事業に関心を寄せている。
もちろんこうした大企業人材の受け入れは地

域企業にとってもメリットがある。例えば、大
企業が有する経営管理や生産性向上等のノウハ
ウ、ネットワーク等は地域企業の経営にとって
も大いなる資産となり得る。とくに、歴史的な
人材不足にある昨今の労働市場環境下にあって
は、大企業人材の出向・兼業等による人材確保
策は一層有益な選択肢であろう。

こうした労働需要側・供給側双方の潜在的な
ニーズを受けて、平成28年秋から開始したの
が大企業との連携である。尚、当該事業におけ
る大企業連携は、個人の自発的な意志によって
地方創生に資する人材移動がなされるよう留意
している。具体的には、地域企業からの人材
ニーズ発生を前提として、大企業在籍社員本人
の応募意思があった場合のみ大企業 -地域企業
間の協議に入り、片道切符の出向などではない
人材交流等をベースとするよう運用している。

（2）大企業人材が促す地域企業の成長
大企業連携開始から1年ほど経た平成30年1

月現在、37件の成約事例が出ている。例えば
鳥取県のとある企業D社では、グローバル化へ
の対応を進めている中、社長を長年支えてきた
CFO（技術分野以外の経営を担当）が高齢のた
め退任したことで、経営戦略の立案や実行がで
きる人材の獲得が急務となっていた。こうした
人材確保にむけて中途採用に数年取り組んでい

（資料）大企業連に関する事業説明資料（平成28年度）プロフェッショナル人材戦略全国協議会事務局

図表7　大企業におけるニーズ
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たものの、人材の応募は芳しくなかった。そん
な中、パートナーシップ大企業で海外事業責任
者や子会社代表取締役を経験した人材のマッチ
ングに成功した。「海外勤務経験が長く、場所
は不問。これまで培った経営経験・グローバル
マネジメント知見を活かし、企業成長の礎とな
れるような仕事内容を希望」という本人の意向
とも合致し、現在企業改革に着手している。
また、福井県の企業E社では人事総務等を担
当する中核人材が不在となり、専門知識を有す
る経験豊富な人材が必要となった。人材不足の
労働需給状況のなか、専門人材の中途採用は
難しいと諦めかけていた矢先、大企業から人
事総務経験者の50歳代のプロ人材の出向が決
まった。特筆すべきはこの大企業側の対応であ
る。大企業側の人事責任者が数度にわたり受け
入れ側の地域企業社長と面会。社長のビジョン
や人柄はもちろん、社員の様子や会社・工場内
の隅々にわたるまで確認して初めて本人との面
談を設定し出向成約に至った。現在、入社半年
も経たないうちに社内稟議フローの改善や5S

浸透、部門別採算の導入などを次々と企業に変
化をもたらしているという。大企業側の個別丁
寧な対応こそがミスマッチを緩和し、受け入れ
企業・本人・送り出し企業の三者ともにWin-

Winになれるような人材還流を実現すると考
えられる。

（3）兼業型人材還流の可能性
さて、こうした大企業人材の還流の一層の促

進に期待されるのが兼業・副業による人材還流
である。転職であれ出向であれ、地域をまたぐ
移動の場合、新たな土地・企業にいきなりフル
タイムで移り住むことには抵抗を感じることも
珍しくない。しかし、兼業・副業の形で、まず
は週1～2日などスポット的に地域企業に関与
すればそうしたハードルは緩和できる。兼業・

副業といえば、IT業界においては先行的に進
んできたが、近年大手メーカーにおいても容
認・解禁する動きが報道されている。また、厚
生労働省においても兼業・副業に係る就業モデ
ルが公表されるなど、解禁・容認への流れが今
後一層加速することが予想される。
当該事業においてもスポット的な地域移動の
事例が生み出されている。例えば鳥取県のとあ
る IT会社F社では、地元小学生向けプログラ
ミング教室の運営・教材設計等にあたり、高い
品質でのサービス提供に課題を感じていた。そ
こで当該事業を通してマッチングされたのが東
京に本社をもつ大手企業の子会社である。都市
圏中心にプログラミング教室を展開する同社の
人材が、多いときには週2回ペースで鳥取を訪
問し、教室運営ノウハウの提供やサービス品質
向上に多大な貢献を果たした。スポット的な関
与が受け入れ企業にとってもメリットがあるこ
とを示す事例である。今後、マーケティング戦
略立案のアドバイス、技術指導・生産性向上ア
ドバイザリなど、さらに幅広いニーズの展開が
期待される。
平成30年2月現在、我々事務局では、こうし

た事例をさらに積み重ねるべく、新たな取り組
みを試行している。それは、地域企業の課題や
ミッションを切り出し、大企業側と摺り合わせ
るという手法だ。採用や出向など、人材確保の
形態にこだわるのではなく、あくまで先にプロ
ジェクトベースで連携可能性を模索し、双方に
可能性があればその連携形態を協議するという
試みである。採用（転籍）や出向にとどまらず
兼業という選択肢があることで、大企業から地
域企業への人材橋渡しの可能性が大きく拡がる
ことが考えられる。

地域に魅力的な仕事が存在せず若者が流出

 
おわりに：
企業と社員との関係性を見直す転換期
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していく「地域しごと問題」解決にむけ、プロ
フェッショナル人材事業の取り組みや知見など
を紹介した。地域企業が成長し、都市部への人
材流出に少しでも歯止めをかけるために、どう
いったことが必要だろうか。プロフェショナル
人材事業から得られた示唆や今後の課題につい
て以下3点を整理したい。
まず第1に地域にある潜在的な求人ニーズの

発掘である。当該事業のマネージャーが地域企
業の経営トップに会い顕在化させた人材ニーズ
に魅力を感じ、実際に2,400人以上の人材が転
職などを行っている。こうしたニーズは拠点マ
ネージャーが経営トップと議論しなければ明確
にならなかったものが多い。また、拠点マネー
ジャーのアドバイスがあったからこそ、ニー
ズの魅力がより引き出されたケースも珍しくな
い。今後、マネージャーが有する高い経営相談
力・ニーズ発掘力の研究等を通し、こうしたニー
ズ発掘をより拡充していくことが求められる。
第2は人材の地域還流市場の自立化である。

民間人材サービスの多くは都市圏に偏在してい
るのが実情である。前述の通り、2015年に一
般社団法人人材サービス産業協議会が発表した
意見書によると、有料職業紹介事業の許可事業
所の約半数（47％）が東京都・大阪府・愛知県
の3都府県に集中している（8）。こうした都市圏
偏重に風穴を空け、人材紹介サービスのビジネ
スモデル上難しいとされてきた地域還流人材市
場の成立に寄与したことも当該事業の大きな貢
献であろう。ただし、こうした市場の形成はま
だ緒についたばかりである。こうした市場がよ
り持続的に機能し地域に根付いていくたため
に、引き続き一定の公的支援も継続しながら、
スキーム検証等、民間人材サービス機能の自立
化に向けた取り組みを行う必要がある。
そして第3に、大企業人材による還流の促進
である。前述したように都市部大企業・地域企

業・本人の3者ともに潜在ニーズがあるにも関
わらず、大企業在籍人材の地域還流が実際にな
されるまでには課題が山積している。そうした
課題の1つが、大企業在籍人材の自発的な社外
転身ニーズの喚起であろう。政府が人生100年
時代構想会議を実施し、これからの雇用の在り
方を検討しているように、職業人生の長期化が
今後一層すすむ中、1社のみに過度に依存しな
いキャリア形成の在り方はわが国として大きな
課題となっている。企業も、組織と個人の関係
性を見直し、社員の持続的な成長とキャリア形
成をいかに新たに支援するか、今まで以上に重
要なテーマとなっている。実際、当該事業で平
成29年12月に実施したシンポジウム『人生100

年時代における大企業と社員のあり方を考え
る』では企業人事を中心に400名を超える参加
申し込みがあり、大企業からの関心の高さが伺
えた。今後はこうした関心を実行に結びつける
べく、大企業社内におけるキャリア自律促進、
個人の学び直し機能の充実、大企業在籍人材の
（兼業・出向等も含めた）ゆるやかな労働市場
の形成などが必要になろう。
こうした取り組みは、これまで長い時間をか

けて醸成されてきたわが国の雇用慣行や文化・
意識などを変えるものでもあり、一朝一夕には
成し得ない。個々の能力開発・キャリア開発等
による「自助」、各企業の施策や民間人材サー
ビスの発展等による「共助」、そしてそうした
動きを下支えし後押しするための行政支援等の
「公助」。この三位一体で取り組んでこそ初めて
実現できるものである。働き方改革、人づくり
革命、人生100年時代構想等でしばしば課題視
されている、わが国特有の働き方の変革は、地
方創生を推進する上でも礎となるべき必要不可
欠なものである。
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注
（1） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」平成29年
（2017年）

（2） リクルートワークス研究所「第33回ワークス大卒
求人倍率調査（2017年卒）」

（3） 厚生労働省「新規学卒者の事業所規模別・産業別
離職状況」

（4） 同方針は、その後閣議決定・公開された「まち・
ひと・しごと創生基本方針2017」（平成29年6月9
日閣議決定）や「まち・ひと・しごと創生総合戦略
（2017改訂版）」（平成29年12月22日閣議決定）に
おいても踏襲されている。

（5） 経済産業省経済産業政策局 産業人材政策室 委託
事業

 「平成27年度産業経済研究委託事業 労働移動の実
態等に関する調査」（委託先：みずほ情報総研株式
会社） 詳細はこちらを参照されたい

 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/ 2 0 1 6 fy/ 
000095.pdf（PDF形式 :5.45MB）

（6） アンケート調査は「平成29年3月31日までに、当
事業を通じてプロ人材を採用した企業」658社が対
象。平成29年8月 -9月に調査票の郵送配布あるい
はWEB上での回答を依頼し、有効回収数 417件
（有効回答率 63.4％）であった。※尚、調査票の郵
送配布に際しては、全国協議会事務局から各道府
県の拠点へ調査票を配布し、各拠点から企業へ調
査票を転送した。拠点が企業へ調査票を送付する
際、調査対象となり得る企業であっても、関係性
等に応じて送付を省略した企業がある。そのため、
本調査で調査票が配布された658社は、「平成29年
3月31日までに、当事業を通じてプロ人材を採用
した企業」の全数ではない。

（7） 一般社団法人人材サービス産業協議会「雇用仲介
事業に関する規制の見直しによる民間の労働力需
給調整機能の活用に関する意見書」2015年

（8） 一般社団法人人材サービス産業協議会「雇用仲介
事業に関する規制の見直しによる民間の労働力需
給調整機能の活用に関する意見書」2015年
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地域住民や保護者等が学校運営に関与し、地
域と学校でともに子どもを育てる環境を整備す
ることを目的として、文部科学省は、2004年
に「コミュニティ・スクール（以降、CSと表記。）」
を導入した。CSとは、地域住民や保護者等が
学校運営の方向性を協議する場である「学校運
営協議会」を設置した公立学校（幼稚園、小中
学校、義務教育学校（小中一貫校）、中等教育
学校（中高一貫校）、高等学校、特別支援学校）
であり（1）、新しい公立学校のあり方の一つと

 はじめに
して捉えられている。

（1）なぜ日本はCSを導入したのか
①地域住民や保護者等が学校に参画する意味

1990年代前半までの日本では、「学校教育は
学校が担うべきもので、地域住民や保護者等
は学校教育に介入しない」という考え方が根強
く浸透し、外部が学校運営に参加することは、
「学校批判や教育運動的なきらいもあった」（2）。
それにもかかわらず、1990年代後半になると、
地域住民や保護者等が学校に参画する必要性が
指摘されるようになる。

（資料）文部科学省「「学校運営協議会」設置の手引」より抜粋

図表1　CSのイメージ

地域住民や保護者等が学校運営に関わる場である学校運営協議会が導入されて13年が経過し
た。本稿では、アンケート調査やヒアリング調査の結果から同協議会の特徴を整理し、普及の可
能性を考察した。

社会動向レポート

学校運営協議会の普及に向けて
～地域と学校で子どもを育てる～

社会政策コンサルティング部
コンサルタント　飯村　春薫
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そのきっかけの一つとして考えられるのは、
1998年から適用された学習指導要領で「生きる
力」を身につけることが目指されるようになり、
学校教育内容が大きく変容したことである。学
習指導要領改定前の1996年に開かれた中央教
育審議会（以降、中教審と表記。）では、「家庭
や地域社会との連携を進め、家庭や地域社会と
ともに子供たちを育成する開かれた学校」を作
ることが提案された（3）。こうして徐々に地域
住民や保護者等の学校参画の必要性が認められ
るようになったのである。
なお、読者の中には「PTAを通じて既に保護
者は学校参画できているのではないか」と考え
る方もいるかもしれない。たしかに、現在ほと
んどの学校でPTAという組織が整備されてお
り、保護者が頻繁に学校を訪れている。しかし
ながらPTAは、「学校と保護者が相互の教育に
ついて理解を深め合い、その充実に努める」と
ともに、「地域における教育環境の改善、充実
等を図ること」を目的として組織されたもので
ある（4）。つまりPTAは、学校と家庭が相互に
理解を深めるために設立された組織であり、保
護者の学校参画のための組織とは様相を異に
する。

②学校評議員制度に対する批判とCS導入
地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕

組みとして2000年に導入されたのは、CSでは
なく、「学校評議員制度」であった。学校評議

員は、校長の諮問機関として位置付けられ、校
長はあらかじめ、地域住民や保護者等から「学
校評議員」を選出する。そして、校長が必要と
みなした場合に、学校評議員を学校に招聘し、
学校運営に関する意見を募る、という制度であ
る。ところが、当該制度に対しては導入当初よ
り以下のような批判があげられていた。

・学校評議員を招聘する頻度は校長の裁量に
任されているため、当該制度がまったく機
能していない学校が多いのではないか

・学校評議員は校長に対して「意見を述べる
ことができる」にとどまり、意見が学校運
営に活用されにくいのではないか

このような批判を受け、2000年に開催され
た「教育改革国民会議」でCSの概念が提案さ
れた。この会議は小渕恵三総理大臣（当時）の
私的諮問機関として位置付けられており、本会
議後、CSの制度化が推し進められ、2004年の
導入に至っている。
上述したように、これまで学校には、PTA

や学校評議員制度等、様々な目的のもとで、地
域住民や保護者、教職員等で構成される組織体
が整備されてきた。それらと比較すると、学校
運営協議会は、「地域住民等と保護者」が、「法
律にもとづいて」「学校運営」に関して議論を
行う点に特徴があるといえるだろう。

（資料）「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を参考に筆者作成

図表2　学校運営協議会の権限
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（2）CSの現状
CSを導入してから13年が経過しているが、

2016年4月1日時点で指定校数は3,600校（う
ち、小学校2,300校）となった。文部科学省は、
2016年度までに全小中学校の1割に該当する
3,000校をCS指定校とすることを目指してい
たため、目標は達成されたといえる。しかしな
がらその数は全公立学校の1割強にとどまって
おり、広く普及が進んでいるとはいい難い。普
及が十分に進んでいない理由のひとつとして、
「類似の制度があり必要ない」「管理職や教職員
の負担が大きくなる」等でCS導入に消極的な
教育委員会や学校が存在していることがあげら
れるだろう。
翻って、中教審が2015年にとりまとめた「新
しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校
と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策
について（答申）」では、CSの理念や意義、課
題を確認した上で、全ての公立学校のCS化を
目指すべきと指摘されている。その後、2017

年4月、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律が改正施行され、市区町村教育委員会に
対してこれまで任意としていたCSの設置が
「努力義務」となった。これら一連の動きから、
CS数は今後増加していくことが予想される。
そこで当社では、学校運営協議会の設置数が

もっとも多い小学校に着目し、学校運営協議会
の特徴を整理し、同協議会の普及の可能性を検
討すべく、2016年に自主調査事業として「学校
運営協議会の運営に関する調査（以降、本調査
と表記。）」を実施した。本稿は、本調査の分析
結果から、今後CSの普及を促すために、どの
ような学校運営協議会のあり方が考えられるか
を検討したものである。

（1）学校運営協議会に係る議論の整理
学校運営協議会に係る代表的な議論は、保護
者の学校参加に関するものである。この議論は
1980年代に体罰や管理教育が問題視されてい
たこともあり、保護者の学校選択権や、学校教
育内容を知る権利が主張されていた。その後、
1990年代後半になると、保護者に加えて地域
住民を対象とした海外における学校参加に関す
る制度（アメリカのチャーター・スクール制度
やイギリスの学校理事会制度等。両制度の詳細
は後述。）が紹介され、日本においても保護者
や地域住民の学校参加を認めるような制度整備
が求められるようになった。
学校運営協議会導入後の2005年以降では、

主に「学校運営協議会の委員の属性」「学校運
営協議会の役割」に関して実証的な研究が増え
ている。
「学校運営協議会の委員の属性」に関する研
究では、「誰が委員として学校運営に携わっ
ているのか」に着目した研究がなされており、
「（学校運営協議会の委員は、）時間的・文化的
制約により、事実上特定の社会階層の人々に限
定される」ことが指摘されている（5）。
「学校運営協議会の役割」に係る研究での主
な指摘は、校長は学校運営協議会に対して「教
員人事」や「教育予算」等、学校経営に関する
議論よりも、学校に対する具体的な支援活動を
期待しているということである（6）。

（2）本調査における視点
CSや学校運営協議会に関して様々な実証研

究が蓄積されてきたが、本調査では以下の点に
着目したい。
第一に、学校運営協議会の委員の属性が偏

り、保護者全体の意見を学校運営に反映できて

 1. 調査の枠組み及び調査概要
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いないとの指摘が生じているが、なぜ属性に偏
りが生じるのかを明らかにした研究は多くな
い。委員に偏りが生じているのであれば、「誰
が」「どのように」して委員を選定しているの
かを明らかにし、その妥当性について考察する
必要があろう。
第二に、学校運営協議会では具体的な学校支

援に関する議論が多くなる傾向にあるが、その
是非については検討する余地がある。つまり、
学校経営に係る議論の割合を増やすべきか、現
状のまま学校支援を中心として議論を続けるの
かについて、我が国の教育制度の特徴を踏まえ
つつ考察する必要がある。
また、学校運営協議会を普及させていくため

に欠かせない視点として「教員の多忙化」が挙

げられるだろう。学校運営協議会を運営するに
あたり、校長に加えて、教員の一部がCS担当
教員として、同協議会の準備や委員対応等を
行っていることが多い。そのため、学校運営協
議会の普及を促すには、同協議会を運営する際
の校長や教員の負担を考慮する必要がある。
そこで本調査では、「学校運営協議会委員の
選定」「議論の内容」「教員の負担」の3つの観
点に着目して分析を行った。そのうち、「議論
の内容」に関しては、図表2で掲げた学校運営
協議会が有する権限に照らして、「学校経営」
「教育方針」「教育活動／学校支援」の3つのカ
テゴリーに整理した。
なお、本調査では、アメリカとイギリスの類
似制度との比較を行いながら学校運営協議会

（資料）各種資料を参考に筆者作成

図表3　学校運営協議会の議題のカテゴリー

（資料）文部科学省「「学校運営協議会」設置の手引」をもとに筆者作成

図表4　学校運営協議会の議題のカテゴリーと学校運営協議会の機能の関係
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の特徴を考察した。同協議会は、アメリカの
「チャーター・スクール」やイギリスの「学校理
事会制度」の考え方を参考にして誕生した制度
であることから、上述した3つの観点について、
海外の類似制度との比較を通じて、学校運営協
議会の特徴を明らかにすることができると考え
たためである。

（3）我が国の学校運営協議会における特徴的な点
先行研究を踏まえ、本調査では我が国の学校

運営協議会における特徴的な点として以下の3

つを挙げた。

学校運営協議会の委員の選定に関する規定は
ないため、校長は、学校運営協議会を円滑に運
営するために、議論に積極的に関与したり、学
校に対して建設的な意見を述べてくれるような
地域住民や保護者を積極的に委員として登用す
るだろう。したがって、校長は学校運営協議会
以外の場で、既に教育活動や学校支援の経験が

①：校長が教育活動や学校支援の経験が豊
富な者を学校運営協議会の委員として選
定している。

豊富な者を選定していると考えられる。

先行研究からも明らかなように、校長は学校
運営協議会に対して直接的な学校の支援を期待
しているため、学校運営協議会での議論は、委
員がより積極的に議論に参画しやすい「教育方
針」「教育活動／学校支援」が中心と考えられる。

学校運営協議会の運営にあたっては、「開催
日時の調整」「議事の決定」「資料の準備」「議
事結果の取りまとめ」等、数多くのプロセスを
経ると考えられる。そのため、校長や学校運営
協議会の担当教員は学校運営協議会の準備や終
了後の作業に多くの時間を割いていることが予
想される。

②：学校運営協議会における議題は「教育
方針」「教育活動／学校支援」に関する
ものが中心で、「学校経営」に関する議
題は取り上げられることが少ない。

③：学校運営協議会の運営は校長と教員に
とって負担となっている。

（資料）各種資料を参考に筆者作成

図表5　チャーター・スクール、学校理事会制度概要
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（4）調査概要
本調査では、「学校アンケート調査（校長・

教員）（以降、アンケート調査と表記。）」「アメ
リカ・イギリスにおける現地ヒアリング調査」
を実施した。また、これらの調査結果を補強す
るために、有識者2名と小学校の校長1名にヒ
アリング調査を実施した。
アンケート調査、現地ヒアリング調査の概要

は図表6、図表7の通りである。アンケート調
査については、当社の自主調査事業ということ
もあり、配布地域が限定的であること、配布数
が少ないことに留意が必要である。

（1）学校運営協議会の委員の選定について
アンケート調査結果から、学校運営協議会の

委員は、比較的高齢の男性が多いことが明らか
になった（図表8）。また、有識者ヒアリングや

 2. 調査結果

校長ヒアリングからは、当該委員は、PTA活
動やスクールボランティア等、学校教育に協力
した経験があり、既に校長とネットワークがあ
る場合が多いという意見があげられた。
イギリスの学校理事会制度では、地域住民や

保護者の中から、理事を選挙によって選出する
ことから、地域や保護者の代表を公正に選抜す
る仕組みが整っている。一方、学校運営協議会
について定めている、「地方教育行政の組織及び
運営に関する法律」では、学校運営協議会委員
の選定方法を定めてはおらず、委員の選定は校
長の裁量に依るところが大きいと考えられる（7）。

（2）学校運営協議会での議題について
学校運営協議会の議題として取り上げられ
ている議題の上位3つは「教育活動／学校支援」
に関する「学校行事」「学校評価」「地域人材の
活用」であった（図表9）。一方で、「学校予算」

図表6　アンケート調査概要

LEA（Local Education Authorities）：地方教育当局。日本における市町村教育委員会に該当する。
Ofsted：学校運営（学校理事会の運営を含む）が適切に行われているかを監査する公的機関。
（資料）各種資料を参考に筆者作成。

図表7　現地ヒアリング調査　訪問先
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や「教員評価」「教員人事」といった「学校経営」
に関する議題は少ない傾向にあった。
翻って、海外の類似制度の状況をみると、ア

メリカにおいて、「チャーター」には、教育理
念や教育カリキュラム、教員の人事、年間の予
算等を記載し、地域住民や保護者からの意見を
募り、賛同を得ている。また、イギリスの学校
理事会には、法律で「学校の年間目標、中長期
的目標の承認」「年間目標の達成度の評価」「年
間予算の承認」を行うことが義務付けられてい
る。

ここからわかるように、「学校経営」に係る
議論が少ないことは、日本の学校運営協議会の
特徴の一つと捉えることができる。

（3）学校運営協議会運営に関する教員の負担に
ついて
アンケート調査から、1回の学校運営協議会
の運営に係る準備や作業の平均時間は、校長が
253.2分、教員は316.8分となった。作業時間の
長さ自体は、校長と教員との間で大きな違いは
ないものの、両者が感じている負担感について

（資料）アンケート調査結果より筆者作成。なお、校長アンケート、教員アンケートともに同様の結果だったため、校長アンケート
結果を掲載。

図表8　学校運営協議会委員の特徴に係るアンケート調査結果

（資料）アンケート調査結果より筆者作成。なお、校長アンケート、教員アンケートともに同様の結果だったため、校長アンケート
結果を掲載。

図表9　学校運営協議会委員の議題に係るアンケート調査結果
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は、既に学校を積極的に支援していたり、校長
が知っている者を委員として選定することが効
率的だろう。したがって、校長の裁量によって
学校運営協議会委員を選出することは、同協議
会を円滑に運営するために妥当な手段と捉えら
れる。
ただし、校長の裁量で委員を選出すること

で、委員の学校運営に対する考え方や、学校運
営に係る知識や情報に偏りが出る恐れもある。
そこで、今後は、教育委員会等が主体となって、
委員に対して学校運営の基礎知識やその学校や
地域独自の状況に関する情報を提供する場を設
けることが望ましい。
例えば、イギリスでは、教員を含む学校理事

に対して、学校経営や教育課程に関する研修の
受講が義務付けられている（9）。日本でも、既
に一部の自治体では、学校運営協議会の委員を
対象とした研修を独自に実施している。文部科
学省が地方自治体や教育委員会、学校等を対象
とした作成した「コミュニティ・スクールって
何？！」においても、学校運営協議会委員や教
職員向けの研修会の実施が求められると記載が
あるが、現時点では、研修等の実施可否は各自
治体や教育委員会等に一任されており、このよ
うな環境が全国的に整備されているとはいえな
い。今後は、国が主体となって研修等を実施で

は差があった。具体的には、校長の半数以上が
「あまり負担を感じていない」「負担を感じてな
い」と回答する一方で、教員の約4割は「大き
な負担を感じている」「負担を感じている」と
回答している（図表10）。
つまり、本調査開始当初の想定とは異なり、

学校運営協議会の運営は特にCS担当教員にお
いて負担になっていると言える。

分析結果を踏まえ、学校運営協議会の普及に
向けて、どのような学校運営協議会のあり方が
考えられるかを考察する。すでに述べたよう
に、アンケート調査のサンプルには偏りがある
ため、以降は「日本の学校運営協議会のあるべ
き姿」ではなく、「今後の学校運営協議会のあ
り方」の一つとして位置づけたい。

（1）学校運営協議会の委員の選定について
校長の一校あたりの任期は非常に短く、限ら

れた期間で、学校運営協議会の委員を選定し、
関係性を構築しなければならない（8）。委員の
任期は各市区町村教育委員会等が定めている規
則によって異なっており、すべての学校で毎年
委員を選定する必要はない。しかしながら、短
い任期中に委員との関係性を構築するために

 3. 本調査から得られた示唆

（資料）アンケート調査結果より筆者作成

図表10　学校運営協議会運営の負担に係るアンケート調査結果
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きるようなカリキュラムやテキストの雛形を作
成することが求められるといえるだろう。

（2）学校運営協議会での議題について
チャーター・スクールやイギリスの公立学校

では、学校（イギリスの場合は学校理事会）が
教員の人事や予算について承認権を有している
が、日本の場合それらを有しているのは学校で
はなく都道府県教育委員会や議会である。その
ため、学校運営協議会で「学校経営」に関する
議論を行っても、それらを実際に教員の人事や
予算額に直接反映させるのは困難と言わざるを
得ない。もちろん、地域住民や保護者等からあ
げられた「学校経営」に関する意見を校長が教
育委員会に伝えることも可能であるため、「学
校経営」に関する議論を行うことを否定はしな
い。しかし、現状の制度の中で、地域住民や保
護者がより学校運営に参画できるようにするた
めには、「学校経営」に関する議論を増やすの
ではなく、現状を維持して「教育方針」や「教
育活動／学校支援」に焦点を当てて議論を行う
ことが有効だと考える。

（3）学校運営協議会運営に関する教員の負担に
ついて
教員は「学校運営業務への参画に使った時間」

「保護者との連絡や連携に使った時間」にはそ
れほど多くの時間を割かないものの（10）、先述
したように、現在の公立学校においては地域住
民や保護者と連携するための組織が複数あり、
各々の運営によって教員の負担が増えていた
り、それぞれの組織で議論している内容が一部
重複してしまっている可能性も考えられる。
学校運営協議会は地域住民や保護者による幅

広い議論が認められている場である。今後教員
の負担を最小限にして学校運営協議会を運営す
るためには、上述の組織を学校運営協議会に一

本化したり、学校運営協議会とのすみ分けを明
確にすることが求められるだろう。

ここまで、アンケート調査やヒアリング調査
の結果等から、学校運営協議会の実態や特徴に
関して分析を行い、学校運営協議会の普及に向
けた学校運営協議会のあり方について検討して
きた。
校長の任期の短さや、学校と教育委員会に付

与されている権限の違い等、数々の制約がある
なかで、チャーター・スクールや学校理事会制
度のように、公正に委員を選定したり、学校運
営協議会委員の意見を直接「学校経営」に反映
させることは簡単なことではない。
その一方で、「教育方針」「教育内容／学校支

援」に関する事項については、同協議会委員の
意見を直接反映することができ、地域と学校が
協働して子どもを育てることに大きく寄与する
ことになるだろう。
既に述べた通り、CS指定校数はまだまだ多

いとはいえないが、文部科学省は、CS設置の
手引や導入事例等を掲載したパンフレットを作
成したり、ワークショップを開催するなどし
て、CS導入を促進している。これらの取組に
加えて、CSの設置が努力義務となったことも
影響し、今後さらなるスピードで指定校数は増
加することになるだろう。

2015年「新しい時代の教育や地方創生の実現
に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今
後の推進方策について（答申）」では、「子供た
ちのために学校を良くしたい、元気な地域を創
りたい、そんな『志』が集まる学校、地域が創
られ、そこから、子供たちが自己実現や地域貢
献など、志を果たしていける未来こそ、これか
らの未来の姿である」とされている（11）。この
「未来」を作るための有効な手段の一つが、ま

 おわりに
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さにCSなのだと筆者は感じている。
今後、CSが拡大し、地域と学校が一体となっ
て子どもの成長を支える仕組みが整備されるこ
とを期待する。

注
（1） CSは各市区町村教育委員会が指定することができ

る。また、CSの根拠法である「地方教育行政の組
織及び運営に関する法律」で定められているのは
学校運営協議会制度の大枠のみであり､ 委員の人
数・構成や選出方法､ 承認・意見の対象となる事
項などについては、地域の実態や学校の実情など
を踏まえて市区町村教育委員会等で独自に定めて
いる。

（2） 仲田康一「コミュニティ・スクールのポリティクス　
学校運営協議会における保護者の位置」（2015） 
勁草書房

（3） 平成8年中央教育審議会「21世紀を展望した我が国
の教育の在り方について（第一次答申）」

（4） 平成8年中央教育審議会「21世紀を展望した我が国
の教育の在り方について（第一次答申）」

（5） 関芽「学校運営協議会の意思決定の正当性に関す
る一考察（駒沢女子大学研究紀要19）」（2012）等

（6） 仲田康一、大林正史、武井哲郎「学校運営協議会
委員の属性・意識・行動に関する研究：質問紙調
査の結果から（琉球大学生涯学習教育研究センター
研究紀要5）」（2011）等

（7） 平成16年文部科学省通知「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行
について（通知）」では、留意事項として、「委員に
ついては、公立学校としての運営の公正性、公平
性、中立性の確保に留意しつつ、適切な人材を幅
広く求めて任命する」と指摘されている。しかし
ながら、具体的な選出方法等の言及はない。

（8） 文部科学省「公立学校における校長等の登用状況
について」（2010）によると、校長の同一校平均在
職年数は2.6年である。

（9） ただし、イギリスにおける学校理事を対象とした
研修は業務時間外に行われることが多く、学校理
事の負担になっているという指摘もあるため、参
考にする場合は留意が必要である。

（10） 文部科学省「教員勤務実態調査」（2015）によると、
「学校運営業務への参画に使った時間」「保護者と
の連絡や連携に使った時間」はそれぞれ3.0時間、
1.3時間程度である。

（11） 平成27年「新しい時代の教育や地方創生の実現に
向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の
推進方策について（答申）」
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（1）化学物質に対する不安は「わからない」こ
とにある

「化学物質」と聞いて、みなさんはどんなイ
メージを持つだろうか。危ないもの、便利なも
の、生活に欠かせないもの、自分にはよくわ
からないもの、人それぞれ色々とあるだろう。

 はじめに
2012年の内閣府調査（1）によれば、化学物質と
いう言葉の印象として、7割程度と多くの人が
「危ないもの」と考えており（図表1）、同様に化
学物質の安全性について、66.9%の人が「不安
があるものが多い」と回答している（図表2）。
その一方で、私たちの生活は、化学物質なく
して成り立たないのが現実である。おいしくて
安全な食品が入手できるのは、農薬や殺虫剤、

（資料）内閣府（2010）『身近にある化学物質に関する世論調査』

図表1　「化学物質」という言葉の印象

築地市場の豊洲への移転をめぐる議論など、化学物質のリスクが問題になる度に、リスクコ
ミュニケーションやリテラシー向上の必要性が叫ばれる。社会が複雑さを増す中、化学物質のリ
スクを理解し対処するためのリテラシーが市民一般にも求められている。こうした言わば常識と
もいえるリテラシーは、どのようにして身に付けることができるのだろうか。そうした機会の一
つとして、義務教育課程に着目し、授業で使用される教科書について諸外国との比較を行い、日
本の義務教育において化学物質に関するリテラシーを身につけられるようにするための課題とそ
の解決策を考える。

社会動向レポート

化学物質のリスクに関するリテラシーを育てる初等・中等
教育の現状と課題  －日本と諸外国の教科書の比較からー
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殺菌剤が適切に使用され生産されているからで
あるし、身の回りにある便利な電気・電子製品
や日用雑貨は、化学物質を使って工場で作られ
たものである。また私たち自身、洗剤や殺菌剤、
医薬品などの化学物質を日々生活の中で使用し
ている。確かに、多くの人が「関心がある」と

答えた化学物質（図表3）も、「農薬・殺虫剤・
防虫剤」や，「飲み水・食品」をはじめとする身
近な化学物質であり、その存在はしっかりと意
識されている。
こうした化学物質を利用して快適な生活を享
受している一方で、化学物質を不安に思う理由

（資料）図表1に同じ

図表2　化学物質の安全性に対する意識

（資料）図表1に同じ

図表3　関心のある化学物質
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として、同調査では多くの人が、化学物質がど
のような有害性を持ち、どのように管理され利
用されているのかが「わからない」ことを挙げ
ている（図表4）。

（2）「わからない」は情報不足ではなくリテラ
シーの不足か
この「わからない」というのは、単に情報や

知識の不足によるものと考えることもできる。
しかし、今やインターネットを利用すれば様々
な情報を得ることができる状況にあって、単に
情報量を増やすことで解決できるとはいえない
だろう。
そこでよく言われるのが、情報の量ではな

く、リテラシーの不足である。リテラシーとは、
狭義には読み書きの能力を意味するが、最近
は、「○○リテラシー」（例えば、情報リテラシー

等）というようにある分野の「情報や知識の活
用能力」といった意味で用いられている。これ
を化学物質についていえば、化学物質の有害性
や性質等を理解し、適切な使用量や使用方法で
自ら活用する能力や、化学物質が適切に管理さ
れ安全が確保されているかどうか情報をもとに
理解し確認できる能力といったものが、化学物
質に関するリテラシーといえるだろう。生活す
る上で化学物質を利用しない人はいないという
ことを考えれば、身の回りの化学物質について
理解し、活用できるリテラシーは、いまの時代
すべての人に求められるものともいえる。

（3）化学物質に関するリテラシーは義務教育課
程で身に付けることができるか
こうした化学物質に関するリテラシーは、ど
のようにして身につけることができるのだろう

（資料）図表1に同じ

図表4　化学物質の安全性に不安がある理由
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か。日常生活の中で親などから教えられて学ぶ
こともあるだろうし、学校で学ぶことや、社会
人になって職業教育として学ぶなど、実際には
様々な機会が想定される。
そこで本稿では、日本で生活する多くの人が

一般に身につけている「化学物質に関するリテ
ラシー」の程度を理解するための方法として、
日本に生活する人の多くが共通に受ける小学校・
中学校の義務教育課程の内容に着目し、化学物
質に関するリテラシーの育成につながる事項が
どの程度盛り込まれているのか、また、その内
容は諸外国と違う点があるのか分析を試みた。
分析の前提として、まず第1章では、諸外国
と比べて科学的な学力のレベルは高いにも関わ
らず、知識を生活に生かすリテラシーのレベル
が低いという、日本の子供たちの状況について
紹介する。第2章では、日本及び英国、米国、
カナダの4ヶ国の学習指導要領と教科書につい
て、それぞれの特徴を述べる。最後に第3章で
は、日本と諸外国とを比較し、日本の義務教育
において化学物質に関するリテラシーを身につ

けられるようにするための課題とその解決策を
提言したい。

教科書の比較に入る前に、そもそも日本の生徒
の理科分野の学力が諸外国と比べて高いのか低
いのか、確認しておきたい。国際的に実施されて
いる2種の学力調査について以下に紹介する。

（1）国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）の
結果

IEA（国際教育到達度評価学会）が4年ごとに
実施している小学校4年生、中学校2年生を対象
とした「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」
の2015年度調査（2）によれば、日本の小学生の
理科の平均得点は第3位、中学生では第2位と
なっており、理科分野の教育到達度は国際的に
見て高い水準であるといえる。
一方で、同調査の質問紙調査（アンケート調
査）の結果では、「理科は楽しい」「理科は得意
だ」との回答は、小学生（4年生）では国際平均

 
1. 理科分野の学力はあるのに、科学への興
味関心や生活に生かすリテラシーがない？

（資料）文部科学省（2016）『国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）結果の推移』

図表5　理科の平均得点の国際比較（TIMSS 2015）
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を上回っているのに対し、中学生（2年生）では
小学生と比べて20％以上と大幅に減少し、国
際平均を下回ってしまっている（図表6）。
また、中学生の「理科を勉強すると、日常生

活に役立つ」「将来、自分が望む仕事につくた
めに、理科で良い成績を取る必要がある」との
回答は、国際平均に比べて20％以上と大きく
下回っている。

（2）生徒の学習到達度調査（PISA）の結果
OECD（経済協力開発機構）が「読解力」、「数
学的リテラシー」、「科学的リテラシー」の３分
野について3年ごとに実施している15歳児を対
象とした「生徒の学習到達度調査（PISA）（3）」
の2015年度調査によれば、日本の生徒は、「現
象を科学的に説明する」、「科学的探究を評価し
て計画する」、「データと証拠を科学的に解釈す
る」といった項目を含む「科学的リテラシー」

（資料）図表5に同じ

図表6　理科に関する質問紙調査の結果（小学校・中学校での比較）

（資料）文部科学省（2016）『国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2015）のポイント』

図表7　理科に関する質問紙調査の結果（小学校・中学校での比較）
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分野全体に関する得点で、シンガポールに次い
で第2位にランクインしている（4）（図表8）。単
純にこの結果からみると、日本の生徒の科学的
な学力は、諸外国に比べて優れていると言って
よいだろう。
しかし同調査で能力調査と併せて実施された

生徒質問調査（アンケート調査）の「生徒の科学
に関する態度」についての結果をみると、「科
学の楽しさ」「科学に関連する活動」「理科学習
に対する道具的な動機付け」「理科学習者とし
ての自己効力感」といった、科学の学力を実生
活に生かす力に関する指標がOECD平均と比
べて低い水準にあることがわかる（図表9）。
「理科学習者としての自己効力感」の指標は、
例えば以下のような質問に対して自分がどの程
度できると思うかを尋ねるものである。
・健康問題を扱った新聞記事を読んで、何が科
学的に問題なのかを読み取ること

・病気の治療で使う抗生物質にはどのような働
きがあるかを説明すること

・ゴミ捨てについて、何が科学的な問題なのか
がわかること
・環境の変化が、そこに住む特定の生物の生存
にどのように影響するかを予測すること
・食品ラベルに表示されている科学的な説明を
理解すること
・酸性雨の発生の仕方に関して二つの説があっ
た時に、そのどちらが正しいか見極めること

（3）理科分野の学力とリテラシーの状況のまとめ
以上の結果から見えてくるのは、試験問題を

解くための知識としての学力は小学生の段階か
ら国際比較においても高いレベルで身につける
ことができているものの、日々の生活の中で科
学的に理解したり、説明したりすることができ
ていない、あるいは、できるという自信が無い
という中学生の状況である。学力は高いのに、
その力を生かして自ら考え判断する自信が持て
ないという、いびつな結果となっている。しか
も、小学生の時点では理科は楽しい、得意だと

（資料）国立教育政策研究所（2016）『OECD生徒の学習到達度調査～2015年調査国際結果の要約～』

図表8　「科学的リテラシー」分野の平均得点の国際比較（PISA 2015）
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の回答が大多数であったのに対し、中学生にな
ると激減し、国際平均を大きく下回ってしまっ
ており、小学校から中学校への過程で理科分野
への興味関心や自信を失ってしまう生徒が相当
数存在している点が懸念される。

なぜ、日本の生徒は理科分野の学力があるの
に、その知識を生活に生かすことができないの
か。すなわち本稿のスコープでいえば、理科で

 
2.日本と海外の教科書の違いから見え
てくるもの

（資料）図表７に同じ

図表9　生徒の科学に対する態度に関するアンケート調査結果
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学んだ知識があるのに、化学物質の有害性や性
質等を理解し、適切な使用量や使用方法で自ら
活用する力や、化学物質が適切に管理され安全
が確保されているかどうか情報をもとに理解し
確認できる力といった化学物質に関するリテラ
シーにつながっていないのはなぜか、という疑
問が生じる。
そこで本稿では、そのギャップが小学校・中

学校の義務教育にあるのではないかと考え、学
習指導要領や教科書での化学物質に関するリテ
ラシーに関わる内容の取り扱われ方を諸外国と
比較した。観点としては、化学物質のリスクに
ついて理解するために必要な要素として、図
表10に示すような、化学物質の人の健康と環
境への影響（（i）および（ii））や、適切な取扱い

（iii）、影響のうち特に重要な公害の歴史（iv）、
さらに影響のメカニズムを理解するための基本
的な事項として有害性・用量反応関係の考え方
（v）に関する内容の有無を確認した。
また、日本との比較対象とした国は、英国、
米国、カナダの3か国とした。

（1）日本及び諸外国における教育制度の概要
本稿において比較対象とした英国、米国、カ
ナダの3か国は、学習指導要領に相当する教育
課程基準や教科書の採択権限などが異なること
から、まずは各国の義務教育制度の概要につい
て紹介しておきたい。比較表を図表11に示す。
日本、英国（イングランド）は、政府機関が学
習指導要領に相当する教育課程基準を定めてい

（資料）筆者作成

図表10　本稿における比較の観点

（資料）国立教育政策研究所（2014）『第3期科学技術基本計画のフォローアップ「理数教育部分」に係る調査研究』及び文部
科学省（2016）『諸外国の初等中等教育』より筆者作成

図表11　日本及び諸外国の義務教育制度の比較
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るのに対し、米国、カナダでは、州ごとに義務
教育期間や日本の学習指導要領に相当するカリ
キュラム基準が異なる。このため、米国、カナ
ダについては、州によって教育の多様性が大き
い。本稿では、ホームページで教育課程基準に
おいて化学物質と環境に関連する内容が確認で
きたことから、米国のアイオワ州、カナダのオ
ンタリオ州を対象として比較することとした。

（2）学習指導要領等及び教科書での取扱い
①日本
日本では、学校教育法に基づく省令に基づ

き、文部科学大臣が学習指導要領を定めてい
る。なお、学習指導要領は平成29年3月に改訂
されている（5）。

日本の小学校では、図表12に示すように、
化学物質と健康や環境との関係について、「社
会」、「保健体育」、「家庭科」といった科目にお
いて取り扱われている。
このほか、「総合的な学習の時間」でも取扱

われる可能性があるが、学習指導要領では具体
的な内容の取扱いまで定められてはいない。た
だし、指導計画の作成にあたっては「他教科等
及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能
力を相互に関連付け、学習や生活において生か
し、それらが総合的に働くようにすること。」
とされており、理科との相乗的な関係や補完的
な関係をもたせた取り扱いが想定されている。
小学校5学年の社会科の教科書では、公害の
防止や生活環境の改善が図られてきたことにつ

（資料）文部科学省（2017）『小学校学習指導要領』（※）筆者の比較の観点における区分。

図表12　日本の小学校学習指導要領における化学物質と健康や環境に関する取扱い
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いて取り扱われている。例えば、北九州市で製
鉄所等の煙や廃水により大気や海が汚染され、
ぜんそくやにおいの問題が発生し、これに対し
て公害防止条例を制定し、事業者が排気・廃水
処理施設を整備した事例（6）や、京都市の鴨川
の汚濁を改善するため、下水道の整備や工業廃
水規制等を行った事例が紹介されている（7）。
また、家庭科では、身の回りのそうじに関連

して、洗剤を使うときは表示に記載されている
使用方法や使用量、使用上の注意を守ること（8）

などが紹介されている。ただし、これは補足的
な紹介事項であり、環境についてはごみを減ら
そう、リユース、リサイクルしようといった内
容が中心となっており、化学物質の性質に応じ
た適切な取扱いについては、主たる内容として
取り扱われていない。
日本の中学校では、図表13に示すように、

「社会」、「理科」「保健体育」「技術家庭」といっ
た科目で取り扱われている。また小学校と同様
に、「総合的な学習の時間」でも取扱われる可
能性があるが、学習指導要領では具体的な内容
の取扱いまで定められてはいない。
中学校の社会科のうち地理的分野の教科書で

は、過去に公害が問題となった北九州地域の環
境改善に向けた取組が紹介されている（9）。ま
た、公民的分野の教科書では、公害の防止など
の環境の保全のために社会資本の整備や法律の
制定が進められてきたことについて取り扱われ
ているほか、地球環境問題に関連して、中国か
ら流入してくる大気汚染物質の影響等が紹介さ
れている（10）。
理科の教科書（11）では、学習指導要領の「自

然環境の保全と科学技術の利用」に対応する内
容として、身近な自然環境である川や湖の汚濁
の程度を調べることが挙げられている。暮らし
を支える科学技術についても取り上げられてい
るが、自然環境の保全と関連づけて説明されて

おらず、最新技術等のメリットの面を中心に紹
介されており、リスクの側面には言及されてい
ない。また、化学物質と自然環境の関係につい
ては、生物の食物連鎖に関連して蓄積性の高い
物質の生物濃縮が紹介されている。化学物質の
適切な取扱いについては、本文中ではないもの
の、参考として「混ぜるな危険」の表示が取り
上げられているほか、実験操作上の注意点など
が取り扱われている。
保健体育の教科書（12）では、化学物質と健康
の関係について、大気汚染や水質汚濁の原因と
なる物質と健康への影響を取り上げて紹介して
いる。また医薬品について、服用後の血中濃度
と作用の関係をグラフで示すなど、用量反応関
係の考え方を取り扱っている。
家庭科の教科書では、食品添加物の表示と種
類に関連し、参考として食品安全委員会の取組
が紹介されている（13）。この説明の中で「リス
ク評価」「リスク管理」「リスクコミュニケーショ
ン」という言葉が紹介されているが、用語に関
する説明文の記述量は少ない。
日本の教科書における化学物質と健康や環境
に関する取扱いの状況を図表14に示す。教科
書での内容の取り扱われ方の特徴としては、以
下の3点が挙げられる。

a.体系的・段階的でない
第一に、化学物質と健康や環境の関係につい
て様々な教科で幅広く取り上げられているもの
の、それぞれが断片的で、段階的・体系的に取
り扱われていないことが挙げられる。例えば中
学校の保健体育の教科書で紹介されていたよう
な医薬品の用量反応関係など、高度な内容まで
取り扱っている一方で、理科で学ぶ消化吸収な
どの体の働きの学習と関連付けられておらず、
学年進行に従って段階的に理解させるように配
慮されていない。
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図表13　日本の中学校学習指導要領における化学物質と健康や環境に関する取扱い
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b.社会科で取り扱われている
第二に、化学物質と健康や環境との関係につ

いて中心的に取り扱っているのは社会科であ
り、「公害」という過去の歴史として学習する
ことが中心となっている。理科の学習と関連付
けられていないため、公害の原因となる汚染物
質がどのような化学的性質を持っているために
問題が生じたのかといった、問題の構造や原因
も含めた科学的な理解につながっていない。具
体的には、理科で生物濃縮について取り上げて
いるにもかかわらず、社会で取り扱われる水俣
病等と関連づけて説明されていない、といった

状況になっている。

c.過去の問題として取り扱われている
第三に、公害の問題を歴史として学ぶことが
中心となっていることで、化学物質と健康や環
境の問題はもはや過去のことであり、現在の自
分とは関係ないことと捉えてしまうのではない
かと懸念される。また、理科で学んだ学習内容
と実生活や社会問題とを関連付けるような取扱
い方が十分なされていない。このことが、第 

1章で述べたような、試験問題を解くための知
識としての学力は身についているものの、日々

（資料）文部科学省 （2017）中学校学習指導要領

（資料）筆者作成

図表14　日本の教科書における化学物質と健康や環境に関する取扱い
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の生活の中で科学的に理解したり、説明したり
することができない生徒の状況につながってい
るのではないかと推察される。

②英国（イングランド）
英国（イングランド）では、1988年教育改革
法制定以降、全国的な教育課程の基準として、
必修12教科からなるナショナルカリキュラム
を定めている。ナショナルカリキュラムは、第
1学年から第11学年（5～16歳）の11年間を対
象とし、4つのキーステージに分けられている。
教科書については、法律上の規定は無く、検定
制度もないため、民間の教育出版社が教科書を
編集・発行している（14）。
ナショナルカリキュラムにおいて、化学物質

と健康や環境に関する事項は、理科（Science）
で取り扱うこととされている。
例えば、第6学年では、医薬品等が人体に有

害になりうることについて取り扱うこととされ
ており、教科書では風邪薬などのラベルを読ん
で用法・用量を守ることや医薬品の過剰摂取は
危険であり、副作用があることについて紹介さ
れている（15）。また、第7～9学年では有害物質
の生物濃縮等の環境と生物の関係について取り
扱うこととされ、教科書では食物連鎖における

DDTの生物濃縮について紹介されている。ま
た、酸とアルカリの性質に関する項目では、ナ
ショナルカリキュラム上では記述はないが、教
科書では、身の周りにある酸の例としてレモン
や炭酸飲料があること、また酸の中にはやけど
をするほどの刺激性、腐食性を有するものがあ
り、それらは（図表15）のようなGHSに基づく
絵表示（16）で表示されていることが紹介されてい
る。同様にアルカリについても、配管の洗浄剤
や漂白剤、殺菌剤として身の回りで使用されて
いることや、皮膚に付着すると洗い流しにくく、
危険であることなどが取り扱われている。また、
大気汚染の原因となる硫黄酸化物等の性質を説
明した上で、ロンドンのスモッグの問題や環境
改善のための技術について取り上げている（17）。

a.英国（イングランド）の教科書の特徴
英国（イングランド）の教科書の特徴として
は、以下の点が挙げられる。
・日本では科学の原理を学びそれを日常生活に
応用するという学習の展開が基本となってい
るのに対し、日常生活の文脈から出発し，そ
の背後にある科学的な原理を学習した上で、
日常生活への科学の応用へと発展させるとい
う学習の展開になっている。

（資料）各種資料より筆者作成

図表15　GHSに基づく絵表示（18）の例
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・学習した事項を生徒自身に説明させる問いか
けが各所でなされている。

・環境問題など、科学技術が関わる社会問題を
積極的に取り上げ、学習した知識や事実、証
拠に基づいて、解決法を考えようといった問
いかけが組み込まれている（19）。

③米国（アイオワ州）
米国では、教育課程の基準に関する権限は一

般に州議会にあるとされ、実際は州教育委員会
やその下にある学区教育委員会の裁量に委ねら
れている。しかし、州によって求められる学力
水準や規定の仕方が多様であり、全体的な学力
向上につながっていないとの批判を受け、各州
が協力して英語、数学、理科の3教科について全
国的な基準が開発されたが、これらの基準は法
的拘束力を持つものとはなっていない。英語と
数学について定めた「コモン・コア」と呼ばれる
基準は8割以上の州が導入しているが、理科教育

の関係団体が協力して開発した「理科に関する
次世代スタンダード（20）」については、策定後間
もないこともあり、導入は進んでいない（14）。
本稿において調査した米国アイオワ州では、

「アイオワ・コア」という州としての教育基準
を定めている。特に理科の科目については、上
述の理科に関する次世代スタンダードを反映し
た教育基準「サイエンス スタンダード（21）」が
2015年に採択され、化学物質と健康や環境に
関する事項は、理科（Science）で取り扱うこと
とされている。
例えば第2学年では、科学技術の社会や自然
環境への影響について取り扱うこととされ、教
科書では、電池が生活に利便性をもたらしてい
る一方で、使用後に廃棄した電池が破損すると
水や土壌を汚染する可能性があることが紹介さ
れている。また、第4学年では、天然資源から
エネルギーや燃料を得ることや使用することに
よる環境への影響について取り扱うこととさ

（資料）Department of Education（2014）『National curriculum in England: framework for key stages 1 to 4』

図表16　英国（イングランド）の理科のナショナルカリキュラムにおける化学物質と健康や環境に関する取扱い
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れ、教科書では、石炭火力発電により電力を得
られる一方で、石炭燃焼により有害な煤煙が排
出されることなどが紹介されている。第6学年
では、大気汚染のような環境問題とともに、資
源の適切な管理のために注意を払い、責任を持
つスチュワードシップの考え方や、政府や個人
といった様々な主体がそれぞれに取り組むこと
があるといった内容を紹介している（22）。

a.米国（アイオワ州）の教科書の特徴
米国の教育制度は多様性が大きく一般化は難

しいが、本調査で確認した教科書に見られる特
徴としては、以下の点が挙げられる。
・化学物質のベネフィットとリスクが対比的に
示されている。

・図や写真を多く使用し、電池や自動車といっ
た個別の身近な製品のベネフィットと、それ
らを利用することの環境への影響について考
えさせる展開となっていることから、生徒は
自分自身の日常生活が環境に与える影響につ
いて、自分のこととして問題を捉えることが
できるのではないかと考えられる。

④カナダ（オンタリオ州）
カナダでは、教育に関する権限が各州に委ね
られており，それぞれの州に州教育省が設置さ
れている。そのため，ナショナルカリキュラム
のような全国的な教育課程の基準はなく、各州
教育省や教育委員会によってカリキュラムが作
成されており、それぞれ異なっている。近年は、
カリキュラム開発に関する州間連携が進められ
ており、理科に関してはカナダ教育担当大臣協
議会により1997年に「幼稚園から第12学年ま
での科学の学習成果に関する共通フレームワー
ク（Common Framework of Science Learning 

Outcomes K to 12. 以下、「共通フレームワー
ク」という。）（23）」が策定されるなど、州間の共
通性が高くなっている。なお、教科書は、各州
のカリキュラムに沿って作成されている（19）。
この共通フレームワークは、理科教育で身に
付けさせる学力として、「科学とテクノロジー
と社会と環境」を「スキル」「知識」「態度」と
併せて4つの基礎力として捉えており、化学物
質と健康や環境に関する事項は、理科教育であ
る科学技術（Science and Technology）の科目

（資料）IOWA Department of Education（2015）Iowa Science Standards.

図表17　米国（アイオワ州）のサイエンス スタンダードにおける化学物質と健康や環境に関する取扱い
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に位置づけられている。
本稿で調査対象としたオンタリオ州では、科

学技術の科目の全般に環境や持続可能性に関す
る事項を統合するようなカリキュラムが策定さ
れている（24）。例えば第2学年では、液体や固
体が人や環境に危険となりうることについて取
り扱うこととされており、教科書には、身の回
りの危険な洗剤や医薬品にはラベル表示がされ
ていることや、カナダ危険製品法で消費者製品
に表示が求められる絵表示の意味を理解できる
よう配慮されている（25）。また、第9学年の教科
書では、生物分野において、肥料は土地生産性
を向上させる一方で、地下水汚染を引き起こし
うることや、殺虫剤の中には化学合成によるも
のや植物から抽出されたものがありそれぞれに
用途や有害性が異なること、分解性、蓄積性が
高いものは生物濃縮によって影響が生じること
などが紹介されている。また化学分野では、プ
ラスチックには耐久性があり、おもちゃや飲料
水のボトル、レジ袋などの用途に適している一

方で、生分解しづらく、ごみの埋め立て地にそ
のまま残り続けることが紹介され、またこうし
た課題について考え、意見交換することが課題
として設定されている（26）。

a.カナダ（オンタリオ州）の教科書の特徴
カナダ（オンタリオ州）の教科書の特徴とし

ては、以下のような事項が挙げられる。
・第2学年といった低学年から、身の回りの物
質について学ぶ単元の中で、危険物のラベル
表示といった実際的な知識を同時に学ばせて
いる。
・ラベル表示の内容は、基本的事項としてすべ
ての学年で繰り返し取扱い、確実に身につけ
ることができるよう配慮されている。
・人の体のつくりと働きのうち、呼吸について
学ぶ単元の中で、喘息について取り上げ、そ
の原因となる物質としてどのようなものがあ
るか考えさせるなど（25）、身近な健康や環境
問題について理科の学習内容に関連付けて科

（資料）Ontario Ministry of Education（2007）『The Ontario Curriculum』.

図表18　カナダ（オンタリオ州）の理科のカリキュラムにおける化学物質と健康や環境に関する取扱い
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学的な理解をベースに考えさせるような取扱
いがなされている。

本章では、第3章で述べた日本と諸外国の義
務教育課程の教科書の違いをヒントに、日本の
義務教育課程を通じて化学物質に関するリテラ
シーを底上げしていくにあたって課題と考えら
れる事項について述べたい。
図表19に、第3章で紹介した日本と諸外国の

教科書に見られる違いを整理した。この比較の
結果から、日本と諸外国での化学物質と健康や
環境に関する内容の取り扱われ方の違いについ
て、課題に当たるポイントが3つあると考えら
れる。

（1）化学物質のリテラシー向上に向けた課題
①体系的・段階的でない
第一に、日本の初等・中等教育では、化学物

質と健康や環境の関係について「社会」や「保
健体育」、「家庭」といった科目や「総合的な学
習の時間」、「環境教育」の一環としてバラバラ
に取扱われており、それぞれが断片的であり、
段階的・体系的に理解できるように配慮されて
いない点が挙げられる。例えば「社会」では公
害について歴史として学び、「保健体育」では
大気汚染物質の健康への影響を学ぶなど、それ
ぞれの科目の文脈に沿って断片的に取り上げら
れているため、学習事項の相互関係が明確でな
く、それぞれの内容が学年進行に従って段階的
に高度になっていくように配慮されていない。
特に小学校から中学校にかけての接続が不十分
であることや、中学校段階で体系的に理解し興
味関心が持てるように配慮されていないこと
が、1（1）で紹介したTIMSS調査で中学生の関
心が大きく低下してしまう結果にも表れている
のではないかと考えられる。

 
3. 化学物質に関するリテラシーの向上
に向けて

これに対し英国、米国、カナダでは、化学物
質と健康や環境について「理科」の科目の中で
取り扱うことで、一つの体系の中で学習できる
ようになっている。特に英国の教科書では、日
常生活の文脈から、化学物質の性質等の科学的
な原理を学び、さらに原理に関する理解を応用
して、人及び環境への影響や、公害の歴史を理
解できるよう展開されており、段階的・体系的
に理解できるよう配慮されている。

②科学的な理解がベースとなっていない
第二に、日本の初等・中等教育では、化学物

質と健康や環境の関係について「理科」で十分
に取り扱われていないことから、化学物質の有
する性質についての科学的な理解をベースに理
解させることができていないことが挙げられ
る。例えば公害について、社会科で過去の歴史
として学ぶだけでなく、公害の原因となった化
学物質がどのような化学的性質を持っていたた
めに公害を生じたのかを理解しなければ、どの
ようにして問題が解決してきたのかを理解し、
同じ過ちを繰り返さないためにどうすれば良い
かを考えることはできない。
これに対し英国、米国、カナダでは、化学物

質と健康や環境について「理科」の科目で取り
扱うことで、科学的な理解をベースに、関連す
る環境問題について考察させるような展開と
なっている。例えば英国では、様々な金属の性
質として重量や加工の容易性、鉛や水銀のよう
に脳・神経への影響を及ぼすような人体への有
害性の有無について理解させたうえで、飲料の
缶の材料としてどの金属が適切かを考えさせる
といった取扱いがなされている（17）。

③知識と実生活との関連が理解できない
第三に、日本の初等・中等教育では、科学的

な知識と実生活との関連付けが十分でないと考
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えられる。例えば日本では、理科で電池の働き
を学ぶ際に、廃電池による環境汚染の可能性に
ついて説明するような取り扱いはなされていな
い。また、「リスク」「有害性」「ばく露」といっ
た用語やGHS（化学品の分類および表示に関す
る世界調和システム）に基づく表示（27）といっ
た基本的事項も取り扱われていない。

これに対し米国では、電池の働きについて学
ぶ際に、ベネフィットだけでなく廃電池による
環境汚染のリスクを取り上げたりするなど（22）、
低学年の段階から理科で学ぶ知識と実社会での
問題とを関連付けて理解させ、関心を高める工
夫がなされている。カナダでは、ヒトの呼吸に
ついて学ぶ際に喘息やその原因となり得る洗浄

（資料）筆者作成

図表19　日本と諸外国の義務教育課程の教科書の違い
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剤等の物質について取り上げ、また身の回りの
化学物質の性質について学ぶ際には、中には危
険なものがありラベル表示がなされていること
を学習させている（25）。英国でも、溶剤として
使用される化学物質の性質について理解させた
うえで、用途に応じて適切な溶剤や使用方法を
考えさせ、同時にGHSの絵表示を理解させて
いる（17）。
このように学習内容と実生活や社会問題との

関連付けが十分なされているかが、第1章で述
べたような科学の学力を生活に生かす力へとつ
なげられるかどうかに影響しているのではない
だろうか。

（2）科学的な理解をベースとした化学物質に関
するリテラシーを身につけるために
健康や環境の関係に関するリテラシーを身に

つけるためには、化学物質の機能や社会におけ
る役割といったベネフィットと、一方で有害性
による健康や環境への影響といったリスクの双
方を理解しなければならない。現実には、簡単
に答えを出せないような問題に直面することも
あるだろう。そのような場合にも、安全を確保
しながら化学物質を適切に管理し、活用してい
くためには、一人一人が自ら環境リスクに関す
る判断を行い、環境リスクを低減するための行
動をとることが求められる。また、消費者、事
業者、民間団体、行政等の様々な主体が、化学
物質のリスクについての理解と相互の信頼を一
層深め、連携していくことが必要である。
これを可能とするためには、学習した内容を

日々の生活での思考や行動につなげていくこと
ができるよう、科学的な理解をベースに、実生
活や社会問題を関連付けて取り上げて子ども自
身に考えさせるような教育を段階的、体系的に
実施していくことが必要である。この点におい
て、現状の日本の義務教育における化学物質と

健康や環境に関する事項の取扱われ方には、改
善の余地があると考える。
以上課題について述べたが、学習指導要領も
様々な改善を加えて改訂されており、教科書自
体も、フルカラーの写真や図をふんだんに用い
て、各所で具体的な事例をもとに環境問題につ
いて取り上げるなど、内容としては工夫され充
実したものが作られていることは事実である。
筆者としては、充実した現状の教科書の内容
を、理科として、科学としての理解をベースに
体系的に組み替えていくだけでも、より効果的
な教育が実現できるのではないかと考える。そ
うすることで、単なる知識だけでなく、生徒が
将来にわたって実生活で活用できるような科学
的に思考する能力や、化学物質と健康や環境に
関するリテラシーを身に付けることができるの
ではないだろうか。

本稿では、現在の義務教育課程で、化学物質
のリスクを理解し対処するためのリテラシーを
身に付けることができるのかを推察するため、
日本及び諸外国で生徒が実際に用いる教科書を
入手し、その内容を比較した。今回筆者にとっ
て久々に手に取った日本の教科書は、美しい写
真とともに現代の社会問題も含めて様々な内容
が盛り込まれており、非常に興味深い本になっ
ていた。一方で、これだけの内容を、子供たち
が十分に消化し理解するのは難しいのではない
かとも感じたところである。実際の教育現場で
は、教職員や地域の方々が教科書の内容に限ら
ず様々な工夫を凝らして子供たちの教育に取り
組まれているであろうというのは想像に難くな
い。その意味で、本稿で考察したことは、ごく
断片でしかないだろう。
本稿で考察した範囲は断片かもしれないが、
将来の社会を担う子供たちが化学物質のリスク

 おわりに
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についての科学的な理解を深めるためのツール
としての教科書や、教育機会としての初等・中
等教育の重要性は否定されるものではないだろ
う。こうした教育は、社会におけるリスクの考
え方の受容や主体的な判断と行動を促す土台づ
くりとなるだけでなく、それに取組む専門家の
重要性の認識を促し、将来の化学物質管理を担
う専門職を目指す契機ともなり得る。
また、本稿では検討することができなかった

が、知識として習得させるだけでなく、観察・
実験・体験を通じて科学的に根拠をもって思考
し、行動できるようにすることも重要であり、
実際に学習指導要領も体験を重視する方向で改
訂がなされている。こうした体験の機会を学校
だけでなく地域社会全体で創出し、地域住民、
事業者、行政等の社会人も広く巻き込んで社会
教育としても実践していくことが可能であると
考える。こうした学校教育・社会教育を通じた
人材育成・教育を社会全体で実施することで、
消費者、事業者、民間団体、行政等の様々な主
体が、対話と相互の信頼を深め社会全体のリテ
ラシーの向上につなげていくことができるので
はないだろうか。

注
（1） 内閣府 , 2010, 『身近にある化学物質に関する世論

調査』．
（2） 文部科学省 , 2016, 『国際数学・理科教育動向調査
（TIMSS）の調査結果』.

（3） 「生徒の学習到達度調査」（PISA：Programme for 
International Student Assessment）はOECD（経
済協力開発機構）が2000年から3年ごとにその加
盟国及び非加盟国・地域の参加を得て世界的に実
施している、15歳児を対象とする学習到達度調査
である。調査内容は、主要分野が「読解力」「数学
的リテラシー」「科学的リテラシー」の3分野であ
り，2015年調査では革新分野として，「協同問題
解決能力」も併せて実施した。PISA調査は，義
務教育修了段階の15歳児が持っている知識や技能
を、実生活の様々な場面でどれだけ活用できるか
を見るものであり，特定の学校カリキュラムをど
れだけ習得しているかを見るものではない。2015

年調査には，72か国・地域（OECD 加盟国の35か
国，非加盟国37か国・地域）が参加した。（国立教
育政策研究所 , 2017, 『OECD 生徒の学習到達度調
査PISA2015 年調査国際結果報告書』より引用。）

（4） 国立教育政策研究所 , 2016, 『OECD生徒の学習到
達度調査～2015年調査国際結果の要約～』

（5） 平成29年の学習指導要領改訂では、「何ができる
ようになるか」を明確化し、全ての教科等が①知
識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学
びに向かう力、人間性等の3つの柱で再整理され
た。また、教育内容の改善事項としては、理数教
育の充実も掲げられ、見通しをもった観察・実験
などの充実や自然災害に関する内容の充実などが
図られた。（文部科学省，2017，『学習指導要領「生
きる力」改訂のポイント』）.

（6） 教育出版 , 2015, 『小学社会5下』．
（7） 東京書籍 , 2015, 『新編 新しい社会5下』．
（8） 東京書籍 , 2016, 『新編 新しい家庭5・6』．
（9） 東京書籍 , 2016, 『新編 新しい社会 地理』．
（10） 帝国書院 , 2016, 『社会科中学生の公民 よりよい社

会をめざして』．
（11） 大日本図書 , 2016, 『新版理科の世界3』．
（12） 東京書籍 , 2016, 『新編 新しい保健体育』．
（13） 開隆堂 , 2015, 『技術・家庭 家庭分野』．
（14） 文部科学省 , 2016, 『諸外国の初等中等教育』．
（15） Schofield&Sims, 『Key Stage 2 Understanding 

Science』.
（16） 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム
（Globally Harmonized System of Classification 
and Labeling of Chemicals : GHS）とは、2003年
に国連勧告として採択された、化学品の危険有害
性を世界的に統一された一定の基準に従って分類
し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その
結果をラベルや安全データシートに反映させ、災
害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようと
するもの。（厚生労働省 『職場のあんぜんサイト』
より引用。）

（17） Collins, 『Key Stage 3 Science Student Book』.
（18） GHSでは、9種類の絵表示（ピクトグラム）が定め

られており、危険有害性区分に応じて表示するこ
ととなっている。

（19） 国立教育政策研究所 , 2009, 『第3期科学技術基本
計画のフォローアップ「理数教育部分」に係る調査
研究』.

（20） Next Generation Science Standards. カリフォル
ニアやニューヨーク州等26州と、大学や理科教員
の全国団体などの関係団体が協力して開発したも
の。物理、生物、地学、応用科学の4分野から構
成される。

（21） Iowa Department of Education, 2 0 1 5 , 『Iowa 
Science Standards』.

（22） 『ScienceFusion』.
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（23） Council of Ministers of Education, Canada , 
1 9 9 7 , 『The Common Framework of Science 
Learning Outcomes K to 12』.

（24） Council of Ministers of Education, Canada, 
1999, 『Educating for Sustainability: The Status 
of Sustainable Development Education in 
Canada』.

（25） PCSP, 『Ontario Science and Technology, Grade 
2, Grade5』.

（26） NELSON, 2009, 『Science PERSPECTIVE』.
（27） 日本では、GHSに基づく絵表示を消費者製品に表

示することが義務付けられていない。
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政府は、これまで過去35年間にわたり、成人 

における週1回以上のスポーツ実施率（1）（以下、
「実施率」という）を調査してきた。平成24年度
までは実施率は概ね上昇傾向にあったが、ここ
数年はその伸びが止まっている（図表1）。さら
に、「世論調査」をもとに、性年代別に実施率
を見てみると、次のような傾向がうかがえる
（図表2）。
・男性の実施率は、20代から50代にかけて
は、概ね低下傾向にあり、60代になって
から急激に高まる

・女性の実施率は、20代から40代にかけて
は、男性よりも低水準で横ばいであるが、
50代から急激に高まる
こうしたことから、これまでの実施率の伸び

は、高齢化という人口構成の変化によってもた
らされてきた一面もあると推察されるため、年

 はじめに
代ごとの実施率の違いに着目することが重要で
ある。スポーツ庁でも、20代から40代の実施
率が他の年代に比べて低い状態にあることに問
題意識を持っており、「平成28年度スポーツ政
策調査研究事業（働く世代のスポーツを通じた
健康増進に関する調査）」（受託事業者：みずほ
情報総研）では、「働く世代」でも気軽にスポー
ツに取り組める環境整備の検討を進めてきた。
本稿の第1章では、当該事業を受託した実績を
踏まえ、世論調査をもとに、全年代について
人々が実施している運動・スポーツの特性や運
動・スポーツ実施の阻害要因を性年代別に考察
し、その特徴を示す。
また、これまで政府は、スポーツを「する」

「みる」「ささえる」の3つの視点から、スポー
ツ参画人口の拡大を目指す施策を実施してきた
が、ここ数年、世の中では、新しくスポーツを
「つくる」という「スポーツクリエイション」の
取組みが生まれている。この「スポーツクリエ

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も近づき、日本におけるスポーツへ
の関心は高まっている。その一方で、平成29年2月に公表された「平成28年度スポーツの実施
状況等に関する世論調査」（以下、「世論調査」という）によると、運動・スポーツを週1回以上
行う成人は42.5％に留まっており、スポーツ庁は「第2期スポーツ基本計画」（平成29年3月）の
中で、この値を今後5年間で65%程度まで引き上げることを目標に掲げた。本稿では、公表さ
れているスポーツ庁の「世論調査」の結果を詳細に分析することで、運動・スポーツを実施しな
い要因や背景を探るとともに、その解決アプローチの1つとして注目されている「新しくスポー
ツをつくる“スポーツクリエイション”」の取組みについて、先進事例を紹介しながら、そのメリッ
トや課題、今後の展開可能性について考察する。

社会動向レポート

「スポーツクリエイション」への期待と課題

経営・ITコンサルティング部
チーフコンサルタント　宮地　英治
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イション」は、自分たちでスポーツを「つくる」
ことにより、自分たちが関心のある趣味や領域
も交えながら、自身の求める楽しみ方にあった
形でスポーツに関われる。そのため、従来のス
ポーツにネガティブなイメージを持っていた
り、無関心であったりする人にも、スポーツを
始めるきっかけを与えてくれることが期待され
る。こうした動きは、実施率の向上にも寄与し

うることから、スポーツ庁でも、平成29年度
より、「スポーツ人口拡大のための官民連携プ
ロジェクト」の一環として、「伝統的な競技種
目以外にも『スポーツ』の概念を広げるととも
に、『スポーツ』に対する心理的ハードルを下
げる観点から、官民連携による個人の行動変容
を促す新たなスポーツのスタイル等の開発を推
進」するために、「スポーツ人口拡大に向けた

（資料）スポーツ庁ホームページ「成人の週1回以上のスポーツ実施率の推移及び障害者（成人）が過去1年間にスポーツ・レ
クリエーションを行った日数」

図表1　週1回以上のスポーツ実施率の推移

（資料）「平成28年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」より筆者作成

図表2　性年代別 週1回以上のスポーツ実施率
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官民連携プロジェクト・新たなスポーツの開発」
事業（受託事業者：みずほ情報総研）を開始した。
第2章では、当該事業に関わってきた経験を踏
まえ、スポーツクリエイションの動向について
まとめる。
最後の第3章では、実際にスポーツクリエイ
ションに自ら参画した経験も踏まえながら、ス
ポーツクリエイションのメリットや課題、今後
の可能性について考察する。

公開されている世論調査の集計結果を性年代
別に考察することで、現在、人々が実施してい

 1. 運動・スポーツを実施しない要因や背景

る運動・スポーツの特性を確認し、運動・スポー
ツ実施の阻害要因について検討する。

（1）実施された運動・スポーツの特性
「この1年間で実施した運動・スポーツの種
目」について、男女で比べると、1位はいずれ
も「ウォーキング」（男性39.4％、女性38.1％）
である。2位以下では、男性では、「トレーニ
ング」（15.9％）、「ランニング・マラソン・駅
伝」（15.1％）、「体操」（11.9%）、「ゴルフ（コー
スでのラウンド）」（10.6％）となっており、女
性では、「体操」（18.2％）、「エアロビクス・ヨ
ガ」（12.9％）、「トレーニング」（12.0％）、「自

（注） 全体での実施割合が高かった運動・スポーツの上位20種目と「運動やスポーツは実施しなかった」の割合を男女別で
グラフ化。

（資料）図表2に同じ

図表3　この1年間で実施した運動・スポーツの種目
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転車・サイクリング」（7.3％）となっている。「ラ
ンニング・ジョギング・駅伝」や「ゴルフ」は、
女性よりも男性で実施率が高く、「エアロビク
ス・ヨガ」や「ダンス」などは、女性の方が男
性よりも実施率が高い。
「実施したスポーツ」の上位に挙がるものは、
一人でできる種目が多いことも大きな特徴であ
る。スポーツを行うために、相手が必要であっ
たり、チームを作る必要があったりする種目
は、年齢が若いほど実施率が高い。特に、野球
やサッカー、バスケットボールのような大人数
のチームで競う種目では、10代まではある程
度の実施率があるものの、年齢が高くなると実
施率が下がる傾向が見られる。相手が必要とな
る種目やチームによる種目では、一緒に実施す
る相手や仲間と時間を合わせたり、場所を確保
したりする必要があるなど、一人でできる種目
よりも、運動・スポーツに取り組むためのハー
ドルが高いことも、こうした特徴の背景にある
と考えられる。
さらに注目すべきは、「運動・スポーツはし

なかった」とする回答が32.5%あり、全体の約
3分の1の国民が運動・スポーツを「全く」やっ

ていないという点である。

（2）今後始めてみたい運動・スポーツの種目
「今後始めてみたい運動・スポーツ」の種目（2）

について、全体としては、上位から順に、「エ
アロビクス・ヨガ」（10.4%）、「ウォーキン
グ」（9.3%）、「トレーニング」（8.6%）、「水泳」
（7.0%）、「体操」（4.9%）となっている。女性で
は「エアロビクス・ヨガ」を始めたいとする割
合が高く、特に若年層でその傾向が強く、20代 

から40代では2割を超えている。
一方、図表4は、今後始めてみたい運動・ス

ポーツが「特にない」と回答した人の割合を性
年代別に確認したものである。男性の方が、今
後始めてみたい運動・スポーツが「特にない」
人の割合が高く、女性との差は年齢が若い方
が大きい。男性は70代から、女性は60代から、
今後始めてみたい運動・スポーツが「特にない」
とする割合が上昇する。
さらに、運動・スポーツを週1回以上行って
いる人（平成28年度：42.5％）以外の人、つまり、
過去1年間に「全く運動・スポーツを実施して
いない」または「実施していても週1回未満」の

（資料）図表2に同じ

図表4　今後始めてみたい運動・スポーツが「特にない」人の割合
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人（合計で全体の57.5％）については、その半
数以上（51.1％）が、今後始めてみたい運動・
スポーツが「特にない」と回答している。成人
全体から見ると、約3割の人が、週1回以上の
運動・スポーツを行っておらず、今後始めてみ
たい運動・スポーツの種目もないということが
うかがえる。

（3）運動・スポーツ実施の阻害要因
世論調査では、運動・スポーツ実施の阻害要

因を探るため、「1年前と比べて運動・スポーツ
を実施する頻度が減ったまたはこれ以上増やせ
ない（増やさない）理由は何ですか［複数回答
可］」という設問を設けている。全体としては、
「仕事や家事が忙しいから」が32.8%で最も割
合が高く、次いで「面倒くさいから」（24.0%）、
「特に理由はない」（22.2%）、「年をとったから」
（15.9%）、「お金に余裕がないから」（14.2%）、

「運動・スポーツが嫌いだから」（10.0％）となっ
ている（図表6）。「1年前と比べて運動・スポー
ツを実施する頻度が減ったまたはこれ以上増や
せない（増やさない）」理由について、その特性
から5つのカテゴリに分類したうえで、性年代
別の特徴を整理すると、以下の特徴が見えてく
る（図表5、図表7）。
さらに、世論調査では、「運動・スポーツが
嫌い」と回答した人にはその事由を聞いてい
る。その上位5位は、「苦手だから」（68.8％）、
「疲れるから」（60.1％）、「時間を取られるから」
（31.0％）、「お金がかかるから」（19.2％）、「人
に見られたくないから」（14.6％）となってお
り、苦手意識がスポーツ嫌いの要因として確認
できる。特に、女性は「苦手だから」の回答割
合が73.7％となっており、男性（57.1％）より
も高い（図表8）。

（資料）筆者作成

図表5　スポーツ実施の阻害要因に関する性年代別の特徴
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（資料）図表2に同じ

図表6　性別　運動・スポーツ実施の阻害要因

（資料）図表2に同じ

図表7　性年代別のスポーツ実施の阻害要因

（資料）図表2に同じ

図表8　性別　運動・スポーツが嫌いな理由（上位5位）
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スポーツの語源は、ラテン語の「deportare」
（デポルターレ：日々の生活から離れること）で
あると言われており、「気晴らしをする」、「休
養する」、「楽しむ」、「遊ぶ」といった意味合い
を持つ。しかし、前章で見た世論調査からは、
次のような現状が浮かび上がる。人々のライフ
スタイルが変化し多様化してきている近年、既
存のスポーツ種目だけでは、人々が本来もって
いるスポーツに対する潜在ニーズの受け皿とし
ては十分ではないと考えられる。
・週1回以上、運動・スポーツを行う成人は
少ない（約42.5％）
※全体の約3分の1は、運動・スポーツを「全
く」やっていない

・実施したスポーツの上位に挙がるものは、
一人でできる種目が多い

・約3割が、週1回以上の運動・スポーツを
行っておらず、今後始めてみたい運動・ス
ポーツの種目もない

・運動・スポーツをする頻度を増やせない理
由のトップは「仕事や家事が忙しいから」
（全体32.8%）

 2. スポーツクリエイションの動向
・運動・スポーツが嫌いな理由のトップは 

「苦手だから」（男性57.1％、女性で73.7％）
・女性と比べて男性は、運動・スポーツをしな
いことに対して明確な理由を持っていない
こうした状況を受けて、スポーツ庁でも、平

成29年度より、「スポーツ人口拡大のための官
民連携プロジェクト」の一環として、「伝統的な
競技種目以外にも『スポーツ』の概念を広げる
とともに、『スポーツ』に対する心理的ハード
ルを下げる観点から、官民連携による個人の行
動変容を促す新たなスポーツのスタイル等の開
発を推進」するための施策を展開し始めている。
このような「スポーツクリエイション」の先進
的な取組みに、①運動会協会による「未来の運
動会プロジェクト」、②超人スポーツ協会によ
る「超人スポーツ」、③世界ゆるスポーツ協会
による「ゆるスポーツ」がある。最近ではテレ
ビや雑誌、インターネット等のメディアにも取
り上げられるようになってきた。以下では、こ
れら3事例の概要と特徴について紹介したい。

（1）未来の運動会プロジェクト
「未来の運動会」は、未来のスポーツを自分
たちでつくってプレイする運動会形式のイベン

（資料）撮影：田邊るみ 写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］

図表9　2015年に開催した「未来の山口の運動会」の様子



103

「スポーツクリエイション」への期待と課題　 

トである。運動会の前日などに開催される「ス
ポーツハッカソン（3）」を通じて、参加者が自ら
新しく競技種目をつくるところに特徴がある。
「スポーツハッカソン」では、参加者が自らさ
まざまな道具を持ち寄ったり、少し目新しいテ
クノロジー（スマートフォンを用いたツール等）
を活用したりするなど、身近にあるテクノロ
ジー（通称「あるテク」）を用いながらゲームを
デザインする。自分たちで未来志向の運動会を
つくることにより、いままで運動そのものに関
心がなかった人たちにも興味を持たせること
ができる。
「未来の運動会プロジェクト」は、山口情報
芸術センター（YCAM）が一般社団法人運動会
協会と連携し、2015年に山口市で「未来の山口
の運動会」を開催したことがきっかけとなり、
2017年度には、山口市だけでなく、京都市や
大阪市でも開催されている。地域の有志が中心
となって、地元企業や大学等への協力・協賛、
運動会への参加を促す形で実現しており、各地
域コミュニティが主体となって未来の運動会が
開催されていることも、重要なポイントであ

る。今後は、東京やその他の地域での開催も検
討され広がりを見せている。

（2）超人スポーツ
「超人スポーツ」とは、ロボットや ITなどの
テクノロジーをスポーツの世界にも活用して、
身体や感覚の拡張など人間拡張工学にもとづ
き、誰しもが「超人化」することで、性別や年齢、
身体差、障がいを乗り越え競い合う「人機一
体」をコンセプトとしたスポーツである。超人
スポーツ協会が開催するハッカソンイベントか
らは、電気モーターやスプリングによるシュー
ズなどのテクノロジーを組み合わせた「超人ス
ポーツ」が数多く生み出されている。スポーツ
とテクノロジーを融合することで、スポーツを
つくるエンジニアやクリエイターがスポーツに
参画するようになるほか、「スポーツ×テクノ
ロジー」を用いて興味や関心を持たせることに
より、これまでにない新しいスポーツのスタイ
ルを提案している。
超人スポーツ協会では、人間拡張技術や共創

社会などの専門・学際領域に関する学術会員か

（資料）撮影：山中慎太郎（Qsyum!） 写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］

図表10　「第2回 未来の山口の運動会」の様子
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らなる「超人スポーツアカデミー」を有し、学
術的なバックボーンが整っているところも特徴
である。また、民間企業や地方自治体と連携
し、スポーツハッカソンのイベントも展開して
いる。例えば、横浜ベイスターズと連携した「超
☆野球プロジェクト」では、「野球×超人スポー
ツ」をテーマとしたハッカソンを行い、実際に
横浜スタジアム内野外周エリアで体験イベント
を開催しているほか、岩手県との連携では、「岩
手発・超人スポーツプロジェクト」として、地

域に根ざしたスポーツハッカソンや体験会を開
催している。
超人スポーツ協会が開発された超人スポーツ
の認定を行い、スポーツ開発者は認定された超
人スポーツの普及や事業化を担うことができ
る。超人スポーツとして認定された事例とし
て、ヘッドマウントディスプレイとアームセン
サーを身に着けて行うARスポーツ「HADO」
がある。「HADO」は株式会社meleapが運営
し、日本（6拠点）をはじめ、シンガポール、ア

（資料）写真提供：超人スポーツ協会

図表11　超人スポーツ「バブルジャンパー」

（資料）写真提供：株式会社meleap

図表12　超人スポーツ「HADO」
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メリカ、ベトナム、スペイン、韓国において、
「HADO」を体験できる常設施設を展開してい
る（2018年1月時点）。

（3）ゆるスポーツ
「ゆるスポーツ」とは、「スポーツ弱者を、世
界からなくす」ことをコンセプトに、運動が苦
手な方や高齢者・障がい者も含め誰しもが「ゆ
るっと」楽しむことができるスポーツの総称で
ある。ゆるスポーツでは、競技者に共通の障害
（「ポップな障害」と呼んでいる）を課すことで、
スポーツが苦手な人でも、障がいのある人でも
同じ条件でフラットに参加して楽しめる工夫を
凝らしている。これにより、身体要因や苦手意
識などの運動・スポーツの阻害要因を解消しよ
うとしている。
それぞれの「ゆるスポーツ」種目には、親し

みやすく面白いネーミングやデザイン、ロゴを
採用したり、オフィシャルゆるソングと呼ばれ
る楽曲を作成したりするなど、スポーツに無関
心な人でも参加しやすいように、コンテンツ全
体が設計されている点も大きな特徴である。ま
た、従来の競技スポーツと異なり、スポーツの
勝敗以外にも楽しみ方を用意し、「勝ったら嬉

しい。負けても楽しい。」と思えることに重点を
置いているため、スポーツの得手不得手に関わ
らず参加した人たちの満足度が高い。最近では、
テレビや雑誌等で特集され認知度も高まってお
り、民間企業や地域との連携も進んでいる。

本稿では、世論調査の結果から、性年代別に、
現在、人々が実施している運動・スポーツの特
性や運動・スポーツ実施の阻害要因について考
察した。そして、「既存のスポーツ種目だけで
は、スポーツに対する潜在的なニーズの受け皿
として不十分なのではないか」という課題認識
のもとに、その解決アプローチの1つとして、
「スポーツクリエイション」の動向を紹介した。
本章では、実際に「超人スポーツ」や「未来の
運動会」のスポーツハッカソンに参加したり、
スポーツ庁の各種委託事業を進めてきた経験も
踏まえて、スポーツクリエイションのメリット
や課題、今後の可能性を考察したい。

 3. スポーツクリエイションの展望

（資料）世界ゆるスポーツ協会ホームページより

図表13　世界ゆるスポーツ協会ホームページ
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（1）メリット
①性別・年齢・障がいの違いを超えて楽しめ
る〈SPORTS for ALL〉
紹介したスポーツクリエイションの3つの事

例は共通して、性別や年齢、障がいといった違
いを超えて、誰もがスポーツを楽しめることを
目指している。超人スポーツは先端技術を用い
たハッカソンやモノづくりによって、未来の運
動会では「あるテク」（身近にあるテクノロジー）
を用いながらゲームデザインするハッカソンに
よって、ゆるスポーツでは「ポップな障害」を
課し“ゆるく”楽しめるスポーツデザインによっ
て、これまでスポーツと距離をおいていた人々
にも、スポーツをする楽しさの経験をつくり出
している。
従来のスポーツとは違った魅力や、競技の得

手不得手に関わらず楽しめることから、これま
でスポーツにネガティブな印象（嫌い、苦手な
ど）を持っていたり、関心が無かったりした人
がスポーツを始めるきっかけにもつながってい
る。さらに、年齢の壁を越えて参加できること
から、「子どもに手がかかる」ことを運動・ス
ポーツ実施の阻害要因としていた子育て世代の
親も、子どもと一緒に参加することができる。
実際に、2017年11月4日に行われた「第2回 未
来の山口の運動会」の参加者の中には、小学生
以下の子どもとその親が多く含まれており、一
緒に競技を楽しんでいた。

②スポーツ以外に関心を持つ人にもアプロー
チできる〈ALL for SPORTS〉
スポーツクリエイションでは、新たにスポー

ツを「つくる」ためのプロセスを設け、スポー
ツとは異なる領域とのコラボレーションを促す。
そのため、この「つくる」ことに関心をもつ、ク
リエイターやデザイナー、先端技術のエンジ
ニア等がスポーツに関わったり、エンターテイ

メントやポップカルチャーに関心を持つ人がス
ポーツとの融合で協働したりできることも大き
な特徴である。「スポーツ×テクノロジー」や
「スポーツ×エンターテイメント」などによって、
スポーツ以外に関心を持つ人にアプローチでき
れば、スポーツ参画の間口が広がってくる。

③地域コミュニティの活性化に役立つ〈スポー
ツ共創〉
事例に挙げた各協会ともに、地域の人と一緒
になったスポーツクリエイション活動を行っ
ている。新たなスポーツをその地域の住民と
の「共創」により生み出すことを通じて、でき
あがったスポーツだけでなく、この「共創」の
文化そのものが、その地域に定着していく。市
民が一体となってスポーツをつくり上げる「ス
ポーツ共創」がムーブメントとなり、様々な地
域に展開され地域コミュニティを活気づけてい
くことを期待したい。

（2）課題　～ スポーツクリエイション人材育
成とマネタイズモデルの構築
スポーツクリエイションの動きはまだ始まっ

たばかりである。今のところ、新たにつくり出
されたスポーツは、イベント型の体験が中心
である。定常的に体験できる環境が整ってい
る「HADO」のようなスポーツは限られており、
スポーツ人口の拡大に影響を与えるまでには
至っていない。
今後、スポーツ人口拡大にインパクトをもた

らすレベルでスポーツクリエイションが普及
展開されていくためには、「スポーツクリエイ
ション人材の育成や手法のフォーマット化」と
「スポーツクリエイションの活動や生み出され
たスポーツの運営に関するマネタイズモデルの
確立」が必要である。スポーツクリエイション
人材として、テクノロジーを使いこなすエンジ
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ニアや、ゲームデザインのできるデザイナーに
加えて、スポーツハッカソンやクリエイターの
コミュニケーションをまとめるファシリテー
ターを増やしていくことや、多くの方がスポー
ツクリエイションを実施することができるよう
に手法をフォーマット化し、共有されていくこ
とも求められる。また、マネタイズの方法とし
ては、体験サービスの提供や道具の販売、地域
の観光資源化などによって民間ビジネス化した
り、地域の定例行事化したりすることで、運営
資金を安定させることが考えられる。

（3）今後の可能性　～ スポーツ人口拡大、オ
リンピック・レガシーとしての発信に期待

「東京2020大会開催基本計画（2015年2月策
定）」では、「東京2020大会は、単に2020年に
東京で行われるスポーツの大会としてだけでな
く、2020年以降も含め、日本や世界全体に対
し、スポーツ以外も含めた様々な分野でポジ
ティブなレガシーを残す大会として成功させな
ければならない」としている。本稿で見てみた
ように、スポーツクリエイションでは、スポー
ツをつくるプロセスとスポーツを実施するプロ
セスのそれぞれで、従来にない新たな「楽しさ」
を体験することができる。この楽しさにはス
ポーツ人口の裾野を拡げる大きな可能性がある
と考えている。市民が一緒につくり上げる「ス
ポーツ共創」というムーブメントは、日本から
世界へ発信できるオリンピック・レガシーの1つ
となるのではないだろうか。

注

（1） 世論調査で聞かれている「運動・スポーツ」には、
ウォーキングなどの軽度の運動も含まれている。

（2） 本質問は、現在のスポーツ実施状況にかかわらず
聞いているが、「この1年間で実施した運動・スポー
ツの種目」で回答選択した種目は、今後始めたい
スポーツとして回答できなくなっている。

（3） ハッカソン（Hackathon）とは、ハック（Hack）と

マラソン（Marathon）を掛け合わせた造語で、エ
ンジニア、デザイナーなどがチームを作り、与え
られたテーマに対し、それぞれの技術やアイデア
を持ち寄り、短期間（1日～1週間程度）に集中して
サービス、アプリケーションなどを開発し、成果
を競う開発イベントのこと。スポーツハッカソン
では、新しいスポーツの道具を作ったり、ルール・
ゲームデザインを行う。

参考文献
1. スポーツ庁：第2期スポーツ基本計画
 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/

mcatetop01/list/1372413.htm
2. スポーツ庁：スポーツの実施状況等に関する世論
調査（平成28年11月調査）

 http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/
chousa04/sports/1381922.htm

3. スポーツ庁ホームページ：成人の週1回以上のス
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 h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p / s p o r t s / b _ m e n u /
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le/2017/02/15/1371920_001.pdf
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 h t t p s : / / w w w . m i z u h o - i r . c o . j p / c o m p a n y /
release/2017/sport1012.html

6. 山口情報芸術センター：YCAMスポーツハッカソ
ン2017

 http://www.ycam.jp/events/ 2 0 1 7 /ycam-sports-
hackathon/

7. 山口情報芸術センター：第2回未来の山口の運動会
 http://www.ycam.jp/events/ 2 0 1 7 /yamaguchi-

future-sports-day/
8. 超人スポーツ協会ホームページ
 https://superhuman-sports.org/
9. 世界ゆるスポーツ協会ホームページ
 http://yurusports.com/
10 公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック
競技大会組織委員会ホームページ：アクション＆
レガシー

 https://tokyo2020.jp/jp/games/legacy/
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金融業界では、企業・銀行等金融機関相互
のEDIの手段として、一般社団法人全国銀行
協会（以下、全銀協）によって制定された全銀
手順が利用されている。全銀手順の歴史は古
く、1983年に全銀協標準通信プロトコルのベー
シック手順が制定されて以降、1997年のTCP

／ IP手順の制定等、いくつかの追加や変更を
経て、金融業界におけるEDIの標準規約とし
て、2018年現在も利用されている。PSTN（2）

を介して通信を行う点や、センター確認コード
と呼ばれる通信相手を一意に識別するコードを
用いて、通信相手を認証する点、データの到着
回数を「サイクル」として管理し、重複伝送を
防ぐといった点が特徴として挙げられる。
国内外を問わず、EDIは流通、自動車、小売、
建築等さまざまな業界で利用されており、表
立っては見えないが、裏方として経済活動に関
わっている。金融業界もその例外ではなく、企
業は金融機関が提供するサービスの利用を目的
に、一括ファイル伝送の手段としてEDIを利
用している。例えば、複数の銀行振込を一括し
て依頼する総合振込、従業員に対する給与の振

 1. 金融業界におけるEDI
込を依頼する給与振込、お客さまの口座から利
用料金を自動で引き落とす口座振替等で利用さ
れ、日々大量のデータ交換が行われている。銀
行振込や口座振替は、私たちの生活に密着して
いることに加え、企業活動を行う上で欠かすこ
とのできない決済の手段であることから、社会
インフラとして機能しているといっても過言で
はない。このような金融業界のEDIにおいて、
インターネットの業務用インフラとしての利用
拡大や、取り扱う情報量の増加、労働生産性の
向上等を背景に、2つの大きな変革が起きよう
としている。その1つが、「企業間データ交換の
高度化を目的とした全銀EDIシステムの稼働」
であり、もう1つが「INSネット（ディジタル通
信モード）の終了に伴うベーシック手順および
TCP／ IP手順のサポート終了」である。

政府は、2016年6月に「日本再興戦略2016」
を、2017年6月に「未来投資戦略2017 －Society  

5.0の実現に向けた改革－」（以下、未来投資
戦略）を閣議決定した。これらの施策の1つ
にFintechが挙げられる。Fintechとは金融
を意味する「Finance」と、技術を意味する

 
2. 企業間データ交換の高度化を目的と
した全銀EDIシステムの稼働

総合振込や口座振替といった金融サービスはEDI（1）によって支えられている。金融業界の
EDI代表ともいえる全銀手順は、1980年代に制定されて以来、今もなお利用されているが、
2018年から２つの大きな変革が起きようとしている。本稿では、現行の全銀手順の仕様や、今
後の変更点について解説する。

ビジネス最前線

金融業界におけるEDIの動向について

プラットフォームサービス第2部
課長　町田　英輝　　システムエンジニア　大石　恭史
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「Technology」を組み合わせた造語であり、概
ね ITを活用した金融サービスへの変革といっ
た意味合いで使われることが多い。
未来投資戦略では、Fintechによる変革後の

生活・現場のワンシーンとして図表1のような
記載がある。
ここで述べられている「商流情報付き送金電

文」がEDIでやりとりするデータである。商流
情報が付与されることにより、これまで支払企
業と受取企業の間で、いわゆる「カネ（総額）」
の情報のみの交換であったことが、一緒に「モ
ノ（商品名や単価や数量等）」の情報も交換可能
になる。
では、変革後の生活・現場のワンシーンで述

べられている「煩わしい売掛金の作業」とはな

んだろうか。売掛金とは未集金の売上のことで
ある。企業は商品を販売した対価として金銭を
得るが、正しい金額を受け取ったかを確認する
「消込作業」が必要となる。例えば、口座への
振込額が、発行した紙伝票の請求額と一致して
いるかといった確認だ。図表2に月間の消込処
理にかかる平均事務処理時間のデータを示す。
データ交換の高度化により、これらの作業を効
率化、自動化することで、消込にかかる時間を
削減し、企業における決済事務の効率化を図る
ことができる。
このような企業間のデータ交換の高度化を

実現するという政府方針に基づき、全銀協およ
び一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク
（以下、全銀ネット）は、新たなプラットフォー

（資料）「未来投資戦略2017－Society 5.0の実現に向けた改革－」

図表1　未来投資戦略 変革後の生活・現場のワンシーン（抜粋）

（資料）中小企業庁「「決済事務の事務量等に関する実態調査」最終結果報告書」をもとにみずほ情報総研が作成

図表2　消込処理にかかる平均事務処理時間
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ムとして全銀EDIシステムの構築・導入を決定
した。稼働開始は、2018年12月を予定してお
り、2020年までの全面移行が計画されている。
全銀EDIシステムの稼働にあたり、特筆す
べき変更点は大きく分けて以下2点である。
①接続先と伝送手順の変更
②データフォーマットの変更

①接続先と伝送手順の変更
一括ファイル伝送では、PSTNを利用して各
金融機関へ直接データ交換を行っていたが、イ
ンターネットもしくは閉域網（3）を利用のうえ全
銀EDIシステムを経由し、各金融機関とデータ
交換を行うことになる。通信回線がPSTN（速
度：2.4kbps～64kpbs）からインターネット（速
度：数Mbps～数Gbps）に変更となることでデー
タ交換にかかる時間を大幅に短縮できるメリッ
トや、複数の金融機関との取引がある場合は、
各々の金融機関と接続していたものが、全銀
EDIシステム稼働後は、全銀EDIシステムと各
金融機関がバックエンドで接続されるため、企
業から見た一括ファイル伝送の接続窓口が一本
化されるといったメリットがある。ただし、イ
ンターネットバンキングの接続先や、一括ファ
イル伝送のサービス申込先が各金融機関である

ことに変更はない。
伝送手順としては、全銀手順の代わりにJX

手順の採用が決まっている。JX手順とは、イン
ターネット等を使用して、HTTPSによるデー
タ交換が行える通信手順であり、流通業界（メー
カー、小売等）ではすでに広く採用されている。
全銀EDIシステムとの通信はTLS1.2（4）による
暗号化と、クライアント（企業側システム）への
全銀ネットが発行した証明書導入を必須として
おり、セキュリティについても考慮されている。

②データフォーマットの変更
全銀手順は、全銀協が制定したデータ固定
長の全銀フォーマットを用いて各金融機関と
データ交換を行うが、全銀EDIシステムの
データ交換（JX手順）では、商流情報付き送金
電文を実現するために、XML形式と呼ばれる
データフォーマットを利用する。XMLとは、
Extensible Markup Languageの略称であり、
テキスト形式でデータ記述を行う言語である。
タグをつけてデータを表現できるという特徴が
あり、記述の自由度が高い。金融通信メッセー
ジの国際規格（ISO20022）でも規定されている
通信規格である。
現行の総合振込サービスにて使われる送金指

（資料）一般社団法人全国銀行協会XML電文への移行に関する検討会「総合振込にかかるXML電文への移行と金融EDIの
活用に向けて」（2016年12月）

図表3　EDI情報欄のイメージ
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示のデータ電文には、「EDI情報欄」もしくは
「振込メッセージ欄」と呼ばれる20桁のスペー
スがある。制定当初は、データ交換する企業間
で売掛金消し込みのキーとしてこのスペースを
利用することを想定していたが、最大20桁と
いう情報の制限もあって、現状利用している企
業は少ない。そこで、この項目を拡張し、さま
ざまな情報を付加することが可能なXML形式
が採用された。XML形式では、EDI情報欄が
140桁になっており、かつ、繰り返しの利用が
可能なため拡張性に優れている。加えて、海外
および他業界（流通、自動車、電子機器、石油
化学等）においてもXML形式は広く利用され
ていて、他業界とのデータ連携においても親和
性が高いというメリットがある。
注意点は、全銀EDIシステムへの移行対象

が、金融機関のすべてのサービスではないとい
うことだ。現時点では、EDI情報欄をもつサー
ビスである「総合振込」「振込入金通知」「入出
金取引明細」の3サービスが対象である。その
他サービスの「給与振込」「口座振替」等の一括
ファイル伝送においては、もう1つの変革点で
ある以下3章の対応が必要となる。

固定電話で使用しているPSTNについて、東
日本電信電話株式会社及び、西日本電信電話株
式会社（以下、NTT東西）より以下の理由から
IP網への移行が発表された。
・中継／信号交換機の老朽化および製造終了
・固定電話（加入電話、INSネット）利用の減少 

（2005年：5500万回線、2015年：2250万回線）
・世界の潮流にあわせた IP系サービスへの
シフト

今後、2021年から2025年にかけて、順次PSTN

からIP網への移行が予定されている。

 
3. INSネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う
ベーシック手順およびTCP/IP手順のサポート終了

IP網への移行後も音声通話は継続利用が可
能であるが、全銀手順にて利用している「INS

ネット（ディジタル通信モード）」については
2024年1月の終了が発表された。当面の対応策
として2027年の期限を目途にデータ通信用の
補完策が提供されるものの、補完策は既存の通
信と比較して、最大50%程度の通信速度の低下
が発生するというNTT東西の検証結果が出て
おり、PSTNを介した全銀手順でのデータ交換
は実質不可と考えるべきである。インターネッ
トを代表とした高速ネットワークが普及し十数
年が経過した現在も全銀手順が広く利用されて
いることからも分かるように、インターネット 

を介したEDIとPSTNを介した全銀手順は、
利用用途、接続先、データ量等を考慮して、使
い分けができる、つまり共存し得るものであっ
たのだが、全銀手順は、変更せざるを得なく
なったのである。
本状況を踏まえ、全銀協は、インターネットやIP-

VPN等の広域 IP網の利用を前提とした「全銀協
標準通信プロトコルTCP／ IP手順・広域 IP網」
（以下、TCP／ IP手順・広域 IP網）を2017年
5月に制定し、既存のベーシック手順およびTCP／
IP手順については、2023年12月末をもってサポー
トを終了することを発表した。TCP／ IP手順・広
域 IP網の特徴としては、既存のTCP／ IP手順を
ベースとしている点、通信経路における暗号化等
のセキュリティ対策については、データ交換を行う
当事者間あるいは個々の業界団体において、個別
に取り決めを行う必要がある点が挙げられる。また、
通信回線がインターネットとなることでデータ交換に
かかる時間を大幅に短縮できるメリットや、全銀手
順専用の回線やネットワーク機器が不要となるといっ
たメリットがある。詳細については、全銀協のWeb

サイトに仕様が掲載されているため、そちらを参考
にして欲しい。
先で記述した全銀EDIシステムにて対象外の
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サービスである「給与振込」「口座振替」等を利用
している場合や、企業間で全銀手順を用いてデー
タ交換を行っている場合は、2023年12月末までに、
TCP／ IP手順・広域 IP網もしくは他手段への移
行が必要となる。

ここまで、紹介してきたことをまとめると図
表4のようになる。
金融機関と「総合振込」と「給与振込」の2つ

のサービスを契約し、一括ファイル伝送を行っ
ている場合は、全銀EDIシステムとTCP／ IP

手順・広域 IP網の両方の対応が必要となるた
め、特に注意が必要である。
全銀EDIシステムについては、ソフトウェ
アベンダーが、全銀EDIシステムと接続可能

 4. まとめ

な通信ソフトウェアや、XML形式のデータ
変換が行えるソフトウェアを開発中である。
2018年度第2Qには、ベンダー各社の製品が発
売され、その後全銀EDIシステムと接続試験
ができるようになることが見込まれる。ただ
し、サービス開始当初の金融機関の参加は任意
となっていることや、拡張されたEDI情報の
用途が未確定であること等、不明確な点が多い
のも事実である。

TCP／ IP手順・広域 IP網については、それ
にも増して不明確な点が多い。特に、データ
交換を行う当事者間で個別にセキュリティ対策
の取り決めを行わなければならないことが、導
入に向けた大きなハードルになるのは明白であ
る。それを解消するために、ベンダー各社にて
セキュリティの仕様をあわせて、ベーシック手

（資料）みずほ情報総研が作成

図表4　現在と今後の相違点
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順やTCP／ IP手順のソフトウェア同様に相互
接続が可能なソフトウェアを開発する可能性
や、企業と金融機関のハブとなる新たなサービ
スが登場する可能性も考えられる。複数の選択
肢が考えられる現状を考慮すると、自社にとっ
て最も良い方式を見定めるためにも、これまで
以上に全銀協や各金融機関、ベンダー各社が発
信する情報を収集することが重要となる。
現時点では不明確な点が多いとはいえ、全銀

EDIシステム、TCP／IP手順・広域IP網とも
に、今後の金融業界におけるEDIを支えるもの
になることは間違いなく、利用企業の対応は必
須である。期限的な余裕の無い中で、確実に対
応するためにも、本稿を読んだことをきっかけ
として、継続的な情報収集と並行し、各金融機
関とのサービスの契約内容やNTT東西との回
線契約等の状況整理を行い、必要に応じて各金
融機関・各社への照会を行う等、来るべき時に
向けて準備を進めていただければ幸いである。

注
（1） Electronic Data Interchangeの略。ネットワーク

経由で電子データを交換すること。
（2） Public Switched Telephone Networksの略。東日

本電信電話株式会社及び、西日本電信電話株式会
社が提供する公衆電話回線網（加入電話、INSネッ
ト）のこと。

（3） 通信事業者が提供するネットワークサービス。イ
ンターネットとは隔離された専用の通信回線。

（4） Transport Layer Securityの略。インターネット
上でデータを暗号化して送受信できるプロトコル
のことであり、1.2が現時点の最新バージョン。
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