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技術動向レポート

量子コンピュータの金融分野への適用の見通し

サイエンスソリューション部
チーフコンサルタント　宇野　隼平

　近年、海外の ITメーカーを中心に量子コンピュータ開発への参入が相次いで発表され、量子コ
ンピュータ業界の動向に大きな注目が集まっている。本稿では、量子コンピュータの概要、近年
の動向について紹介するとともに、金融分野への適用の見通しについて紹介する。

1．はじめに

　近年、従来のコンピュータとは全く異なる原
理に基づいて動作する量子コンピュータの開発
競争が本格化しており、大きな注目を集めてい
る。
　量子コンピュータの実現方式のひとつである
「量子ゲート方式」に関しては、IBMにより2017

年11月に50ビットのプロセッサーのプロトタイ
プの構築が発表された（1）ほか、intelにより2018

年1月に49ビットプロセッサーの開発（2）、Google

により2018年3月に72ビットのプロセッサーが
相次いで発表されている（3）。図表1に IBMの量
子コンピュータ IBM-Qの画像を示す。

　また、量子コンピュータの別の実現方式であ
る「量子イジング方式」に関しては、D-Wave

社により2011年に128ビットの D-Wave Oneが
発表されたのを皮切りに、その後256ビット、
512ビット、1024ビットと更新を重ね、現在の
最新版として2017年1月に2048ビットの D-

Wave 2000Qが公開されている（4）。
　こうした開発競争の原動力となるのは、量子
コンピュータを用いることにより従来の方式に
基づくコンピュータの限界を超える高速化が実
現され、これまで計算時間の関係で解くことが
出来なかった問題を解決することが期待されて
いるためであり、今後、開発競争が更に激しく
なっていくと考えられる。

図表1　IBM-Q

（出典：https://www.fl ickr.com/photos/ibm_research_zurich/）
（左図：量子コンピュータ IBMQの内部構造、右図：希釈冷凍機に取り組む IBMの研究者）
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2．量子コンピュータの概要

　従来のコンピュータは、使用する全てのデー
タを0または1のビット列により表現しており、
ビット列に対して操作を行うことで演算を行っ
ている。一方で量子コンピュータは、量子力学
の重ね合わせの原理を使うことにより、0と1の
両方の状態を同時に取るような重ね合わされた
データを表現するビットを作成することが可能
であり（図表2及び図表3参照）、また重ね合わさ
れた複数のビットを同時に操作することにより、
従来のコンピュータでは達成できないような高
速計算を行うことが期待されている（5）。例えば
50ビットの量子コンピュータでは、250個（約1015

個）の全てのデータに対して同時に演算を行うこ
とが可能であり、従来のコンピュータが解くの
に非常に多くの時間がかかっていた問題に対し
て、飛躍的な速度向上がなされる可能性がある。
例えば、3.2節で後述する素因数分解では、図表
4に示すように、従来のコンピュータでは、素
因数分解する量に応じて指数関数的に計算量が
増加するのに対して、量子コンピュータでは、
単に多項式的に計算量が増加するだけであるこ
とが知られており、大きな数に対しては量子コ
ンピュータのほうが高速に素因数分解すること
が可能であることが予想される。
　現在、量子コンピュータには様々な実現方式
があるが、特に「量子ゲート方式」と「量子イ
ジング方式」という2つの方式に注目が集まっ
ている。量子ゲート方式では、従来のコンピュー
タと同様に、データを収めたビットに対して操
作を行うゲートを組み合わせた回路を作成し演
算する。量子ゲート方式は、従来のコンピュー
タと同様の汎用的な計算を行うことが可能であ
るが、現状では、数十個という比較的少ない量
子ビットまでしか扱うことが出来ない。
　量子コンピュータのもう一つの方式である量

子イジング方式は、組合せ最適化問題を解くこ
とを目指した量子コンピュータであり、汎用的
な目的のためには使用できない一方で、数千ビッ
トの量子コンピュータが既に利用可能な状態と
なっており、近い将来、実用的なアプリケーショ
ンが出てくることが期待されている。ただし、
量子イジング方式の量子コンピュータが、従来
のコンピュータより速度が向上するかどうかは、
現在までのところ理論的、実験的に確認されて
おらず、今後、更なる研究が必要である。
　量子コンピュータは現在、企業毎に様々なテ
クノロジーにより実現されている（図表5参照）。
各テクノロジーには一長一短があり、定まった
ものは無い（6）。例えば、量子ゲート方式では、
IBM、Google、Alibaba、Rigetti等は超伝導素
子、Microsoftはエニオン、IonQはイオント
ラップ、Xanaduは光量子のテクノロジーを用
いて実現しており、また、量子イジング方式で
は、D-Wave、Qilimanjaroは超伝導素子、NTT

は光量子により実現している。
　また、量子コンピュータの開発とともに、量
子コンピュータを使用するためのソフトウェア
も開発が進んでおり、IBMのQiskit、Microsoft

の QDK、Googleの Cirq、Rigettiの Forest等
が広く使用されている（7）。これらのソフトウェ
アにより、容易に量子コンピュータのプログラ
ミングを行うことができる環境が整備されつつ
ある。
　量子コンピュータの産業への応用の検討も各
所で始まっている。例えば、国内の動きとして、
2018年5月に、慶應義塾大学に量子コンピュー
タ研究拠点「IBM Qネットワークハブ」が設立
された（8）。IBM Qネットワークハブは、ゲート
方式の量子コンピュータを用いた実用的なアプ
リケーションの研究開発を、産学連携により行
うことを目的に掲げており、IBMや大学の研究
者のほか、金融業界からみずほフィナンシャル
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図表3　従来のコンピュータと量子コンピュータのビット処理の違いのイメージ

図表4　従来のコンピュータと量子コンピュータのビットの計算量の比較の例

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成

図表2　従来のコンピュータのビット（0,1）と量子ビット（0～1）の違いのイメージ
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グループ、三菱 UFJフィナンシャル・グルー
プ、化学業界から JSR、三菱ケミカルの4社が
参画している。著者もみずほフィナンシャルグ
ループの一員として本活動に参画し、IBM-Qの
実機を使用した研究活動を行っている。
　また、IBMはこの他にも、「IBM Research 

Frontiers Institute（RFI）」という企業ととも
に基礎研究を行うコンソーシアムを2016年から
開始しており（9）、このコンソーシアムの中で量
子コンピュータを主要な研究テーマの一つとし
て掲げている。国内の RFI参加企業として、
JSR、本田技研、日立金属、キャノン、長瀬産
業が公表されている。
　この他、大阪大学には量子情報・量子生命研
究部門が設置され、「資源・エネルギーや医療な
ど社会問題解決への貢献や事業化も含めた社会
実装をめざす」としている（10）。また、東北大
学・東京工業大学は、イジング方式の量子コン
ピュータを利用して産業界とともに実社会の問
題を解決することを目的とした「量子アニーリ
ング研究開発コンソーシアム（仮称）」を2019年
4月に発足することを表明し（11）参画企業を募っ
ており、既にいくつかの国内企業が参加を発表
している。

3．金融分野への適用の見通し

　このように、国内外の企業、研究機関が盛り
上がりを見せている量子コンピュータ業界であ
るが、現在までのところ発表されている量子コ
ンピュータはビット数が少なく、またビットの
量子状態を保つことが困難であることに起因す
るノイズが大きいため、実用的なアプリケーショ
ンはまだ見つかっていない。以下、本稿では、
大規模な量子コンピュータが将来的に実現され
た場合における金融業界への適用の見通しにつ
いて紹介する。

（1）金融商品の価格決定及びリスク評価
　金融派生商品の価格決定や、資産リスク評価
指標であるValue at Risk等の算出の際にモンテ
カルロ法が広く使用されており、様々な未来に
ありうるシナリオを計算機上で生成し、各シナ
リオにおいて評価した金融商品や資産価値の結
果を処理することで、計算を行っている。モン
テカルロ法を用いた計算で正確な値を得るため
には非常に多くのシナリオを考慮する必要があ
り、多くの計算機資源が必要となるため、ゲー
ト式の量子コンピュータによる高速化が期待さ

図表5　量子コンピュータの実現方式の一例

（資料）各種資料に基づきみずほ情報総研作成
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れている。
　近年、現在モンテカルロ法が使用されている
ような計算に対して、量子コンピュータのビッ
トの重ね合わせを利用した計算手法が提案され
た（12）（13）。量子コンピュータでは、ビットの重
ね合わせによる複数のシナリオの同時計算を行
うことが可能なため、従来のコンピュータのモ
ンテカルロ法よりも高速に計算を行うことがで
きる可能性がある。現在までのところ、量子コ
ンピュータでのモンテカルロ計算は単純なモデ
ルでの検証計算のみが実施されているだけであ
り（13）、従来のコンピュータより高速に計算して
いるとまでは言い難いが、将来的に非常に大規
模な量子コンピュータが実現されれば、高速な
計算が可能になることが期待される。

（2）暗号解読によるリスク
　量子コンピュータを用いた最も重要な影響の
一つとして、暗号に関するセキュリティ面の影
響が挙げられる。
　現在、ネットバンキングなどのインターネッ
トを通じた通信において、第三者による情報の
盗聴や改ざんを防ぎ情報の秘匿性を保つために
暗号技術は欠かせない技術である。暗号技術を
使用した通信では、送信者が暗号化 を使用し
て情報を暗号化し、受信者が復号 を使用して
情報の復号を行う。暗号技術は、大まかに分類
すると、 の性質により、共通 暗号方式と公
開 暗号方式に分類される。
　共通 暗号方式は暗号化 と復号 として同
一のものを使用する暗号技術である。共通の
を使用するため、送信者と受信者で を事前に
共有するための何らかの方法が必要である。
　公開 暗号方式は、暗号化 と復号 が異な
るものを使用する暗号技術である。情報の受信
者は暗号化 を公開し、送信者は公開された暗
号化 を使用して情報を暗号化し送信する。第

三者は、暗号化 を入手することは可能である
が、復号 を入手しない限り情報を盗聴、改ざ
んすることは事実上不可能であるとされている。
　公開 暗号方式の多くは、素因数分解問題や
離散対数問題等の問題を解くことが、従来のコ
ンピュータでは困難であることに基づいている
が、ゲート方式の量子コンピュータを用いるこ
とで、これらの問題を指数関数的に高速に計算
できることが示唆されている（14）（15）。このため、
もし大規模な量子コンピュータが実現されれば、
現在使用されている公開 暗号の大部分が安全
でなくなる可能性がある。
　近年の量子コンピュータの急速な発展状況を
受けて、米国国家安全保障局（NSA）により2015

年8月に量子コンピュータの脅威に対する懸念
が示されており（16）、また米国国立標準技術研究
所（NIST）では、耐量子暗号の標準化に向けた活
動が行われている（17）。
　現在公開 暗号としているRSA等の暗号を解
くためには、数万から数十億の量子ビットが必
要であると見積もられており（18）（19）、直ぐに公
開 暗号が解読されるというわけではないが、
2030年頃までに暗号が解けるような量子コン
ピュータが実現するという見積もりもあり（20）、
また比較的少ない量子ビット数で素因数分解を
実現するようなアルゴリズムも提案されてきて
いる（21）（22）。
　システムの大規模な入れ替えには、計画から
実装まで数年から十年程度の期間を要すると考
えられるため、専門家からの情報収集等により
動向を把握するとともに、予めシステムの更新
に関する検討を行うことも重要であると考えら
れる。

（3）資産の組み合わせの最適化
　金融分野においても、イジング型の量子コン
ピュータを用いて計算可能なような最適化問題
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の例がいくつか提案されている。例えば、D-Wave

の量子コンピュータを用いて、比較的単純な例
ではあるが、利益を最大化するように資産を組
み合わせ、ポートフォリオの最適化を行った例
が報告されている（23）。また、異なる市場での商
品価格差を利用して利益を挙げる裁定機会の問
題に関しても、D-Waveの量子コンピュータを
使用した例が報告されている（24）。
　一方で、量子イジング型のコンピュータでは、
イジングモデルと呼ばれる特殊な型の問題に最
適化問題を落とし込まなければいけないこと、
ビット数が少なく離散的な変数に関する最適化
問題しか解くことが出来ないことから、まだ現
実的に適用可能な問題は見つかっておらず、引
き続きハードウェアの発展に注視するとともに、
適用可能な問題の検討を行っていく必要がある。

4．結び

　量子コンピュータは10年ほど前まで、数ビッ
トを使った計算を行うのがやっとの状況だった
のに対して、ここに来てゲート方式では数十ビッ
ト、イジング方式では数千ビットを扱うことが
出来るようになってきている。扱えるビット数
が急速に増加している状況に伴い、世間からの
注目が大きくなることで、更に開発競争が激化
しビット数の増加につながる可能性もある。
　現在のビット数では、まだ現実的なアプリケー
ションを見つけるのは難しいかも知れないが、
急速に発展している量子コンピュータに触れて
みて、今後、大規模な量子コンピュータが実現
された場合に実現できそうなことについて見極
めておくのは重要であると考えられる。引き続
き量子コンピュータの急速な発展が続くととも
に、多くの人が量子コンピュータにふれること
で、本稿の想定よりも遥かに広い範囲に量子コ
ンピュータが適用されていくことを期待したい。
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技術動向レポート

ブロックチェーン技術による分散型社会への期待と
技術課題

情報通信研究部
チーフコンサルタント　水谷　麻紀子

　ブロックチェーン技術が提示する分散型社会へのパラダイムシフトへの期待が、多くの人の関
心を呼んでいる。仮想通貨の基盤技術であるブロックチェーンの概念について解説するとともに、
ユースケースおよび現状の技術課題について述べる。

1． ブロックチェーン /
分散台帳技術

　昨今、仮想通貨の存在感は増しており、ブロッ
クチェーンという言葉を聞いたことがある方は
多いだろう。元々は、仮想通貨ビットコイン（1）

を支える、信頼性を担保するための基盤技術と
して登場したが、多様な応用の可能性を秘めて
いるため、ここ数年で様々な分野での実証がな
されており、発展の兆しを見せている。

　現在、多くの情報システムは、クライアント-
サーバ方式と呼ばれる中央集権型のサービス形
態をとっている。高価で信頼性が高い少数のサー

バ装置と廉価な多数のクライアントコンピュー
タから構成され、クライアントはサーバとだけ
通信する。これに対し、ブロックチェーン /分
散台帳技術は P2P（Peer to Peer）方式（2）と呼ば
れる分散型のサービス形態であり、比較的廉価
な多数のコンピュータで構成され、そのコン
ピュータ間で対等な通信を行う。
　クライアント数（＝ユーザ数）が増加した場合、
中央集権型ではサーバとそのネットワーク回線
への負荷が増大するが、分散型ではコンピュー
タ数を増加させることで1台1台の負荷を分散さ
せることが出来るため、分散型の方がコンピュー
タおよびネットワーク回線のコストを抑えられ
る。

図表1　左：中央集権型（クライアント－サーバ方式）　右：分散型（P2P方式）
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　分散型のシステムはブロックチェーン /分散
台帳技術が登場する前から使われていたが、通
信相手による情報の改ざんを検知することが難
しいという欠点があった。ブロックチェーン /

分散台帳技術では、同じ台帳をブロックチェー
ンネットワーク上の全コンピュータで共有し、
また、台帳操作履歴の集まりであるブロックの
ハッシュ値（3）を次のブロックに持たせることで
改ざんへの対策を行い、耐障害性と耐改ざん性
を担保している。
　分散台帳技術（DLT）は、ブロックチェーン技
術より広い技術領域を表す概念で、P2Pネット
ワークと暗号技術を組み合わせて同じ台帳を共
有する仕組みを指すが、本稿では特に区別せず
にブロックチェーンと記載する。

（1）ブロックチェーン技術の仕組み
　ブロックチェーン技術が実現するものは、同
じ台帳を共有する複数のノード（4）で構成された
ネットワーク上の、履歴付き分散台帳システム
である。

　ノードは、トランザクション（5）を周りのノー
ドへ送信する。トランザクションを受信したノー
ドはいくつかのトランザクションをまとめて新
しいブロックを生成する。この時、複数ノード
の持つ情報の多数決によって過去のブロックが
正当であることを確認した上で、過去のブロッ
クのハッシュ値を新しいブロック内に含める。
この過去のブロックの正当性の確認処理は、合
意形成またはコンセンサスと呼ばれる。いくつ
かのトランザクションから生成された新たなブ
ロックを鎖のように連ねていくことからブロッ
クチェーン技術と呼ばれる。
　過去のブロックのハッシュ値を新しいブロッ
ク内に含めるため、例えば n番目のブロックを
改ざんする場合には、（n+1）番目のブロックも改
ざんする必要があり、この繰り返しで最後のブ
ロックまで改ざんする必要がある。また、改ざ
んした内容を合意形成で見破られないためには
過半数ノードに対する改ざんが必要となるため、
チェーンが長くなるほど改ざんが難しくなる。

図表2　ブロックチェーンの仕組み
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（2）ブロックチェーン技術の特長
　ブロックチェーンシステムは、一般的な P2P

方式のシステムと改ざん耐性を除き概ね同様の
特長をもつ。中央集権型のシステムでは、中央
サーバのダウンや通信障害がシステム全体のダ
ウンに直結するため、中央のサーバやネットワー
ク機器には高い信頼性が求められ、高価なもの
となる。対して、ブロックチェーンシステムで
は複数のノードで同じ情報を共有するため、シ
ステムの中の数台が故障した場合においても、
他の大概のノードが稼働していればシステム全
体がダウンするような障害は生じない。そのた
め、ブロックチェーンシステムでは個々のノー
ドに高い信頼性が求められず、中央集権型のシ
ステムで運用する場合と比較して装置やネット
ワーク回線のコストを抑えられる。さらに、前
節で述べたように、履歴の改ざんが困難なデー
タ構成であり、かつ、ブロック生成時の複数ノー
ドによるコンセンサス（合意形成）による正当性
確認により、悪意有るノードが参加していても
それが少数であれば改ざんを排除できる。
　また、既に運用されているブロックチェーン
システムに、後から別のアプリケーションを追
加して同じプラットフォーム上で分散型サービ
スを提供することが容易であり、類似のアプリ

ケーションを複数用意する場合にはアプリケー
ション開発のコストが抑えられるという特長を
持つ。
　興味深いことに、仮想通貨等のユースケース
では、ブロックチェーンシステムの維持に必要
となる検証処理へのインセンティブとしてブロッ
クの生成に報酬を与え、ノードの運用とブロッ
ク生成に係るコストを価値（仮想通貨）に変換し
ている。これにより、特定主体がサービスの維
持運用を行わなくとも、非中央集権的にシステ
ムを運用することが可能となっている。例えば、
ビットコインであれば、ブロックの生成に成功
すると2018年9月現在、12.5BTC（ビットコイ
ンの単位）が新規に発行され、ブロックの生成を
行った人に付与される。仮想通貨の新規発行の
ためにブロック生成を行うことを金脈の採掘に
なぞらえてマイニング（採掘）と呼ぶ。マイニン
グが盛んに行われることにより、仮想通貨のブ
ロックチェーンシステムは自律的に維持運用さ
れているのである。

（3）ブロックチェーンの類型
　ブロックチェーンは、そのノードの存在する
範囲により3つに分類することができる。範囲
を限定しない不特定多数のノードで構成される

図表3　ブロックチェーンの類型

パブリック型 プライベート型 コンソーシアム型
プラットフォーム例 BitCoin

Ethereum
Hyperledger
Enterprise Ethereum

Corda
プライベート型と同様

参加者 誰でも参加可能（悪意の
ユーザを想定）

管理主体（団体 /企業）が
許可

複数の管理主体（団体 /企
業）がそれぞれ許可

分散度 高い 比較的低い 高くできる
認証の厳格性 厳格な認証が必要 簡易な認証でも可 プライベート型に準じる
認証速度 遅い 比較的速い プライベート型に準じる
インセンティブ トークン（基軸通貨） 不要 プライベート型に準じる
秘密情報の取り扱い 可能なものもある 可能 プライベート型に準じる
仕様変更 難しい 比較的容易 プライベート型に準じる
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パブリック（オープン）型、企業等のある一主体
の範囲内に限定されるプライベート（クローズ
ド）型、また、複数の主体から構成されるコン
ソーシアム型である。
　仮想通貨の多くはパブリック型であり、不特
定多数のユーザを想定している。
　企業利用の場合は企業内のノードで構成され
るプライベート型とすることが多く、システム
の維持に必要となるインセンティブは不要で、
厳格な正当性検証のための処理に時間がかかる
コンセンサスを軽量化し、処理性能を改善でき
る。ただし、プライベート型ではノードの分散
度が低く、分散型の特長が充分に発揮されない
ため、ブロックチェーンシステムの恩恵をより
受けられるのは、複数の主体が参加するコンソー
シアム型ではないだろうか。多くの情報システ
ムは一主体内に閉じているが、コンソーシアム
型のブロックチェーンにより複数主体間での台
帳共有の仕組みも構築可能である。

2．ブロックチェーンの適用例

　既にブロックチェーン技術を実装するサービ
スやユースケースはいくつも登場している。
　履歴付きの分散台帳すなわちデータベースシ
ステムであることから、多くの用途が考えられ
るが、その特性から複数主体または不特定多数
間で資産や権利がやり取りされる場面での利用

に向けた検討が多くなされている。ここでは、
今後の普及が予想されているユースケースにつ
いて述べる。

（1）デジタル通貨 /資金調達
　ブロックチェーンのユースケースと言えば、
まずはデジタル通貨である仮想通貨である。英
語ではCryptocurrency（暗号通貨）と呼ばれる。
ブロックチェーン技術は元々仮想通貨ビットコ
インのために考案された技術であり、ブロック
チェーンのキラーアプリケーションは仮想通貨
であるとする向きもある。また、ブロックチェー
ン関連のスタートアップでは ICO（Initial Coin 

Offering）も活発に行われている（6）。ICOとは、
ブロックチェーン技術を活用したサービスを提
供する主体が、トークン（仮想通貨）を発行する
ことで資金調達を行うことである。
　仮想通貨の経済規模は2018年9月時点で約20

兆円である。株式市場の世界時価総額が約8000

兆円であることから、まだ規模が大きいとは言
えないまでも無視できない規模となりつつある。

（2）スマートコントラクト
　契約の成立から履行までの全てを自動化する
ことを目的として、ブロックチェーン上で動作
する電子的な契約をスマートコントラクトと呼
ぶ。

図表4　仮想通貨総時価総額の推移

（資料）coinmargetcap.com仮想通貨総時価総額（7）より
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　契約条件・取引内容に応じて台帳操作命令を
発行するプログラムを動作させ、ブロックチェー
ン上に電子化した契約の証跡を記録することで、
誰もが確認できる形で改ざんできない取引記録
として保存できる。
　条件の記述次第で、複雑な条件の契約も自動
化できるものとして、特に小口の契約の効率化・
自動化につながるものと考えられる。個人間の
取引であっても証跡を残せるため、電力の個人
間取引やシェアリングエコノミーへの適用が期
待される。

（3）トレーサビリティ
　改ざんできない記録を残しておきたい用途と
して、ダイヤモンドやワイン等の取引・流通記
録など、複数企業をまたがって取引される商品
のサプライチェーンのトレーサビリティへの適
用の検証も行われている。産地偽装や偽物の混
入が無いことを確かめられる、また検知できる
と期待されている。
　当社においても、ブロックチェーンを利用し
て食品のサプライチェーンで個品管理を行うた
めのプラットフォームを構築・検証する PoC

図表5　スマートコントラクトイメージ

図表6　トレーサビリティのためのブロックチェーンイメージ
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（Proof of Concept）（8）をローソンと共同実施（9）

し、産地や流通経路の履歴を複数主体で共有可
能であることを確認した。
　他にも、複数企業間での個人の経歴の共有に
より経歴詐称を防ぐための実証も行われており、
複数主体間でその経歴を正しく共有したいケー
スに対してもブロックチェーンの適用が検討さ
れている。

3． ブロックチェーンへの期待と
技術課題

　ブロックチェーン技術は中央集権型から分散
型へのパラダイムシフトをもたらす可能性を秘
めている。もし、全世界を繋ぐ、分散型で実用
的なネットワークを築くことができれば、すべ
てのアプリケーションやサービスがその基盤上
に提供されるようになることも想像に難くない。
既に市場に受容され始めている仮想通貨は、技
術的にも社会実験としても非常に面白い試みで
ある。しかし、現在はその適用上、いくつか顕
在化している課題があり、技術面の課題の1つ
としてスケーラビリティ（10）に起因する問題が
指摘されている。
　ブロックチェーンシステムはスケーラビリティ
が高いという特長を持っているが、ユーザ数の
増加に伴ってノード数やトランザクション数が
増加し、各ノードが記録するブロックのデータ
容量が膨大となる。また、ノード数が増大して
ネットワークの分散度が上がるほど、ネットワー
ク全体にデータを行きわたせるための時間がか
かり、各ノードの性能のばらつきの影響も受け
るため、システム全体の処理性能が低下する。
システム全体の処理性能と分散度合はトレード
オフの関係にある。このような課題への対応と
して、下記のような提案が活発に行われている。
●トランザクションの検証処理の高速化
●ブロック伝搬の高速化

●ブロックに書き込むデータの削減
　ここで、特に重要な課題と考えられるデータ
容量が膨大となるデータスケール問題に対する
解決策について、その概要を述べる。

（1）ブロックチェーンのデータスケール問題
　ブロックチェーンでは、全ノードが同じデー
タを持つことによって高い耐障害性と耐改ざん
性を実現しているが、累積のトランザクション
が増えるに従って必要なデータストレージ容量
が増加する。いずれ、ストレージの小さいノー
ドは容量が一杯になって追記できなくなる。そ
の結果、ストレージの大きい少数のノードのみ
での運用となってしまい、ブロックチェーンの
特長である耐障害性や耐改ざん性が失われる。
この制約のため、ブロックチェーンの適用用途
が、仮想通貨のような1トランザクションのデー
タが非常に少なく済む用途か、トランザクショ
ンの頻度が低い用途に限定される懸念がある。
　この問題に対する処方箋は、主にトランザク
ション数そのものの削減、またはトランザクショ
ンに含まれる情報量を減らすことである。ブロッ
クに書き込むデータ量が少なくなることによっ
てシステムの処理性能の向上にも繋がる。これ
までに提案されている、いくつかの対策を以下
に紹介する。

（2）データスケール対策
（ア）オフチェーン
　オフチェーンとは、既存ブロックチェーンネッ
トワークとは別に小口の取引を行うアプリケー
ションを用意し、小口の取引を複数まとめて一
つのブロックチェーンのトランザクションとし
て発行する仕組みである。マイクロペイメント
などの用途において、取引の都度トランザクショ
ンを発行するよりもトランザクションの数を減
らすことが可能である。
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（イ）サイドチェーン
　サイドチェーンは、さまざまな用途のアプリ
ケーションが一つのブロックチェーンネットワー
ク上にある場合、用途によってチェーンを分け
る仕組みである。用途ごとに別のブロックチェー
ンネットワークを作ることによって、各用途内
のトランザクション数を減らすことができると
いうものである。このチェーン間で送金等のデー
タのやり取りが可能な仕組みも存在する。

（ウ）リレーショナルデータベース（RDB）との併用
　記録したい情報の大部分を外部のデータベー
スに書き込み、トランザクションに含める情報
を必要最小限としてトランザクションに含む情
報を削減するもので、現状、企業利用によるブ
ロックチェーンの事例の多くは、この対策をとっ
ていると考えられる。
　具体的には、以下のどちらかによってトラン
ザクションに含む情報を削減するものである。

図表7　オフチェーンイメージ

図表8　サイドチェーンイメージ
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①　参加主体間で改ざんのない状態で共有し
たい少ない情報のみをブロックチェーン側
で管理し、付帯的な情報は外部のデータベー
スで管理する。
②　すべての情報をデータベース側に保存し、
ブロックチェーンにはそのレコードのハッ
シュ値のみ書き込む。

（エ）データ分散
　最後に当社でコンセプトの検討を行った、デー
タスケール対策の方式について紹介する。
　全ノードで同じデータを持たず、各ノードは
一部分のデータのみを持つ、データ分散の仕組
みである。ブロックチェーンにおける Sharding

（分割データベース）の適用はブロックのデータ
そのものというより、その検証処理への適用が
検討されている（11）が、データ自体を分散させる

図表9　RDBとの併用イメージ

図表10　データ分散イメ ージ
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ことで、ストレージ容量の問題を解決すること
を提案している。

4．技術と社会実装の間で

　現状では、ブロックチェーン技術は主にパ
フォーマンス面で汎用とはいいがたく、ストレー
ジ逼迫等の問題も懸念される。そのため、現在
はブロックチェーン技術の特長を充分に発揮さ
せるためには、実システムに適用する際に、既
存システムとの役割分担を厳密に検討するか、
用途に応じた要件に特化した作りこみが求めら
れる。
　また、現状のブロックチェーンプラットフォー
ムは発展途上のものが多く、機能的に十分でな
い場合もあり、当面は段階を踏んで着実に検証
を重ねることが導入への近道となるだろう。
　しかし、日々、要素技術が改良され、計算資
源・ネットワーク資源の充実が図られており、
分散型システムによって社会基盤が構築される
将来はそう遠くない。元来、インターネットは
分散型ネットワークであり、世界中の誰とでも
P2Pで通信できる機能を持っている。個人間の
やり取りによる様々なサービスの恩恵や、IoT

技術等と組み合わせて契約を自動履行すること
によるコストの大幅な削減など、新しいシステ
ムの形態に伴って新たなビジネスチャンスもそ
こに生まれるだろう。

注
（1） Nakamoto, Satoshi. “Bitcoin: A peer-to-peer 

electronic cash system.” (2008).
（2） Wikipedia: Peer to Peer https://ja.wikipedia.org/

wiki/Peer_to_Peer
（3） ハッシュ値：データに対してほぼ唯一に決まる規則

性のない固定長の要約値。
（4） ノード：P2Pで通信を行うコンピュータ
（5） トランザクション：取引記録、ここでは台帳への操

作履歴
（6） Initial Coin Offerings & A strategic perspective
（Strategy&/PwC/Crypto  Val ley）https : / /

cryptovalley.swiss/wp-content/uploads/20180628_
PwC-S-CVA-ICO-Report_EN.pdf

（7） CoinMarketCap　グローバルチャート https://coin
marketcap.com/ja/charts/

（8） PoC：概念検証。試作の前段階においてアイディア
の実現可能性を明らかにするために行われる検証。

（9） みずほ情報総研、ローソンと共同で「ブロックチェー
ンを用いた個品管理プラットフォーム」の概念実証
を実施（2018年9月26日ニュースリリース）https://
www.mizuho-ir.co.jp/company/release/2018/
lowson0926.html

（10） スケーラビリティ：サービスの利用者の増大に伴っ
てシステム規模を拡大できる余地があること。規模
への拡張性。

（11） ethereumのwikiより、Sharding roadmap https://
github.com/ethereum/wiki/wiki/Sharding-road
map
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社会動向レポート

民間企業による気候変動への適応
～気候変動関連の情報開示と気候変動適応ビジネスの支援制度～

環境エネルギー第 1部
コンサルタント　西郡　智子

　本稿では、企業による気候変動への適応に係る取組に焦点を当て、気候変動関連の情報開示と
途上国における気候変動適応ビジネスの支援制度を紹介するとともに、その課題と今後の展望に
ついて述べる。

1．はじめに

　パリ協定では産業革命以前と比較して気温上
昇を2℃未満に抑えることが世界共通の長期目
標とされた。本長期目標の達成の土台となる国
別貢献（NDC （1））において、各国は2025～2030

年の温室効果ガスの排出目標を掲げているが、
その目標を合計しても、長期的に気温上昇を2℃
未満に抑えるために期待される2030年の排出量
420億トン以下に対して、110～135億トン上回っ
てしまう状況にある（2）。
　既に2017年において世界の平均気温は産業革
命以前と比較して1.1℃程度上昇しており（3）、世
界中において気候変動が原因ではないかと考え
られる現象が報告されている。例え世界中が温
室効果ガスの削減に向けた対策（「緩和策」と呼
ぶ）を加速させ、気温上昇を2℃未満に抑えるこ
とができたとしても、現状よりも気温が上昇し、
気候変動の影響に伴う被害が頻発することは避
けられない状況にある。そのため、気候変動の
影響に対処し、被害を回避・軽減する「適応策」
の重要性が世界中で高まっている。経済活動の
グローバル化が進展した現状においては、サプ
ライチェーンを通じた間接的な影響まで考慮す
ると気候変動の影響を受けない企業はなく、民

間企業においても「適応策」の重要性が増して
いる。
　このような状況下、国際的な気候変動関連の
情報開示の枠組みを提供している気候関連財務
情報開示タスクフォース（TCFD）や質問書を通
した企業による気候変動関連の情報開示を促進
している CDPにおいては、「緩和策」に焦点を
置きつつも、「適応策」に係る情報開示も企業に
求めている。
　一方で、こうした世界規模での「適応策」の
必要性の高まりは、企業にとって、気候変動適
応ビジネスの大きな機会となっている。特に気
候変動影響に対して脆弱な途上国において、そ
の気候変動への適応に資する事業の実施に関し
ては、民間企業を支援する制度が用意されてい
る。
　このような状況を踏まえ、本レポートでは、
民間企業による気候変動への適応に係る取組と
して、TCFDや CDPに代表される気候変動関
連の情報開示の枠組みとその中での「適応策」
の位置付け、及び途上国における適応ビジネス
に活用可能な支援制度を概観することで、民間
企業における今後の適応策のあり方について考
察する。
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2． 企業による気候変動関連の
情報開示と適応策

　国際的に重要視されている気候変動関連の情
報開示の枠組みは、気候関連財務情報開示タス
クフォース（TCFD）と国際非営利組織である
CDPによって提示されている。ここでは、その
2つの情報開示の枠組みとその枠組みにおける
適応策の位置付けについて述べる。

（1） 気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）

　TCFDとは、G20の依頼に基づき、金融安定
理事会（FSB）が2015年12月に設置した民間主導
のタスクフォースであり、一貫性があり比較可
能かつ自主的な気候変動関連の財務情報開示の
枠組み・方法に係る提案を行い、気候変動関連
リスクも含んだ情報に基づく投融資や保険引受
に係る意思決定の促進を目的としている。これ
により、気候変動関連リスクに晒されている資
産について、ステークホルダーのより良い理解
が可能になるとしている。
　TCFDは、2017年6月に最終報告書（提言）（4）

を公表しており、図表2のとおり、組織運営の

中核的要素となる「ガバナンス」、「戦略」、「リ
スクマネジメント」、「指標と目標」の4項目に
沿って、合計11の気候変動関連情報の開示内容
に係る提言を行っている。
　また、TCFDの情報開示の枠組みにおいては、
図表2の提言の中で多く使用されている「リス
ク」と「機会」に関して、図表3の通りに一貫
した分類を行うとしている。具体的には、リス
クについては、低炭素経済への移行に関連した
リスク（移行リスク）と気候変動の物理的影響に
関連したリスク（物理的リスク）を、機会につい
ては「資源効率性」「エネルギー源」「製品とサー
ビス」「市場」「レジリエンス（5）」を挙げている。
さらに、図表3が示すようにリスク・機会と財
務的インパクトを関連付けることが特に重視さ
れている。
　この情報開示の枠組みにおいては、リスクの
中の「物理的リスク」（6）や機会の中の「製品及
びサービス」「市場」「レジリエンス」（7）などに
適応策に関する事項も含まれており、これらの
リスクや機会、それらへの対応策と財務的イン
パクトを財務報告の中で記載することが推奨さ
れている。
　加えて、複数の気候シナリオ分析のもとでの

図表1　緩和と適応

（資料）環境省資料「適応への挑戦2012」
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図表2　気候変動関連の情報開示に係る提言と推奨される情報開示事項

図表3　気候変動関連のリスクと機会及び財務的インパクト

情報開示の中核的要素
ガバナンス 戦略 リスクマネジメント 指標と目標

提
言

気候変動関連リスクと機
会に関わる組織のガバナ
ンスについて開示する。

気候変動関連リスクと機
会が、組織のビジネス戦
略や財務計画に及ぼす実
際のまたは潜在的な影響
に係る情報が重要である
場合に開示する。

組織による気候変動関連
リスクの特定・評価及び
管理方法を開示する。

関係する気候変動関連リ
スクと機会に係る情報が
重要である場合、その評
価と管理に使用される指
標と目標を開示する。

推
奨
さ
れ
る
開
示
内
容

●気候変動関連リスクと
機会に係る取締役会の
監督体制について説明
する。

●組織が特定した短中長
期に渡る気候変動関連
リスクと機会を説明す
る。

●気候変動関連リスクの
特定・評価に係る組織
のプロセスについて説
明する。

●組織の戦略やリスク管
理プロセスに従い気候
変動関連リスクや機会
を評価するために、組
織により使用される指
標について説明する。

●気候変動関連リスクと
機会の評価と管理に係
る経営者の役割につい
て説明する。

●気候変動関連リスクと
機会が組織のビジネ
ス・戦略と財務計画に
与える影響について説
明する。

●気候変動関連リスクを
管理する組織のプロセ
スについて説明する。

● Scope 1、Scope 2、適
切な場合は Scope 3の
温室効果ガスの排出量
や関連リスクについて
説明する。

●2℃以下のシナリオを
含む複数の気候変動関
連シナリオ分析を踏ま
え、組織の戦略のレジ
リエンスについて説明
する。

●気候変動関連リスクの
特定・評価・管理に係
るプロセスが組織の全
体的なリスク管理にど
のように統合されてい
るか説明する。

●気候変動関連リスクと
機会を管理するために、
組織により使用される
目標と目標に対する成
果について説明する。

（資料）Final Report “Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures” の図表をみずほ情
報総研が翻訳

（資料）Final Report “Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures” の図をみずほ情報
総研が翻訳及び赤枠と赤字箇所はみずほ情報総研が追記
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組織戦略のレジリエンスを説明するように求め
ている。図表2の「戦略」において、「2℃以下
のシナリオを含む複数の、かつ、必要があれば
物理的な気候変動関連リスクの増大と一致した
気候変動シナリオを考慮した上で、組織戦略の
レジリエンスについて記述する」とされている。
これは、中長期的な気候変動による潜在的なリ
スクが生じるタイミングや規模の不確実さを踏
まえ、起こりうる複数のシナリオに基づいて気
候変動によるリスクと機会がどのように変化す
るか検討を行い、戦略策定プロセスやリスク管
理に取り込む必要があることを示している。
　2017年6月に TCFDの最終報告書（提言）が公
表されたことを受け、民間企業による取組が今
後活発化するものと予測される。当分の間は低
炭素経済への移行に関連するリスクや機会に焦
点があてられると想定されるものの、気候変動
関連の財務情報開示が進むに従い、適応に係る
取組がますます重要になると考えられる。

（2）CDP
　CDP（8）は、2000年に英国で発足した国際非
営利団体であり、投資家と協働して、世界初の
環境と財務情報が体系的に連携した情報開示プ
ラットフォームを設立した。CDPは、大規模な
企業に質問書を毎年送付し、その回答（9）を活用
して、個々の企業の環境リスクや機会、影響に
ついて分析・評価の上、その結果をウェブサイ
トで公開している。投資家はこの結果を企業と
の対話、投資プロセス、リスクマネジメントに
活用している。
　直近の2017年の実績によると、CDPの質問
書には、全世界で6,300社以上かつ500以上の自
治体が回答しており、650以上の投資家（総運用
資産額87兆米ドル）がその結果を活用している。
日本においては、大規模な企業を中心とした500

社が CDPの質問書の対象となっており、2017

年の回答率は57％となっている。
　CDPの質問書フォームでは、CO2排出削減に

図表4　TCFDの提言を踏まえたCDP質問書の主な変更点（気候変動適応関連箇所）

（資料）TCFD及び CDPの公開資料に基づきみずほ情報総研が作成

TCFDの提言を踏まえた CDP質問書の主な変更点（気候変動適応関連箇所）
TCFD
提言分類CDP

質問番号 変更内容（2018年） 変更前の質問概要（2017年）

C1
ガバナンス

気候変動関連課題に関する取締役会の監
督体制に係る問いを追加

・気候変動に係る直接的な責任を負う最
高機関に係る問い

・気候変動課題の管理に係るインセン
ティブ付与状況に係る問い

ガバナンス

C2
リスクと機
会

気候変動関連リスクと機会の分類を
TCFDにあわせた上で、それらのリスク
と機会の特定・評価・管理プロセスに焦
点を当てた質問構成へ変更

・大きな財務的インパクトを及ぼし得る
気候変動関連リスクと機会の内容とそ
の理由に係る問い

リスク管理

C3
戦略

気候変動関連課題のビジネス戦略への統
合に焦点を当てた質問構成に変更の上、
ビジネス戦略策定時における気候関連シ
ナリオ分析の使用の有無や詳細の問いを
追加

・気候変動リスクと機会に係るリスク管
理手続き、特定プロセス及び優先順位
付けの手法に係る問い

・気候変動課題のビジネス戦略への統合
状況及びプロセスに係る問い

戦略

C4
目標と成果

排出削減関連以外の気候変動関連目標の
詳細に係る問いを追加

・直接的・間接的な排出削減に係る目標
や取組に係る問い

指標と目標
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焦点を当てつつも、主に気候変動影響から生じ
るリスクと機会の理解や対応に係る質問を通し
て、企業による気候変動適応への取組に係る情
報開示を求めている。2018年からの質問書では、
TCFDの情報開示枠組みに準じた形へと更新さ
れている（図表4）。なかでも、適応に関連する
大きな変更としては「ビジネス戦略」の項目に
おける気候関連のシナリオ分析の使用の有無や
その詳細に係る質問の追加を挙げることができ
る。CDPにおいても民間企業による適応への取
組が重視されてきている。

3．気候変動適応ビジネスの支援制度

（1）活用可能な支援制度事例
　気候変動への適応の取組に係る情報開示が重
要視されている一方で、気候変動の影響に対し
て脆弱な途上国の気候変動適応に資する事業展
開を支援する制度等、民間企業に求められる気
候変動への取組を支援する枠組みも整備されて

いる。図表5に日本企業が開発途上国の気候変
動への適応に資するビジネスを行う際に活用で
きる主要な支援制度を調査支援・事業支援と製
品・インフラで分類した。
　これらの支援制度に関して、適応策に限定し
た制度は①のみである。①以外の制度では、国
際協力、SDGs、中小企業の海外展開など、適
応策を包含する枠組みにおける支援制度である。
　さまざまな支援制度がある中で、資金支援規
模が大きく、他の国際的な気候資金と比較して
実質的に民間企業の参画を推進している等の理
由で、緑の気候基金（GCF）の資金支援制度が近
年注目されている。そこで、ここでは GCFの
取組について紹介する。

（2）緑の気候基金（GCF）
① GCFの概要
　GCFとは、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）
傘下にあり、開発途上国における気候変動への

図表5　気候変動適応ビジネスに活用可能な主な資金支援制度

（資料）各制度のウェブサイトに基づきみずほ情報総研が作成

⑬

⑪

⑫
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対応に係る取組を支援している資金支援制度で
ある。先進国と途上国の双方から約束された拠
出額は103億ドルであり、日本は総額15億ドル
の拠出を約束している。また、これらの資金は
気候変動緩和と適応に均等に配分される。
　事業への資金支援申請方法としては、まず、民
間事業者等の事業提案者（10）は、提案事業の実施
対象国となる途上国の国家指定機関（NDA（11））
及び認証機関（AE（12））と協議しながら事業形成
を行い、NDAから同意書（NoL（13））を得る必要
がある。その上で、AEを通してNoLを添付し
た資金申請書を GCFへ提出する。事業の採択
後、資金は GCFから AEを通して事業実施者
に提供される。
　この GCFを活用するメリットとしては次の
点を挙げることが出来る。まず、他の国際開発
金融機関などが取らないリスクのある案件に対
し、資金が得られる可能性がある点である。具
体的には、事業自体の気候変動対策のインパク
トが大きいものの、事業リスクが高いため他の
機関の資金供与意欲が低く、GCFが資金提供し
ないと実現しない案件などに活用することが可
能である。
　その他にも、一つの案件の中で融資や出資等
の資金スキームを組み合わせることができ、妥
当であれば大規模な資金支援を得られること、

GCF資金の活用によるレピュテーションの向上
や気候変動対策に焦点を当てたGCF案件形成・
実施を通じた社内における気候変動関連の事業
形成に係る能力強化といった点を挙げることが
出来る。なお、デメリットとしては、申請や事
業実施モニタリング等の各種手続きの負担と
いった点がある。
　案件の審査基準は6つ、「インパクト・ポテン
シャル」、「パラダイムシフト・ポテンシャル」、
「持続可能な開発のポテンシャル」、「受益者ニー
ズ」、「カントリーオーナーシップ」、及び「効率
性と実効性」がある。中でも特徴的なものとし
て「インパクト・ポテンシャル」、「パラダイム
シフト・ポテンシャル」、「効率性と実効性」の
3つを挙げることが出来る（図表6）。これらを含
む6つの審査基準に加えて、GCF資金の必要性
について、GCF資金により投資リスクが軽減さ
れ、他の資金の動員が可能になる等、不足して
いる資金のギャップを埋めるという観点以外か
ら説明する必要がある。

② GCFの案件採択状況
　第20回理事会（2018年7月）までに採択されて
いる案件は76件である（図表7）。そのうち適応
案件は35件あり、1件を除く全ては途上国政府
関係機関や国際援助機関などが実施する公的案

図表6　GCFの採択に関する特徴的な審査基準

（資料）GCFウェブサイトに基づきみずほ情報総研が作成

審査基準 内容

インパクト・ポテンシャル
GHG削減量やレジリエンスの向上へのインパクトを定性的かつ定量的に
提示すること。適応に関しては、事業が適応に資することを明示すること
が求められる。

パラダイムシフト・ポテンシャル
一つの事業がその枠を超えたインパクトをもたらすこと（例えば、他国・地
域においても本事業枠組みが展開され更なる CO2削減や気候変動へのレジ
リエンス強化につながる等）。

効率性と実効性 GCFの資金により、その他の資金の動員が可能となることや申請している
資金の譲許性（14）が適切（最小限）であること等が求められている。
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件である。また、緩和と適応の双方に資する分
野横断は20件あるものの、その多くは公的案件
である（15件）。これら適応関連の公的案件のほ
とんどが、国として取り組むべき洪水等の災害
管理、水資源管理や気候レジリエントな農業の
普及・展開等に係る能力強化と関連するインフ
ラや設備の整備・更新となっている。また、民
間案件17件の事業内容の概要は以下図表8の通
りとなる。
　上記図表8を踏まえると、適応関連案件の件
数が少ない一因としては、収益性の課題がある

と想定される。緩和分野の民間案件は、再エネ
や省エネ事業といった事業効果（発電容量の増
加、コスト削減やGHG排出削減等）が明確であ
り、収益性をある程度見通すことができると考
えられる。一方で、適応分野においては、気候
変動による影響に不確実性があることから、気
候変動への適応能力（気候レジリエンス）が向上
するという事業効果が必ずしも明確でない。よっ
て、緩和案件と比較して、適応案件は収益性を
見通すことが難しく、民間事業者による案件数
が少ないと想定される。

図表7　GCF案件採択状況（第20回理事会までの採択案件）

図表8　各分野における民間案件の概要

（資料）GCFウェブサイトの資料に基づきみずほ情報総研が作成

（資料）GCFウェブサイトのデータに基づきみずほ情報総研が作成

緩和 適応 分野横断 合計
公的案件 10 34 15 59

民間案件（15） 11 1 5 17

合計 21 35 20 76

分類
（採択件数） 分野 事業パターン

緩和
（11）

再エネ
省エネ

・再エネの特別目的事業体（SPV）事業
・再エネ・省エネ関連ビジネスを行っている企業へ投資するファンド事業
・再エネ・省エネの SPV事業への投融資を行うファンド事業
・再エネ（屋根置き太陽光発電）設備を設置する企業や個人への融資事業
・再エネ・省エネ設備の導入や当該設備・サービス提供ビジネスを実施する中小企業
へ融資を行うツーステップローン（16）事業

適応
（1）

農業 ・小自作農の気候レジリエンスの向上に資するサービス等を提供する中小企業＊へ投
資するファンド事業
＊ 例えば干ばつ耐性のある種子、革新的なファイナンスサービスや灌漑設備を提供
する中小企業

分野横断
（5）
※ 緩和及び
適応

農業
再エネ
代替エネ
省エネ

・気候レジリエンスがあり持続可能な農業活動を行う協同組合への融資や再エネ・代
替エネルギー事業を行う中小企業等へ投資を行うファンド事業

・気候レジリエンスのある農業や再エネ・省エネに係る設備・技術＊の導入や当該設
備・サービスの提供を行う企業・SPCや農家／世帯等へ融資を行うツーステップ
ローン事業
＊ 気候レジリエンスある農業関連としては、雨水利用システム等の水利用効率化に
資する設備や土壌浸食削減のための不耕起技術など
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4． 情報開示の取組と支援制度の
活用に向けて

　TCFDによる気候変動 関連の情報開示に係る
提言が注目を浴びているものの、それへの取組
はまだ始まったばかりであり、課題も存在する。
また、GCFにおいては、気候変動適応ビジネス
に関して、緩和に係るものと比較して案件数は
少ない状況となっている。以下では気候変動関
連の情報開示と GCF資金を活用した適応ビジ
ネスに係る課題と取組の促進に向けた示唆を提
示したい。
　気候変動関連の情報開示に関する課題として、
まずは、一貫した比較可能な気候変動影響の評
価手法が開発されていないことが挙げられる。
気候変動の影響は、気温、降水量や異常気象等
の幅広い要因によって異なる。将来のこうした
事象の生じるタイミングや規模などの不確実性
を踏まえた複数のシナリオ設定も含めた影響評
価手法は開発途上となっている。また、同様に
こうした気候変動による影響とその財務的イン
パクトの数量化も容易ではなく、その確立され
た手法もまだないのが現状である。
　このような状況下、TCFDは、企業に対し、
まずは気候シナリオ分析を行い、気候変動関連
のリスクと機会の評価を実施すべきとしている。
こうした取組を実施する中で、取組を支援する
方法論、ツールやデータの開発とあいまって、
企業内の気候変動影響評価に係る実施能力が強
化されるとしている。今後は、こうした企業に
よる取組とともに、シナリオ分析や財務的イン
パクトの評価等に係るツールなどの開発が促進
され、気候変動関連の情報開示の質が徐々に向
上していくことが期待される。
　また、適応ビジネスも支援する GCFに関し
て、現状においては、緩和分野と比較して適応
分野の民間案件が少ない状況にある。上述の通

り、その一因として、収益性の課題があること
が想定される。図表8に記載したこれまでのGCF

の採択案件の内容を勘案すると、その対応とし
ては、適応だけでなく緩和とセットして案件を
形成することなどが考えられる。
　以上のような状況を踏まえ、民間企業は、気
候変動関連の情報開示の促進を念頭に、まずは
気候変動への適応を経営課題として認識し、そ
の対応に向けた戦略の構築が必要になるだろう。
また、その戦略の実行に際し、目的に沿った各
種資金支援制度を活用することも検討に値する
と考えられる。こうした取組を継続的に行い、
改善していくことで、企業のレジリエンスを強
化していくことが重要になるのではないか。
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注
（1） NDC: Nationally Determined Contribution.各国

が自主的に決定する、2020年以降の気候変動に係
る取り組みを示す文書

（2） The Emiss ions  Gap R eport  2017 (A UN 
Environment Synthesis Report)

（3） 世界気象機関による発表（2018年1月）
（4） 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言
（2017.6）

（5） 気候変動による影響に対する強靭性・回復力のこと
（6） サイクロンや洪水などの異常気象や降水・気象パ

ターンの極端な変動、平均気温や海面の上昇が挙げ
られている。

（7） 「製品及びサービス」の中で、気候への適応と保険
によるリスクへの対応、R&Dとイノベーションを
通じた新製品・サービスの開発等が、また「市場」
の中で新たな市場へのアクセス等が、そして「レジ
リエンス」の中でサプライチェーンの信頼性向上等
が挙げられている。

（8） 旧名はカーボン・ディスクロージャー・プロジェク
ト
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（9） 気候変動、水の安全保障及び森林に関する環境パ
フォーマンスデータ

（10） 事業実施者は途上国政府関係機関、認証機関自身、
民間企業や NGO等である。

（11） NDA: National Designated Authority. NDAは各途
上国における GCF関連事項の窓口機関のこと。

（12） AE: Accredited Entity. AEはGCFから認証を受け
た機関であり、GCFへ資金申請を行うことや採択
された事業の実施・管理などを行う。日本の認証機
関は、国際協力機構（JICA）、三菱 UFJ銀行の2つ
であり、その他にアジア開発銀行（ADB）、世界銀
行（WB）、国連開発計画（UNDP）、HSBC、インド
小規模産業開発銀行などがある。

（13） NoL: Non-Objection Letter
（14） 資金供与条件（金利、返済期間、据置期間等）の優遇

水準のこと
（15） GCFにおける民間案件とは、明確な定義はないが、

GCF資金の最終受益者に民間企業・組織が含まれ
る場合、民間案件となっている。

（16） 最終受益者へ資金が届くまでに2つ以上の金融機関
を経由する融資のこと

みずほレポートvol16.indb   26みずほレポートvol16.indb   26 2018/12/07   13:09:582018/12/07   13:09:58



27

産業廃棄物処理業の成長に資する金融面での優良性評価 

社会動向レポート

産業廃棄物処理業の成長に資する金融面での優良性評価

環境エネルギー第1部
シニアコンサルタント　秋山　浩之

　廃棄物の排出事業者による優良な産業廃棄物処理業者の選択やその成長のためには、金融面で
の評価も欠かせない。そこで、その評価手法を高度化するため、類似の評価手法等を参考にして
財務情報・非財務情報を組み合わせた優良性評価項目の体系化を行った。

1．はじめに

　産業廃棄物処理業は、市場規模約5.3兆円、許
可事業者数は約11万者（1）に上る。公表されてい
る統計の集計区分に違いがあるため廃棄物処理
業という区分となるが、売上高は、業態として
比較的近い建築工事業（木造建築工事業を除く）
や一般貨物自動車運送業と比べて小さいものの、
倉庫業に近い。また、平均売上高11億円という
事業規模が大きな母集団では、1社当たり有利

子負債は5.27億円に上り、建築工事業（同）の3分
の2程度である。
　最近は、廃棄物処理業および関連産業のM&A

や上場などが活発化（2）しているほか、わが国の
企業活動を支える環境インフラ産業としての性
格を有し、今後深刻化する人材不足や事業ニー
ズの高度化という点から潜在的な設備投資意欲
は少なくないと考えられ、金融業にとって有望
な取引業種の一つになっている。
　一方、このような規模と特徴を有する産業廃

廃棄物処理業
建築工事業
（木造建築工事業
を除く）

一般貨物
自動車運送業 倉庫業

産業全体 企業等数 13,798 40,111 30,836 2,472

従業者数（人） 259,841 479,006 1,523,657 149,378

売上（億円） 39,504 241,492 213,930 31,027

平均売上（億円） 2.86 6.02 6.94 12.55

集計対象
1社当たり

集計企業数 1,170 4,620 2,958 252

平均売上高（億円） 11 25 30 48

有利子負債（億円） 5.27 8.08 11.60 28.76

売上高
経常利益率（％） 4.55 3.21 2.68 6.86

図表1　廃棄物処理業と他産業との比較

（注）有利子負債：短期・長期借入金と社債、リース債務の合計から成り、有利子負債月商倍率から推計したもの。
（資料）産業全体：「平成28年経済センサス─活動調査」（企業等に関する集計、産業横断的集計、第1表）、集計対象1社当

たり：「全国企業財務諸表分析統計　第60版」（株式会社帝国データバンク、2017年11月30日）よりみずほ情報総研
株式会社作成
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棄物処理業は、他業種と共通する財務的評価に
加えて、環境保全とそれを支える法令順守や
ESG投融資等の観点から優良性評価が必要であ
る。そこで、当社は、そうしたニーズに合った
産業廃棄物処理業の企業評価手法を検討した。
　本稿では、産業廃棄物処理業の優良性を評価
する制度・サービスや、金融機関が企業評価を
行う背景や意義を説明した上で、新たな評価項
目の体系を紹介し、今後の展望を考察する。

2．優良認定制度と財務要件

（1）優良認定制度の概要
　産業廃棄物処理業者の優良性を評価する制度
として、平成22年の廃棄物処理法の改正により
創設された「優良産廃処理業者認定制度」（以
下、「優良認定制度」）がある。これは、廃棄物の
排出者（排出事業者）が優良な処理業者を選択で
きることを目的として導入されたもので、平成
17年に導入された「優良性評価制度」が前身と
なっている。
　優良産廃処理業者数は着実に増加し、平成28

年8月末時点で1,039者に上る。この数は、全売
上高のうち、産業廃棄物処理業の割合が50％以
上を占める事業者数の1割程度に相当する。業
種別に見ると、収集運搬業に比べて、処分業（中
間処理および最終処分）の認定率が高い。
　導入から10年弱が経過した優良認定制度は、
見直しが検討されている。「廃棄物処理制度の見
直しの方向性（意見具申）」（平成29年2月、中央
環境審議会）では、認定の数と質の両面の向上が
必要という認識の下、認定業者の信頼性向上や
情報公表に係る事項、財務要件の見直し等の認
定基準の見直し・強化、優良認定を受けた処理
業者に対する優遇措置の検討等が必要とされて
いる。

（2）認定基準と財務要件
　優良認定の基準は以下の5つである。産業廃
棄物の適正な処理に関する情報開示・ガバナン
スや、環境産業としての模範性に加えて、財務
要件も基準になっている。これは排出事業者が
安心して廃棄物処理を委託することができるよ

図表2　優良産廃処理業者認定制度　優良認定数の推移

（資料）中央環境審議会 廃棄物処理制度専門委員会（第8回）参考資料1（平成29年1月30日）

1
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うな安定した財務基盤を持つことが望ましいこ
とから設けられた基準である。
○従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期限に
おいて特定不利益処分をうけていないこと。
○産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況
などをインターネットにより一定期間、一定
頻度で公表していること。
○ ISO14001、エコアクション21等の認証を取
得していること。
○電子マニフェストシステムに加入しており、
電子マニフェストが利用できること。
○直前3事業年度のうちいずれかの事業年度に
おける自己資本比率が10%以上であることや、
法人税等を滞納していないことなど、財務体
質が健全であること。
　この財務体質の健全性には、自己資本比率、
税・保険料の未滞納に加えて、経常利益金額等
（直前3年の各事業年度における経常利益金額等
の平均値が0を超えること）、特定廃棄物最終処
分場の維持管理積立金といった基準がある。

3． 金融面から見た産業廃棄物処理業の
企業評価

（1）銀行における格付けの実施
　産業廃棄物処理業者の優良性評価は、排出事
業者にとっては優良業者の選択という役割を持
つ一方で、銀行にとっては貸出先のリスク評価・
管理という役割がある。そして、その評価手法・
結果が「格付け」である。「格付け」とは、「格
付会社が企業や政府などの債券発行体の債務返
済能力や、発行された債券の信用度を評価（3）」
するもので、格付会社として S&Pグローバル・
レーティングなどが広く知られている。さらに、
「金融機関内部で、個々の債務者や取引につい
て、信用度に応じた評価分類、管理を行う（4）」
内部格付と呼ばれるものもある。すなわち、銀
行は、企業の取引を行うに当たって、銀行の保

有する資産が経営体力以上に毀損しないよう、
貸し出し先のリスク評価を「格付け」として行っ
ている。
　さらに、①資本規制のリスク感応度の向上、
②金融機関のリスク管理高度化の促進を目的と
して、バーゼルⅡによって内部格付手法（IRB）
が導入された（5）。みずほ銀行等は、信用リスク
の算出に内部格付手法が選択できる内部格付手
法採用行（IRB行）となっている。

（2） 金融業における優良性評価と見直しの方向
性

　銀行では、このような内部格付に加えて、産
業廃棄物処理業についても事業環境の分析を通
じて、安定性や収益性などの財務的健全性を中
心とした企業評価を行ってきた。しかし、ESG

に対する関心の高まりを受けた、非財務情報を
活用した産業廃棄物処理業の評価は十分とは言
えない。
　一方で、非財務情報に基づく産業廃棄物処理
業の評価は、既に紹介した優良認定制度や、都
道府県等の評価制度、民間サービスなどの類似
優良性評価手法でも運用されているものの、財
務分析ノウハウの活用は十分ではない。
　そこで、①類似優良性評価手法を参考にした
非財務情報の充実、②類似優良性評価手法への
財務分析ノウハウの提供という方向性のもと、
優良認定制度の見直しや、金融機関等による産
業廃棄物処理業の格付手法の高度化に資するこ
とを目的として、産業廃棄物処理業の優良性評
価項目を検討することとした。

4．優良性評価項目の構築例の紹介

　前節の2つの見直しの方向性のもと、みずほ
銀行企業調査部の協力を得て、当社が検討の「中
間取りまとめ」を行ったので、以下でその概要
を紹介する。
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（1）優良性評価項目の体系
　優良性評価項目は、大きくは、「マーケット」、
「法規制」、「事業内容」、「財務状況」、「管理体
制」の5つに分かれている。特に、「事業内容」
は、中間処理業と最終処分業に分けて評価項目
を設けている。主な評価項目は下表の通りであ
る。なお、処理施設建設等の案件検討には、収
支計画の検証など別途評価項目が設けられてい
る。
　こうした項目は、与信活動の一環としてこれ
まで銀行内部でも情報収集が行われてきたもの

だが、今回の評価項目の検討で、マーケット動
向や財務状況だけではなく、管理体制に関する
優良性評価項目を大幅に追加した。これはコン
プライアンスと適正処理に向けた対応状況を多
様な判断材料をもとに評価するためである。

（2）財務指標の選定
　優良認定制度の見直しで財務要件が取り上げ
られていることから、以下で、財務指標につい
て簡単な説明を加えたい。
　「中間取りまとめ」における財務面での評価指

大分類 中分類 評価項目の例
マーケット － 廃棄物等の排出量の推移

－ 廃棄物等の処理価格の動向
－ 石油・鉄等のバージン製品の価格動向

法規制 － 廃棄物処理法・各種リサイクル法の動向
－ 規制の地域差
－ その他関連法の動向、国際的な動向

事業内容 業の許可状況 規制リスク、不法投棄・不適正処理
廃棄物の調達状況 集荷状況・稼動状況、事業領域、競合状況・シェア
処理能力 品目別処理能力、稼働率、施設の耐用年数
製品の供給力 排出先の確保状況
技術開発力 製品の品質レベル、特許件数
近隣住民との関係性 近隣住民との訴訟等の有無

財務状況 収益性  粗利率、売上高経常利益率、総資本経常利益率、黒字の継続
安定性  自己資本比率、固定長期適合率、借入金元本返済能力、インタレストカバ

レッジレシオ
償還力 債務償還年数
ボラティリティ 売上高変動

管理体制 経営体制 意思決定プロセス、経営ビジョン
人材 コンプライアンス等に関する社員教育体制
施設管理 施設の環境保全、施設設備の維持管理
労務管理 保険加入、有給取得
労働安全管理 過去の事故歴、労働災害対策防止の実施、職場の3Sの状況
認定状況 優良認定制度、ISO等認証制度の取得状況
公害対策 大気汚染等の対策の実施、データの開示状況

図表3　産業廃棄物処理業の優良性評価項目の概要（中間処理業の場合）

（資料）各種資料よりみずほ情報総研株式会社作成
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標は、「産業廃棄物処理業者の格付け手法検討調
査」（平成14年8月）を基にし、償還力やボラティ
リティなどの項目を追加したものである。この
ほか、類似の制度・サービス等としては、建設
業における「経営事項審査」がある。これは、
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建
設業者が必ず受けなければならない審査である。
審査基準には経営規模、技術力、社会性に加え
て経営状況があり、その指標が定められている。
建設業の中には産業廃棄物処理業も行うところ
も少なくない。また、平成28年3月に経済産業
省が策定・公表し、最近、金融機関での認知度
が90％を超えたローカルベンチマーク（通称「ロ

カベン」）は、企業の経営状態を把握するツール
として、企業の経営者等や金融機関・支援機関
双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠
組みであり、そのツールの情報は「財務情報」
（6つの指標）と「非財務情報」（4つの視点）から
構成されている（6）。特に、地域金融機関が様々
な業種の企業と対話する場面で使うことが想定
されており、全業種にわたって収集しやすい情
報である。こうした指標との共通部分が増えれ
ば、情報収集と業種間比較も含めた分析の効率
化に寄与する。

中間取り
まとめ

環境省格
付け調査

経営事項
審査

ロカベン

収益性 売上高総利益率（粗利率） ○
売上高経常利益率 ○ ○ ○
売上高営業利益率 ○
総資本経常利益率 ○ ○
黒字の継続 ○ ○
純資本売上総利益率 ○
営業キャッシュフロー（絶対値） ○
利益剰余金（絶対値） ○
純支払利息比率 ○

安定性 自己資本比率 ○ ○ ○ ○
固定長期適合率 ○
借入金元本返済能力 ○ ○
インタレストカバレッジレシオ ○ ○
自己資本対固定資産比率 ○
EBITDA有利子負債倍率 ○

償還力 債務償還年数 ○
ボラティリティ 売上高変動 ○
効率性 負債回転期間 ○

営業運転資本回転期間 ○
その他 売上増加率 ○

労働生産性 ○

図表4　財務指標の比較

（注）環境省格付け調査：「産業廃棄物処理業者の格付け手法検討調査」（平成14年8月）
（資料）各種資料よりみずほ情報総研株式会社作成
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5．まとめと今後の展望

　金融業が培ってきた多様な業種での企業リス
ク評価の財務分析等のノウハウは、優良な産業
廃棄物処理業の育成に貢献できるものである。
一方、国の優良認定制度や、都道府県等で運用
している類似の評価手法は、優良性評価に必要
な非財務情報を主な評価項目にしていた。今回
の報告は中間とりまとめの段階ではあるが、そ
れらを組み合わせることで、より高度な優良性
評価の評価体系を構築できることを示した。今
後は、評価の目的に応じた評価項目の取捨選択
や、運用を通じたデータの蓄積などを行うこと
で、評価の高度化につなげていきたい（7）。

注
（1） 環境省・産業廃棄物処理業の振興方策に検する検討

会「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言」
（2017年5月）

（2） 森口健生・秋山浩之「静脈産業における業界再編」
INDUST 2017年10月号、Vol.32, No.10, pp.2-11
（2017年）

（3） みずほ証券・一橋大学ファイナンス用語集（https://
glossary.mizuho-sc.com/?site_domain=default、
2018年10月18日閲覧）

（4） みずほ総合研究所用語集（https://www.mizuho-ri.
co.jp/glossary/0167.html、2018年10月18日閲覧）

（5） 金融庁／日本銀行「信用リスクに係る内部格付手
法」の概要（2018年2月）

（6） 経済産業省 ローカルベンチマーク（通称：ロカベ
ン）ホームページ（http://www.meti.go.jp/policy/
economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/、
2018年10月18日閲覧）

（7） 今回の検討では、みずほ銀行企業調査部文入参事
役、大桃調査役に多大なご協力を頂いた。ここに謝
辞を述べさせて頂く。

みずほレポートvol16.indb   32みずほレポートvol16.indb   32 2018/12/07   13:10:002018/12/07   13:10:00



33

東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるCO2見える化と気候変動対策 

社会動向レポート

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における
CO2見える化と気候変動対策

環境エネルギー第2部
シニアコンサルタント　内田　裕之

　2018年6月、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のための「持続可能性に
配慮した運営計画」第二版が公開され、大会の温室効果ガス排出量の予測とこれに基づく具体的
な削減対策が示された。その内容を解説する。

はじめに

　21世紀になり、気候変動対策の重要性が高ま
る中、オリンピック・パラリンピック競技大会
においても、競技大会に関連して排出される温
室効果ガスの把握とその削減に向けた取組みを
行うことが重要視されている。2020年の東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会（以下、東
京2020大会とする）については、開催まで2年を
切り、この6月には、東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会組織委員会（以下、組織委員
会とする）より具体的な気候変動への対策計画が
掲げられた「持続可能性に配慮した運営計画」
の第二版が公開された。今後、この運営計画に
沿った対策が進められていくものと考えられる。
　本稿では、東京2020大会の気候変動への取組
みとして運営計画に掲げられている CO2見える
化及び削減対策、気候変動に関する管理につい
て報告する。

1． 持続可能性に配慮した
運営計画の概要

（1）持続可能性に配慮した運営計画
　東京2020大会では、持続可能性に配慮した大

会の準備・運営を行うため、大会関係者の拠り
所となる資料として、運営の方向性や目標、施
策例を示した「持続可能性に配慮した運営計画」
を策定・公開している。第一版は2017年1月に
公開され、主要な持続可能性のテーマ（SDGsに
従い気候変動、資源管理など5項目）が記載され
た。その後、各テーマについて目標の設定や目
標達成に向けた具体的な施策を盛り込んだ第二
版が2018年6月に公開された。今後、2019年に
進捗状況報告書、2020年の大会前に大会前報告
書が公開され、大会後には大会後報告書が作成
される予定である。

（2）気候変動対策の取組み
　「持続可能性に配慮した運営計画」に記載され
た主要な持続可能性のテーマのうち、「気候変
動」に関しては、大目標を「Towards Zero Carbon　
～脱炭素社会の実現に向けて～」とし、可能な
限りの省エネ・再エネへの転換を軸としたマネ
ジメントの実施という方向性が掲げられている。
　気候変動対策の取組みは、大きく「CO2見え
る化」「削減対策」「気候変動に関する管理」の
3段階となっている。このうち、「CO2見える化」
については、カーボンフットプリントと呼ばれ
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る手法が用いられており、東京2020大会の大会
開催時の排出だけではなく、準備・運営の活動
全般に関連して温室効果ガスがどのくらい排出
されるか、どのような活動に関連して排出され
るか、を活動の種類別に把握している。定量的
に把握する目的は、どのような活動が温室効果
ガスの排出量に対して、大きな影響を及ぼすか
を理解した上で、排出量の大きい活動に重点的
に削減対策を講じていくという、合理的な気候
変動対策の計画を策定することにある。
　運営計画第二版におけるカーボンフットプリ
ントの推計結果（図表1）は、ロンドン2012大会
が事前に推計した結果に比べて少ない。東京
2020大会の「削減対策無し」（BaU: Business as 

Usual）のケースは立候補時点で設定した条件を
もとに、開催決定後に追加された競技の条件を
加えた内容となっている。このケースでは、運
営計画第二版で記述されている温室効果ガス排
出量の削減対策は考慮されていない。これに開
催決定後の会場についての見直し（新規建設から
既存施設の活用へ変更など）の対策を考慮した
結果が、「会場見直し等による削減考慮」のケー
スとなっており、新国立競技場の設計見直し、
既存施設活用などの検討努力により、温室効果
ガス排出量が約8万 t削減されるという推計結果
になっている。
　この排出量に対して、「削減対策」では、「排

出回避」、「排出削減」、「相殺」の3種類に分け
て、それぞれ具体的な目標が挙げられている。
「気候変動に関する管理」については、大会の計
画から大会終了後までの各主体の役割の明確化
や対策実施状況の確認など、「削減対策」が確実
に行われるような管理（カーボンマネジメント）
を行うことが示されている。
　次項以降に「CO2見える化」「削減対策」「気
候変動に関する管理」の内容について説明する。

2．CO2見える化

（1）カーボンフットプリント手法の概要
　カーボンフットプリントは、温室効果ガスの
排出量を算定する手法および手法を用いたコ
ミュニケーション（社内・社外のコミュニケー
ションの両方）制度を指す。算定手法の特徴は、
図表2に示す通り、製品の「ライフサイクル（原
材料の調達～製造（生産）～流通～使用～廃棄な
ど）」を対象に、プロセスごとの温室効果ガス排
出量を算定し、それらを合算することでライフ
サイクル全体の温室効果ガスを算定する点にあ
る。
　我が国では、2008年度から2011年度まで、経
済産業省を中心とした国家事業としてカーボン
フットプリント制度の試行事業が行われ、現在、
多くの企業が自社製品の温室効果ガス排出量を
算定する手法として採用している。ただし、当

区分 東京（BaU） 東京（会場見直し等による削減） ロンドン（BaU）
建設 166 158 173

運営 53 53 46

観客 82 82 67

輸送インフラ 該当なし 該当なし 59

合計 301 293 345

図表1　東京2020大会とロンドン大会のCFP事前推定値（単位：万 ton-CO2）

（資料）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「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　第二版」（2018年6月）をもとにみずほ情報総研作成
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初のカーボンフットプリントは、日用品や食品
などを対象とした評価手法であり、オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会のようなイベント
を対象としたものではなかった。

（2） オリンピック・パラリンピック競技大会に
おけるカーボンフットプリント

　オリンピック・パラリンピック競技大会の温
室効果ガス排出量については、国際的な気候変
動に関する関心の高まりという背景を受け、2006

年の冬季トリノ大会で温室効果ガスの把握が行
われている。ただし、トリノ大会における把握
の範囲は、大会運営時のエネルギー消費と参加
者の移動に伴う排出量であり、カーボンフット
プリントのようにライフサイクルを対象とする
ものではなかった。
　これに対して世界における温室効果ガス排出
量把握は、製品のカーボンフットプリントの進
展や2011年に発行された企業活動を対象とする
サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の
算定・報告基準「Scope3基準」など、把握する
活動の対象をライフサイクルやサプライチェー

ンへと拡大してきた。
　2012年のロンドン大会では、製品のカーボン
フットプリントや Scope3基準などを参照し、大
会のCO2見える化の方法（カーボンフットプリン
トと呼称）を整理した。算定された結果では、
2006年トリノ大会の範囲には含まれていなかっ
た、競技場の建設や輸送インフラの建設などの
準備段階で、それぞれ大きな排出量が生じるこ
とが確認され、以後、リオ大会や平昌大会にお
いても、カーボンフットプリントの手法を用い
た温室効果ガス排出量の算定が行われている（図
表3）。このようにカーボンフットプリントの適
用は、大会の CO2見える化の中で、それまでに
定量的に把握してこなかった範囲が重要である
ことを明らかにし、算定方法としての必要性が
示された。

（3）東京2020大会のカーボンフットプリント
　東京2020大会のカーボンフットプリントの算
定では、評価範囲（評価した活動）の設定につい
て、ロンドン大会で考案された図表4の判断基
準の考え方をもとに行っている。この判断基準

図表2　カーボンフットプリント算定結果のイメージ

（資料）みずほ情報総研作成

CO2
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に基づいて整理された評価対象となった活動は
図表5の通りである。過去の大会で含まれてい
る輸送インフラに関しては、東京2020大会では
対象の活動が無く、含まれていない。
　東京2020大会のカーボンフットプリントの詳
細結果を図表6に示す。結果では、会場建設に
関連する排出量が全排出量の半分を超えており、
その次に観客の移動、大会関係者の活動、オー
バーレイ（製造）の排出量が大きい。
　会場を見直した効果は、建設に関する排出量
で約8万 tの削減となっている。東京2020大会
では、会場見直しの中で、既存施設の活用を進
めている。この対応が気候変動対策においても
一定の効果につながっていると考えられる。な
お、新国立競技場に関しても設計変更の結果、
温室効果ガス排出量で15万 tの削減と、大会の
カーボンフットプリント全体の約5％の削減に
つながっていることがわかる。

3．削減対策と気候変動に関する管理

（1）削減対策
　東京2020大会の削減対策は、「排出回避」「排

出削減」と「相殺（オフセット）」の3つに大き
く分けられ、オフセットを除くと11の削減対策
内容が示されている。この11の削減対策ごとに
具体的な目標（定量的な目標、定性的な目標の両
方がある）と目標指標が整理されており、今後、
組織委員会を中心に対策を進める具体的な指針
が整理されたといってよい。具体的な内容は、
計画の第二版を参照されたい。
　ただし、これらの削減対策を実施した場合の
効果は、現時点では公開されていない（運営計画
第二版では削減対策実施後の結果は、更新予定
となっている）。今後、その効果がどの程度にな
るか、精査をしていくことが必要である。特に
我が国では、東京2020大会の開催とは関係なく、
省エネやリサイクルが進んでいる実態もあり、
削減効果のベースとなる削減対策無しのケース
をどのように整理するかも重要である（例えばす
でにハイブリッド自動車の導入が進んでいる状
況での環境負荷の少ない輸送の推進とはどのよ
うな定義なのか）。

図表3　過去3大会におけるカーボンフットプリントの事前推定結果

（資料）各種資料をもとにみずほ情報総研作成

345 t-CO2

360 t-CO2

156 t-CO2
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（2）気候変動に関する管理
　気候変動に関する管理の仕組みについては、
ロンドン大会の際に、持続可能性に配慮したイ
ベントを運営する組織の仕組みを定めた国際規
格 ISO20121：2012が発行されており、ロンド
ン大会以後、2016年リオ大会、2018年平昌大会
の組織委員会が規格認証を取得しているほか、
2024年パリ大会招致委員会も規格認証を取得し
ている。この ISO20121の枠組みを東京2020大
会組織委員会においても導入することとしてい

る（2019年に規格認証を取得予定）。
　ISO20121では、「ライフサイクル考慮」や「サ
プライチェーンの管理」など、大会運営組織自
身内だけではなく、組織活動に関連する範囲を
調達、使用する製品・サービスの調達先やさら
にその上流、また製品の廃棄なども考慮したマ
ネジメントが求められている。オリンピック・
パラリンピック大会という大規模かつ長期の準
備が行われるイベントでは、関係する組織も多
数にわたることから、主体の役割を決めること

図表4　東京2020大会における評価範囲の設定基準（デシジョンツリー）

（資料）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　第8回脱炭素WG資料（2018年1月）をもと
にみずほ情報総研作成

図表5　東京2020大会のカーボンフットプリント算定範囲

（資料）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　第8回脱炭素WG資料（2018年1月）をもと
にみずほ情報総研作成

評価対象となっている活動
建設 新設会場（東京都）、新国立競技場、選手村、新設会場（仮設部分）、仮設会場、既存恒久会場（恒久会場の

改築と思われる）
運営 エネルギー消費（電力、ガス、水など）、オーバーレイ、大会関係者の活動（移動、ケータリング、宿泊、

紙消費、制服製造、オフィス利用）、その他（各種式典、聖火リレー、セキュリティ、医療、インターネッ
トなど）

観客 宿泊、飲食（競技場内）、買い物（公式グッズ）、移動
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が必要となる。
　東京2020大会の気候変動対策では、実施主体
別の行動計画・進捗状況を義務付けている。気
候変動に関する管理（カーボンマネジメント）に
おいては、カーボンフットプリントの数値を実
施主体別に自身が関わる活動に切り分けて配分
し、その中で実施すべき具体的な削減対策とセッ

トで整理されている。実施主体には組織委員会
の部局及び、ごく一部であるが、東京都や国が
含まれている。実施主体は、この整理に従い、
排出量の削減対策を実施するとともに、2020年
の大会まで対策実施の進捗を管理し、報告する
ことになる。

図表6　東京2020大会のカーボンフットプリント推計値

（資料）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「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　第二版」（2018年6月）をもとにみずほ情報総研作成
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4．まとめ

　持続可能性に配慮した運営計画第二版では、
気候変動対策として、「CO2見える化（カーボン
フットプリントによる温室効果ガス排出量の把
握）」が行われ、これに即した「削減対策」の活
動計画が整理されたことで、国際的なカーボン
マネジメントの動きにも沿った活動が進められ
ている。さらには、「気候変動に関する管理」と
して、ISO20121に沿って「削減対策」を実施す
る責任主体となる組織を明確にした進捗管理が
今後進められることとなっており、一貫した気
候変動対策の計画が策定されている。今後は、
この気候変動対策の計画が実施され、よりカー
ボンフットプリント算定結果の小さい大会とな
ることが望まれる。
　今回、運営計画に記載された気候変動対策は、
今後、我が国における大規模な公式イベントに
おいてカーボンマネジメントを行っていく際の
指針として採用されることが望ましい。そのた

めにも、東京2020大会において、運営計画に
沿って気候変動に関する管理と削減対策がしっ
かりと施行され、カーボンフットプリントの算
定結果低減が実現することが重要になると考え
られる。

図表7　東京2020大会における削減対策の目標

（資料）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「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会　持続可能性に配慮した運営計画　第二版」（2018年6月）をもとにみずほ情報総研作成

区分 段階 目標
排出回避 建設 既存会場や公共交通網を最大限活用する戦略的な会場計画

会場建設における環境性能の確保
運営 環境性能の高い物品の最大限の調達

排出
削減

削減 建設 省エネルギー技術を積極的に導入した会場の建築
運営 省エネルギー性能の高い設備や機器等の最大限の導入

会場運営におけるエネルギー管理の実施、及び新規恒久会場における BEMSの導入
と活用
物品の最大限の循環型利用
環境負荷の少ない輸送の推進
CO2以外の温室効果ガス（HFC類等）の最大限の削減

再生可能
エネルギー

建設 恒久会場における再生可能エネルギー設備の導入
運営 再生可能エネルギーの最大限の利用

相殺 オフセット等の実 施（対策でも発生を回避できない排出に対して）
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社会動向レポート

小学校の現状を踏まえたプログラミング教育の実現の
ための課題と提言

経営・IT コンサルティング部
　コンサルタント　伊澤　俊

　2020年より、我が国の小学校においてプログラミング教育が必修化されることとなった。プ
ログラミング教育と聞くと、プログラミング言語を使ってプログラムを書くことを学ぶといった
イメージを持たれがちであるが、今回必修化されるプログラミング教育は、「問題の発見・解決に
向けた思考力の育成」を目標とするものである。
　本稿では、プログラミング教育について、子どもたちが未来社会を生き抜くための能力の育成
手段として重要性を示すとともに、その実現に向けた学校現場の課題を考察し、今後に向けた提
言をまとめる。

1．�小学校におけるプログラミング教育の
重要性

（1）�新たな社会（Society�5.0）において求めら
れる個人の能力

　我が国は今、急激な変化に直面しようとして
いる。人工知能（AI）、Internet of Things（IoT）、
ビッグデータ等のデータ利活用に関する先端技
術は日々高度化が進み、それに伴って、産業構
造や私たちの生活のあり方が劇的に変わりつつ
ある。この変化の先にある新たな社会（Society 

5.0）の到来により、人々の生活はより便利かつ
快適なものとなっていくことが期待されている。
一方で、技術の変化と社会の変化は、複雑に影
響し合いながら進行していくと予想されるため、
今後どのような社会が訪れるかを正確に予測す
ることは難しいといわれている。このような時
代において、個人が変化に適応しながら生きて
いくためには、どのようなめまぐるしい変化の
中でも“主体的に学ぶことができる能力”が強

く求められる。文部科学省の公表資料（1）では、
こうした能力の具体的な例として、「文章や情報
を正確に読み解き、対話する力」、「科学的に思
考・吟味し活用する力」、「価値を見つけ生み出
す感性と力、好奇心・探求力」を挙げている。

（2）�小学校におけるプログラミング教育に対す
る期待

　このような、“主体的に学ぶことができる能
力”の育成に向けて、2020年から必修化が決定
された小学校におけるプログラミング教育に期
待がかかる。プログラミング教育は、新学習指
導要領において基盤となる資質・能力として位
置づけられる「情報活用能力」（コンピュータ等
の情報手段を適切に活用し、情報の収集や分析
等ができる力）の強化を目的としている。すなわ
ち、実際にプログラムを書くコーディングに関
する知識や技能の習得ではなく、児童一人一人
が生活の様々な場面で活用されるコンピュータ
の存在に気づき、問題の発見・解決等に向けて
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情報技術を手段として自ずと活用できるように
なるための思考力を身につけることを目指して
いる。こうした学習目的のもと行われるプログ
ラミング教育は、“主体的に学ぶことができる能
力”の育成手段としても、大いに有効であると
考えられる。

（3）小学校における先行的な取り組み事例
　新学習指導要領では、プログラミングを既存
科目の授業内に取り込むことが想定されている。
そこで、一部の先進的な小学校では、ビジュア
ル言語（2）と呼ばれる児童にとっても操作が容易
なプログラミング言語を活用して、アニメーショ
ンを作ったりロボット等の電子機器を動かした
りする授業（以降、「プログラミング授業」とす
る）が、国語や算数、理科等の学習活動の一環と
して行われている。
　東京都内のある小学校では、小学6年生を対
象に「電気の性質とその利用」という理科の単
元においてプログラミング授業が行われた。児
童はいくつかの班に分かれ、各種センサー（温
度センサーや赤外線センサーなど）とモーターや
ブザーといった出力機器を組み合わせ、一人に
一台与えられたコンピュータを活用して、セン
サーの測定値に連動して出力機器が動作するプ
ログラミングに取り組んだ。授業では、日常生
活を支える道具の開発というテーマが与えられ
ており、児童は人の気配や周囲の温度を感知で

きるセンサーを応用し、自動で動作する生活製
品の制作に当たった。
　大阪府内のある小学校では、小学3年生を対
象にいろいろな音の響きやそれらの組み合わせ
を体感することを目的とする音楽の単元におい
て、プログラミング授業が行われた。授業では、
小学校3年生の児童が、音楽室にある楽器の音
をタブレット端末で録音し、班ごとに音を重ね
たり強弱をつけたりすることで作曲を行うプロ
グラミングに取り組んだ。
　操作性に優れたビジュアル言語によるプログ
ラミングは、児童にとって、自身のアイデアを
簡単に具現化できるツールになりうる。そのた
め、プログラミング教育は、児童の「こんなこ
とをやってみたい」というアイデアを主体的に
実現し、自ら課題を解決するための力を養う学
習として非常に有効であるといえる。
　また、当社が小学校の教員向けに実施した調
査（概要は次頁に記載）によれば、プログラミン
グ教育には、児童が関心を持ちやすいという利
点もある。既に先行してプログラミング教育を
取り入れている教員に対し、プログラミング授
業を受けた児童の反応を尋ねた結果（図表1）、「と
ても楽しそうにやっている」と「楽しそうにやっ
ている」という回答が9割以上に上った。プロ
グラミング教育が児童にとって非常に魅力的で
あることがうかがえる。
　このように、創意工夫が求められる課題に対

図表1　プログラミング授業を受けた児童の反応

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）
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して、児童が高い関心を持ちながら取り組める
という点で、プログラミング教育は、来るべき
新たな社会を生き抜く上で必要とされる“主体
的に学ぶことができる能力”の育成において、
重要かつ有効な教育であるといえるだろう。

2． 小学校教員向け調査に見る、プログ
ラミング教育の実現に向けた課題

（1） 当社実施の小学校教員向けアンケート調査
の概要

　前章で見た通り、未来を生きる子どもたちに
とって重要な教育といえるプログラミング教育

のための準備は、日本全体において、どのくら
い進んでいるのだろうか。当社では、2020年の
必修化に向けた学校現場の状況を把握するため、
2018年3月に、全国の公立小学校の教員500名を
対象とするアンケート調査（3）を実施した。以下
に、プログラミング教育推進に関係するヒト（教
員）、モノ（機器）、情報（プログラミング教育に
関する情報）の観点に沿って、調査結果を示す。

（2） プログラミング教育を担う小学校教員（ヒト）
　小学校教員に対して、プログラミング教育の
必修化に対する認知状況を尋ねた結果（図表2）

図表2　プログラミング教育必修化に対する認知状況

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）

図表3　プログラミング授業の実施状況

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）

図表4　 （図表3でプログラミング授業を実施していないとした回答者における）
プログラミング授業の実行に向けた検討状況

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）
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をみると、「認知している」という回答が8割を
超えるものの、「認知していない」という回答も
1割を超える結果になった。
　次に、プログラミング教育の現在の実施状況
について尋ねた結果（図表3）をみると、先行し
てプログラミング教育を「実施している」と回
答した教員は、1割程度に留まる。さらに、プ
ログラミング教育を実施していない教員に対し
て、実施に向けた検討状況を尋ねたところ（図表
4）、「検討していない」とした教員が半数を超
える結果となった。
　プログラミング教育の実施にあたって想定さ
れる課題について尋ねた結果（図表5）をみると、

「指導方法・内容が分からない」と回答した教員
が6割を超え、「プログラミング授業用ソフトや
ツールが足りない（もしくはない）」と回答した
教員が4割を超えた。

（3） プログラミング教育に必要なコンピュータ
機器の設備状況（モノ）

　プログラミング教育の実施のためには、コン
ピュータ機器等の設備面での準備も重要である。
小学校の普通教室におけるコンピュータ機器の
整備状況について尋ねた結果（図表6）をみると、
ノートパソコン、デスクトップパソコン、タブ
レット型パソコン（iPad）、タブレット型パソコ

図表5　プログラミング教育を実施するにあたり想定される課題

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）
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ン（それ以外）についていずれも「0台（整備して
いない）」と回答した教員が過半数を超え、普通
教室におけるコンピュータ機器の設置が一般化
していないことが窺える。

（4） プログラミング教育に関する情報収集の手
段（情報）

　プログラミング授業を既に実施している、ま
たは実行を検討しているとした教員に対して、
授業の参考にしている人やものについて尋ねた
結果（図表7）、「研修」と「勤務する学校の同僚」
が6割を越えていた。一方で、「インターネット」
や「本や雑誌」等、各種メディアについて回答
した教員は1割程度であった。最近では、イン
ターネット記事やテレビ番組等でプログラミン
グ教育に関する小学校や塾の取り組みを扱った
ニュースや特集が増えており、今後はより多く
の小学校教員が、こうした情報に触れることが
期待される。

3． 「小学校におけるプログラミング教育
の実施に向けた提言」

　前章までに、小学校におけるプログラミング
教育の実現に向けた学校現場の準備状況を、当

社が実施した調査結果をもとに紹介した。最後
に、本章では、それらの結果を踏まえて、2020

年のプログラミング教育必修化に向けた提言を
示す。

図表6　普通教室におけるコンピュータ機器の設置状況

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）

図表7　 プログラミング教育の実施／検討にあたり
参考にしている人やもの

（資料）みずほ情報総研実施調査（2018年3月実施）
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（1） 小学校教員のプログラミング教育に対する
理解の促進

　前章でも示したような、小学校教員における
プログラミング教育の実施に向けた準備状況を
踏まえると、今後、全国の小学校において効果
的なプログラミング教育が実施されるためには、
プログラミング教育に対する小学校教員の理解
度をさらに高めることが必要である。既に、プ
ログラミング教育の内容や授業事例を紹介する
資料の公開や、イベントの開催機会も増えてい
るが、さらに効果を高める施策として、各学校
において、プログラミング教育に詳しい教員や
指導員を育成するなどの方法も考えられる。例
えば、学校毎にプログラミング教育に詳しい人
員を配置する、あるいは地域でプログラミング
教育を支援するサポーターを配置することで、
その人員・サポーターを中心としてプログラミ
ング教育に関する理解度や準備がさらに進展す
ることが期待できる。

（2） 各地の小学校の状況を踏まえた情報機器整
備の推進

　本調査で紹介した、プログラミング教育を実
施する上で必要なコンピュータ機器の整備状況
を踏まえると、今後は、コンピュータ等の情報
機器の整備をより一層推進することも重要であ
る。情報機器の導入に対して、学校現場の理解
を得るためには、予算や職員等、限られた教育
資源のもと学校運営を進めている現状を踏まえ
た上で、コンピュータ機器の整備による教育者
側のメリットをアピールしていく必要があるの
ではないか。例えば、前述のプログラミング教
育を先行して実施している都内の小学校では、
整備したコンピュータにクラウド型の授業支援
システムを導入している。児童たちは授業中に
気付いたことをリアルタイムに他者と共有する
ことができ、議論を交わすことができる。さら

に、その様子を担当教員が管理し記録すること
ができるため、ペーパーレスによる職員会議や
成績評価が実現でき、作業効率の向上が期待さ
れるという。このように、情報機器の整備によ
り、プログラミング教育を通し児童の情報活用
能力を効果的に伸ばせることに加え、教員の業
務負担軽減といった教育資源の有効活用にもつ
ながる可能性を情報発信していくことが望まれ
る。

（3） プログラミング教育に関する効果的な情報
提供

　当社のアンケート調査によれば、小学校教員
のプログラミング教育に関する情報収集の場と
して、最も参考にしているものは「研修」であ
ることが分かった。小学校教員が必要としてい
る情報として、プログラミング教育の目的や内
容、具体的な指導方法が挙げられる。このよう
な実態を踏まえると、小学校で実施される研修
を通じて、プログラミング教育の指導に必要な
実践的な知識やノウハウの習得を促進すること
などが有効ではないか。他方、2017年に文部科
学省が公表した資料（4）によれば、校内研修の実
施時間は1日の業務時間のうち平均13分間程度
と教員への研修時間が限られていることを配慮
し、例えば、各学校や地域におけるコンピュー
タ機器の整備状況に応じて実施可能なプログラ
ミング授業例を提供する等、研修を受講する教
員の状況に適したより具体的な資料を提供する
ことが効果的と考えられる。また、研修用資料
において、関連する教材・ツールについて紹介
することも有効である。プログラミング教育必
修化の決定を背景に、最近では IT企業や教材
メーカー等によるプログラミング教育用の指導
書やソフトウェア、ロボット等の開発が進んで
いることから、比較的安価で、操作性に優れた
ものも増え、これから導入を検討する小学校に
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とって選択の幅が広がりつつある。研修を通じ、
こうした教材・ツールの認知度向上・活用促進
を図ることも、より効果的なプログラミング教
育の実施の一助となると期待できる。 

　小学校におけるプログラミング教育は、子ど
もたちが新たな社会を生き抜くための基礎力を
身につける教育として、きわめて重要である。
既に先行的なプログラミング教育の取組も成果
を挙げつつある。他方、今回の調査では、我が
国の小学校において、プログラミング教育の実
現に向けたいくつかの教育現場での課題も把握
された。今後、こうした課題を乗り越えること
で、多くの小学校において、魅力的なプログラ
ミング教育が実現され、日本の未来を切り拓く
力を持った子どもたちが数多く輩出されること
が期待される。

注
（1） 2018年度 Society 5.0に向けた人材育成～社会が変

わる、学びが変わる～，文部科学省
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/
detail/__icsFiles/afi eldfi le/2018/06/06/1405844_002.
pdf

（2） ビジュアル言語：文字で記述・コーディングするの
ではなく、表示や繰り返し等の機能を持ったブロッ
クをドラッグアンドドロップ等で操作し、ブロック
の組み合わせにより実行可能なプログラミング言
語。代表例に、マサチューセッツ工科大学メディア
ラボが制作した「Scratch」がある。

（3） 本調査は、公立小学校の教員であるインターネット
モニターを対象としたアンケート調査である。

（4） 教員勤務実態調査（平成28年度）の集計（速報値）に
ついて，文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/04/__
icsFiles/afi eldfi le/2017/04/28/1385174_002.pdf
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社会動向レポート

わが国の一般病床数の推移とその背景

社会政策コンサルティング部
　　　研究主幹　仁科　幸一

　わが国が敗戦の混乱から脱したといわれる1955年から2015年までの一般病床数（一般病床
と療養病床）の推移をみると、1980年代までは、実数ベースで5か年あたり15～20万床のペー
スで増加し続けた。この背景には、国民皆保険の実現や患者負担の縮減による医療へのアクセシ
ビリティの改善がある。一方、1990年代以降の減少傾向の背景には医療法に基づく病床規制が
ある。

はじめに

　過去の病床数の動向を振り返り、その背景を
さぐることが本稿の目的である。なお、本稿の
分析の対象とする病床は、一般病床及び療養病
床とし、本稿では一般病床と総称する（1）。

1． 一般病床は1980年代まで
増加し続けた

　わが国の経済が敗戦の混乱から脱したといわ
れる1955年の一般病床数は、全国で31万床で
あった。その後、1955～60年に15万床（49％）、
1960～65年に18万床（38％）、1965～70年には

図表1　わが国の一般病床数の推移

（資料）医療施設調査・病院報告
※1955年から1970年は沖縄県（本土復帰前）を除く
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20万床（32％）増加している。その結果、1955～
65年の10年間で病床数は65万床と倍増、1955～
70年の15年間で病床数は85万床と3倍弱に増加
した。
　1970～75年の増加は13万床（16％）といったん
ペースが鈍化するも、1975～80年は20万床
（20％）と、実数ベースで1960年代に比肩しうる
増加を示した。以降も、1980～85年は18万床
（15％）、1985～90年は16万床（12％）増加した。
このように、1980年代後半まで5か年ごとに15

万～20万床のペースで一般病床は増加し続けた
のである。
　ところが、1990年以降は、一転して一般病床
数は微減傾向に転じる。1990～95年は1万床の
減（-1％）、1995～00年は3万床の減（-2％）、2000

年～05年は5万床の減（-3％）、2005～10年は6万
床の減（-4％）、2010～15年は4万床の減（-3％）
となっており、そのテンポは徐々に加速してい
る。

2．一般病床数の変化と医療政策

（1） 1980年代までは医療基盤の整備と量的拡
充の時代であった

　平成19年版厚生労働白書（副題：医療構造改
革の目指すもの）では、1985年までを「医療基
盤の整備と量的拡充の時代」、1985年から1994

年までを「医療提供体制の見直しの時代」、（多
少オーバーラップしているが）1992年以降を
「機能分化と患者の視点に立った医療提供体制
の整備の時代」ととらえている。1980年代まで
の病床急増期は文字通り「医療基盤の整備と量
的拡充の時代」だった。

（2） 1960～70年代に医療への経済的アクセシ
ビリティが急速に向上した

　医療サービスへのアクセシビリティに、患者
の経済的負担が大きな影響を与えることはいう
までもない。国民皆保険の確立は大きな転換点
であったが、以降の保険診療における患者負担
の軽減の影響も大きい。
①　国民皆保険の確立
　国民皆保険とは、全国民を何らかの公的医療
保険（健康保険）に加入させる制度をいう。国民
皆保険実現当時の健康保険は、被用者保険と国
民健康保険に大別される。被用者を対象とする
健康保険法の制定は1927年、農林水産業や個人
商店などの自営業者や零細事業所の被用者を対
象とする国民健康保険法の制定は1938年である。
以降、健康保険の加入者は徐々に拡大したが、
1956年度末時点の加入者は人口の約7割にとど
まっていた。
　厚生省は、国民皆保険制度の確立に向け、1958

（資料）「厚生の指標増刊保険と年金の動向2017/2018」厚生労働統計協会などより筆者作成
※上記のほかに、日雇健康保険、福祉制度に位置づけられる生活保護（医療扶助）がある。

図表2　国民皆保険スタート時の健康保険

区分 対象（被保険者） 制度 運営主体（保険者）

被用者保険 被用者とその家族
健康保険

健康保険組合
社会保険庁

共済組合保険 共済組合
船員保険 社会保険庁

国民健康保険 ●自営業者とその家族
●小規模事業所従業員とその家族

市町村国民健康保険 市町村
組合国民健康保険 国民健康保険組合

みずほレポートvol16.indb   48みずほレポートvol16.indb   48 2018/12/07   13:10:132018/12/07   13:10:13



49

わが国の一般病床数の推移とその背景 

年に市町村に国民健康保険の実施を義務付ける
とともに、療養給付の国庫補助制度を強化する
などの制度改正を行い、1961年に国民皆保険の
実現に至った。しかし、健康保険制度は整備さ
れたものの、山間地域や離島などでは医療施設
の整備が追いつかず、「保険あって医療なし」と
いう状況がみられた（2）。これに対して、医療施
設整備に公的資金が投入され、その整備が進め
られた。

②　患者負担率の低下
　現在、受診時の患者負担率は、加入する健康
保険の種類に関わらず、高齢者以外は原則とし
て3割（3）に統一されているが、かつては制度ご
とに異なっていた。
　1961年の時点で、国民健康保険（国保）では一
律5割負担、被用者保険では本人無料（家族5割）
であった。その後、国保では1963年に世帯主が
3割、1968年には家族（被扶養者）も3割に患者負
担率が引き下げられている。被用者保険につい
ては、1967年に本人ついて定額負担（4）が導入さ
れて患者負担が引き上げられた一方で、家族は

1973年に3割、1981年には入院が2割に引き下げ
られた（外来は従来どおり3割）。また、高額療
養費制度（5）の導入も、医療サービスへの経済的
なアクセシビリティの向上に寄与した。
　以上のように、1960年代から1980年代初頭ま
で、国民健康保険と被用者保険はほぼ一貫して
患者負担率が低下するように改正されてきた。
後述の老人医療無料化以前は、高齢者のほとん
どは国民健康保険または被用者保険の家族とし
て保険給付を受けていたため、特に60年代の家
族の患者負担率の軽減は、高齢者の入院医療需
要に影響を与えたとみられる。

③　老人医療費の無料化（老人医療費支給制度）
　患者負担率縮減の究極の形態が無料化である。
わが国では1973年に高齢者医療費を対象に制度
化された。
　1960年代後半は、物価の高騰や公害問題など、
急速な経済成長に伴う社会的矛盾が顕在化した
時期である。急速な経済成長がもたらす物価や
地価の高騰、公害、交通戦争とも称された交通
事故の増加など、人口が急増した大都市圏を中

（資料）「厚生の指標増刊保険と年金の動向2017/2018」厚生労働統計協会などより筆者作成
※外来の薬剤一部患者負担は省略
※※入院のみ（外来は従来どおり3割）

図表3　国民健康保険と被用者保険の患者負担率の推移

国民健康保険 被用者保険
世帯主 家族 本人 家族

1961年 5割 5割 無料 5割
1963年 3割 〃 〃 〃
1967年 〃 〃 定額負担 〃
1968年 〃 3割 〃 〃
1973年 〃 〃 〃 3割
1981年 〃 〃 〃 2割※※

1984年 〃 〃 1割 〃
1997年 〃 〃 2割 〃
2003年 〃 〃 3割 3割
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心に、さまざまな社会問題が顕在化した。一方、
中山間地域や離島地域では、若年層の人口流出
によって農林水産漁業などの地域産業の継続が
困難になるとともに、独居・高齢者のみ世帯が
増加するといった現象が広がった。
　医療に関しては、大都市周辺部では急激な人
口移動に医療施設の整備が追いつかず、夜間の
救急を中心に「医療砂漠」とまでいわれる状況
が生じていた。一方、中山間地域や離島地域で
は、従来では多世代世帯が担っていた高齢者の
保護機能が低下し、これが医療施設での社会的
入院（6）に結びつき始めていた。
　こうした社会状況を背景として、大都市圏で
はいわゆる革新知事・市長が相次いで誕生し、
国政の場でも保革伯仲の状況が生じた。このよ
うな中で、老人医療費の無料化が導入された。
　老人医療費の無料化とは、高齢者について受
診時の自己負担を全額無料ないし一定割合を補

助するというものである。この政策は地方自治
体によって先行して実施された。図表4に示す
ように、1971年8月時点で完全無料化を実現し
た都道府県・政令指定都市は4都県2政令指定都
市であり、必ずしも多数派とはいえない。その
他の道府県・政令指定都市では、補助水準、対
象者の年齢要件や所得要件は多様であったが、
地方の判断と財源負担によって実施されたこと
の政治的インパクトは大きかった。
　このような動向に時の政権与党は危機感を募
らせ、急速に高齢者医療費の無料化に舵を切り、
1973年1月から老人医療費支給制度の給付がス
タートした。老人医療費支給制度は、老人福祉
施策の一環として、70歳以上（7）の国保被保険者
と被用者保険の家族を対象に健康保険の患者負
担の全額を給付するもので、国が2/3、都道府県
と市町村がそれぞれ1/6の費用を負担した。
　老人医療費の無料化が実施された背景として

図表4　都道府県・政令指定都市の高齢者医療費補助制度（1971年8月時点）

1971年8月に既に実施 1971年度中に実施予定
開始 県・市名 財源負担 備考 北海道

岩手県

宮城県

山形県

福島県

群馬県

茨城県

栃木県

富山県

岐阜県

愛知県

三重県

大阪府

兵庫県

鳥取県

島根県

広島県

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

大分県

宮崎県

1967年度 横浜市 横浜市 自己負担額全額
1969年度 秋田県 県・市町村 定額超過分補助
1969年度 神奈川県 県・市町村 国保給付率引き上げの所要額
1969年度 東京都 東京都 自己負担額全額
1970年度 石川県 県・市町村 国保 :自己負担額の2/3

1970年度 京都府 府・市町村 国保 :自己負担額全額
被用者保険 :自己負担額の6/10

1970年度 奈良県 県・市町村 自己負担額の2/3

1970年度 大阪市 大阪市 外来のみ自己負担額全額
1970年度 神戸市 神戸市 自己負担額全額
1971年度 埼玉県 県・市町村 自己負担額全額
1971年度 千葉県 県・市町村 国保給付率引き上げの所要額
1971年度 新潟県 県・市町村 自己負担額全額
1971年度 山梨県 県・市町村 自己負担額全額
1971年度 長野県 県・市町村 外来のみ自己負担額全額

（資料）近藤文二「老人福祉対策の方向」（生命保険文化研究所報）（1971年12月）より作成
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見逃してはならないことが2点ある。
　第1は、当時の高齢者の経済環境である。1961

年の国民年金制度のスタート時点で50歳以上（8）

であって所得が基準を下回る者については、70

歳から、救済措置として老齢福祉年金が給付さ
れた。その給付額は1961年時点で月額1,000円（9）

であった。当時は、現在の高齢者とは比較にな
らないほど年金所得額が低く、経済的自立の困
難な高齢者が多く存在していた。
　第2は、高齢者人口が現在に比べて少なかっ
たことである。70歳以上人口は、老人医療費支
給制度がスタートして2年後の1975年時点では
542万人（対総人口比4.8％）であったが、2015年
には2,382万人（18.7％）に達している。老人医療
費の無料化は、当時の高齢者人口であればこそ
可能だった政策選択であった。
　ともあれ、老人医療費の無料化によって、高
齢者の医療サービスへの経済的なアクセシビリ
ティは飛躍的に高まった。しかしこれによって、
外来にあっては医療機関の高齢者のサロン化（10）、
入院にあっては社会的入院の増加を招来した。
その結果、1981年度には老人医療費は1973年度
のおよそ5倍に膨張した。
　老人医療費無料化がスタートした1973年の10

月、第4次中東戦争に端を発する第一次石油危
機が発生した。わが国はきびしい不況に見舞わ
れ、1975年度以降、赤字国債の発行が常態化し
た。こうした状況の中で、財政制約から老人医
療無料化の見直しは喫緊の課題となったが、保
革伯仲の国会情勢下でこれを実現することは容
易ではなかった。

④ 　老人保健制度の創設により高齢者の経済的
アクセシビリティは減速した
　1980年の総選挙で与党が安定多数を確保した
政治情勢を背景に、1983年2月にスタートした
のが老人保健制度である。これは、高齢者の健

康増進と医療給付を総合的に推進することを目
的としたものであり、患者負担については定額
負担が導入された。患者負担額はその後数次に
わたって引き上げられ、2002年10月に定率負担
制（1割）（11）となった。
　老人保健制度の創設によって老人医療費無料
化政策は終焉をむかえたが、制度スタート時点
の患者負担額は、外来1ヶ月400円・入院1日300

円というものだった。この負担額をどう受け止
めるかは議論が分かれるところであるが、老人
医療費無料化以前である1972年当時の家族負担
率（国保3割、被用者保険5割）と比較して低い水
準にとどめられたといえる。

（3 ）病床数の直接的な規制が大きな転機をもた
らした

　一般病床の増加が続いた結果、1970年代中盤
ごろには病床数の充足感の強い地域が多くなり、
医療機関間の過当競争が懸念され始めた。また、
このころ高額な画像診断機器が登場し普及し始
めたが、診療報酬が出来高払い制（12）をとってい
たこともあいまって、過剰投資による医療施設
経営の不安定化とこれを打開するための過剰診
療の傾向が懸念され始めた。
　このような背景から、1985年の医療法の改正
によって導入されたのが都道府県医療計画であ
り、この計画で必要病床数（基準病床数（13））が策
定されることになった（14）。それ以前も公的医療
機関の病床には都道府県知事による規制が存在
していたが、営業の自由や独占禁止法との関係
から民間病院はその対象外とされていた。
　必要病床数を上回る増床に対して、都道府県
知事が医療施設に勧告することができるとされ
たが、増床を排除する法的な強制力をもつもの
ではなかった。しかし、勧告を受けた医療施設
（病床）は保険医療機関の指定を受けられないこ
とから（15）、必要病床数を上回る増床は排除され
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ることになった。
　都道府県医療計画は1988年度中に各都道府
県で策定されたが、こうした動向を見越した医
療施設では、必要病床数策定前までに増床を申
請する動きが活発化した。これが世にいう駆け
込み増床である。

（4）一般病床の推移と医療政策
①　医療政策と病床増加の関係
　一般病床の増加は、医療施設の新設か、既存
の医療施設の増改築によって実現する。いずれ
にしても医療機関にとって大規模な投資であり、
集患の見通し、医師、看護師などのスタッフの
確保、資金ショートに見舞われることなく債務
を償還することができる見通しがなければ実行
には踏み切れない。
　ところが、患者の経済的アクセシビリティ改
善政策が、自院の集患にどのような影響を与え
るかを個々の経営者が定量的に予測することは
難しい。また、こういった政策が定着し、個人
の受診行動が変化するまでには一定の時間を要
する。さらに、施設経営者が増床を決断し、具
体的に資金を調達し、施設の増改築が完了後に
都道府県に増床を申請し、検査後に許可を得て
増床が現実のものとなるにも一定の期間が必要
である。このような事情から、医療政策が増床
に結びつくまでのタイムラグが生じる。これに
対して、医療計画に基づく病床数の規制は、行
政当局がもつ権限の発動であるため、直ちに効
力を発揮する。
　こうしたことを踏まえながら、一般病床の動
向と政策を重ね合わせてみよう。

② 　増床の背景には医療サービスへのアクセシ
ビリティ向上政策がある
　まず、国民皆保険実現の影響をみよう。一般
病床の増加は、率でみると1955～60年が最も顕

著である。前述のように1956年度末の健康保険
加入者率が約7割でありそのわずか5年後にこれ
がほぼ10割の水準に向上したことから、この時
期の一般病床の増加は国民皆保険の影響が大き
いとみていいだろう。また、国民の受療行動の
変化が徐々に進展したであろうことを勘案すれ
ば、その影響は60年代前半にまで及んだものと
考えられる。
　次に患者負担の縮減をみてみよう。入院・外
来のいずれについても受療率の高い高齢者の受
療行動の影響が大きいため、1968年の国保家族
の負担率の改定（5割→3割）と、1973年の老人医
療費の無料化が特に注目される。
　国保家族の負担率の縮減（1968年）があった
1960年代後半が、実数でみると最も一般病床の
増加が多い。この影響は1970年代にも及ぶもの
と考えられるところであるが、実際には老人医
療費無料化がスタートした1970～75年は一般病
床数の増加は鈍化している（16）。しかし、1975～
80年は20万床、1980～85年は18万床と、1960

年代並の増床となっている。こうしたことから、
数年のタイムラグを経て、老人医療費無料化は
増床に一定の影響を与えたとみられる。
　なお、1983年に老人保健制度により患者の定
額負担が導入されたが、その強化は段階的に進
められたため、この時点の影響は限定的であっ
たとみられる。

③ 　病床規制は病床増加トレンドを一変させた
　病床規制を盛り込んだ医療法改正が1985年、
都道府県医療計画の策定によって規制がスター
トしたのは1989年度からである。この結果、す
でにみたように、1990年以降、病床は減少傾向
に転じ、現在に至っている。病床規制は伝家の
宝刀ともいうべき効果を発揮したのである。
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（5）病床規制と駆け込み増床
　2007年版厚生労働白書では、「制度施行前の
いわゆる「駆け込み増床」を最後に、病院病床
数の伸びに歯止めがかかることになった」とし
ている。このような記載からも、病床規制を目
前にした医療施設経営者が増床に踏み切ったと
いう認識が、医療関係者の常識となっているこ
とがうかがえる。
　しかし、駆け込み増床の前後の一般病床の増
床の動向をみると、1980～85年は18万床、1985

～90年は16万床、1980年代の累積で34万床と、
70年代の累積（33万床）とほぼ同等の増加である。
つまり、実数でみて、60年代、70年代と比べて
1980年代後半に顕著に病床が増加したとはいい
にくい。規制を見越してこの時期に増床を図っ
た医療施設が存在したことを否定はしないが、
老人医療費無料化を含めた医療へのアクセシビ
リティ向上策を背景とする増床トレンドが継続

したものと解釈する方が自然ではないかと筆者
は考える（17）。

まとめ

　これまでみてきたように、1980年代までの一
般病床の増加の背景には、医療サービスへのア
クセシビリティの向上を図る政策が影響を与え
てきた。一方、高齢化が進む中で、医療にかか
る財政制約は今後も厳しいものがある。
　現下、全国で検討が進められている地域包括
ケアシステムの確立によって医療提供体制がど
のように変容するのか、また、これまで積み上
げられてきた医療サービスへの経済的アクセシ
ビリティがどのような変容を迫られるのか。今
後の医療政策は、これまでにも増して、国民の
納得が得られるような、財政制約と経済的アク
セシビリティの調和が求められていることはい
うまでもない。

図表5　一般病床数の増加（対5年前比）と医療政策
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注
（1） 1992年の医療法改正以前は、一般病床と療養病床

を区分しておらず、医療施設調査でも「その他の病
床」として一括されていた。本稿では時系列的な整
合性を確保するために、それ以降についても一般病
床と療養病床を合算して「一般病床」として取り
扱っている。

（2） 鹿児島県の離島の一部町村では、医療施設の整備の
見通しが立たないため、特例的に1974年度まで町
村による国保の実施が見送られた。

（3） 生活保護の医療扶助には患者負担はなく、70～74
歳の高齢者は2割、75歳以上の高齢者は1割である。

（4） 入院：30円／日、外来：初診時100円＋10円／1剤・
日。

（5） 同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になっ
た場合、一定の金額を超えた分が払い戻される制
度。被用者保険は1973年、国保は1975年から導入
された。

（6） 入院医療は常時の医学的管理下での治療を要する
患者を対象にすべきものであるが、社会的入院と
は、患者の社会的事情で入院が継続されるもの。入
院医療の完全無料化によってこうした事情を抱えた
患者が病院に流れ込んだ。

（7） ねたきり老人については65歳以上。
（8） 1911年（明治44年）4月1日以前生まれの者は保険料

の納付の有無に関わらず、1911年（明治44年）4月
2日から1916年（大正5年）4月1日までに生まれた者
は保険料納付状況により支給されるという救済措
置。一定以上の所得のある者は対象外または支給額
が減額される。

（9） 消費者物価指数で現在の通貨価値に換算すると約5
千円に相当。なお、2017年の給付額は月額33,275
円、全額受給者は2015年度末で366人に減少してい
る。

（10） 高齢者の受診が増加し、病院や診療所の待合室が地
域の高齢者のサロンのようになったことを揶揄した
表現。当時の漫談に「今日は◯◯さんは病院へ来て
へんけど、どないしたんやろ、病気になったんと
ちゃうか」というものがあったことを筆者は記憶し
ている。

（11） 上限額が設定されており、外来は月額3,000円（200
床以上の病院は5,000円）、入院は月額37,200円（市
町村民税非課税世帯は24,600円、老齢福祉年金受給
者は15,000円）。

（12） 医師が常に最適な診療行為を選択することを前提
に、診療行為ごとに細かに診療報酬が設定され、実
際に行われた診療行為に基づいて報酬を請求するこ
とができる支払い制度。

（13） 1997年の医療法改正で、必要病床は基準病床に名
称が変更された。なお、地域医療構想では将来の人
口変化を踏まえているということで必要病床という
名称が使われているが、算定方法は異なるものであ

る。
（14） 精神病床、結核病床、らい病床（現在は精神病床・

感染症病床・結核病床）は都道府県単位、その他の
病床（現在は療養病床、一般病床）は二次医療圏（住
民の生活圏や交通体系などを勘案して都道府県が
設定する圏域）単位に策定される。

（15） 1987年9月の保険局長通知でこのことが明示された。
現在は健康保険法第65条3項に規定されている。

（16） 1970年代前半はドルショック、石油危機といった
戦後史に残る経済的混迷期にあたる。増床のペース
が鈍化した背景として、この時期に建築資材や工賃
が高騰したために施主が工事発注を躊躇したこと、
さらに不穏な経済情勢の下で経営者の投資マインド
が冷え込んだことが考えられる。

（17） 地域別、医療施設開設者別の推移などの詳細な分析
を通じた検証が必要である。
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