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社会動向レポート

日本の脱炭素化政策の今後
―「カーボンプライシング」と「自動車関係諸税」の…

あり方についての考察
環境エネルギー第1部　地球環境チーム

コンサルタント　内藤 彩  コンサルタント 川村 淳貴

はじめに

　気候変動分野における歴史的な転換点と呼ば
れるパリ協定では、今世紀後半に世界の温室効
果ガスの排出と吸収をバランスさせ排出をゼロ
にするという「脱炭素化」の目標が打ち出され
た。それから3年が経過したが、日本における
脱炭素化の実現には未だ多くの課題が山積し、
日本の長期目標である2050年80％削減について
も、実現の目途は立っていない。2050年あるい
はその先の脱炭素化に向けて、政府としてどの
ような政策を打ち出していくべきか。
　本稿では、脱炭素化に向けた効果が期待され、
中長期的な制度設計のあり方について今まさに
議論の重要な局面を迎えている「カーボンプラ
イシング」及び「自動車関係諸税」という二つ
の施策に着目し、これらの施策のあるべき方向
性について、考察を行いたい。

1．カーボンプライシングと自動車関係
諸税に着目する理由

（１）…部門によって削減効果に違いが生じるカー
ボンプライシング（スウェーデンにおける
カーボンプライシングの事例より）

　日本の議論に入る前に、脱炭素化に向けて取
り組む諸外国の事例について紹介することとす
る。ここでは、特に野心的な目標を掲げるス

ウェーデンを取り上げる。
　スウェーデンでは、2017年2月に発表した「気
候 政 策 枠 組（The Swedish climate policy 

framework）」（1）において、2045年までに温室
効果ガス排出と吸収をバランスさせる（脱炭素
化）という目標が打ち出された。パリ協定では今
世紀後半に脱炭素化を目指すこととされている
中、今世紀前半のうちに脱炭素化を達成すると
いう非常に野心的な目標である。
　スウェーデンは、CO2排出1トン当たりに価格
負担を求める「カーボンプライシング」の代表
的施策である炭素税を1991年から導入しており、
現在の税率は CO2排出1トンあたり約15,000円
と世界最高水準である。またもう一つの代表的
な施策である排出量取引制度についても、2005

年から欧州地域に導入された EU-ETS（EU 

Emissions Trading System）に参加している。こ
うした施策により、すべての部門に広く排出削
減のシグナルを送ることで、図表1の通り、炭
素価格の引上げに呼応する形で CO2排出量の削
減に成功した。
　しかし、カーボンプライシングを長期にわた
り実施してきたことで、カーボンプライシング
の課題も浮彫りになってきた。図表1を見ると、
青色の運輸部門については排出削減が進んでい
ないことが見てとれ、少なくともスウェーデン
においては、カーボンプライシングによって排
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出削減が進みやすい部門と、進みにくい部門が
あることが明らかとなった。排出削減が進まな
かった要因は明らかではないが、特に運輸部門
において現状ではガソリン・ディーゼル車を代
替する技術が安価でないため、より高額な炭素
価格が必要である可能性が考えられる。スウェー
デンでは運輸部門の排出削減を進めるために、
「気候政策枠組」において「運輸部門の温室効果
ガス排出量を2030年までに2010年比で少なくと
も70％削減」という個別の目標を設定し、電気
自動車の普及促進策などを強化することにより、
脱炭素化を目指している。
　現在日本では、脱炭素化の推進に十分なカー
ボンプライシングの導入について議論が行われ
ているものの導入に至っておらず、スウェーデ
ンからは大きく出遅れている状況にある。今後、
日本が脱炭素化に向けて舵を切る上で、諸外国

の最新の知見を取り入れたカーボンプライシン
グの導入と制度設計のあり方について、議論の
加速化が求められている。

（２）…変革期にある自動車利用における自動車関
係諸税（日本の税制改正を巡る動きより）

　日本における脱炭素化政策のあり方を検討す
るに当たり、日本で既に実施されている施策、
特に日本の政治のハイライトでもある、税制を
めぐる動きについてみておきたい。昨年12月に
政府・与党がまとめた平成31年度税制改正大綱
では、今後の検討事項として、以下の文言が記
載された（3）：
「自動車関係諸税については、技術革新や保有
から利用への変化等の自動車を取り巻く環境
変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の
高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財

図表1　スウェーデンにおける部門別エネルギー起源 CO2排出量の推移（2）

（資料）IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017」よりみずほ情報総研作成
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源を安定的に確保していくことを前提に、そ
の課税のあり方について、中長期的な視点に
立って検討を行う。」
　まず、特筆すべきが「自動車関係諸税」であ
る。自動車産業は、CASE（Connected（コネク
テッド）、Autonomous（自動運転）、Shared & 

Services（シェアリング／サービス）、Electric

（電気自動車）の頭文字を取った造語）という言
葉が象徴するように、100年に一度の変革期に
あると言われている。その1つであるシェアリ
ングの観点では、レンタカーやカーシェアリン
グの普及により、自動車を保有せずに利用する
ことを選択する消費者も増えてきている。その
ような時代の潮流を踏まえ、今般の与党税制改
正大綱において、自動車関係諸税の今後の方向
性として、「保有から利用」という記載がなされ
た。
　現在の日本の税制では、自動車の取得、保有、
利用の各段階で税金が課されている。一般に、
取得段階の税（自動車取得税）と保有段階の税
（自動車税、軽自動車税、自動車重量税）が車体
課税と呼ばれている。2019年10月の消費税増税
時に自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽
自動車税の環境性能割と呼ばれる取得段階の課
税に置き換わるが、名目上は保有段階の税のみ
が残る予定である。他方で、ガソリンや軽油な
ど燃料に対する課税は、利用段階の税に該当す
る。
　燃料に対する課税の選択肢の一つが、前節で
も取り上げた「カーボンプライシング」、特に炭
素税である。CO2の排出に応じて課税される炭
素税は、CO2の排出削減を進める施策であるた
め、前述の引用文でも言及されている「環境負
荷の低減」にも資する施策である。一方で、CO2

の排出に応じて課税されるということは、脱炭
素化が進むほど税収が落ち込むことにつながり、
長期的には「国・地方を通じた財源を安定的に

確保」する観点で課題を残す。いずれにせよ、
長期的な視点から、これらの課題を総合的に実
現する自動車関係諸税のあり方について、今後
検討が行われていくだろう。
　以上のように、海外の先進事例及び最近の日
本の税制をめぐる議論から、「カーボンプライシ
ング」と「自動車関係諸税」が、脱炭素化に向
けた政策オプションの一つとして重要であると
ともに、議論の重要な局面を迎えていることが
伺える。
　以降では、これら2つの施策を取りあげ、そ
れぞれについて日本の現状と課題を整理した上
で、諸外国の事例も参照しながら、今後あるべ
き姿について考察を行う。

2．カーボンプライシングのあり方につ
いての考察

（１）カーボンプライシングを巡る日本の現状
　カーボンプライシングには、大きく炭素税と
排出量取引制度があるが、日本には既に国レベ
ルの炭素税（正式名：地球温暖化対策のための
税）が導入されており、また東京都及び埼玉県で
は排出量取引制度が導入されている。しかし炭
素税の税率は289円／ tCO2と、脱炭素化を目指
すスウェーデンの15,000円と比較すると低く、
排出量取引制度についても、国レベルの施策は
導入されていない。
　では、国レベルのカーボンプライシングにつ
いて、日本ではどのような議論が行われている
のかみていきたい。

①カーボンプライシングを巡る国内の議論
　カーボンプライシングについては、その是非
を巡って、政府内で見解が分かれている。環境
省は、2017年度に学識者・有識者から構成され
る「カーボンプライシングのあり方に関する検
討会」を設置し、2018年3月に報告書を取りま
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とめ、「脱炭素社会に向けた円滑な移行を誘導し
ていくために、カーボンプライシングが有効」
と明記した。さらに、2018年6月には、産業界
も含む幅広いステークホルダーで議論を行うた
め、中央環境審議会地球環境部会に「カーボン
プライシングの活用に関する小委員会」を設置
し、カーボンプライシングの望ましい活用方法
について議論を進めているところである。
　一方で、経済産業省は、2017年4月に公表し
た報告書において、「カーボンプライシング施策
の追加的措置は必要な状況にない」と明言して
いる上、80％削減のような大幅削減についても
「非常な困難を伴う」としており、国内での削減
ではなく「国際貢献」や「グローバル・バリュー
チェーン」での削減により進めるべきとしてい
る。また、経団連等の産業団体も経済産業省と
類似した意見を公表しており、カーボンプライ

シングや脱炭素化に対する風当たりが強い状況
にある。図表2に、それぞれの主な意見を整理
した。

②カーボンプライシングの必要性
　以上のように、カーボンプライシングを巡っ
て、省庁間で大きな意見の隔たりが見られるが、
日本の脱炭素化を進める上で、カーボンプライ
シングは本当に必要なのだろうか。それを検討
するために、日本における CO2排出量の現状を
見てみたい。
　図表3を見ると、日本では、1990年以降のCO2

排出量はほぼ横ばいで推移しており（7）、2013年
以降減少傾向にあるものの、現状のままでは、
脱炭素化や2050年80％削減どころか、2030年
26％削減すら難しい状況にある。
　環境省が「長期低炭素ビジョン」で示した2050

図表2　日本におけるカーボンプライシング及び脱炭素化に対する意見の相違

（資料）みずほ情報総研作成

主体 主な意見

環境省
（2018）（4）

・社会の隅々で経済社会システムと技術のイノベーションを起こし、脱炭素社会に向けた円滑な
移行を誘導していくために、カーボンプライシングが有効。

・我が国は、中期目標として2030年度に2013年度比26％削減、長期的目標として2050年に80％
削減を掲げている。更には、今世紀後半には世界で実質排出ゼロを達成するとのパリ協定の目
標の達成に向けて、我が国としても取り組んでいく必要がある。

経産省
（2017）（5）

・現時点では、国際水準との比較や既存施策による措置等を考慮すると、カーボンプライシング
施策（排出量取引・炭素税）の追加的措置は必要な状況にない。

・我が国の長期的な低排出型の発展に向けての戦略は、国内、業種内、既存技術内に閉じた発想
にとらわれず、「国際貢献」、「産業・企業のグローバル・バリューチェーン」及び「イノベー
ション」にまで視野を広げるべき。

・80％という大幅な削減を現状及び近い将来に導入が見通せる技術で実現する場合、巨額のコ
スト負担と痛みを伴うエネルギー構造の大転換を意味する。他の重要政策を全うしながら、上
記の負担を負い、構造転換を進めていくには、非常な困難が伴う。

日本経済
団体連合会
（2017）（6）

・明示的なカーボンプライシングは、企業に直接の経済的負担を課す手法であることから、経済
活力に負の影響を与え、企業の研究開発や低炭素化に向けた投資の原資を奪い、イノベーショ
ンを阻害し得る。排出量取引は運用が難しく、炭素税も価格効果が極めて小さいといった欠点
が見られるところ、明示的カーボンプライシングの導入・拡充をすべきではない。

・パリ協定は、世界全体での温室効果ガス削減を目指す国際枠組みであることから、国内を含
む、地球規模での温室効果ガスの大幅な削減に貢献することが重要になる。

・「2050年80％削減」は、政府が東日本大震災以前に掲げていた長期目標であり、震災後のわが
国のエネルギー事情の変化等を踏まえたものではなく、その妥当性に疑問がある。
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年80％削減の方向性によれば、日本で大幅な排
出削減を進めていくためには、①エネルギー消
費量の削減、②エネルギーの低炭素化、③利用
エネルギーの転換（電化）、を総合的に進めてい
くことが必要とされている（8）。すなわち、すべ
ての部門における省エネを進めるとともに、発
電の低炭素化、及び燃料の燃焼から電力への転
換を進めなければならない。特に、石炭は同じ
エネルギーを得るのに他の燃料よりも多くの
CO2を排出するため、石炭火力発電や産業部門
の石炭消費を、より低炭素なエネルギーに代替
していくことが求められる。
　以上のような日本の排出状況を踏まえれば、
環境省が言及するように、脱炭素社会に向けた
円滑な移行を促す上で、すべての部門に対し排
出削減のシグナルを与え、CO2排出量が少ない
エネルギーへの移行を促すカーボンプライシン
グの導入は、有効と考えられる。

③カーボンプライシングの負の側面
　一方で、経産省の言及にもあるように、カー
ボンプライシングには負の側面もある。主なカー
ボンプライシングの負の側面を図表4に整理し
た。カーボンプライシングを強化することによっ
て、生産コストに占める燃料コストの割合が大
きなエネルギー多消費産業が、カーボンプライ
シングが導入されていない国・地域へ移転する
「カーボンリーケージ」と呼ばれるリスクが生じ
る。また、カーボンプライシングによるコスト
増によって、革新的技術を生み出すための「イ
ノベーションの原資が奪われる」といった指摘
もなされている。加えて、2018年11月以降のフ
ランスでの暴動（9）に見られるように、特に低所
得者層にとって燃料価格上昇の影響が大きくな
る「逆進性」の問題もある。
　また、1.1のスウェーデンの事例で取り上げた
ように、カーボンプライシングは脱炭素化にお

図表3　日本における部門別 CO2排出量の推移（電気・熱配分前）

（資料）環境省「2016年度（平成28年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」よりみずほ情報総研作成
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いて有効ではあるものの、単純に価格を設定す
るだけで脱炭素化が実現するわけではないとい
う課題もあり、脱炭素社会に移行していくため
に、カーボンプライシングを適切に設計できる
かどうかが鍵を握る。
　次節以降では、カーボンプライシングを巡る
世界の事例を参照し、日本におけるカーボンプ
ライシングの望ましいあり方について、考察を
行う。

（２）カーボンプライシングを巡る世界の潮流
　世界では、1990年代から欧州を中心にカーボ
ンプライシングの導入が進み、欧州以外にも、
北米の州レベルの取組が複数あるほか、メキシ
コやチリといった中南米での導入が進んでいる。
アジアでも、中国と韓国が排出量取引制度を導
入しているほか、シンガポールが2019年1月か
ら炭素税を導入し、世界中でカーボンプライシ
ングの導入が拡大している。
　これらの導入事例では、炭素価格を単純に課
すのではなく、カーボンプライシングの負の側
面に対する対応策とセットで実施されている場
合がほとんどである。具体的な対応策について、
以下では、①軽減措置・ポリシーミックス、及
び②収入使途に分けて、諸外国の事例を紹介す
る。

① 対応策１：軽減措置・ポリシーミックスによ
る対応
　上述のようなカーボンプライシングの負の側
面には、図表５に示すように、エネルギー多消
費産業に対する炭素税の減免措置あるいは排出
量取引制度の排出枠の無償割当といった軽減措
置や、ポリシーミックスによって対処すること
ができる。
　例えば欧州では、多くの炭素税導入国におい
て、鉄鋼やアルミニウム等の製造における燃料
の原料使用について、炭素税が免税となってい
る。これらの製造工程はエネルギー集約的であ
ることから、炭素税を課すことにより税負担が
大きくなり、カーボンリーケージのリスクが高
くなるためである。また、EU-ETSでは、第３
フェーズ以降（2013年～）発電部門が有償で排出
枠を購入する仕組みとなったことから、電力価
格の上昇によるカーボンリーケージを防止する
ため、EU-ETS参加国がエネルギー多消費産業
への資金支援を行うことを認めている。
　欧州やカナダのアルバータ州では、運輸部門
や家庭・業務部門は炭素税の対象となり、一方
で排出量の大きい産業部門と発電部門は排出量
取引制度の対象となるため炭素税は免税となる。
欧州の排出量取引制度の場合には、排出量の上
限（キャップ）を設定し排出総量の削減を求めて
いるが、産業部門に対してはベンチマーク（製品

図表4　カーボンプライシングの主な負の側面

（資料）みずほ情報総研作成

カーボンリーケージ
操業コストに占めるエネルギーコストが高いエネルギー多消費な企業が、カー
ボンプライシングによるコスト増を避けるためカーボンプライシングが導入さ
れていない地域に転出し、結果として域外の排出量が増える事象。

イノベーションの阻害
カーボンプライシングの費用負担（炭素税の支払いや排出量取引制度の排出枠
の購入）が増加することで、企業におけるイノベーションのための投資の資金
が減少する事象。

逆進性
カーボンプライシングの導入により燃料費が上昇し、家計におけるエネルギー
コストの割合が比較的大きい低所得者層ほど大きな打撃を受ける事象。
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図表5　カーボンプライシングによる負の側面への対応策の例

（資料）みずほ情報総研作成

国・州 制度名

主な対応策

軽減措置・ポリシーミックスに
よる対応例 収入の活用による対応例

スウェーデン CO2税 ・原料使用、冶金・鉱物製造工程、発
電用燃料等は免税。

・EU-ETS対象企業は免税。

・税率引上げ時の税収増加分を低所
得者層の所得税率引下げ等に活用。

英国 カーボンプラ
イスフロア

・電力多消費の製造業かつ EU-ETS
とカーボンプライスフロアの負担額
が大きい企業に対し資金支援。

・収入の明確な紐づけは行われていな
い。

フランス 内国消費税
（税率の一部
が炭素税）

・エネルギー集約型産業は2014年（炭
素税率引上げ前）の税率を適用。

・原料使用、冶金・鉱物製造工程、ガ
ラスやセメント等の特定の非鉱物製
造工程、発電用燃料等は免税。

・EU-ETS対象企業は2013年（炭素税
導入前）の税率が適用され、免税。

・企業の競争力確保・雇用促進のため
の法人税控除や、輸送インフラ整備
に活用。

・税収の一部を特別会計化し、再エネ
普及支援等のプロジェクトに支出。

EU EU-ETS
（欧州排出量
取引制度）

・カーボンリーケージのリスクがある
業種は無償で排出枠を配分。

・（第3フェーズ以降）、カーボンリー
ケージのリスクがある業種に資金支
援（国家補助）を行うことを各国に
認める。

・各国の裁量。例えばドイツは省エ
ネ・再エネの促進やエネルギー集約
型産業の負担（電力価格の高騰等）
の軽減に活用、フランスは住宅の省
エネ改修支援等に活用。

米国
北東部州

排出量取引
制度

・特になし ・主に、①省エネの促進、②再生可能
エネルギー導入拡大、③電力価格引
き下げ、④ GHG排出削減の4つの
カテゴリに関わるプロジェクトに活
用。

米国
カリフォルニア州

排出量取引
制度

・リーケージのリスクがある業種に対
し、ベンチマークに基づいて無償で
排出枠を配分。

・オークション収入は、①温室効果ガ
ス削減ファンド、②電力供給業者へ
の排出枠譲渡（電力価格高騰の抑制
策）の２つに活用。

カナダ
ブリティッシュ・
コロンビア州

炭素税 ・アルミニウム製錬用電解プロセスに
使用される原料使用、燃料製造や物
質転換、還元剤としての産業用原料
使用等は免税。

・先住民族が使用する燃料、農業用燃
料等は免税。

・所得税・法人税の減税や低所得者へ
の手当等に活用。

・（2018年以降）低炭素な製品ベンチ
マークをクリアした企業への還付及
びイノベーションファンドによる気
候変動対策支援等に活用。

カナダ
アルバータ州

炭素税・排出
量取引制度

・（炭素税）燃焼以外の工業プロセス用
燃料等は免税、先住民族が使用する
燃料、農業用燃料等は免税。

・（炭素税）排出量取引制度の対象と
なる企業は炭素税が免税。

・（排出量取引制度）特別会計に入り、
家計への資金支援、石炭依存地域へ
の支援、イノベーションファンドの
設置による企業の研究開発支援に
活用。



9

日本の脱炭素化政策の今後 ―「カーボンプライシング」と「自動車関係諸税」のあり方についての考察…

当たりのCO2排出量）に基づいて排出枠を無償で
割当てることで、リーケージのリスク低減が図
られている。アルバータ州では、排出総量の削
減は求められていないが、ベンチマークよりも
低排出な生産を行った場合に利益を得られ（政
府から、他社に売却可能な排出枠を譲渡される）、
ベンチマークを上回った場合には排出枠を購入
しなければならない制度となっている。これら
の制度は、同じ製品を生産しても、製品当たり
の CO2排出量が少ない企業ほど得をし、CO2排
出量が大きい企業は確実にカーボンプライシン
グのコスト負担を求められる仕組みである。
　カナダのブリティッシュ・コロンビア州では、
2008年から炭素税が導入されているが、2012年
以降一定であった炭素税率が2018年以降再度引
き上げられ、2021年に50カナダドル／ tCO2と
なることが決定している。それを受け、産業へ
の負担を緩和するために、アルバータ州の制度
のように製品ベンチマークを設定し、パフォー
マンスの高い企業には、炭素税の引上げ分を還
付するという「CleanBC program for industry」
という仕組みを2019年から新たに導入する予定
である（10）。単純に税率を低く設定するのではな
く、排出削減のインセンティブを維持しつつ、
影響を緩和する仕組みである。

②対応策２：収入の活用による対応
　北米やカナダの事例では、炭素税の税収や、
排出量取引制度における排出枠の売却益（オー
クション収入）を活用し、カーボンプライシング
の負の側面への対応が行われている。
　例えばアルバータ州では、2017年に「気候変
動リーダーシッププラン（Climate Leadership 

Plan）」を策定し、炭素税の税収と排出量取引
制度のクレジット売却益の収入を用いて、イノ
ベーションファンドを設置し、企業の研究開発
投資プロジェクトへの支援を行っている。特に

アルバータ州は、GHG排出量の大きいオイル
サンド産業を抱えており、オイルサンドの産出
過程における低炭素技術のイノベーションが急
務であることから、ファンドによる排出削減技
術に対する支援が重点的に行われている。
　また、スウェーデンやカナダのブリティッ
シュ・コロンビア州では、低所得者層の所得税
の減税や資金支援を行い、逆進性の緩和が図ら
れている。また、RGGI（米国北東部州，Regional 

Greenhouse Gas Initiative）の排出量取引制度
では、オークション収入を発電事業者の設備投
資支援に活用することで、電力価格の引下げを
行っており、カリフォルニア州では、送配電事
業者に排出枠を無償で割当て、その売却益を電
気代の高騰の防止に活用することを義務付ける
ことで、家計への打撃を緩和する工夫がなされ
ている。

（３）…日本におけるカーボンプライシングのあり
方

　2.1で述べた通り、現時点ではカーボンプライ
シングの是非を巡って省によって見解が分かれ、
日本政府としての方針は定まっていないが、政
府として、今後80％削減や脱炭素化を見据えて、
カーボンプライシング導入に舵を切る可能性が
ある。
　日本におけるカーボンプライシングの設計を
行う際には、諸外国の事例のように、カーボン
プライシングの負の側面を緩和する仕組みとの
パッケージで考えなければならない。特に日本
のCO2排出量において大きなシェアを持つ鉄鋼、
セメント、化学といった業種においては、商用
化されている技術での削減には限界があり、生
産方法を低炭素化するには革新的技術（例えば
製鉄プロセスにおける高炉の還元材の石炭から
水素への代替等）の開発が必要となる。そのよう
な排出削減が難しい生産工程に高額の炭素価格



10

vol.17　2019

を付与すれば、カーボンリーケージにつながる
可能性があるため、諸外国の事例にみられるよ
うに、減免措置や無償割当といった措置が必要
である。一方で、エネルギー集約的な産業であっ
ても継続的に排出削減インセンティブを維持す
る必要もあり、欧州やアルバータ州の事例にみ
られるように、炭素税は免税とした上で、無償
割当を含む排出量取引制度によってカバーする
など、工夫が求められるだろう。
　加えて、日本国内で脱炭素化を行うためには、
革新的な低炭素技術の普及・開発が必要であり、
北米の排出量取引制度の事例のように、カーボ
ンプライシングの収入を効果的に活用すること
によって、日本の技術力を生かしたイノベーショ
ンが進むことが期待される。加えて、革新的な
低炭素技術への投資を行う覚悟を企業に持たせ
るためにも、カーボンプライシングのシグナル
が有効だろう。
　逆進性の問題についても、減免措置や資金支
援によって対応が可能である。例えば、公共交

通機関が発達していない地域において、自動車
に頼るしかない世帯、特に電気自動車等の次世
代自動車の購入が難しい低所得者層に対しては、
ブリティッシュ・コロンビア州のような資金支
援等による対応が求められる。
　しかし、上記のような措置は、導入時のショッ
クを和らげ負の側面を緩和する措置であり、永
久に実施する必要があるものではない。図表６
に示すように、脱炭素化を実現するためには、
価格を徐々に引上げ排出削減のインセンティブ
を強化し、減免措置や無償割当といった配慮措
置も、徐々に縮小していく必要があるだろう。
加えて、スウェーデンの事例に学び、カーボン
プライシングによって排出削減が進みにくい部
門に対して、追加施策と組み合わせて実施して
いくことも求められる。これらの設計を伴った
カーボンプライシングにより、脱炭素化を実現
することができれば、CO2の排出量はゼロに近
づき、CO2の排出削減を目的とするカーボンプ
ライシングは役割を終えることになるだろう。

図表6　排出削減の進度に応じたカーボンプライシングの設計のイメージ

（資料）みずほ情報総研作成

2030年頃 2050年頃
排出削減の
進度 26％削減 80％削減 脱炭素化

カーボンプライ
シングのあり方

価
格 カ

ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
導
入

価格水準の継続的な引上げ
カ
ー
ボ
ン
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
役
割
が
収
束

収
入 税率の引上げに伴い収入拡大 排出削減が進み収入縮小

設
計

• リーケージ対策
(軽減措置、
ポリシーミックス)

• 軽減措置の縮小 • 軽減措置の廃止

• イノベーション支援 (収入活用による支援)
• 逆進性対策 (収入活用による支援)

• 削減が進まない部門への追加策

図表６
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　諸外国では、負の側面を緩和する措置とのパッ
ケージでカーボンプライシングを導入すること
により、排出削減が進められてきた。日本にお
いても、時間軸に沿ったきめ細やかな設計を伴っ
た効果的なカーボンプライシングを導入するこ
とで、脱炭素化に向けて大幅な排出削減を進め
ていくことが重要である。

3．自動車関係諸税のあり方についての
考察

（１）…運輸部門の排出削減策と自動車関係諸税の
現状

①運輸部門における排出削減策の概要
　運輸部門の排出削減策を論じるにあたり、日
本の運輸部門のCO2排出量を確認しておきたい。
図表7が示すように、運輸部門の CO2排出量は
2000年頃から徐々に減少傾向にあるが、その8

割強を占めるのは依然として乗用車やバス、貨
物自動車による自動車由来のCO2排出量であり、
その構造に大きな変化はない（11）。従って、運輸
部門の脱炭素化に向けては、自動車部門の脱炭
素化が特に重要であることがわかる。
　では、自動車の脱炭素化に向けた対策にはど

のような方法があるだろうか。2030年の削減目
標達成に向けた取組をまとめた「地球温暖化対
策計画（平成28年5月13日閣議決定）」によると、
運輸部門は2030年までに6,200万トン（2013年
比）の排出削減が求められている。自動車関係の
削減対策では、「次世代自動車の普及、燃費改
善」による削減見込量が2,379万トンと最も大き
く、次に「公共交通機関の利用促進」による削
減見込量の178万トンが続く。
　次世代自動車は、図表8に示すように、燃料
や駆動方式等に応じて6つのタイプに分類でき、
2030年に向けては、ハイブリッド車、電気自動
車（以下、BEV）、プラグインハイブリッド車（以
下、PHEV）を中心に、乗用車における次世代自
動車の普及に関する政府目標が定められてい 

る（12）。
　このように、自動車部門の脱炭素化に向けて
は、燃費のより良い車の普及（例：ガソリン車か
らハイブリッド車への移行）や環境負荷の小さい
エネルギーを使う車の普及（例：ガソリン車から
電気自動車への移行）、公共交通機関の利用促進
による自動車の走行そのものの削減等により、
排出削減が進められることになるだろう。

図表7　運輸部門における用途別 CO2排出量の推移

（資料）環境省「2016年度（平成28年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」よりみずほ情報総研作成

図表７
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②排出削減策としての自動車関係諸税
　上記のように、地球温暖化対策計画における、
「次世代自動車の普及、燃費改善」をいかに進め
ていくかが今後の重要な課題であり、その主要
な施策の１つとして位置付けられているのが、
自動車関係諸税である。
　図表9に、取得段階及び保有段階の自動車関
係諸税を対象に、省エネ法に基づき設定された
燃費基準値の達成率に応じて減免措置を講じる
エコカー減税及びグリーン化特例の概要を示す。

現行のエコカー減税及びグリーン化特例は、数
年毎に燃費基準の達成率を切り上げることで、
環境インセンティブを維持する仕組みとなって
いる。
　平成31年度与党税制改正大綱においても、燃
費基準の達成率の切り上げが行われたが、その
一方で、2019年10月の消費税増税による駆け込
み需要及び反動減による需要変動の平準化を目
的に、現行制度の自動車取得税に代わる環境性
能割（取得段階の税）における2019年10月から

図表8　次世代自動車（乗用車）の概要

（資料）みずほ情報総研作成

項目 クリーン
ディーゼル車 天然ガス車 ハイブリッド車 プラグイン

ハイブリッド車 電気自動車 燃料電池
自動車

燃料 軽油 天然ガス ガソリン ガソリン／電気 電気 水素

駆動
方式

内燃機関 ● ● ● ● ― ―
電動モーター ― ― ● ● ● ●

経済産業省（2014）
における2030年新車
販売目標

5～10％ ― 30～40％ 15～20％ ～3％

図表9　乗用車におけるエコカー減税及びグリーン化特例の減免措置（2019年1月時点）

（資料）みずほ情報総研作成

対象車
平成32年度
燃費基準の
達成率

エコカー減税 グリーン化特例（軽課）

自動車
取得税

自動車重量税
自動車税 軽自動車税

購入時 初回車検時
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス車
・プラグインハイブリッド
車
・クリーンディーゼル車

―
免税 免税

免税
75％軽減

75％軽減

・ハイブリッド車
・ガソリン車

+50％
50％軽減＋40％

軽減なし

＋30％ 80％軽減
75％軽減

＋20％ 60％軽減
50％軽減 25％軽減

＋10％ 40％軽減 50％軽減
達成 20％軽減 25％軽減

軽減なし 軽減なし
未達成 軽減なし 軽減なし
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2020年9月までの一律1％税率引下げや、自動車
税の恒久的な税率引下げが行われた。これらの
税率引下げにより、軽減措置の対象車（エコカー）
と非対象車（非エコカー）との相対的な税負担差
が縮まったため、エコカーを選択するインセン
ティブが弱まったと捉えることもできる。加え
て、税制改正大綱の検討事項でも言及された「保
有から利用」への移行を踏まえると、取得段階
及び保有段階の税を対象とする現行のエコカー
減税及びグリーン化特例の排出削減効果も、
徐々に減衰していく可能性がある。

③自動車関係諸税の税収推移
　他方で、自動車関係諸税は排出削減だけでな
く、国・地方の重要な財源という側面も忘れて
はならない。図表10の自動車関係諸税の税収推
移をみると、取得段階及び保有段階の税、利用
段階の税はいずれも2000年代前半をピークに減
収が続いており、2018年度の収入見込額は、ピー

ク時から1兆円程度の減収となっている。取得
段階及び保有段階の税の減収は、自動車取得税
や自動車重量税の税率引下げや、エコカー減税
及びグリーン化特例の導入が主な要因と考えら
れ、走行段階の税の減収は、主に燃費改善や次
世代自動車の普及によるガソリン及び軽油消費
量の減少が主な要因と考えられる。このように、
自動車関係諸税は「国・地方を通じた財源を安
定的に確保」することが難しい状況が続いてい
る。
　以上の現状を踏まえると、「保有から利用」へ
の移行に対応しつつ、「環境負荷の低減」を実現
し、「国・地方を通じた財源を安定的に確保」す
る税制について、検討に着手することが求めら
れている。次節以降では、自動車関係諸税を巡
る世界の事例を参照し、日本における中長期な
視点で検討しうる自動車関係諸税のあり方につ
いて、考察を行う。

図表10　自動車関係諸税の税収推移（左：取得段階及び保有段階の税、右：走行段階の税）（13）

（資料）財務省「租税及び印紙収入決算額調」、総務省「地方財政統計年報」、総務省「平成28年度地方税収決算見込額」、
総務省「地方税及び地方譲与税収入見込額（平成29年度）」、総務省統計局「日本の長期統計系列　第5章財政」よ
りみずほ情報総研作成
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（２）自動車関係諸税を巡る世界の潮流
　中長期的な選択肢として、大きく3つの選択
肢が考えられる。1つ目は、２．で言及したカー
ボンプライシングの強化である。炭素税の引上
げによりガソリン等の燃料の価格が上昇するこ
とで、燃料消費量を減少させ、環境負荷の低減
につなげつつ、税収を確保することが可能とな
る。2つ目が、電気自動車に対する課税である。
従来型のガソリン車やディーゼル車から、電気
で駆動する BEVや PHEVへシフトすることに
より、現行の車体課税や炭素税の税収の減少で
は補足できない税収の確保につながる可能性が
ある。3つ目が走行距離課税である。走行距離
は車種や燃料消費量に依存せず、あらゆる自動
車に対して課すことができるため、安定的に財
源を確保しつつ、自動車走行そのものを減少さ
せ、環境負荷を低減させる可能性がある。次節
では、この3つの選択肢の観点から、諸外国の
動向を参照したい。

① 選択肢１：炭素税によるエネルギー税の引上
げ
　まず、世界の多くの国で、ガソリンや軽油に
対する課税が導入されているが、日本において、
これらの税を引上げる余地があるのか、検討し
てみたい。図表11は、ガソリン及び軽油につい
て、日本を含む14カ国の2018年1月時点のエネ
ルギー税及び炭素税の税率を CO2排出量1トン
当たりに換算した値を比較したものである。こ
れをみると、日本の税率は北米、豪州に次いで
低い水準であり、税率全体に占める炭素税の割
合をみても、炭素税を導入している国のうち最
も低いことが読み取れる。
　では、実際に消費者が直面する本体価格や消
費税等を考慮するとどうだろうか。図表12は、
さらに本体価格及び消費税を加えたガソリン及
び軽油の燃料価格で比較したものである。これ
をみても、日本は、税率の水準と同様に、北米、
豪州に次いで低い水準であることがわかる。も
ちろん、産業構造やエネルギー構成等、各国事

図表11　ガソリン・軽油のエネルギー税及び炭素税の税率（2018年1月時点）

（注）パーセンテージは、税率全体に占める炭素税の割合を示す。
（資料）各国政府資料等よりみずほ情報総研作成
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情が異なることから、税率の多寡をもって良し
悪しを判断することには留意が必要だが、これ
を見る限り、日本にとって、炭素税によるエネ
ルギー税の引上げを検討する余地は残っている
といえる。

②選択肢２：電気自動車に対する課税
　次に、電気自動車に対する課税については、
米国の一部の州で事例がある。アイダホ州では、
Electric Vehicle Fee 及 び Plug-in Hybrid 

Vehicle Feeという税があり、新車登録時に、従
来の登録料に加え BEVの場合は140USDが、
PHEVの場合は75USDが上乗せされる（15）。ミ
シガン州でも同様に、車両重量に応じて PHEV

は30～100USD、BEVは100～200USDが登録
料に上乗せされる（16）。ジョージア州では、2018

年7月より、代替燃料車に対する年間登録料
（Annual Licensing Fees）として、自家用PHEV

に対して年間213.69USDを徴収する制度が導入
されている（17）。

　同様の検討は国レベルでも行われている。BEV

及び PHEVの新車販売シェアが2018年時点で
48.3％（18）と世界で最も電気自動車の普及が進
んでいるノルウェーでは、BEV及び PHEVの
車体課税（取得税、保有税）を免税としており、
その結果、図表13のように、自動車関係諸税の
減収という大きな問題に直面している（19）。そこ
で政府は、2018年に、車両重量が2トン以上の
BEVに対して自動車登録税を適用させる法案
（いわゆる「テスラ税（20）」）を提案したが、自動
車業界からの反発等で、導入は見送られている。
　香港においても、2017年4月、自動車関係諸
税の減収への懸念から、BEVに対する自動車登
録税全額免除を中止し、免税額の上限
（97,500HKD）を設定した。しかし、ここでも自
動車業界の大きな反発を受け、2018年2月に、保
有車両を廃車した上で新車の BEVを購入する
ことを条件に、登録税免除の上限を引上げるこ
ととした（97,500→250,000HKD）（21）。
　このように、電気自動車を普及させるために

図表12　ガソリン・軽油の CO2排出量1トン当たりの価格（14）

（資料）IEA（2017）「Energy Prices and Taxes Quarterly Statistics, Third Quarter 2017」及び各国政府資料等よりみずほ
情報総研作成
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税制上の優遇措置を実施してきた経緯もある中
で、一転して電気自動車の税負担を増やす政策
に舵を切ることについては、産業界との合意形
成などの難題がある。
　これ以外に、既存の電力消費量に対する課税
を強化するという方法も考えられるが、これを
課すことにより、電気自動車への移行が妨げら
れる可能性がある。加えてガソリン車やディー
ゼル車は、基本的にスタンドで給油するため課
税ポイントを特定できるが、電気自動車の場合、
公共の充電ステーションのほかに自宅や職場で
給電する場合もあり、自動車用途のみの電力消
費量を区別することが難しい。したがって、自
動車用途の電力消費に対する課税の強化も容易
でないといえる。

③選択肢３：走行距離に応じた課税
　最後に、特に近年注目を集める走行距離課税
について概観する。図表14の通り、欧州では、
1993年の欧州指令で重量貨物車のインフラ費用
に対する課金の考え方が規定されてから、複数

の国でビニエット（vignette）方式と呼ばれる、一
定期間の道路利用に対するステッカー購入等に
よる方式で課金が実施された。その後2000年代
に入り、スイスを皮切りにオーストリア、ドイ
ツなど、重量貨物車を対象に徐々に走行距離に
応じた通行税や課徴金の導入が進められてきた。
また2017年5月には、走行距離に応じた課金の
対象を乗用車や軽量貨物車まで拡大することを
目的に、欧州委員会が現行指令の改定案を提出
しており、2018年10月に欧州議会で第一読会が
実施され、審議が進められている。また、米国
では、カリフォルニア州やワシントン州、デラ
ウェア州などで実証実験が進められており、中
でもオレゴン州では2013年7月に乗用車に対す
る走行距離課税の導入に関する法令が制定され
ている。
　一例として、図表15に、ドイツの重量貨物車
通行税（LKW-Malt）と米国オレゴン州の道路利
用課徴金（OReGO）の概要をまとめている。
　ドイツは、2005年に車載器とGNSS（全球測
位衛星システム）の無線方式により走行距離を算

図表13　ノルウェーの自動車関係諸税収の推移とゼロエミッション車の割合

（資料）ノルウェー財務省「Skatter, avgifter og toll 2019」よりみずほ情報総研作成

図表１３

A. 自動車関係諸税からの税収
（10億クローネ2019年）

B. ゼロエミッション車の割合（％）

新車ベース

保有ベース

CO2税 電気税3

1 自動車登録税を指す。
2 保有課税は、交通保険税（以前の自動車税）と重量税の合計。2018年の税収は、自動車税から交通保険税への移行に伴い、調整されている。
3 自動車の電気税による2018年の税収は、1億クローネと見積もられるため、グラフに表れていない。

エネルギー税

保有課税2

取得課税1
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図表14　欧米諸国における主な走行距離課税の経緯

（資料）みずほ情報総研作成

年 概要

欧州

1993 欧州指令（Directive 1993/89/EC）制定：重量貨物車に対するインフラ費用に対する課金の考え
方を規定

1995 ドイツ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、スウェーデン、デンマークで、重量貨物車に
対し、ビニエット方式（一定期間の道路利用に対し、ステッカー購入等により課金）による制度
を導入

1999 欧州指令（Directive 1999/62/EC；Eurovignette I）制定：12トン以上の重量貨物車に対し、道
路損傷等のインフラ費用に対する課金の考え方を規定

2001 【スイス】重量貨物車を対象に走行距離、車両積載量、排ガスに応じた課徴金（HVC）を導入

2004 【オーストリア】重量貨物車を対象に走行距離等に応じた通行税（GO-Box）を導入

2005 【ドイツ】重量貨物車を対象に走行距離等に応じた通行税（LKW-Malt）を導入

2006 欧州指令（Directive 2006/38/EC；Eurovignette II）制定：対象車両（3.5トン超の貨物車まで）
や対象道路の拡大等を規定

2007 【チェコ】重量貨物車を対象に走行距離等に応じた通行税を導入

2010 【ポルトガル】重量貨物車を対象に走行距離等に応じた通行税を導入
【スロバキア】重量貨物車を対象に走行距離等に応じた通行税を導入

2011 欧州指令（Directive 2011/76/EU；Eurovignette III）制定：大気汚染及び騒音の外部費用に対
する課金の考え方を規定
【ポーランド】重量貨物車・バスを対象に走行距離等に応じた通行税を導入

2013 【ハンガリー】重量貨物車・バスを対象に走行距離等に応じた通行税を導入

2016 【ベルギー】重量貨物車を対象に走行距離等に応じた通行税を導入

2017 欧州委員会が、乗用車及び軽量貨物車への走行距離課金の対象拡大を目的に、Eurovignett III
に対する改正案を提出

米国

2006 【オレゴン州】299台の車両を対象に1度目のパイロット事業を実施（～2007年3月）

2009 陸上交通インフラ資金調達委員会（National Surface Transportation Infrastructure Finance 
Commission）が、エネルギー税から走行距離課税への変更を提言した報告書「Paying Our 
Way」を公表

2012 【オレゴン州】88台の車両を対象に2度目のパイロット事業を実施（～2013年3月）

2013 【オレゴン州】道路利用課徴金を法制化（Senate Bill 810）

2015 【オレゴン州】5,000台を対象（自主的参加）に道路利用課徴金の運用を開始

2016 【カリフォルニア州】5,000台を対象に道路利用課徴金のパイロット事業を実施（～2017年3月）

2018 【デラウェア州】道路利用課徴金のパイロット事業を実施（～2018年7月）
【ワシントン州】2,000台を対象に道路利用課徴金のパイロット事業を実施（～2019年1月）
【I-95　Corridor Coalition】1,000台の貨物車を対象に州間高速道路95号線（I-95）沿線16州が
道路利用課徴金のパイロット事業を実施（～2019年春）
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定して課税するシステムを導入した（22）。この際
ドイツ政府は、重量貨物車通行税を導入する代
わりに、運送業界向けの補償として自動車税の
税率を引き下げている。その後、対象区域や対
象車両を拡大して現行制度に至っている。税率
の 設 定 に お い て は、2011年 の 欧 州 指 令
（Eurovignette III）を踏まえ、道路損傷、大気汚
染、騒音に対する税率が設定されている（23）。こ
のように、走行距離に応じた課税には、自動車
の走行に係る様々な外部費用の内部化を課税根
拠とし、複数の課税標準を組み合わせているこ
とがわかる。
　米国オレゴン州は、複数回のパイロット事業

を経て、2015年に乗用車に対する道路利用課徴
金の運用を開始した。制度参加者に対しては、
走行距離に応じた道路利用課徴金を支払う代わ
りに既存のエネルギー税の還付を認めたり、プ
ライバシー保護の観点から、GPS対応と GPS

非対応を利用者に選択させたりすることで、社
会的な受容性を高めている（24）。
　一方で、成功に至らなかった事例もある。例
えば、オランダでは2012年から乗用車を含む全
車両への導入を見据えた走行距離課金
（Kilometerheffing）を導入する予定であったが、
2010年の政権交代を機に検討が止まった。フラ
ンスでも同様に、2013年に重量貨物車通行税

図表15　ドイツ LKW-Malt と米国オレゴン州 OReGO の概要（2019年1月時点）

（資料）みずほ情報総研作成

項目 【重量貨物車】ドイツ LKW-Malt 【乗用車】米国オレゴン州 OReGO

経緯 ・2005年、車両総重量12t以上の貨物車を対
象に導入
・2012年8月、2015年7月に区域を拡大
・2015年10月、車両総重量7.5t以上の貨物
車に対象を拡大
・2018年7月、区域を高速道路に拡大

・2006～2007年に1回目、2012～2013年に
2回目パイロットプログラムを実施
・2013年7月、走行距離課税を法制化（Senate 

Bill 810）
・2015年7月、自主的な参加者を募る形で運
用開始

対象車種 ドイツ国内の対象区域を通行する車両総重
量7.5トン以上の貨物車

以下の条件を満たし、オレゴン州交通局から
承認を受けた乗用車（上限5,000台）
・走行量を報告する手段を装備した車両
・総車両重量が10,000ポンド以下

対象区域 連邦高速道路及び連邦幹線道路
※一部の高速道路区間は対象外

オレゴン州内の全公道
※但し GPS非対応車は場合、州外の走行距
離にも課税

税率 大気汚染（排出クラスに応じて1.1～8.5ct€／
km）、道路損傷（車両総重量及び車軸数に応
じて8.0～17.4ct€／km）、騒音（一律0.2ct€
／km）の3つの税率を足し合わせた値

1.7ct$／mile
※将来的な州のエネルギー税引上げに伴い、

2020年以降は1.8 ct$／mile、2022年以降
は1.9 ct$／mileに引上げ予定

免税還付 商業的な道路輸送を目的としない車両は免
税

制度参加者は、支払い済のエネルギー税の還
付が認められる

税収使途 Tollシステムの管理費用、運送会社の雇用・
環境・安全等の連邦プログラム資金（上限
0.45億 EUR）に充当し、残りは一般財源

州の道路基金に充当された後、オレゴン州交
通局に50％、郡に30％、市に20％が配分さ
れ、道路整備のための財源として活用

税収 4.68億 EUR（2017年） 842.77USD（2015年7月～2016年6月）
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（Écotaxe）を導入する予定であったが、運送業
界からの反発を受け、2014年10月に導入の無期
限延期を決定した。既存のエネルギー税に上乗
せする形で走行距離課税を課す計画であったこ
とや、高速道路有料化の馴染みのない地域から
反発を受けたことなどが反対の要因として挙げ
られる。
　このように、走行距離に応じた課税には、テ
クノロジーやプライバシーの問題、既存の税と
の調整などの課題はあるものの、欧米諸国では
徐々に走行距離課税の導入が始まっており、今
後経験も蓄積されていくものと考えられる。

（３）今後の日本の自動車関係諸税のあり方
　以上の通り、自動車関係諸税について、炭素
税の引上げ、電気自動車への課税、そして走行
距離に応じた課税の3つの選択肢が考えられる
が、日本の次世代自動車の普及目標も踏まえな
がら、今後の政策のあり方について検討を行い
たい。
　日本では、図表8の通り、新車販売台数ベー
スでハイブリッド車：30～40％、電気自動車及
びプラグインハイブリッド車：20～30％、燃料
電池自動車：～3％、クリーンディーゼル車：5

～10％とする目標を掲げている。2050年に向け
ては、2018年8月に公表された経済産業省「自
動車新時代戦略会議　中間整理（案）」において、
世界で供給する日本車について、電動車（xEV）
を100％とする目標を掲げており、乗用車にお
いては BEV・PHEVへのシフトを加速させる
方向性が明確に示されている。
　他方で、バスや貨物車については、明確な方
向性が示されていないが、IEAの世界を対象と
した推計によれば、貨物車は航続距離の長さや
車両重量の大きさの問題から、乗用車に比べ
BEV・PHEVの普及が遅れる見込みとなってい
る（25）。日本においても短期的にはBEV・PHEV

への急激なシフトは生じないと考えられる。
　このように、乗用車においては近い将来起こ
り得る BEV・PHEV等への移行を考慮すると、
環境負荷の軽減につながる移行を阻害せず、か
つ税収を確保できる税制の検討に可能な限り早
期に着手することが望ましい。時間的な制約や
実現可能性を考慮すると、短期的には、乗用車
に対する追加的な炭素税によるエネルギー税の
引上げにより、税収を維持しつつ移行を促すこ
とが適当と考えられる。
　一方、貨物車は乗用車と比べて BEV・PHEV

等への移行が難しいことから、炭素税によるエ
ネルギー税の引上げは単なる負担の増加となり、
貨物車ユーザーから反発を受ける可能性がある。
逆に言えば、BEV・PHEV等への移行が乗用車
と比べて時間がかかることから、既存のエネル
ギー税を引下げる代わりに、走行距離課税を導
入することの受容性は高く、BEV・PHEV等へ
の移行を阻害する影響も小さい。また、貨物車
は乗用車と比べて GPS等の位置情報によるプ
ライバシー保護の敷居も低いと考えられる。
　以上を踏まえ、図表16に、次世代自動車の普
及に連動した自動車関係諸税の移行イメージを
記した。貨物車については、先行的に走行距離
課税の導入を検討し、インフラや徴税方法等の
技術的な土台を作りつつ、中期的には走行距離
課税に一本化する（2030年頃）。乗用車について
は、BEV・PHEV等への移行がある程度進んだ
段階で、徐々に炭素税やエネルギー税から走行
距離課税に移行を進め、BEV・PHEV等が定着
した段階（2050年頃）で走行距離課税に一本化す
ることで、環境負荷の軽減を実現しつつ、かつ
安定的な財源を確保することができるのではな
いだろうか。他方で、プライバシー保護等の問
題により、特に乗用車における走行距離課税へ
の移行が困難な場合は、BEV・PHEV等への移
行を阻害しないように留意しつつ、電気自動車
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への課税を強化することも選択肢になり得るだ
ろう。

おわりに

　本稿では、脱炭素化に向けて日本が今後取り
組むべき重要な政策として、「カーボンプライシ
ング」と「自動車関係諸税」を取りあげ、諸外
国の事例を参照しつつ、中長期的な施策のあり
方の一例について考察を行った。
　現段階では、カーボンプライシングや中長期
的な自動車関係諸税のあり方については、政府
として詳細な制度設計や明確な見通しを示すに
至っていない。しかし、世界的な脱炭素化が進
む中で、日本の政治経済も、遅かれ早かれ、脱
炭素化に向け舵を切ることになる。
　脱炭素化に向けては、カーボンプライシング
によって経済全体に排出削減のシグナルを送り、
負の側面を緩和する措置を取りつつ排出削減を
進めていく必要がある一方で、CO2排出量の大
幅削減が進むにつれ、環境負荷の低減という目
的は達成され、カーボンプライシングの役割は
収束していく。自動車関係諸税においては、次
世代自動車の普及という時間軸を踏まえながら、
カーボンプライシングだけでなく、走行距離課

税や電気自動車への課税等への移行により、財
源確保としての役割も求められる。「カーボンプ
ライシング」にしろ「自動車関係諸税」にしろ、
時間軸を意識したきめ細やかな設計が必要とな
る。
　「カーボンプライシング」と「自動車関係諸
税」のあり方について、政府によって、早期に
具体的な検討が行われることを期待したい。

注
（1） スウェーデン政府（2017）「The Swedish climate 

policy framework」
（2） IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017」。

炭素税率は1スウェーデンクローネ=13.4円で日本
円に換算。（2015～2017年の為替レート（TTM）の
平均値、みずほ銀行）

（3） 自由民主党・公明党（2018）「平成31年度税制改正
大綱」

（4） カーボンプライシングのあり方に関する検討会
（2018）「『カーボンプライシングのあり方に関する
検討会』取りまとめ」

（5） 経済産業省　長期地球温暖化対策プラットフォーム
（2017）「長期地球温暖化対策プラットフォーム報
告書─我が国の地球温暖化対策の進むべき方向─」

（6） 日本経済団体連合会（2017）「今後の地球温暖化対
策に関する提言」

（7） 環境省「2016年度（平成28年度）の温室効果ガス排
出量（確報値）について」

（8） 環境省（2017）「長期低炭素ビジョン」
（9） 2018年11月以降、フランス各地で、燃料価格の高

図表16　次世代自動車の普及に連動した自動車関係諸税の移行イメージ

（資料）みずほ情報総研作成

図表１６

2030年頃 2050年頃

次世代自動車
の普及状況

乗
用 EV等への移行期 EV等の定着期

貨
物 EVトラック等への移行期 EVトラック等の定着期

自動車関係
諸税のあり方

乗
用 炭素税の引上げ

走行距離課税への移行 走行距離課税の一本化
（走行距離課税への移行が困難な場合）
電気自動車への課税強化

貨
物
走行距離課税の新設

+
エネルギー税の引下げ

走行距離課税の一本化
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騰やエネルギー関連税の引き上げ等に反対するデモ
が発生。デモ参加者が、蛍光の黄色いベストを着る
ことから「黄色いベスト運動」と呼ばれている。

（10） ブリティッシュ・コロンビア州政府（2018）
「CleanBC: our nature. our power. our future.」

（11） 環境省「2016年度（平成28年度）の温室効果ガス排
出量（確報値）について」

（12） 経済産業省「自動車産業戦略2014」
（13） 揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税は、2008年4

月1日～同年4月30日に暫定税率が失効したことで
一時的な減収が生じている。

（14） 本体価格及び消費税は、IEA（2017）「Energy Prices 
and Taxes Quarterly Statistics, Third Quarter 
2017」の2016年の平均値を採用。本体価格は、電
力の小売価格から消費税及びエネルギー課税を除い
た価格を指す。炭素税率及びエネルギー税率は、各
国資料等を基にみずほ情報総研作成。税率は2018
年1月時点。為替レート：1USD=約114円、1CAD=
約88円、1AUD=約86円、1EUR＝約127円、1GBP=
約159円、1CHF= 約117円、1DKK ＝ 約17円、
1SEK=約13円、1NOK=約14円。（2015～2017年
の為替レート（TTM）の平均値、みずほ銀行）

（15） アイダホ州議会「アイダホ州法TITLE 49 MOTOR 
VEHICLES, CHAPTER 4 MOTOR VEHICLE 
REGISTRATION, 49-457」

（16） ミシガン州議会「ミシガン自動車法典 Act 300 of 
1949, Section 257.801」

（17） ジ ョ ー ジ ア 州 議 会「Georgia Department of 
Revenue Motor Vehicle Bulletin　Alternative 
Fuel Vehicles – Annual Licensing Fees　Effective: 
July 1, 2018」

（18） European Alternative Fuels Observatoryウェブ
ペ ー ジ　https://www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/
m1

（19） ノルウェー財務省「Skatter, avgifter og toll 2019」
（20） ノルウェー財務省ウェブページ「Engangsavgift 

innføres for de tyngste elbilene」
（21） 香港政府環境保護部ウェブページ「Promotion of 

Electric Vehicles in Hong Kong」
（22） ドイツ連邦交通デジタルインフラ省ウェブページ
「The HGV tolling scheme」

（23） ドイツ連邦司法省「Bundesfernstraßenmautgesetz 
– BFStrMG」

（24） オレゴン州交通局「Oregonʼs Road Usage Charge 
The OReGO Program Final Report」

（25） IEA「Energy Technology Perspectives 2017」

https://www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/m1
https://www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/m1
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社会動向レポート

地域の「子ども施設」としての児童館の役割
～時代とともに変化する児童館の機能と…

「児童館ガイドライン」（2018年版）の役割～
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  リサーチャー 杉田 裕子

 戦後間もない1947年に児童福祉法が制定され、児童館は、同法において児童厚生施設として
位置づけられた。その後、70余年が経過し、我が国の状況は、経済、社会をはじめあらゆる面で様
変わりし、子どもを取り巻く環境や抱える課題、行政の児童福祉関連施策も大きく変化している。
 本稿では、児童館の存在意義を問い直し、現代における児童館の役割と今後の可能性を考察する。

１．はじめに

　児童館は、児童福祉法に定められた児童厚生
施設であり、同法において「児童に健全な遊び
を与えて、その健康を増進し、又は情操をゆた
かにすることを目的とする施設とする」とされ
ている。また、法律上は0歳から18歳未満まで
のすべての子どもを対象とした施設であるが、
児童館の設置是非は地方自治体が決定するため、
自治体により整備状況、役割、機能等は異なる。
このため、生まれ育った地域や今まで暮らして
きた地域によっては、児童館がなく、その存在
を知らない人もいる。また、児童館の利用が乳
幼児等に限られており、中・高校生世代の子ど
もまでが利用できる施設であるとの認識をもた
れていないこともあるなど、児童館のイメージ
は人によって異なる。
　そもそも児童福祉法で位置づけられた当時、
児童館は、戦後間もない時期で戦争孤児、少年
犯罪の増加、栄養不足等様々な問題があるなか
で、要保護児童対策のみならず、すべての児童

の福祉の増進や文化の向上を目的として整備さ
れた。しかし、戦後の我が国は、高度経済成長
を遂げ、経済、文化、社会などあらゆる面で変
化していった。そして、豊かさを実感する機会
が増えた一方、経済発展に伴い、子どもが安心
して遊べる場所は減少していった。
　また、現在の我が国においては、「一億総中
流」（1）と言われた1970年代ごろと比較すると、中
間層が減少、年々生活保護受給世帯が増大する
など、新たな貧困や格差問題が新聞等の報道で
取り上げられ、社会問題として認識されるよう
になっている。家庭や社会状況等をみても、近
年は児童数が減少し、母子世帯・父子世帯の増
加、地域との関係の希薄化等により、子どもも
保護者も、どこにも、誰にも助けを求めること
ができず、「孤立」しやすい状況にあるなど、現
代の新しい課題も指摘されるようになった。こ
うした時代背景のなかで、様々な要因と重ね合
わせるように、児童虐待、いじめ、子どもの貧
困等さまざまな問題が発生し、年々、子どもを
めぐる問題は多様化かつ複雑化している。
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　このように、社会環境や抱える課題などが戦
後間もないころとは異なるものとなっているな
かで、当然、児童館に求められる機能や役割も
変化している。本稿では、児童館の歴史を振り
返りつつ、多様な児童福祉施策が実施されるな
かで、なぜ児童館が必要なのかを問い直し、現
代における児童館の役割と今後の可能性を考察
する。

２．児童館をめぐる政策の変遷

（１）児童館の成り立ちと施設整備の状況
　日本における児童館の原型は一般的に、「セツ
ルメント（2）の児童クラブ」にあるといわれてい
る（3）。これは貧困等の課題を抱える要保護児童
を支援することを目的として組織され、明治末
期から大正、昭和にかけて、大都市を中心に発
展したものである。他方、東京市（現：東京都千
代田区）に設置された日比谷公園児童遊園とそ
こで発展した児童指導の考え方が児童館を含む
児童厚生施設のルーツであるという捉え方もあ
り、児童福祉法成立過程における児童厚生施設
の概念整理も含め、児童館の誕生にまつわる歴
史は多方面にわたる。
　1947年、児童福祉法の制定により、児童館は
法律に基づく児童福祉施設として位置づけられ
た。同法の規定に基づく児童福祉施設最低基準
（昭和23年12月29日厚生省令第63号。現在の名
称は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準」。以下、「児童福祉施設最低基準」という。）
では児童館の設備や職員に関する基準が示され
た後、1950年には厚生省（現：厚生労働省）が
「児童厚生施設運営要領」を編さんし、児童館の
基本方針を提案している。しかし、設置を義務
としていなかったこともあってか、児童館の整
備はすぐには進まなかった（4）。
　その後、民間社会活動家阿部千里の提唱を契
機にした陳情を反映して、1963年に厚生省が市

町村立の児童館の施設整備費・運営費に対する
国庫補助制度を開始したことが、児童館発展の
契機となる。制度創設を受け、国庫補助対象と
なる児童館の基準が「国庫補助による児童館の
設置運営について」（昭和39年5月8日厚生省発
児第121号厚生省児童局長通知。以下、「児童局
長通知」という。）として示されたことにより、
児童館の水準が明確化されるとともに、各地で
児童館の整備・拡充が急速に進んでいった。
　ところが、1980年代になると地方分権を推進
する動きに伴い、1986年には人件費の国庫補助
が廃止、地方交付税措置化され、さらに1997年
には県立を除く公設公営児童館の事業費が廃止、
地方交付税措置化された。そして2012年には、
民間児童館の事業費も廃止され、児童館施策は
全般的に地方の裁量に委ねられることとなった。
こうした流れのなか、徐々に児童館の新設は少
なくなり、2000年以降は緩やかな増減を繰り返
しながら今日へと至っている（図表1）。

（２）時代とともに変化する児童館の機能
　ここでは、児童福祉法制定以降の児童館施策
について、児童館の「機能」という観点からそ
の変遷を辿る。1950年公表の「児童厚生施設運
営要領」において、児童館の任務は「（一）安全
な遊びを与えること」、「（二）楽しい遊びを与え
ること」、「（三）心身の向上を図ること」、「（四）
子供の人格の成長をはかること」とされている。
同要領では、児童館の意義、児童厚生員の任務
についても言及されており、児童館は、戦後の
荒廃した社会環境のなかで、子どもが児童厚生
員による適切な援助を得ながら安心安全かつ豊
かに遊びを展開できる場と機会を提供すること
を通じて、子どもの心身機能の向上と人格の形
成を図るという構想のもとに誕生した施設であ
ることがわかる。
　しかし1960年代以降、都市化の進展や核家族
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化等により子どもの生活環境が変化するなかで、
児童館に求められる役割も変化していく。1963

年の国庫補助開始に伴って示された児童局長通
知では、児童館の利用対象として「家庭環境、
地域環境、交友関係等に問題があり、指導を必
要とする児童」を最優先に位置づけている。こ
の背景には子どもの生活環境悪化による非行問
題等への対応を児童館で行いたいという思惑が
あった。1970年代に入ると、共働き家庭の増加
を受け、「留守家庭児童対策は児童館で」という
考え方（5）のもと、学童保育を行う児童館が増え
ていく（6）。さらに、運動機会の充実や中・高校
生世代の居場所づくりの必要性から、運動に親
しむ習慣の形成や体力増進指導による健全育成
を担う児童センターや大型児童センターが新た
に整備されるようになる。なお、児童センター
創設に際して「児童館の設置運営要綱」（以下、
「設置運営要綱」という。）が厚生事務次官通知（7）

として示され、以降は同通知の改正・発出によ

り児童館機能と水準の明確化が図られている。
　1990年代には、子育て支援のための基本的方
針を盛り込んだエンゼルプラン（8）発表等をはじ
め、少子化対策・子育て家庭支援が大きく展開
されていくなかで、地域における福祉施設とし
ての児童館の役割が注目されるようになり、2000

年の設置運営要綱改正（9）に伴って、児童館の機
能に「子育て支援機能」が追加されるに至る。
児童館は、地域における子どもの健全育成活動
を推進する中核的機能だけでなく、子育て支援
の拠点として、地域のニーズを把握し、子ども
に係る支援をより包括的に担っていくことが期
待されるようになっていったのである。

（3）…「児童館ガイドライン」策定による児童館・
児童厚生員の役割定義

　このように児童館は、時代の要請に応じてそ
の機能・役割を変化させながら、それぞれの地
域で、地域の特性にあわせて独自に発展してき

図表1　児童館数の推移（公営・民営別）

（資料）厚生労働省「社会福祉施設等調査」より筆者作成。
（注）1．各年10月1日現在の値。
　　 2． 2009年～2011年は、調査方法を変更し、調査対象施設のうち回収できなかった施設があるため、2008年以前及

び2012年以降との年次比較は適さない。
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た。また、補助金が抑制される環境下での活動
継続の打開策として、児童館を活用した様々な
事業を実施しながら運営を模索してきた。こう
した経緯もあり、児童館は単なる「遊びの場」、
あるいは非行防止や中・高校生支援、子育て支
援等の「事業やイベントを実施する場」と捉え
るケースもみられ、児童館の本来的な役割であ
る「遊びを通じた子どもの健全育成」の位置づ
けやあり方について、市町村ごとに異なるアプ
ローチがなされているという側面は否めない。
加えて、児童館で子どもに直接関わる児童厚生
員の資格は保育士、各種教諭、社会福祉士等の
任用資格を満たしていれば与えられるものであ
り、一般財団法人児童健全育成推進財団が認定
資格を独自に認定・推進しているものの、その
ほかの体系だった研修等による育成は行われて
いない（10）。また、児童福祉施設最低基準におけ
る「児童厚生員」の名称は、規制緩和の影響か
ら1998年に「児童の遊びを指導する者」へと改
正されている（11）。こうした状況から、児童館の
社会的な位置づけや、子どもの健全育成を担う
児童厚生員の専門性についても、十分な理解が
得られていないという課題が指摘されるように
なっていった（12）。
　2011年に公表された「児童館ガイドライン」
（平成23年3月31日雇児発0331第9号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長通知）は、こうした状況
を踏まえ、①児童館固有の機能と今日的役割を
明確に示すことにより、自治体の施策に児童館
を積極的に位置付けられるようにすること、②
老朽化等を理由に廃止・縮小されてしまうこと
がないよう、改めて児童館の理念と今後の活用
の見通しを示すこと、③子どもの健全育成の方
向性を国として示すこと、④より有効かつ創造
的な児童館活動を展開させ、児童館の整備を図
ることを目的とし、作成された（13）。そこでは、
児童福祉法第40条の内容を今日の状況に照らし、

「児童館運営の理念と目的」として改めて謳うと
ともに、具体的な児童館の機能・役割として、
「発達の増進」、「日常の生活の支援」、「問題の発
生予防・早期発見と対応」、「子育て家庭への支
援」、「地域組織活動育成」の5点が挙げられた。

（4）今見直される児童館の役割
　2017年において、児童館設置数は全国で4,541

館となっている。ただし、その設置状況をより
具体的にみると、児童館を設置していない市区
町村が約4割あるほか（14）、設置している市区町
村においても運営形態等の設置方針は自治体ご
とに大きく異なっている。加えて、2015年創設
の子ども・子育て支援新制度における地域子ど
も・子育て支援事業（15）のなかに児童館そのもの
の活動は含まれておらず、国主導による児童館
施策が積極的に推進されているとは依然として
言い難い。
　しかし、児童福祉法制定から約70年間にわた
る活動のなかで、児童館という場所には、常に
地域の子どもの遊びを中心とした日常があった。
そして今、子ども・子育て家庭の状況がますま
す多様化かつ複雑化するなかで、中・高校生世
代の居場所づくりや学習支援、食事の提供など、
今日的課題に対応する児童館の取組が評価され、
児童館における日常を起点とした子ども・子育
て支援の可能性の広さに注目が集まりつつある。
次項では、具体的な事例も交えながら、それら
の実態を取り込むかたちで検討・発出に至った
新しい「児童館ガイドライン」（平成30年10月1

日子発1001第1号厚生労働省子ども家庭局長通
知、以下「『児童館ガイドライン』（2018年版）」
という。）策定の背景や経緯、現代における児童
館の役割等について詳述する。
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３．「児童館ガイドライン」（2018年版）か
ら読み解く現代における児童館の役割

（１）「児童館ガイドライン」改正の背景
　2011年に「児童館ガイドライン」が発出され
てから6年余りが経過し、主に2つの背景があっ
て、「児童館ガイドライン」の改正が必要となっ
ていた。
　まずひとつが、児童福祉法をはじめとした関
連法令が改正され、整合性を取ることが必要と
なっていたことである。なかでも、児童福祉法
の理念に子どもの意見が尊重されるべきこと、
子どもの最善の利益が優先されること等が明文
化されたことは、児童館のあり方を考える上で
欠かせない視点であった。
　2つ目が、児童虐待の通告件数やいじめの発
生件数の増加、子どもの貧困の社会問題化、配
慮や支援を要する子どもの存在等、子どもと家
庭をめぐる今日的課題として指摘されているこ
とに対応できるよう、児童館の機能・役割の強
化をしていくことが期待されるためである（16）。
　なお、こうした現代における児童館の役割変
化にいち早く気付き、すでに現場で取組や実践
を行っている児童館もある。先行的な取組の例
として、弊社が2017年度に実施した「児童厚生
員の処遇や資格の現状と課題に関する調査研
究」（17）より、京都市（京都府）とうるま市（沖縄
県）を紹介したい。
　京都市では、「児童館活動指針」で示す児童館
の期待役割と子どもや家庭を支える取組を推進
している（18）。京都市内には100を超える児童館
があり、全て運営委託事業として実施され、委
託先の団体は複数に分かれている。そのような
なかでも、京都市内の児童館が同じ考え方の下
に運営されるよう、「京都市児童館活動指針」が
策定されている。現在、2015年発行の第3次改
訂版に基づき運営されているが、当該活動指針

のなかでは、児童館の施設特性から期待される
役割が、①子どもの自立支援─子どもの主体的
な参画から期待される役割、②子育ての社会連
帯─子どもや家庭との信頼関係や親同士の交流
から期待される役割、③共生のまちづくり─地
域住民の幅広い交流と社会参加から期待される
役割の3つに整理されている。いずれも、施設
が存在し、すべての子どもを対象に、地域に根
差した活動を継続的に行える児童館だからこそ
できるものである。
　また、京都市では、日々の活動のなかで子ど
もや家庭における課題に児童館が気付いたとき、
あるいは子どもや保護者からの悩みや相談を受
けたり、地域住民から子どもや家庭に関する情
報が寄せられたとき等に、子どもや家庭が抱え
る福祉的な課題に対して児童館が支えとなり、
支援を行うことも、児童館の役割として意識し
ている。主に「子育て相談」、「発達課題」、「虐
待が疑われる事例」等に対応しており、実際に
児童館で行われている支援事例を「子どもを通
した家族支援に関する児童館実践事例集」とし
て2016年度に取りまとめた（図表2）。当該事例
集では、児童館内で活動している放課後児童ク
ラブの利用終了後も長期にわたって子どもを支
え続けていたり、虐待が疑われて他機関と連携
しながら、支え続けているような事例等、子ど
もや家族を支える児童館の日々の実践が紹介さ
れている。児童館が子どもの遊びを通じた健全
育成を行う場であると同時に、家庭や地域を視
野に入れてソーシャルワーカーやコミュニティ
ワーカーとしての役割を果たしていることがわ
かるものとなっている。
　別の事例として、うるま市にあるみどり町児
童センターを中心として実施されている児童館
で開催する子ども食堂と障がいのある子どもが
いる保護者の会の支援（19）がある。
　沖縄県では、県を挙げて推進する子どもの居
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場所づくりの一環として子ども食堂が県内各地
で開催されている。うるま市みどり町児童セン
ターでは、「スマイルカフェ」と名づけ、学校の
ある期間には毎週土曜日に、また長期休暇時に
は休館日である日曜日を除く毎日開催している。
子ども食堂は全国各地で増えてきているものの、
多くは開催回数が少なかったり、不定期の開催
で、公民館等の会場を一時的に借りて開催され
ていることも多い。しかし、みどり町児童セン
ターの子ども食堂は、開催頻度が高いだけでな
く、たとえ子ども食堂を開催していない日であっ
ても、児童館は開館しており、いつも児童厚生
員がいて、子どもの居場所となることができる。
このような役割は、やはり施設として地域にあ
る児童館だからこそ果たせる機能といえるので
はないであろうか。なお、子ども食堂を始める
前には、子どもの貧困について地域の理解を得
るための勉強会を開催し、ボランティアを募っ
たり、子ども食堂に子どもをつないでもらうた
めに、案内カードを作成して、自治会や学校、
民生委員、行政、保健師などから気になる子ど

もに配布してもらうなど、地域との連携も積極
的に行っている。
　他にも、障がいのある子どもの保護者からの
希望で「ゆんたく会」の立ち上げをみどり町児童
センターが支援した。現在、会のリーダーは保
護者が担っており、保護者が主体となって活動
しているが、児童厚生員を療育グループの活動
に定期的に派遣して、障がいのある子どもに関
する知識や接し方を学び、活動を支援している。
　このように、みどり町児童センターでは、児
童館の施設特性をうまく利用して、子どもの居
場所としての機能を最大限発揮させるとともに、
地域との関係づくり、保護者の支援などにも積
極的に取り組んでいる。
　先に述べた2つの背景を受け、社会保障審議
会児童部会「遊びのプログラム等に関する専門
委員会」（以下、「専門委員会」という。）及び同
委員会の下設置された「今後の地域の児童館等
のあり方検討ワーキンググループ」（以下、「WG」
という。）において、「児童館ガイドライン」改正
に向けた議論がなされ、改正「児童館ガイドラ

図表2　子どもを通した家族支援に関する児童館実践事例集（抜粋）

（資料）公益社団法人京都市児童館学童連盟（2017）「子どもを通した家族支援に関する児童館実践事例集」より作成。
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イン」（案）が取りまとめられた。
　専門委員会並びにWGでは、先行研究の提言
等を参考に、児童館のあり方を議論する前提と
して、今日的課題への対応が児童館の普遍的機
能になりつつあること、子ども・子育て家庭の
身近な相談窓口としての機能の強化が求められ
ていること、児童厚生員の資質向上が必要であ
ること、2011年以降の法改正への対応が必要で
あることなど8つの課題認識（20）を持って取り組
まれた（図表3）。

（2）…「児童館ガイドライン」（2018年版）のポ
イントと現代における児童館の役割

　専門委員会やWGでの議論を経て、2018年10

月、「児童館ガイドライン」（2018年版）が発出
された。
　改正のポイントは、①児童福祉法改正及び児
童の権利に関する条約の精神にのっとり、子ど
もの意見の尊重、子どもの最善の利益の優先等

について示したこと、②児童福祉施設としての
役割に基づいて、児童館の施設特性を拠点性、
多機能性、地域性に整理したこと、③子どもの
理解を深めるため、発達段階に応じた留意点を
示したこと、④児童館の職員に対して配慮を必
要とする子どもへの対応として、いじめや保護
者の不適切な養育が疑われる場合等への適切な
対応を求めたこと、⑤子育て支援の実施につい
て、乳幼児支援や中・高校生世代と乳幼児の触
れ合い体験の取組の実施等の内容を追加したこ
と、⑥大型児童館の機能・役割について整理し
たこと、の6点である（21）。
　なかでも、ポイントの2点目にあたる、児童
館の施設特性（拠点性、多機能性、地域性）は、
今回の改正で新設された「総則」のなかに、児
童館の理念や社会的責任等とあわせて明記され
た事項であり、個々の活動の前提として、現代
における児童館のあり方を示すものといえる。
　「児童館ガイドライン」（2018年版）の該当部

図表3　「児童館ガイドライン」改正に向けての課題認識

（資料）社会保障審議会児童部会遊びのプログラム等に関する専門委員会「遊びのプログラムの普及啓発と今後の児童館の
あり方について　報告書」，pp.14-15（2018年9月20日）より作成。

①　子どもの遊びの再定義と多様な遊びのプログラムの実施が求められていること。
②　今日的課題への対応が児童館の普遍的な機能になりつつあること。
③　子ども・子育て家庭への身近な相談窓口としての機能の強化が求められていること。
④　児童厚生員・児童館長の資質向上のための研修を強化すること。
⑤　児童厚生員・児童館長の適正配置・勤務体制を確保すること。
⑥　児童厚生員のソーシャルワークの更なる向上が必要とされること。
⑦　大型児童館の活動内容や運営課題を共有化するために児童館ガイドラインに反映させること。
⑧　 2011年（平成23年）児童館ガイドライン発出以降に、施行・改正された主な関係法令等の反映、

整合が必要であること。
　　（例）
　　⃝　子どもの貧困対策の推進に関する法律　2013年（平成25年）
　　⃝　いじめ防止対策推進法　2013年（平成25年）
　　⃝　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準　2014年（平成26年）
　　⃝　放課後児童クラブ運営指針　2015年（平成27年）
　　⃝　子ども・子育て支援法　2012年（平成24年）
　　⃝　児童福祉法（改正）　2016年（平成28年）　　　　等
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分を図表4に抜粋しているが、本文の記述を読
み解くと、児童館は子どもの意思で自由に過ご
すことができる居場所であること、子どもを支
える児童厚生員がいること、児童館・児童厚生
員は子どもとの関わりの中で子どもが抱える課
題に直接関わり、必要に応じて関係機関と連携
しながら対応できること、子どもが児童館内に
とどまらず地域全体に活動を広げていくことが
できること、児童館は地域住民や関係機関等と
連携して子どもの成長に向けての環境づくりを
行うものであること等が明示されている。
　児童数の減少、母子世帯・父子世帯の増加、
地域との関係の希薄化等の社会の変化のみなら
ず、いじめ、児童虐待、子どもの貧困など、子
どもや子育て家庭が抱える課題が多様化・複雑
化するなかで、遊びや生活を通した子どもの発
達の増進を図っていく児童館の役割は重要性を
増してきている。また、子どもや子育て家庭の
相談にのったり、支えになること等も、これか
らの児童館に求められているといえよう。

４．…児童館が地域で果たす役割と今後の
可能性

　これまで見てきたように、児童館は、戦後間
もないころから、時代の要請に応じて、また地域
の状況や個々の自治体で求められている役割に
応じて、地域の拠点となり、子どもの健全な育
成を支え、子育て支援を担ってきた歴史がある。
　しかし、近年の我が国の子育て支援施策にお
いては、地域子ども・子育て支援事業等で様々
な子育て支援メニューが打ち出されているなか
で、「児童館」という貴重な社会資源を積極的に
利用する動きは残念ながら見られていない。ま
た、「新・放課後子ども総合プラン」（文科生第
396号子発0914第1号、平成30年9月14日、文部
科学省生涯学習政策局長、文部科学省初等中等
教育局長、文部科学省大臣官房文教施設企画部
長、厚生労働省子ども家庭局長通知）に基づき、
共働き家庭等の増加に伴う放課後児童クラブの
待機児童数の解消や、地域の子どもの多様な体

図表4　児童館の施設特性（「児童館ガイドライン」（2018年版）より抜粋）

（注）下線は、筆者が編集している。
（資料）厚生労働省「児童館ガイドライン」（子発1001第1号平成30年10月1日厚生労働省子ども家庭局長通知），p.2よ

り作成。

①　拠点性
　児童館は地域における子どものための拠点（館）である。
　子どもが自らの意思で利用でき、自由に遊んだりくつろいだり、年齢の異なる子ども同士が一緒
に過ごすことができる。そして、それを支える「児童の遊びを指導する者」（以下、「児童厚生員」
という。）がいることによって、子どもの居場所となり、地域の拠点となる。
②　多機能性
　児童館は、子どもが自由に時間を過ごし遊ぶ中で、子どものあらゆる課題に直接関わることがで
きる。それらのことについて子どもと一緒に考え、対応するとともに、必要に応じて関係機関に橋
渡しすることができる。そして、子どもが直面している福祉的な課題に対応することができる。
③　地域性
　児童館では、地域の人々に見守られた安心・安全な環境のもとで自ら成長していくことができ、
館内のみならず子どもの発達に応じて地域全体へ活動を広げていくことができる。そして、児童館
は、地域の住民と、子どもに関わる関係機関等と連携して、地域における子どもの健全育成の環境
づくりを進めることができる。
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験・学びの機会の充実を目的とした事業を推進
しているが、学校施設の活用を基本としている
こともあり、すべての子どもが自分の意思で通
える場所、よりどころといった性格は有してい
ない。
　児童館は、地域に施設として存在することで、
子どもが通っている保育所、幼稚園、小中学校
等の限られた範囲だけでなく、異なる保育所、
幼稚園、学校等に通う子ども、異なる年齢の子
どもや地域住民等との関わりができる場所であ
る。さらには、子どもが自らの意思で来たいと
きに来て、やりたいことができる場所であるの
に加え、「児童厚生員」という専門職がいて、子
どもと一緒に考え、対応し、時には相談にのっ
てくれるところなのである。
　こうした機能や役割を果たせるのは、施設と
して常に地域に存在し、児童厚生員がいるから
こそであり、特定の機能に特化した活動や事業
型の子育て支援メニューでは果たすことができ
ない。
　子どもや子どもとともに来訪する保護者に
とっても、同じ場所、顔なじみの児童厚生員と
の関係ができることで、気軽に気になっている
ことや困っていることなどを相談できる関係を
構築しやすいであろう。また、一見すると問題
ないように見える子どもや保護者であっても、
何度か訪れてくるなかで、児童厚生員が小さな
変化や、子どもや保護者への支えの必要性に気
付くこともできる。そこから、児童館が支えて
いくこともできれば、より専門的ケアが必要な
場合には専門機関や行政につないでいくことも
可能となる。
　特定の機能に特化した活動や事業型の子育て
支援メニューにもそれぞれの役割・意義がある
が、児童館は、保護者等にとっての相談場所・
よりどころ、子供にとっての居場所、相談でき
る場所としてなど、現代の課題に対応した役割

を果たせる重要な拠点となり、子どもや子育て
家庭を守る防波堤となりうる可能性を秘めてい
る施設と考えられる。まさに、「児童館ガイドラ
イン」（2018年版）で示されたように、「拠点性」、
「多機能性」、「地域性」という児童館にしか果た
しえない機能・役割があるのである。
　しかし、前項で紹介した京都市やうるま市の
児童館のように、子どもが自由に遊べる場所で
あると同時に、地域での児童館の役割を認識し、
その役割を果たしている児童館もあるが、全国
的にみてすべての児童館が地域の状況を把握し、
子どもや子育て家庭の支えとして十分に機能し
ているかといえばまだその段階には至っていな
い。また、児童館を設置していない市区町村が
全国に約4割あるなど、児童館のない地域に暮
らす子どもや子育て家庭は少なくない。
　今回改定された「児童館ガイドライン」（2018

年版）には、個々の自治体や児童館が、それぞれの
地域特性や置かれている状況等を考え、子ども
や子育て家庭が必要としていることは何か、そ
のために自分たちの児童館にできることは何か
を自問自答し、地域で求められる児童館に発展
させられる道標となる要素が盛り込まれている。
　これだけの可能性のある児童館を活かし、全
国各地でその役割を果たしていくためには、
①「児童館ガイドライン」（2018年版）を児童館
関係者にとどまらず、児童館未設置自治体の
担当者や子ども・子育て会議委員、地域住民
等あらゆる主体に広める
②「児童館ガイドライン」（2018年版）が本質的
に意味することを児童館関係者が理解できる
よう、厚生労働省や自治体等が研修会等を通
じて普及する
③先駆的で一般化可能な活動や取組の事例を収
集・普及して、児童館の可能性を広める
④全国の自治体や児童館運営団体において、児
童館運営の自己評価や第三者評価の取組を促
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進させるとともに、「児童館ガイドライン」
（2018年版）を実践の振り返りや運営内容の改
善のための指標等として活用可能な媒体（解説
書、評価基準等）を行政や児童館関係団体等が
示す

などの取組を推進していくことが期待される。
こうした取組が進展すれば、児童館の役割や必
要性などが自治体や地域住民などにも理解され、
児童館未設置自治体がゼロになっていくのでは
ないか。全国で子どもや子育て家庭の支えとな
る地域の「子ども施設」が広まり、子どもたち
の笑顔が広がることを期待したい。

注
（1） 「一億総中流」の根拠としては、総理府（現内閣府）

が実施する「国民生活に関する世論調査」におい
て、世間一般からみた自分の生活程度を「中の上」
「中の中」「中の下」を合わせた「中流に属すと意識
している人」が9割を占めたことにより言われるよ
うになったこと等がある。

（2） セツルメントとは、貧しい住民の住む地区に宿泊
所・診療所・託児所などを設け、住民の生活向上に
努める社会運動、またはその施設をいう。日本で
は、隣保館と呼ばれる場所を指す場合もある。

（3） 高城義太郎「総論02児童館の基本的理念と機能－
国庫補助制度創設時の思想」，財団法人児童健全育
成推進財団「児童館　理論と実践」，p.24（2007年）

（4） 一般財団法人児童健全育成推進財団ホームページ 
https: / /www.j idoukan.or. jp/what/support/
childrens-center.htm（2018年11月29日アクセス）

（5） たとえば「都市児童健全育成事業の実施について」
（昭和51年6月9日厚生省発児第118号厚生事務次官
通知）では、留守家庭児童対策は本来、児童の生活
圏に見合った児童館の整備等各種施策の組合せに
よって推進されるべきことが指摘されている。

（6） 全国学童保育連絡協議会が1979年に公表している
児童館実態調査結果（全国学童保育連絡協議会編・
一声社「学童保育年報 1979.9 No.2」，p.76（1979
年））によると、全国の児童館のうち学童保育を行っ
ている割合は43.1％。

（7） 「児童館の設置運営について」（昭和53年6月9日　厚
生省発児第117号厚生事務次官通知）

（8） 文部省・厚生省・労働省・建設省「今後の子育て支
援のための施策の基本的方向について」（1994年12
月6日）

（9） 「児童館の設置運営について」（平成12年7月14日厚
生省発児第113号厚生事務次官通知）

（10） みずほ情報総研株式会社「児童厚生員の処遇や資格
の現状と課題に関する調査研究」（平成29年度子ど
も・子育て支援推進調査研究事業，植木信一座長），
p.210（2018年）

（11） 1998年以降、児童館で子どもに直接関わる職員の
法律上の名称は「児童の遊びを指導する者」とされ
ているが、本稿では全て「児童厚生員」という呼称
を用いている。

（12） たとえば、財団法人こどもみらい財団「これからの
児童館のあり方についての調査研究」（平成20年度
児童関連サービス調査研究等事業，主任研究者 鈴
木一光），pp.102-106（2009年）では、児童館や児
童館職員の位置づけに係る課題を6つの観点から考
察している。

（13） 財団法人こどもみらい財団「これからの児童館のあ
り方についての調査研究」（平成20年度児童関連
サービス調査研究等事業，主任研究者 鈴木一光），
p.133（2009年）

（14） 一般財団法人児童健全育成推進財団「児童館におけ
る子育て支援等の実践状況に関する調査研究」（平
成27年度子ども・子育て支援推進調査研究事業，主
任研究者 野中賢治），p.11（2016年）

（15） 子ども・子育て支援制度のなかに位置づけられた、
市町村が地域の実情に応じ、市町村子ども・子育て
支援事業計画に従って実施する事業「地域子ども・
子育て支援事業」として、利用者支援事業、乳児家
庭全戸訪問事業など13事業が指定されている。

（16） 社会保障審議会児童部会遊びのプログラム等に関す
る専門委員会「遊びのプログラムの普及啓発と今後
の児童館のあり方について　報告書」，p.3，5（2018
年9月20日）

（17） 厚生労働省　平成29年度子ども・子育て支援推進
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法人児童健全育成推進財団のご協力を得て、実施し
た。

（18） みずほ情報総研株式会社「児童厚生員の処遇や資格
の現状と課題に関する調査研究」（平成29年度子ど
も・子育て支援推進調査研究事業，植木信一座長），
pp.83-92（2018年）

（19） みずほ情報総研株式会社「児童厚生員の処遇や資格
の現状と課題に関する調査研究」（平成29年度子ど
も・子育て支援推進調査研究事業，植木信一座長），
pp.62-70（2018年）

（20） 社会保障審議会児童部会遊びのプログラム等に関す
る専門委員会「遊びのプログラムの普及啓発と今後
の児童館のあり方について　報告書」，pp.14-15
（2018年9月20日）

（21） 厚生労働省「児童館ガイドラインの改正について
（通知）　参考資料1」（平成30年10月1日子発1001第
1号厚生労働省子ども家庭局長通知），p.1

https://www.jidoukan.or.jp/what/support/childrens-center.htm
https://www.jidoukan.or.jp/what/support/childrens-center.htm
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社会動向レポート

治療と仕事の両立支援のさらなる…
普及に向けた課題と提言

～中小企業におけるガイドラインの認知度調査の結果から～
社会政策コンサルティング部

チーフコンサルタント　志岐 直美
 治療と仕事の両立とは、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由と
して治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられるこ
となく、適切な治療を受けながら、生き生きと就労を続けられることである。治療技術の進歩等
を背景に、がんをはじめとした病気を抱える労働者が増えている。労働力の高齢化に伴い、病気
を抱える労働者が増えることで、治療と仕事の両立支援の必要性は今後増々高まると考えられて
いる。本稿では、平成28年に厚生労働省において公表された事業場を対象としたガイドラインの
周知・活用状況に関する実態を踏まえ、両立支援のさらなる普及に向けた課題を考察し、提言を
まとめる。

1．はじめに

　治療技術の進歩等を背景に、がんをはじめと
した「不治の病」とされていた病気も「長く付
き合う病気」になりつつあり、治療を受けなが
ら仕事を続けることも可能になっている。一方
で、がんと診断された人の約3割が離職するな
ど、必ずしも治療と仕事の両立支援が十分とは
いえない実態も報告されている（1）。
　こうした中、我が国では働き方改革の柱の1

つとして治療と仕事の両立を掲げており、その
対策の一環として、平成28年2月には厚生労働
省より「事業場における治療と職業生活の両立
支援のためのガイドライン」（以下、ガイドライ
ン）が策定・公表された（2）。このガイドラインは
治療と仕事の両立に取り組もうとする企業等を
対象として、両立支援の基本的な考え方や取組
の方向性、留意事項を整理したものである。
　治療と仕事の両立のためには、労働者本人の

症状や治療の状況、業務内容に応じて、労働者、
企業、医療機関をはじめとした関係者が連携し
て対応する必要がある。治療と仕事の両立が可
能な社会の実現に向けては、企業や医療機関、
労働者において両立支援の必要性や重要性が認
識される必要があり、そのためにも、ガイドラ
インの内容を広く啓発することが求められる。
　本稿では、当社が行ったガイドラインの周知・
活用状況に関するアンケート調査結果を踏まえ、
両立支援のさらなる普及に向けた課題を考察す
るとともに、今後に向けた提言をとりまとめる。

2．ガイドラインの内容

　本ガイドラインは、治療が必要な労働者が業
務によって疾病を増悪させることがないよう、
事業場において適切な就業上の措置や治療に対
する配慮が行われるようにするため、関係者の
役割、事業場における環境整備、個別の労働者
への支援の進め方についてまとめたものであり、
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その内容は厚生労働省ホームページに公開され
ている。
　目次構成は図表1のとおりであるが、平成28

年の公表以降、疾病別の留意事項として「がん」
以外に「脳卒中」「肝疾患」「難病」といった疾
病の情報が加えられるとともに、平成29年度に
は「企業・医療機関連携マニュアル」といった、
両立支援を進めるうえで参考となる具体的な資
料が順次追加、更新されている。
　主な対象は事業者であるが、労働者や医療機
関、その他両立支援の関係者においても活用可
能な内容となっている。

3．調査の概要

　当社では平成30年12月に、事業者、労働者、
医療機関等の各関係者におけるガイドラインの
認知度や活用状況等の実態を明らかにすること
を目的として、中小企業の経営者800人、人事
労務担当者200人を対象とした「企業調査（3）」、
中小企業に勤める労働者1,000人を対象とした
「労働者調査（4）」、病院医師200人を対象とした
「医師調査」の3種を実施した。いずれもインター
ネット調査会社のパネルを対象としたweb調査
により実施した。
　本稿では、なかでも「企業調査」と「労働者
調査」を取り上げる。

　なお、本調査では便宜上、従業員数300人未
満を中小企業として定義した（5）。

4．ガイドラインの周知・活用状況の実
態と課題

（1）…経営者、人事労務担当者におけるガイドラ
インの周知・活用状況

①ガイドラインの認知度
　経営者に対してガイドラインの認知状況を尋
ねたところ、6割超が「知らなかった」と回答
するなど、経営者におけるガイドラインの認知
度が低いことが明らかとなった。一方、人事労
務担当者に同様に尋ねたところ、「詳しい内容を
知っていた」は5.0％、「大まかな内容を知って
いた」は24.5％であり、「名前や存在は知ってい
るが内容は知らなかった」まで含めると6割超
がガイドラインの存在を認知していた。実際に
両立支援に対応する可能性がある担当者レベル
では、両立支援に対する関心度が高く、ガイド
ラインの認知度も高くなっていたものと考えら
れる。
　なお、ガイドラインを知ったきっかけとして
は、経営者、人事労務担当者ともに「新聞・広
告」が約3割と多く、人事労務担当者において
は、「厚生労働省ホームページ」を挙げる割合が
最も高かった。（図表2）

図表1　「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の目次構成

（資料）厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」

1　治療と職業生活の両立支援を巡る状況
2　治療と職業生活の両立支援の位置付けと意義
3　治療と職業生活の両立支援を行うに当たっての留意事項
4　両立支援を行うための環境整備（実施前の準備事項）
5　両立支援の進め方
6　特殊な場合の対応
参考資料
　様式例集／支援制度・機関／留意事項／企業・医療機関連携マニュアル
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②ガイドラインへの評価
　次に、ガイドラインについて「詳しい内容を
知っていた」または「大まかな内容を知ってい

た」と回答した者に対し、ガイドラインが参考
になったかどうかを尋ねたところ、「参考になっ
た」と回答した者の割合は経営者では28.4％、

図表2　ガイドラインの認知度（中小企業経営者、人事労務担当者）

※ ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」「名前や存在は知っているが内
容は知らなかった」と回答した者について集計

（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018年）

3 

３. ガイドラインの周知・活用状況の実態と課題 

（１）経営者、人事労務担当者におけるガイドラインの周知・活用状況 

①ガイドラインの認知度 

経営者に対してガイドラインの認知状況を尋ねたところ、６割超が「知らなかった」と

回答するなど、経営者におけるガイドラインの認知度が低いことが明らかとなった。一

方、人事労務担当者に同様に尋ねたところ、「詳しい内容を知っていた」は 5.0%、「大まか

な内容を知っていた」は 24.5%であり、「名前や存在は知っているが内容は知らなかっ

た」まで含めると６割超がガイドラインの存在を認知していた。実際に両立支援に対応す

る可能性がある担当者レベルでは、両立支援に対する関心度が高く、ガイドラインの認知

度も高くなっていたものと考えられる。 
なお、ガイドラインを知ったきっかけとしては、経営者、人事労務担当者ともに「新

聞・広告」が約３割と多く、人事労務担当者においては、「厚生労働省ホームページ」を

挙げる割合が最も高かった。（図表２） 
 

図表２ ガイドラインの認知度（中小企業経営者、人事労務担当者） 

＜ガイドラインの認知度＞ 

 

＜ガイドラインを知ったきっかけ（複数回答）＞ 

 
※ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」「名前や

存在は知っているが内容は知らなかった」と回答した者について集計 
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018 年） 
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その他

事業者(n=266) 人事労務担当者(n=129)
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人事労務担当者では28.8％であった。「どちらか
といえば参考になった」と合わせると、経営者
の8割超、人事労務担当者の9割超にのぼってい
た（図表3）。ガイドラインが「参考になった」ま
たは「どちらかといえば参考になった」内容と
しては、「両立支援に当たっての環境整備」が上
位に挙げられており、企業における仕組みづく
りの参考資料として、ガイドラインが有用であ
ることが示唆された。

③両立支援への取組状況
　両立支援の取組状況についてみると、経営者
の約7割、人事労務担当者の約4割が「これまで
に治療を必要とする従業員はいなかった（または
退職した）」と回答しており、それらの多くが両
立支援に「取り組んでいない」と回答していた
（図表4）。
　両立支援に関しては、現在支援が必要な労働
者がいない場合であっても、支援を必要とする
労働者が企業に相談しやすいよう、日ごろから
環境づくりに取り組むことが重要である。しか
しながら、調査結果からは、この趣旨が十分に
経営者等に周知されていない可能性が示唆され
た。

　また、人事労務担当者に比べて、経営者にお
いて「これまでに治療を必要とする従業員はい
なかった（または退職した）」と回答する割合が
高かった。経営者と人事労務担当者が必ずしも
同一の企業に所属しているとは限らないため、
結果の解釈には留意が必要であるが、経営者に
おいては、従業員における両立支援のニーズの
実態を十分に把握できていない可能性がある。
　なお、ガイドラインについて「知らなかった」
と回答した経営者に対し、今後ガイドラインを
参考にしたいと考えるかどうか尋ねた結果、参
考にしたいと回答した者は28.4％に留まってい
た。経営者においてガイドラインの活用意向が
低い背景には、ガイドラインの内容が十分に周
知されていないことに加え、相対的に両立支援
が必要な場面に遭遇しづらい中小企業では、両
立支援に対する関心が持ちづらいことも、原因
の一つとして考えられる。

（2）…労働者におけるガイドラインの周知・活用
状況

①ガイドラインの認知度、活用意向
　中小企業に勤める労働者に対し、ガイドライ
ンの認知状況を尋ねたところ、治療中の病気の

図表3　ガイドラインへの評価

※ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」と回答した者について集計
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018年）
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②ガイドラインへの評価 

 次に、ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っ

ていた」と回答した者に対し、ガイドラインが参考になったかどうかを尋ねたところ、

「参考になった」と回答した者の割合は経営者では 28.4%、人事労務担当者では 28.8%で

あった。「どちらかといえば参考になった」と合わせると、経営者の８割超、人事労務担

当者の９割超にのぼっていた（図表３）。ガイドラインが「参考になった」または「どち

らかといえば参考になった」内容としては、「両立支援に当たっての環境整備」が上位に

挙げられており、企業における仕組みづくりの参考資料として、ガイドラインが有用であ

ることが示唆された。 
 

図表３ ガイドラインへの評価 

 
※ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」と 
回答した者について集計 
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018 年） 
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有無に関わらず、「詳しい内容を知っていた」ま
たは「大まかな内容を知っていた」、「名前は知っ
ているが内容は知らなかった」と回答した者の
割合が3割を超えていた（図表5）。ガイドライン
は主に事業場を対象としたものであり、認知度
向上に向けて改善の余地はあるものの、労働者
においても一定程度の認知度があることが明ら

かとなった。
　また、ガイドラインを「名前は知っているが
内容は知らなかった」または「知らなかった」
と回答した労働者のうち、「読んでみたいと思
う」または「必要なときに読んでみたいと思う」
と回答した者は8割超を占めており（図表6）、労
働者における治療と仕事の両立に対する関心度

図表4　両立支援を必要とする従業員の有無と両立支援への取組状況

（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018年）

5 

 
図表４ 両立支援を必要とする従業員の有無と両立支援への取組状況 

＜経営者を対象とした調査＞ 
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の高さがうかがえた。

②ガイドラインへの評価
　ガイドラインについて「詳しい内容を知って
いた」または「大まかな内容を知っていた」と
回答した者に対し、ガイドラインが参考になっ
たかどうかを尋ねたところ、「参考になった」ま
たは「どちらかといえば参考になった」と回答
した者が8割を超えていた（図表7）。ガイドライ
ンの内容は、労働者にとってもガイドラインは
有用であることが示唆された。

③ 勤務先における両立支援のための環境整備の
状況
　勤務先において実施されている両立支援のた
めの環境整備の取組を尋ねたところ、各項目と
も実施割合は2割に満たず、「ない・分からない」
という回答が6割超を占めていた（図表8）。環境
整備が進んでいない、あるいは取組が周知され
ていないために、支援の申出がしづらい環境に
おかれている労働者が一定数存在すると考えら
れた。

図表5　ガイドラインの認知度（中小企業に勤める労働者）

（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018年）

6 

（２）労働者におけるガイドラインの周知・活用状況 

①ガイドラインの認知度、活用意向 

中小企業に勤める労働者に対し、ガイドラインの認知状況を尋ねたところ、治療中の病

気の有無に関わらず、「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」、

「名前は知っているが内容は知らなかった」と回答した者の割合が３割を超えていた（図

表５）。ガイドラインは主に事業場を対象としたものであり、認知度向上に向けて改善の

余地はあるものの、労働者においても一定程度の認知度があることが明らかとなった。 
また、ガイドラインを「名前は知っているが内容は知らなかった」または「知らなかっ

た」と回答した労働者のうち、「読んでみたいと思う」または「必要なときに読んでみた

いと思う」と回答した者は８割超を占めており（図表６）、労働者における治療と仕事の

両立に対する関心度の高さがうかがえた。 
 

図表５ ガイドラインの認知度（中小企業に勤める労働者） 

 

（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018 年） 

 
図表６ ガイドラインの活用意向 

 
※ガイドラインについて「名前は知っているが内容は知らなかった」または「知らなかった」 
と回答した者について集計 
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018 年） 

 
  

1.9%

4.7%

1.1%

9.1%

10.4%

8.7%

23.6%

24.2%

23.4%

65.4%

60.7%

66.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1000)

治療中の病気

がある(n=211)

治療中の病気

はない(n=789)

詳しい内容を知っていた

大まかな内容を知っていた

名前は知っているが内容は知らなかった

知らなかった

17.2% 65.2% 17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1000

読んでみたいと思う 必要なときに読んでみたいと思う

読んでみたいと思わない

6 

（２）労働者におけるガイドラインの周知・活用状況 

①ガイドラインの認知度、活用意向 

中小企業に勤める労働者に対し、ガイドラインの認知状況を尋ねたところ、治療中の病

気の有無に関わらず、「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」、

「名前は知っているが内容は知らなかった」と回答した者の割合が３割を超えていた（図

表５）。ガイドラインは主に事業場を対象としたものであり、認知度向上に向けて改善の

余地はあるものの、労働者においても一定程度の認知度があることが明らかとなった。 
また、ガイドラインを「名前は知っているが内容は知らなかった」または「知らなかっ

た」と回答した労働者のうち、「読んでみたいと思う」または「必要なときに読んでみた

いと思う」と回答した者は８割超を占めており（図表６）、労働者における治療と仕事の

両立に対する関心度の高さがうかがえた。 
 

図表５ ガイドラインの認知度（中小企業に勤める労働者） 

 

（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018 年） 

 
図表６ ガイドラインの活用意向 

 
※ガイドラインについて「名前は知っているが内容は知らなかった」または「知らなかった」 
と回答した者について集計 
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018 年） 

 
  

1.9%

4.7%

1.1%

9.1%

10.4%

8.7%

23.6%

24.2%

23.4%

65.4%

60.7%

66.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1000)

治療中の病気

がある(n=211)

治療中の病気

はない(n=789)

詳しい内容を知っていた

大まかな内容を知っていた

名前は知っているが内容は知らなかった

知らなかった

17.2% 65.2% 17.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1000

読んでみたいと思う 必要なときに読んでみたいと思う

読んでみたいと思わない

図表6　ガイドラインの活用意向

※ガイドラインについて「名前は知っているが内容は知らなかった」または「知らなかった」と回答した者について集計
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018年）



38

vol.17　2019

5．…ガイドラインの周知と両立支援の…
さらなる普及に向けた提言

　前章までに、当社が実施した調査結果をもと
に、ガイドラインの周知・活用状況の実態と課
題を報告した。本調査結果を踏まえ、以下にガ
イドラインや両立支援のさらなる普及に向けた
提言を示す。

（1）…経営者に対するガイドラインや両立支援に
関する普及啓発

　前章でも示したように、人事労務担当者にお

いてはガイドラインの認知度は一定程度あるも
のの、経営者においては認知度が低く、ガイド
ラインのさらなる周知啓発が必要であることが
示唆された。また、両立支援に関しては、現在
支援が必要な労働者がいない場合であっても、
支援を必要とする労働者が支援の申出をしやす
いよう、日ごろから環境づくりに取り組むこと
が重要であるが、経営者や人事労務担当者を対
象とした調査からは、この趣旨が十分に周知さ
れていない可能性が示唆された。
　ガイドラインの周知啓発の際には、事業者に
おいて「治療と仕事の両立が必要な労働者がい

図表7　ガイドラインへの評価

※ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知っていた」と回答した者について集計
（資料）みずほ情報総研株式会社「治療と仕事の両立に関する調査」（2018年）
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②ガイドラインへの評価 

ガイドラインについて「詳しい内容を知っていた」または「大まかな内容を知ってい

た」と回答した者に対し、ガイドラインが参考になったかどうかを尋ねたところ、「参考

になった」または「どちらかといえば参考になった」と回答した者が８割を超えていた

（図表７）。ガイドラインの内容は、労働者にとってもガイドラインは有用であることが

示唆された。 
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ないから取り組まない」ではなく、「治療と仕事
の両立が必要な労働者がいない（もしくは潜在化
している）からこそ、今、取り組む必要がある」
という認識がなされるようなアプローチが必要
であると考えられる。
　また、周知啓発の阻害要因の一つとして、相
対的に両立支援が必要な場面に遭遇しづらい中
小企業では、ガイドラインや両立支援そのもの
に対する関心が持ちづらいことがあると考えら
れる。一方で、調査結果からは、経営者の多く
が「これまでに治療を必要とする従業員はいな
かった（または退職した）」と回答していたのに
対し、人事労務担当者においてはその割合が低
いなど、経営者の認識と実態とに乖離がある可
能性が示唆された。
　実際に各企業においてどの程度両立支援の
ニーズがあるのか、それをどこまで経営者が正
確に把握しているのかに関しては、更なる調査
や分析が必要であるものの、「経営者が認識して
いる以上に、両立支援のニーズがある可能性が
ある」ことは否定できない。こうした実際と、
今後労働力の高齢化に伴い両立支援のニーズは
高まる可能性があること、労働力人口の減少に
伴い人材確保が困難になる可能性があること等
を踏まえると、中小企業においても、今後両立
支援の対応に迫られる場面が増えることが見込
まれる。
　ガイドラインや両立支援の普及啓発の際には、
こうした情報をあわせて伝えることも、経営者
に関心を持ってもらうために有用なのではない
か。

（2）…ガイドラインを活用した両立支援に備えた
環境整備の推進

　既述のとおり、両立支援は労働者からの支援
の申出が起点となるため、日ごろから、支援を
必要とする労働者が事業者に相談しやすい環境

づくりに取り組むことが重要である。具体的に
は、「事業者による基本方針等の表明と労働者へ
の周知」、「研修等による両立支援に関する意識
啓発」、「相談窓口等の明確化」「両立支援に関す
る制度・体制等の整備」などの取組が挙げられ
る。
　経営者や人事労務担当者を対象とした調査で
は、ガイドラインを知っている者の多くが参考
になったと回答していることから、こうした環
境整備にあたってガイドラインが有効であるこ
とが示唆された。これから両立支援に取り組も
うという事業者においては、ガイドラインをも
とに自社の取組状況を振り返ることも、環境整
備のための重要な一歩になるだろう。今後、国
や自治体、経済団体、医療機関などの関係者が
連携しながら、両立支援の概念やガイドライン
そのものの周知をさらに推し進めるとともに、
ガイドラインの活用方法や具体的な環境整備の
プロセスについても情報発信していくことで、
両立支援のさらなる普及の一助になるものと期
待される。

（3）…労働者に対する職場における取組やガイド
ラインに関する情報提供

　当社の調査結果によれば、労働者において治
療と仕事の両立に対する関心は高く、ガイドラ
インについても、認知度向上に向けて改善の余
地はあるものの、一定程度の認知度があり、ま
た、関心度が高い様子がうかがえた。ガイドラ
インの内容は労働者にとっても参考になるもの
であり、もしもの場合に備えて参照できるよう、
引き続き広くガイドラインの周知を行うことが
重要であると考えられる。
　一方で、労働者を対象とした調査では、勤務
先における治療と仕事の両立支援のための環境
整備の取組に関して、「ない・分からない」と回
答した者が6割超を占めていた。背景には、治



40

vol.17　2019

療と仕事の両立のために利用可能な制度の整備
が十分に進んでいない実態（6）や、環境整備が進
められている場合であっても、その内容が労働
者に周知されていない可能性があることが考え
られる（7）。このことは、労働者が支援の申出を
しづらかったり、支援が受けられないと考え、
相談を諦めてしまうといった事態を招く可能性
がある。
　今後、事業者に対しては前項（2）に挙げたよ
うな環境整備の推進を図るとともに、労働者に
対しては、職場における両立支援の取組や窓口
をあらかじめ確認しておくなど、労働者におい
ても取り組めることを情報提供していくことも、
両立支援の普及に向けて重要な取組の一つとし
て考えられる。

注
（1） 2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査
（静岡がんセンター，2013年）

（2） 厚 生 労 働 省：https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

（3） 平成26年経済センサス基礎調査をもとに、全国の
業種の構成比率に応じてサンプル数を割付

（4） 平成29年就業構造基本調査をもとに、全国の性別・
年齢別・雇用形態の構成比率に応じてサンプル数を
割付

（5） 中小企業に着目した理由としては、我が国の企業の
大半が中小規模の企業であり、また、人的・経済的
理由等により両立支援の取組が大企業に比べて困
難であり、対策の優先度が高いと考えられたためで
ある。

（6） 労働政策研究・研修機構による企業を対象とした調
査では、柔軟な働き方を支援するための制度の有無
と、各種制度がある場合に私傷病の治療や療養を目
的に利用することが可能であるかを尋ねている。当
該調査結果に基づき「制度があり」かつ「利用する
ことが可能」である割合を算出すると、「時間単位
の休暇制度・半日休暇制度」は46.5％に上るもの
の、「退職者の再雇用制度」は28.4％、「時差出勤制
度」は22.2％などに留まっている。（括弧内は公表
されている結果を基に当社が計算。）（労働政策研
究・研修機構「病気の治療と仕事の両立に関する実
態調査（企業調査）」報告書（2018年7月31日））

（7） 例えば、アフラック生命保険株式会社が実施した調
査では、働くがん患者の75％が産業医の存在を知

らないという結果が報告されており、企業等の制度
や体制が労働者に周知されておらず、有効活用され
ていない可能性が示唆されている。（アフラック生
命保険株式会社「がんと就労に関する意識調査」
（2018年11月11日））

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
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人生100年時代、高齢期に向けて準備すべきこと

～自分らしく人生の最終段階を迎えるために～
社会政策コンサルティング部

チーフコンサルタント　羽田 圭子
 みずほ情報総研株式会社は、厚生労働省の平成29年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健
健康増進等事業として、「エンドオブライフ・ケアの現状に関する調査研究」を行った。この調査
で得られた知見をベースに人生の最終段階を含む高齢期に向けて、具体的に何を準備すればよい
のかをとりまとめた。
 本稿では、エンドオブライフ・ケアを「いのちの終わりについて考える人が、最期までその人
らしく生きることができるように、いろいろなつらさに対して関わり、いのちや生活の質を高め
ることを目指すケア」と定義している。また、エンドオブライフと人生の最終段階と同義として
扱っている。
 調査結果の詳細や先進的な事例の取組等をさらに知りたい方は、下記の調査報告書をご覧いた
だきたい。
みずほ情報総研㈱平成29年度　老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「エンドオブラ
イフ・ケアの現状に関する調査研究」事業報告書
　https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/mhlw_kaigo2018.html

1．背景と目的

　わが国の死亡数は年々増加しており、2000年
時点の96万人が、2016年には130万人にまで増
加している。一方、同時期の出生数は119万人
から98万人に減少しており、わが国は既に少産
多死社会を迎えている。
　現在、市町村を中心に、高齢者本人の尊厳を
尊重しながら、最期まで住み慣れた地域での生
活を継続できるよう、2025年を目指して地域包
括ケアシステムの構築が進んでいる。しかし、
世帯の小規模化、地域におけるつながりの希薄
化、膨らみ続ける社会保障費など、高齢化をめ
ぐる見通しは厳しい。
　長寿は喜ばしいことであるが、人は加齢とと

もに心身機能や判断能力が低下し、やがて人生
の最終段階を迎える。人は自分の死を看取るこ
とはできず、誰かの手を借りなくてはならない。
弊社の調査結果から、看取り期においては、死
を目前にした本人だけでなく、家族・近親者、
介護従事者の精神的、肉体的な負担は増加し、
大きな苦しみを抱えることが明らかとなった。
人生の最終段階においては、本人だけでなく、
家族・近親者をも支えることが求められること、
また、本人、家族・近親者を支える援助者・支
援者を育成し支援することも重要であることな
どが調査から明らかとなった。
　本稿は、人生の最終段階を見据えつつ、高齢
期に向けて取り組むべきことを5点にまとめた。
なるべく多くの人が実践できることを重視して

https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/mhlw_kaigo2018.html
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まとめを行ったので、できることから実践して
いただければ幸いである。

2．…基本は高齢期のライフステージの…
円滑なシフト

　100歳以上の人は年々、増えており、今後も
増加が見込まれている。例えば、Ａ氏の25歳か
ら65歳までの40年間を想像してほしい。青年期、
壮年期、初老期のライフステージを過ごす中で、
仕事、家庭、資産形成、親の介護、趣味、生き
がい等、多忙な日々を送ってきた。Ａ氏が、65

歳でリタイヤして105歳まで生きた場合も同じ
40年間となる。リタイヤ後の40年間においても、
Ａ氏にはさまざまな変化やライフイベントが起
きることが想像できるだろう。
　長命化により、現在は、高齢期の中にも、元
気な時、虚弱期、要介護期、人生の最終段階と

いったライフステージが生じている（図表1）。年
齢によって一律にライフステージを決めること
はできないものの、心身の状態や機能が右肩下
がりに低下していくことは避けがたい。病気、
寝たきり、認知症等にならないよう、予防に取
り組むことは重要であり、効果も検証されてい
る。しかし、現実には、80代を過ぎると認知症
の発症率や要介護率は急速に高まり、医療、介
護、生活支援等を必要とするようになる。
　日常生活に支障が生じてくると、介護、医療、
生活支援、見守りなどの援助・支援が必要にな
る。家計や資産の管理運用、すまいの選択、管
理については、ライフステージを通じて、行わ
なくてはならない。認知機能や判断能力が低下
してくると、複雑な事項についての判断や意思
決定が難しくなるため、意思決定支援も必要と
なる。

図表1　高齢期のライフステージ

※みずほ情報総研にて作成
（注1） 意思決定支援のしくみとして、成年後見制度、日常生活自立支援事業、ケアマネジメント、アドバンス・ケア・プ

ランニング等がある。
（注2）♡は主に私的な活動や関係。☆は主に契約に基づいて提供されるサービス。
（注3）♡の数は高齢者自身の活動量、☆の数は高齢者が必要とする援助・支援の量をイメージしている。

日常生活に支障が生じてくると、介護、医療、生活支援、見守りなどの援助・支援が必要になる。家

計や資産の管理運用、すまいの選択、管理については、ライフステージを通じて、行わなくてはならな

い。認知機能や判断能力が低下してくると、複雑な事項についての判断や意思決定が難しくなるため、

意思決定支援も必要となる。 
高齢期の援助・支援については、ライフステージが進むにつれて質的にも量的にも変化していくが、

既にさまざまな公的、私的なサービスのしくみが整備されている。自分の心身の状態や機能を把握して、

適切な援助・支援を受け、うまくライフステージをシフトさせることで、自分の価値観やアイデンティ

ティを維持しつつ、生活の質をなるべく落とさないようにすることが可能となる。 
 
図表1 高齢期のライフステージ 

 

ライフステージ 

死亡後 
元気な時 虚弱期 要介護期

人生の 
最終段階

交流      

就労・生きがい・社会参加      

見守り ☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆☆  

生活支援・福祉サービス － ☆ ☆☆ ☆☆☆  

保健・予防 ☆☆ ☆☆ ☆ ☆  

介護・リハビリテーション － ☆ ☆☆ ☆☆☆  

医療・看護 － ☆ ☆☆ ☆☆☆  

意思決定支援（注1） ☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆  

家計、資産の管理運用 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

すまいの選択、管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

※みずほ情報総研にて作成 
（注１）意思決定支援のしくみとして、成年後見制度、日常生活自立支援事業、ケアマネジメント、 

アドバンス・ケア・プランニング等がある。 
（注２） は主に私的な活動や関係。☆は主に契約に基づいて提供されるサービス。 
（注３）※  の数は高齢者自身の活動量、☆の数は高齢者が必要とする援助・支援の量をイメージしている。 
 

３．人生の最終段階も見据え、高齢期のために取り組むべきこと 

人生の最終段階を含む高齢期について、個人としてどのような準備をしたらよいのかについて、以下

の５点にまとめた。いわゆる「終活」よりは、範囲が広いものとなっている。 
人はいつどのように死ぬかを選べないが、どう生きるかは選べる。息を引き取る瞬間まで人は生きて

いるのだから、最期まで自分らしく生きられるよう、生き方を自ら選ぶことが望まれる。 
本提言は、人生の最終段階を含む高齢期について考える人を対象としており、年齢、立場（死を目前

にした本人か、家族介護者か、高齢者を対象とする職業か等）を問わない。 
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　高齢期の援助・支援については、ライフステー
ジが進むにつれて質的にも量的にも変化してい
くが、既にさまざまな公的、私的なサービスの
しくみが整備されている。自分の心身の状態や
機能を把握して、適切な援助・支援を受け、う
まくライフステージをシフトさせることで、自
分の価値観やアイデンティティを維持しつつ、
生活の質をなるべく落とさないようにすること
が可能となる。

3．…人生の最終段階も見すえ、…
高齢期のために取り組むべきこと

　人生の最終段階を含む高齢期について、個人
としてどのような準備をしたらよいのかについ
て、以下の5点にまとめた。いわゆる「終活」よ
りは、範囲が広いものとなっている。
　人はいつどのように死ぬかを選べないが、ど
う生きるかは選べる。息を引き取る瞬間まで人
は生きているのだから、最期まで自分らしく生
きられるよう、生き方を自ら選ぶことが望まれ
る。
　本提言は、人生の最終段階を含む高齢期につ
いて考える人を対象としており、年齢、立場（死
を目前にした本人か、家族介護者か、高齢者を
対象とする職業か等）を問わない。

（1）…生きがいや人間関係を最期まで大切にしよ
う

　調査結果では、人生の最終段階における支え
手は、「家族・近親者」が突出して高かった。ま
た、「家族・近親者」「親族」は、本人の死後も
支えであったと回答する人が多かった（図表4）。
当たり前の結果だと思われるかもしれないが、
改めて人生の終わりを支える存在について考え
てみたい。
　高齢期になると、それまで仕事や趣味や社会
貢献などを生きがいとしていた人も、家族や親
族との交流を生きがいとする人が多くなる。人
とのつながりは、お金で買うことができない。
また、個人の価値観や行動によるところが大き
く、他人が代わりに行うこともできず属人的で
ある。だからこそ、最期まで残り続ける、人と
して最も重要な営みだということが改めて調査
結果からも確認されたのではないかと考える。
　本調査のインタビュー調査で、エンドオブラ
イフ・ケアの医療分野における第一人者の方が、
望まれるケアのあり方としては、「お母さんのよ
うに、自然に生活をする中で、死にゆく人に寄
り添いそばにいること」だとおっしゃっていた
ことが印象深い。
　人はみな母親から生まれる。とすれば、死ぬ
時も「母親」に見守られるように死ぬことが理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生きがいや人間関係を最期まで大切にしよう 

調査結果では、人生の最終段階における支え手は、「家族・近親者」が突出して高かった。また、「家

族・近親者」「親族」は、本人の死後も支えであったと回答する人が多かった（図表４）。当たり前の結

果だと思われるかもしれないが、改めて人生の終わりを支える存在について考えてみたい。 
高齢期になると、それまで仕事や趣味や社会貢献などを生きがいとしていた人も、家族や親族との交

流を生きがいとする人が多くなる。人とのつながりは、お金で買うことができない。また、個人の価値

観や行動によるところが大きく、他人が代わりに行うこともできず属人的である。だからこそ、最期ま

で残り続ける、人として最も重要な営みだということが改めて調査結果からも確認されたのではないか

と考える。 
本調査のインタビュー調査で、エンドオブライフ・ケアの医療分野における第一人者の方が、望まれ

るケアのあり方としては、「お母さんのように、自然に生活をする中で、死にゆく人に寄り添いそばに

いること」だとおっしゃっていたことが印象深い。 
人はみな母親から生まれる。とすれば、死ぬ時も「母親」に見守られるように死ぬことが理想的なの

かもしれない。もちろん、個々人で希望するケアは異なって良いのだが、死を目前にした本人をケアす

る側の姿勢として、傾聴に値する意見ではないだろうか。 
契約に基づく関係であれば、権利・義務は契約の範囲内にとどまり、契約が終了すれば相手は去って

いくが、母親と子どもは契約を交わしたわけではない。人の存在とは、契約を超えた人と人とのつなが

りがまず先にあると考えられる。そうしたつながりには、血縁、婚姻、愛情、友情、同窓、師弟、同僚、

地縁、知縁等のさまざまな関係がある。自身のアイデンティティと密接な関係がある人だと考えられる。 
自分の人生において、大切に思う人は誰かを考えてみてほしい。多くの場合、その人は、契約に基づ

かないが、長期にわたって、あなたのそばにいる人ではないだろうか。その人とのつながりを今後も大

切にするとともに、そうした人をさらに見つけ、つながりを強めてほしい。そのつながりが人生の最終

段階においても、お互いの支えとなるだろう。 
長命の時代となり、配偶者、子ども、友人等に先立たれて、人生の最終段階において頼れる人がいな

いという人が増えている。周囲に孤立している人がいたら、声をかけ、手をさしのべることも大切であ

る。おたがいさまの気持ちで支えあう社会づくりに向けて、一人ひとりが行動することが、ひいては自

分のためにもなるであろう。 

（２）公的なサービス等を上手に活用しよう 

現在、家族だけで高齢者の介護や世話をすることは難しくなっている。前述した高齢期のライフステ

ージをうまくシフトしていくためには、ニーズに合わせて、公的なサービス、自費サービス、ボランテ

【人生の最終段階も見すえ、高齢期のために取り組むべきこと】 

１． 生きがいや人間関係を最期まで大切にしよう 

２． 公的なサービス等を上手に活用しよう 

３． さまざまな援助・支援を活用しよう（応援団を持とう） 

４． みなで話し合って、早めに準備しよう 
（意思決定支援の制度の活用） 

５． お金の寿命も延伸させよう 
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想的なのかもしれない。もちろん、個々人で希
望するケアは異なって良いのだが、死を目前に
した本人をケアする側の姿勢として、傾聴に値
する意見ではないだろうか。
　契約に基づく関係であれば、権利・義務は契
約の範囲内にとどまり、契約が終了すれば相手
は去っていくが、母親と子どもは契約を交わし
たわけではない。人の存在とは、契約を超えた
人と人とのつながりがまず先にあると考えられ
る。そうしたつながりには、血縁、婚姻、愛情、
友情、同窓、師弟、同僚、地縁、知縁等のさま
ざまな関係がある。自身のアイデンティティと
密接な関係がある人だと考えられる。
　自分の人生において、大切に思う人は誰かを
考えてみてほしい。多くの場合、その人は、契
約に基づかないが、長期にわたって、あなたの
そばにいる人ではないだろうか。その人とのつ
ながりを今後も大切にするとともに、そうした
人をさらに見つけ、つながりを強めてほしい。
そのつながりが人生の最終段階においても、お
互いの支えとなるだろう。
　長命の時代となり、配偶者、子ども、友人等
に先立たれて、人生の最終段階において頼れる
人がいないという人が増えている。周囲に孤立
している人がいたら、声をかけ、手をさしのべ
ることも大切である。おたがいさまの気持ちで
支えあう社会づくりに向けて、一人ひとりが行
動することが、ひいては自分のためにもなるで
あろう。

（2）公的なサービス等を上手に活用しよう
　現在、家族だけで高齢者の介護や世話をする
ことは難しくなっている。前述した高齢期のラ
イフステージをうまくシフトしていくためには、
ニーズに合わせて、公的なサービス、自費サー
ビス、ボランティア等によるさまざまな援助・
支援を利用することが有効である。中でも公的

サービスは、税金や保険料が投入されるため、
自費サービスに比べ費用対効果の面などで優位
にあると考えられる。
　しかし、医療・介護・福祉・年金等の公的制
度はニーズの多様化により、高度化すると同時
に複雑化している。申請をしないとサービスを
受けられないしくみであり、事務手続きも煩雑
なことから、必要とする人が利用につながらな
いこともある。高齢期になる前に、社会保障制
度の概要と相談先を確認しておいて、必要とす
る時がきたら申請をすることが重要である。
　心身状態や生活に不安を感じた時は、本人、
家族・近親者、地域住民等は、かかりつけの医
療機関や市町村の地域包括支援センター等の公
的機関に相談することができる。必要に応じ、
ケアマネジャー、医療・介護・福祉の関係機関
につないでくれる。
　将来の病気や死期を正確に予測することは難
しいものの、人生の最終段階も、連続したライ
フステージの延長にある。本人の死後も、遺族
等には死後の事務処理や大切な人を亡くした悲
嘆（グリーフ）がふりかかる。必要とする場合は、
公的サービスをはじめとするさまざまなサービ
スを利用しながら、高齢期のライフステージを
うまくシフトさせることで、最期まで自分らし
い生活を送れる可能性を高めることができるで
あろう。

（3）…さまざまな援助・支援を活用しよう… …
（応援団を持とう）

　心身状況や判断能力が衰えてくると、本人、
家族・近親者だけで日常生活を支えることは難
しくなり、さまざまな援助や支援を必要とする
ようになる。調査結果では、約7割が医療機関
で、約1割が施設で最期を迎えており、医療・介
護従事者が大きな役割を果たしていた。医療・
介護分野以外にも、さまざまな援助者・支援者
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が関わっており、援助や支援の内容によっては、
人生の最終段階の前後も継続することが明らか
となった（図表2参照）。
　援助者・支援者をみると、生活に密着した身
近な機関が多く、人生の最終段階よりも前の段
階から本人、家族・近親者と付き合いがあるこ
とが推察される。各機関は、専門分野について
情報やノウハウを蓄積してサービスを提供して
いるため、高齢期における悩みについて、もっ
と気軽に相談をして、活用することで、本人、
家族・近親者の不安や負担を軽減することが期
待される。
　高齢期においても、それまでの関係を維持し
ながら、ライフステージを円滑にシフトしてい
くことが望ましい。近年、離れて暮らす子ども
や孫とのコミュニュケーションに携帯電話やス
マートホンを利用する高齢者が増えているが、
こうした社会的な基盤や技術も「支え」といえ
るかもしれない。

　高齢期においては、本人と家族・近親者が「主
役」となって、援助者・支援者のそれぞれの強
みや専門性を活かし、援助・支援をしてくれる
チーム、すなわち「応援団」を持つことが大切
である。

（4）…みなで話し合って、早めに準備しよう… …
（意思決定支援の制度の活用）

　調査結果では、人生の最終段階においては半
数以上の人に判断能力の低下がみられた。長命
化の時代、認知症は「万に一つ」ではなく、誰
もがなりうる病気となっている。
　現在、判断能力が低下した人を支援するしく
みとして、成年後見制度、日常生活自立支援事
業がある。成年後見制度とは、認知症高齢者、
知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が
不十分な人を、法律面や生活面で保護したり支
援したりする制度である。日常生活自立支援事
業とは、判断能力が不十分な人が地域において

図表2　高齢期のライフステージにおける援助者・支援者
図表２ 高齢期のライフステージにおける援助者・支援者 

 元気な時 虚弱期 要介護期 人生の 
最終段階 死亡後 

家族・近親者・親族（遺族） 
    

＜友人・知人・地域＞ 
・友人・知人、NPO・ボランティ

ア、各種団体、家族会・遺族会、
宗教団体 等 

     

＜民間企業・専門家・自治体＞ 
・金融機関、不動産会社、商店、

葬儀社、遺品整理会社    
・弁護士、司法書士、行政書士、

公認会計士、税理士、成年後見
人  

・自治体職員（地域包括支援セン
ターを含む）      等 

     

 

＜医療・介護従事者＞ 
・医師、看護師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、ソーシ
ャルワーカー、相談員、ケアマ
ネジャー(介護支援専門員)、介護
福祉士、ヘルパー、社会福祉士 
等 

 
 
 

    

（４）みなで話し合って、早めに準備しよう（意思決定支援の制度の活用） 

調査結果では、人生の最終段階においては半数以上の人に判断能力の低下がみられた。長命化の時代、

認知症は「万に一つ」ではなく、誰もがなりうる病気となっている。 
現在、判断能力が低下した人を支援するしくみとして、成年後見制度、日常生活自立支援事業がある。

成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な人を、法律

面や生活面で保護したり支援したりする制度である。日常生活自立支援事業とは、判断能力が不十分な

方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を

行うしくみである。しかし、現在のところ、成年後見制度、日常生活自立支援事業ともに利用率は低い。

制度への理解を促進するとともに、制度そのものを使いやすく改正する動きもあり、今後は利用が促進

される見込みである。 
また、人生の最終段階における今後の治療・療養について、患者・家族と医療・介護従事者があらか

じめ話し合う自発的なプロセスとして、アドバンス・ケア・プランニング（ACPと略）がある。国は、

2018年3月に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を改定し、ACPを
推進している。同年11月、ACPについて、愛称を「人生会議」として、11月30日（いい看取り・看取ら

れ）を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日とした。 
人生の最終段階における医療及びケアの提供については、患者のこれまでの人生観、どのような生き

方を望むかを含め、できる限り把握すること、患者と、患者が信頼できる家族等を含めて、医療・ケア

チームとの話し合いが繰り返し行われた上で、患者が意思決定を行うこととしている。その際、患者の

意思は変化しうるものであることや、患者自らが意思を伝えられない状態になる可能性があることに留

意する必要がある。現在、各地域において取組が進んでおり、今後、「人生会議」を行う人も増えてい

くであろう。 
高齢期、特に人生の最終段階においては重大かつ難しい決断を求められるようになる。判断能力が低

下していれば、意思決定のつらさはさらに増し、決断がゆらぐことも多い。本人、家族・近親者だけで

抱え込まずに、専門家や公的機関に相談して、チームとして一緒に意思決定をしてもらうことが望まし

い。自分の意思や希望を伝えるだけでなく、迷いや不安も相談しながら、選択をすることで、より良い

選択につながることが期待できる。 
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自立した生活が送れるよう、利用者との契約に
基づき、福祉サービスの利用援助等を行うしく
みである。しかし、現在のところ、成年後見制
度、日常生活自立支援事業ともに利用率は低い。
制度への理解を促進するとともに、制度そのも
のを使いやすく改正する動きもあり、今後は利
用が促進される見込みである。
　また、人生の最終段階における今後の治療・
療養について、患者・家族と医療・介護従事者
があらかじめ話し合う自発的なプロセスとして、
アドバンス・ケア・プランニング（ACPと略）が
ある。国は、2018年3月に「人生の最終段階に
おける医療の決定プロセスに関するガイドライ
ン」を改定し、ACPを推進している。同年11

月、ACPについて、愛称を「人生会議」とし
て、11月30日（いい看取り・看取られ）を「人生
会議の日」とし、人生の最終段階における医療・
ケアについて考える日とした。
　人生の最終段階における医療及びケアの提供
については、患者のこれまでの人生観、どのよ
うな生き方を望むかを含め、できる限り把握す
ること、患者と、患者が信頼できる家族等を含
めて、医療・ケアチームとの話し合いが繰り返
し行われた上で、患者が意思決定を行うことと
している。その際、患者の意思は変化しうるも
のであることや、患者自らが意思を伝えられな
い状態になる可能性があることに留意する必要
がある。現在、各地域において取組が進んでお
り、今後、「人生会議」を行う人が増えていくで
あろう。
　高齢期、特に人生の最終段階においては重大
かつ難しい決断を求められるようになる。判断
能力が低下していれば、意思決定のつらさはさ
らに増し、決断がゆらぐことも多い。本人、家
族・近親者だけで抱え込まずに、専門家や公的
機関に相談して、チームとして一緒に意思決定
をしてもらうことが望ましい。自分の意思や希

望を伝えるだけでなく、迷いや不安も相談しな
がら、選択をすることで、より良い選択につな
がることが期待できる。

（5）お金の寿命も延伸させよう
　現実的な問題として、人は生きている限り、
生活費、サービスの利用代、交際費等、さまざ
まなお金がかかる。死亡後は葬儀や埋葬費用等
が必要になる。こうした費用は、高齢者自身の
年金や資産でまかなうことが望ましく、寿命の
延伸に合わせ、お金の寿命も延伸させなくては
ならない。高齢期においてもいきいきした生活
を送り、かつ、生きている間にお金がショート
しないだけの収入や資産を確保しておく必要が
ある。
　誰もが100歳まで生きる可能性があるという
想定で、経済的な面でも具体的な備えが必要な
時代となりつつある。子どもの頃からの金融教
育、公的年金制度の整備等、国の取組はもちろ
ん重要であるが、長寿化により自助の必要性は
さらに高まっている。
　お金の管理、運用は本人の意思決定が前提と
なるが、加齢に伴い、認知機能や判断能力が低
下していくことが避けられないため、高齢者の
経済活動にかかる意思決定支援が社会的な課題
として顕在化しつつある。金融商品も、高度化
し、複雑になっている。
　一般に、専門的な相談は早い時期に行う方が、
対応の選択肢が多く、有利な選択肢を選べる可
能性が高い。一例だが、医療保険の加入には、
年齢や病気の既往歴等による制限がある。備え
は高齢期より前の若く元気なうちから、将来を
見据えて準備をすることが有効である。困って
から相談するのではなく、将来を見据えて、早
めに相談して備えをしていくことが望ましい。
　経済面の備えをしておきたい場合は、日頃か
ら取引のある金融機関、不動産業者、士業の専
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門家等と自身の希望する高齢期の過ごし方や、
収入・資産の状況・運用方法等について話し合
い、相談をしながら、具体的な準備を行うこと
が、人生100年時代においては有効な自衛策と
なる。
　一口に高齢者といっても、年齢、性別、健康
状態、収入、資産、金融取引の知識や経験、判
断能力、職業、家族、人的ネットワーク、価値
観、ライフスタイルはさまざまである。画一的
な資産寿命の延命策が通用しない時代となり、
個々人に合った対応策が求められることから、
専門家のアドバイスを参考に意思決定をするこ
とが必要となっている。
　長期的な展望に立ってお金の寿命を延伸する
こと、将来の判断能力の低下についての対応策
をとること、将来に向けての自分の意思を明確
にして具体的な対策をとること等、取り組むべ
きことは多い。

4．まとめ

　高齢期の長期化により、高齢期の中にもライ
フステージがみられるようになっている。日頃
から、誕生日や「人生会議の日」などの機会に、
家族や専門家と話し合いながら、意思決定と準
備を行い、人生観やそれまでの生き方と連続性
を保ちつつ、高齢期のライフステージを上手に
シフトしていくことが望まれる。その延長とし
て人生の最終段階を迎える、そんな人生100年
はいかがだろうか。
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〈参考〉看取りをされた50代、60代アンケート調査の主な結果

1．アンケート調査の概要
・最近10年に家族・近親者を看取った経験のある方に対するアンケート調査

調査期間 2018年1月

調査対象 インターネット調査会社のモニターのうち、50代60代の男女を対象としてスクリーニン
グ調査を実施して、最近10年に家族・近親者を看取った経験のある方1,000人を抽出し
て、本調査を行った。

有効回答数 1,000人

2．アンケート調査の主な結果
（1）亡くなられた方の続柄
・最近10年間に亡くなられた方の続柄は、回答者が50代60代ということから、「父親」が51.0％、
「母親」が44.0％と多く、次いで「おじ」、「おば」がそれぞれ2割台と親の世代が多い。一方、「夫」
1.4％、「妻」1.1％と配偶者を看取った人は少ない。

図表3　亡くなられた方の続柄

（2）援助者・支援者は時の経過で変わるが、身近な方や関係機関である
・本人や家族・近親者を支えてくれた人については、「家族・近親者」「親族」は「亡くなる2～3ヶ
月前」、「亡くなられた2～3ヶ月後」ともに支えとなり続けている。

・「医療・介護関係者」は「亡くなる2～3ヶ月前」の支援で関わる割合が高く、「亡くなられた2～
3ヶ月後」には割合が低くなっている。職種でみると、「医師」「看護師」「ケアマネジャー・施設

＜参考＞看取りをされた 50 代、60 代アンケート調査の主な結果 

１．アンケート調査の概要 

・最近 10 年に家族・近親者を看取った経験のある方に対するアンケート調査 
調査期間 2018 年 1 月 

調査対象 
インターネット調査会社のモニターのうち、50 代 60 代の男女を対象としてスクリーニ
ング調査を実施して、最近 10 年に家族・近親者を看取った経験のある方 1,000 人を抽出
して、本調査を行った。 

有効回答数 1,000 人 
 

２．アンケート調査の主な結果 

（１）亡くなられた方の続柄 

 最近 10 年間に亡くなられた方の続柄は、回答者が 50 代 60 代ということから、「父親」が 51.0％、「母
親」が 44.0％と多く、次いで「おじ」、「おば」がそれぞれ 2割台と親の世代が多い。一方、「夫」1.4％、
「妻」1.1％と配偶者を看取った人は少ない。 
 

図表３ 亡くなられた方の続柄 

 Q．どなたが亡くなられたのですか。（複数回答）

きょうだい

祖母

おい・めい

祖父

夫

妻

娘

恋人・パートナー・内縁の夫・内縁の妻

息子

孫

その他

近隣の方

父親

母親

おじ

おば

友人・同僚・知人

51.0

44.0

21.9

21.2

16.2

11.9

7.3

4.9

1.9

1.6

1.4

1.1

0.6

0.5

0.3

0.1

10.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%N=1000

 

 



49

人生100年時代、高齢期に向けて準備すべきこと ～自分らしく人生の最終段階を迎えるために～

の相談員・社会福祉士」「ホームヘルパー等の介護従事者」「病院のソーシャルワーカー」等の割
合が高く、医療・介護がチームで提供されていることがうかがえる。

・一方、「葬儀社」「宗教関係者」「弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等の専門家」
「保険会社」「銀行・郵便局等の金融機関」「不動産業者」「成年後見人」は「亡くなる2～3ヶ月前」
よりも「亡くなられた2～3ヶ月後」の方が高くなっている。

・エンドオブライフ・ケアのキーパーソンは「家族・近親者」「親族」であるが、その他、さまざま
な援助者・支援者も時期やニーズに応じて関わっていることがうかがえる。選択肢の関係機関の
多くは、生活に身近な機関である。

・エンドオブライフ・ケアだからと、新規に関係を築くのではなく、日頃からの付き合いや取引等
をベースとしたものが多いのではないかと推察される。

・成年後見人の割合は「亡くなる2～3ヶ月前」が0.1％、「亡くなられた2～3ヶ月後」が0.2％と割合
は低く、成年後見制度の利用促進が期待される。

・人生の最終段階においては、家族・近親者、親族の果たす役割が大きいが、そこに多種多様な関
係機関が関わり、支えとなっている現状が明らかとなった。

（２）援助者・支援者は時の経過で変わるが、身近な方や関係機関である 

 本人や家族・近親者を支えてくれた人については、「家族・近親者」「親族」は「亡くなる 2～3ヶ月前」、
「亡くなられた 2～3ヶ月後」ともに支えとなり続けている。 

 「医療・介護関係者」は「亡くなる 2～3ヶ月前」の支援で関わる割合が高く、「亡くなられた 2～3 ヶ
月後」には割合が低くなっている。職種でみると、「医師」「看護師」「ケアマネジャー・施設の相談員・
社会福祉士」「ホームヘルパー等の介護従事者」「病院のソーシャルワーカー」等の割合が高く、医療・
介護がチームで提供されていることがうかがえる。 

 一方、「葬儀社」「宗教関係者」「弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等の専門家」「保
険会社」「銀行・郵便局等の金融機関」「不動産業者」「成年後見人」は「亡くなる 2～3 ヶ月前」より
も「亡くなられた 2～3ヶ月後」の方が高くなっている。 

 エンドオブライフ・ケアのキーパーソンは「家族・近親者」「親族」であるが、その他、さまざまな援
助者・支援者も時期やニーズに応じて関わっていることがうかがえる。選択肢の関係機関の多くは、
生活に身近な機関である。 

 エンドオブライフ・ケアだからと、新規に関係を築くのではなく、日頃からの付き合いや取引等をベ
ースとしたものが多いのではないかと推察される。 

 成年後見人の割合は「亡くなる 2～3 ヶ月前」が 0.1％、「亡くなられた 2～3 ヶ月後」が 0.2％と割合
は低く、成年後見制度の利用促進が期待される。 

 人生の最終段階、家族・近親者、親族の果たす役割が大きいが、そこに多種多様な関係機関が関わり、
支えとなっている現状が明らかとなった。 
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（注）「支えてくれた人はいない」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない設定となっている。 
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図表4　本人が亡くなる2～3ヶ月前後の支え

（注）「支えてくれた人はいない」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない設定となっている。
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（3）判断能力の衰え
・加齢や病気等によって人の判断能力は低下していくが、人は生きている限り、複雑かつ重要な事
項について意思決定と事務処理を求められ続ける。

・判断能力についてみると、「衰えが見られた」が、「亡くなる1年前」の50.9％から、「亡くなる2～
3ヶ月前」64.5％と6割以上に上昇している。人生の最終段階においては1年以上にわたり、半数
以上の方に判断能力に衰えがみられ、本人の意思決定を支援する必要性がうかがえる。

（4） 「エンドオブライフ・ケアについて決めておいたり準備しておくとよいこと」は「終末期医療、
延命治療についての希望」など様々

・50代60代の人が「自身の最終段階について、決めておいたり準備しておくとよいこと」について
は、「終末期医療、延命治療についての希望」が53.2％と最も多い。次いで、「自身の葬儀・墓に
ついての希望」38.6％、「自身の金融資産などの処分や相続についての希望」37.7％、「自身の所
有する家・土地などの処分や相続についての希望」31.5％、「人生の最終段階を過ごす場所につい
ての希望」30.6％、「家族・近親者、友人に感謝の気持ちや希望を伝えること」28.4％、「息を引
き取る場所についての希望」18.2％など、さまざまな事柄について準備をする意向を持っている。

図表5　人生の最終段階における本人の判断能力

（３）判断能力の衰え 
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前」64.5％と 6 割以上に上昇しており、人生の最終段階においては 1 年以上にわたり、半数以上の方
に判断能力に衰えがみられ、本人の意思決定を支援する必要性がうかがえる。 
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（注） 「準備しておこうとは思わない」、「わからない・答えたくない」を選択した場合、それ以外の選択肢は選べない
設定となっている。

図表6　エンドオブライフ・ケアの充実について
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社会動向レポート

一般・療養病床の地域差を考える

社会政策コンサルティング部
研究主幹　仁科 幸一

 都道府県単位でみて、人口あたりの一般・療養病床数の格差が意外に大きいということはあま
り認識されていない。本稿では、最初に病床数の地域格差を確認し、格差の現状を多面的に追究
した。結果、都道府県間の病床格差は合理性が乏しいということが明らかになった。
 また歴史的にみると、1955年時点では地域間格差は小さかったが、その後人口減少県でも増
床が進み、病床格差は拡大した。これは、人口減少県では同時に高齢化が進展したために、総体
としての入院医療需要が堅調に推移したためと考えられる。
 人口減少県では高齢人口も減少することが予想され、高齢者人口増によって入院医療需要の下
支えられるという「高齢化ボーナス」ともいえる構図は終焉を迎えつつある。一方、高度成長期
に人口が急増した県では、今後高齢者数の急増による病床の不足が懸念される。
 国は地域ごとの地域包括ケアシステムの構築をめざしており、各地域の具体的将来像の構築が
求められている。

1．一般・療養病床数の地域差

（1）意外に大きい人口あたりの病床数の差
　図表1は2014年の都道府県別の人口10万人あ
たりの一般・療養病床数を示している。
　病床数が下位5都県は大都市圏に、上位5県は
四国地方と九州地方に集中している。病床が最
も多い高知県（2,171床）は最も少ない神奈川県
（687床）の3.2倍。都道府県によって傷病構造や
高齢化率が異なるとはいえ、この差は見逃せな
い。
　国民皆保険制度が定着しているわが国では、
医療サービスのインフラに格差があるという認
識は一般に薄いように感じられる。もちろん、
離島や山間地域に無医村があることは知られて
いるが、都道府県単位でみればそう大きな差はな
いだろう、と思われているのではないだろうか。

　本稿では、都道府県医療計画のベースとして
策定された地域医療構想の対象とされる病床で
ある一般病床と療養病床数（1）の都道府県間の差
の現状を明らかにすることを目的とする。

（2）分析にあたって
　本稿では、直近で詳細な病床数の集計結果が
入手できる2014年の「医療施設調査・病院報告」
（以下「医療施設調査」と表記）、病床の使われ
方をとらえるために「患者調査」（いずれも厚生
労働省）をおもな分析の対象とする。その際、以
下の点に留意されたい。
　第1は、医療施設調査で示される病床数は「許
可病床数」であること。許可病床数とは、医療
施設が都道府県知事から設置を許可された病床
数であるが、実際には各施設の経営方針など（2）

から、実際に患者を受け入れることができる病
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床数とは乖離がある。そのため、病床数につい
ては実態よりも過剰になっている可能性がある。
　第2の留意点は、病床の多寡や病院の病床規
模は、必ずしも医療の質とは直結していないこ
とである。病床数が極端に少ない状況は、国民
の医療へのアクセシビリティを損なうという点
で医療の質を低下させることに異論はないだろ
う。だが、どのような水準が最適であるかを定
義することは困難である。たとえば患者の入院
医療へのアクセシビリティに注目した場合、地
理的な条件は地域によって異なるため、大都市
圏の水準を単純に非都市地域に適用することは
できない。
　また、一般に病床規模の大きい病院は複数の
診療科を擁して高度急性期医療を行っている場
合が多いが、病床規模は小さくとも特定診療科
に特化して高度急性期医療を提供している病院
もある。それ以前に、高度急性期医療が医療の
質の全てではない。「医療施設調査」から得られ
るデータにはこういった限界があるため、その

結果をオーバーリーディングすることは慎まな
ければならない。

2．病床数と入院受療率には強い相関が
ある

　図表2は、2014年の都道府県別の入院受療率
（人口10万人あたりの一般・療養病床の入院患
者数）を示している。多少の順位の変動はある
が、人口10万人あたり一般・療養病床数とほぼ
同じ傾向を示している。
　図表3は、縦軸に受療率（人口10万人あたり入
院患者数）を、横軸に人口10万人あたり病床数
を、いずれも全国100とする指数にした散布図
である。これをみると、概ね病床数の多い県は
受療率も高い。両値の相関係数（R2）は0.97と高
い値を示しており、強い相関があることがわか
る。
　両者の因果関係、すなわち需要が供給を誘発
した結果か、あるいは供給が需要を誘発した結
果かをこのデータだけから断じることはできな

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

神
奈
川

埼
玉

千
葉

愛
知

東
京

滋
賀

岐
阜

宮
城

茨
城

栃
木

静
岡

三
重

長
野

新
潟

兵
庫

大
阪

沖
縄

奈
良

山
形

群
馬

全
国

山
梨

福
島

岩
手

京
都

秋
田

青
森

広
島

鳥
取

福
井

島
根

和
歌
山

富
山

岡
山

石
川

香
川

福
岡

宮
崎

愛
媛

北
海
道

佐
賀

大
分

山
口

長
崎

徳
島

熊
本

鹿
児
島

高
知

人
口

1
0
万
人
対
病
床
数

全
国

図表1　人口10万人あたり一般・療養病床数

（資料）2014年「医療施設調査」（厚生労働省）より作成
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図表2　一般・療養病床入院受療率（人口10万人あたり一般・療養入院患者数）

（資料） 2014年「患者調査」（厚生労働省）より作成

図表3　人口10万人あたり一般・療養病床の病床数と入院受療率

（資料） 2014年「患者調査」（厚生労働省）及び2014年「医療施設調査・病院報告」（厚生労働省）より作成
※1　全国を100とする指数
※2　図中の赤線は全国値
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いが、病床が多い地域は入院受療率も高い傾向
があるといえる。

3．高齢者だけが入院受療率を引き上げ
ているわけではない

　入院受療率（人口あたり患者数）の差の要因は
何だろうか。
　高齢者は若年世代に比べて入院受療率が高い。
2014年の患者調査によれば、全国で一般・療養
病床に入院している患者数は103万人、うち65

歳以上の患者数は78万人。入院患者のおよそ4

分の3は高齢者が占めている。入院受療率が高
い高齢者人口の割合が高い県で入院受療率が高
くなるのは当然のことである。それでは、高齢
者人口の割合や高齢者の受療率の高低だけが受
療率の差の背景といえるのだろうか。
　図表4は、縦軸に高齢者（65歳以上）、横軸に

非高齢者（65歳未満）の入院受療率を、いずれも
全国値を100とする指数にした各県の値を示し
た散布図である。これをみると、全国値と比較
して「高齢者の受療率だけが高い」、逆に「非高
齢者の受療率だけが高い」という県は少数派で
ある。両値の相関係数（R2）は0.72であり、比較
的高い相関がある。
　つまり、高齢者の受療率が高い県はその他の
年齢層の受療率も高い傾向があるといえる。入
院受療率の高さは、必ずしも高齢化率や高齢者
入院受療率だけの産物とは言い切れないといえ
る。

4．入院診療と外来診療の補完関係は薄
い

　病床数が少ない県では患者は外来診療を選択
し（あるいは選択を余儀なくされ）、病床数が多

図表4　年齢階層別一般・療養病床入院受療率

（資料）2014年「患者調査」（厚生労働省）より作成
※1　全国を100とする指数
※2　図中の赤線は全国値
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い県では入院する患者が多いために外来診療を
受ける患者は少なくなるという一種の補完的な
関係があると考えられる。その実態はどうなの
だろうか。
　図表5は、横軸に入院受療率、縦軸に外来受
療率を、いずれも全国値を100とする指数にし
た散布図である。前述の仮説に従えば回帰直線
は右肩下がりになるはずだが、傾きは小さいが
右肩上がりになっている。両値の相関係数（R2）
は0.22と低い。また、入院受療率と比べて外来
受療率は都道府県間の差が小さい（3）。
　つまり、病床数と相関の高い入院受療率と外
来受療率とは相関が希薄であり、入院診療と外
来診療は補完的な関係にはないといえる。

5．療養病床と住まい施設定員に補完関
係は薄い

　都道府県・市町村老人保健福祉計画の策定法
定化（4）から29年、介護保険制度の給付開始から
19年を経て、介護サービスの拡充と多様化が進
展した。ここで注目したいのが、この間に増加
したいわゆる「住まい施設」、高齢者向け施設・
居住系サービス（5）である。
　図表6は、2014年の全国ベースの住まい施設
の定員数（6）である。これをみると、定員の合計
は約130万と一般・療養病床数（122万床）を上
回っており、療養病床（34万床）の3.8倍に達して
いる。
　入院医療は、原則として常時医療施設内で医

図表5　入院受療率と外来受療率

（資料）2014年「患者調査」（厚生労働省）より作成
※1　全国を100とする指数
※2　図中の赤線は全国値
※3　一般・療養病床の受療率との整合性を確保するために、外来受療率から、主傷病が「精神及び行動の障害」（入院は主

に精神病床で対応）と歯科傷病（齲蝕（虫歯）、歯肉炎及び歯周疾患、歯の補綴）を除いた。

y = 0.1577x + 83.823
R² = 0.2153
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学的な管理を要する患者が対象である。しかし、
医学的管理の濃度は患者によって異なり、特に
療養病床の入院患者の場合、住まい施設の入所
者と状態像がオーバーラップしている入院患者
が少なからず存在する。そうであれば、療養病
床数が少ない都道府県では住まい施設がこれを
補うという補完関係がみられるという仮説が考
えられる。その実態はどうなのだろうか。
　図表7は、高齢者人口10万人あたり療養病床
数と住まい施設定員数の合計を、全国を100と
する指数で示している。これを図表1（人口10

万人あたり一般・療養病床数）と比較すると、順
位については多少の入れ替えがあるのは当然の

こととして、病床・定員数が多い県は四国・九
州地方が上位を占め、病床・定員数が少ない県
は大都市圏に集中しているという傾向に変わり
はない。ただし、最も多い県と少ない県の差は
2.2倍（一般・療養病床数は3.2倍）と小さくなっ
ている。
　図表8は、全国値を100とする高齢者10万人あ
たりの療養病床数と住まい施設定員数の散布図
である。前述の仮説に従えば回帰直線は右肩下
がりになるはずだが右肩上がりになっている。
両値の相関係数（R2）は0.03とかなり低い。
　これらの結果から、住まい施設の定員数と一
般・療養病床数との相関がみられず、病床の少

（資料）2014年「医療施設調査」、2014年「介護サービス施設・事業所調査」（いずれも厚生労働省）より作成
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1,299,914 540,995 362,175 171,191 225,553 1,222,360 882,806 339,554

構成比 100％ 42％ 28％ 13％ 17％ 100％ 72％ 28％

図表6　住まい施設の定員数と一般・療養病床数（2014年）（全国）

（資料）2014年「介護サービス施設・事業所調査」、2014年「医療施設調査」（いずれも厚生労働省）より作成
※1　介護福祉施設及び特定施設の定員数には、地域密着型施設（定員30人未満の施設）を含む
※2　介護療養病床は療養病床に含まれる

図表7　高齢者10万人あたり療養病床数及び住まい施設定員数
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なさ（多さ）を住まい施設が補うという関係には
ないことがわかる。

6．人口あたり病床数の格差は一貫して
拡大した

　図表9は、10万人あたり一般・療養病床数が
上位にある5県（徳島、高知、長崎、熊本、鹿児
島）と下位にある5県（埼玉、千葉、東京、神奈
川、愛知）について、1955年を起点として10万
人あたり一般・療養病床数、その分母である人
口、分子である病床数の推移を示している。

① 　かつては10万人あたり一般・療養病床数の
差は小さかった

　1955年の時点では、上位5県（327）と下位5県
（335）に大きな差はない。ところが1975年をみ
ると、上位5県（1,264）と下位5県（698）の差は1.8

倍、1995年には上位5県（1,969）と下位5県（884）
の差は2.2倍とさらに拡大。2014年は上位5県
（1,893）と下位5県（809）。2.3倍とわずかではあ
るが差は拡大している。

② 　上位県は人口が減少し下位県は人口が増加
した
　10万人あたり病床数の分母に相当する人口の
推移を、1955年を100とする指数でみてみよう。
　1975年は、上位5県は89に減少しているが、
下位5県は172に急増している。1995年は、上位
5県は92と横ばい、下位5県は126とそれ以前と
比べて沈静化したが上位5県に比べて増加幅が
大きい。2014年は、上位5県は85に減少してい
るのに対して、下位5県は226に増加している。
約60年の間に、上位5県は人口が15ポイント減
少しているのに対して、下位5県は2倍強に増加

図表8　高齢者10万人あたりの療養病床数と住まい施設定員数

（資料）2014年「医療施設調査」、2014年「介護サービス施設・事業所調査」（いずれも厚生労働省）より作成
※1　全国を100とする指数
※2　図中の赤線は全国値
※3　介護療養病床は療養病床に含まれる

y = 0.7306x + 34.781
R² = 0.0331
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している。

③ 　病床数は病床規制導入まで上位県も下位県
も増加した

　10万人あたり病床数の分子に相当する一般・
療養病床数の推移を、1955年を100とする指数
でみてみよう。
　1975年は上位5県343、下位5県は358と、ほ
ぼ同程度に増加している。1995年は、上位5県
は561、下位5県は542とほぼ同程度の増加であ
る。2004年は、上位5県は493に減少しているの
に対して、下位5県は546とほぼ横ばいとなって
いる。上位県も下位県も、1980年代までは人口
の動向とかかわりなく、同程度に病床が増加し

続けたことがわかる。1995年以降の動向は、都
道府県医療計画による病床規制（7）の影響である
ことはいうまでもない。

④　上位県にみられる「高齢化ボーナス」
　以上を要約すれば、人口10万人あたりの一般・
療養病床の格差は、人口の増減に関わりなく病
床が増加したことの結果といえる。そうである
ならば疑問が残る。なぜ人口が減少ないし停滞
する地域で病床が増加し続けることができたの
か。その答えは人口の高齢化にある。
　図表10は、全国の（8）入院患者の年齢別構成比
の推移を示している。1960年の時点では、入院
患者の87％は15～64歳の患者で占められ、高齢

図表9　病床数上位・下位5県の人口、病床数の推移

（資料）2014年「医療施設調査」（厚生労働省）、「国勢調査」（総務省）、「人口推計（2014年10月現在）」（総務省）より作成
※1　下位5県：埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知
※2　上位5県：徳島、高知、長崎、熊本、鹿児島

1955年 1975年 1995年 2014年

10万人あたり病床数
（下段：1955年 =100）

上位5県
327 1,264 1,996 1,893

─ 386 610 578

下位5県
335 698 884 809

─ 208 127 92

全国
345 881 1,207 1,124

─ 255 350 326

人口
（上段：10万人）
（下段：1955年 =100）

上位5県
74.5 66.2 68.5 63.5

─ 89 92 85

下位5県
191.9 329.7 394.4 433.8

─ 172 206 226

全国
900.8 1,119.4 1,255.7 1,270.8
─ 124 139 141

一般・療養病床数
（下段：1955年 =100）

上位5県
24,383 83,733 136,681 120,215

─ 343 561 493

下位5県
64,321 230,212 348,790 351,050

─ 358 542 546

全国
310,907 985,943 1,515,712 1,427,878

─ 317 488 459
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者（65歳以上）の患者は6％に過ぎない。その後、
高齢者患者の占める割合は増加し続け、2014年
には71％を占めるに至っている。高齢者の増加
が病床増加を支えたものと考えて差し支えない
だろう。
　すなわち、上位5県は高齢者の増加が入院医
療需要を支え、下位5県にあっては人口増加の
中心が若年人口であるため病床の相対的不足が
あまり意識されなかったものと考えられる。
　上位5県にみられる「人口減少下で高齢者の
増加が入院需要を支える」という構図は、「高齢
化ボーナス」ともいうべき現象である。しかし
上位5県では実数ベースで高齢者人口が減少し
つつあり、高齢化ボーナスは終焉をむかえつつ
ある。

7．病床の地域格差を考える

（1）入院医療需要は病床が喚起している
　冒頭で述べたように、人口あたりの一般・療
養病床数は、都道府県間に最大で3.2倍の格差が
存在している。問題はこうした差に合理性があ
るか否かである。

　これまでみたように、①人口あたり一般・療
養病床数と入院受療率は強い相関が見られ、②
病床の多い地域では高齢者のみならず非高齢者
の受療率も高い傾向がある。さらに、③入院受
療率と外来受療率との間に補完性はみられず、
④高齢者10万人あたりの住まい施設の定員数と
療養病床数の間にも補完性はみられない。
　以上の点から、供給（病床の多さ）が需要（入院
医療率）を喚起するという構造の存在が示唆され
る。需要に即した供給体制が存在するのではな
く、供給体制が満たされるまで需要が喚起され
るという構造は合理的なものとはいえないだろ
う。
　このようなことが生じる背景はある程度想像
することができる。患者の入院を判断するのは
個々の医師であるが、医師の判断がリスク回避
的であれば、病床にゆとりがある限り、判断は
入院に傾く。例えば患者が一人暮らしの高齢者
であり、服薬管理はもとより食事などの日常生
活に不安があれば入院を検討せざるをえず、退
院の時期も先送りされる。医療施設の経営を維
持するために一定水準の病床稼働率を維持させ

図表10　入院患者の年齢構造の推移（全国）

（資料）「患者調査」（厚生労働省）より作成
※　精神病床入院患者を含む
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ようとする判断もこれを後押しするだろう。
　逆に入院治療が必要な病態の患者が病床を上
回って存在しているのであれば、医師はより必
要性の高い患者の入院を優先させるだろう。そ
のために、訪問サービスを活用した自宅療養を、
生活維持に困難があれば住まい施設への退院を
うながすことになる。経営的にも、手術等の処
置が必要な患者の方が増収という点で有利とい
う経営的な判断もこれを後押しするだろう。
　このようなミクロレベルでの合理的な判断回
路を通じて、供給が需要を創造してしまうので
はないだろうか。

（2）高齢化ボーナスの終焉と終末期医療難民
　人口あたり一般・療養病床数上位・下位5県
の推移をみると、1955年時点では大きな差はみ
られなかったものの、その後の国民皆保険の実
現や健康保険の給付の改善による経済的アクセ
シビリティの改善を経て、上位・下位5県の格
差はほぼ一貫して拡大してきた。
　この背景として、上位5県では、高齢化ボー
ナスによって、個々の医療施設経営者は入院医
療需要の減退を体感しにくかったため、病床規
制の導入まで増床を積み重ねてきたものと考え
られる。しかし、高齢者人口が実数で減少する
ことによって、この構図は終焉をむかえつつあ
る。
　下位県では、1960年代以降に県外から流入し
た当時の若年層が後期高齢期にいたりつつある。
1960～69年に20歳で移住した者は、今年79～70

歳を迎える。人がいつどのように死を迎えるか
は誰にもわからないが、多くの場合、終末期に
医療的ケアを要し、状態像によっては入院医療
が必要になる場合が少なくないことは容易に想
像がつく。こうしたときに、適時に適切な入院
医療を受けることができるのか。これはきわめ
て深刻な問題である。対策を誤れば、終末期に

必要な入院医療を受けることができない終末期
医療難民を生じさせかねない。

（3）…地域医療構想と地域包括ケアシステムの整
備と懸念

①　対症療法は現実性がとぼしいが…
　こうした状況にいかに対応すべきか。
　最初に、最も現実性も妥当性も低い方策の問
題点を紹介しておきたい。それは、対症療法的
に、病床の多い地域の病床を減らし、病床不足
が懸念される地域で増床を図るというものであ
る。この方策の最大の問題点は財政制約である。
病床が少ない県は人口が多く、多い県は人口が
少ないため、結果的に大幅な増床をまねくこと
になるが、これに医療財政がたえられるとは考
えにくい。また、病床が多い地域で強権的に病
床を削減することは、法的妥当性（9）もさること
ながら、現存する医療施設の経営を危うくし、
地域の医療システムを崩壊させかねない。
　これに加えて見逃せないのが、終末期を入院
医療だけで支えることが妥当かという点である。
1970年代前半、年金制度が未成熟だった当時の
高齢者の経済的負担を軽減することを目的に、
全国の都道府県で老人医療費無料化政策がとら
れ、国もこれに追随した。当時の感覚からすれ
ば、介護（という言葉自体も存在しなかった）を
要する高齢者の処遇は医療施設しかないと考え
られたのであろう。しかし、入院医療は常時の
医学的管理を要する患者を治療するための施設
であって、生活の場としては好ましい環境には
ない。この結果、入院した高齢者の生活の質を
低下させてしまったことを忘れてはならない。
　対症療法的な方策がとられる可能性はきわめ
て低いことはいうまでもない。しかし、「政治は
一寸先は闇」ということばの通り、わが国でも
いくつかの条件が満たされれば、ポピュリスト
が台頭して大衆迎合的な政策を掲げ、これを国
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民が熱狂的に支持することにならないとは限ら
ない。老人医療費無料化が進められた1970年前
後の空気をわずかながら知る者としては、これ
が杞憂であることを願うばかりである。

②　地域包括ケアシステムへの期待
　こうした中で、国が推進する未来の見取り図
が、地域包括ケアシステムである。地域包括ケ
アシステムとは、厚生労働省によれば「高齢者
の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、
可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮ら
しを人生の最期まで続けることができるよう、
地域の包括的な支援・サービス提供体制」であ
り、「市町村や都道府県が、地域の自主性や主体
性に基づき、地域の特性に応じて作り上げてい
くことが必要」（10）と説明している。医療施設に
関しては、高度急性期病床から療養病床の機能
の分化をはかること、介護サービスとの一体化
をすすめることが求められている。
　抽象度が高すぎて、医療や介護が何をめざし
ているかがわかりにくいが、これには理由があ
る。医療も介護も対面サービスであるため、都
道府県よりもさらに狭い地域で展開されている。
それぞれの地域は、人口構造はもとより、世帯
構成、住民の経済的負担能力、サービス提供基
盤、基礎自治体の行政能力のいずれも多様であ
る。将来像はそうした地域の事情に即して形成
されなければ実効性がない。そのため、国が示
すことができるのはコンセプトレベルにならざ
るを得ないのである。
　病床機能の分化については、現下、全国で地
域医療構想会議が開催され、医療施設の参加を
得て、どのような医療機能の分化とネットワー
ク化をいかに進めるかが議論されている。検討
の進捗は地域によって様々であるが、必ずしも
多くの地域で順調とはいえないようだ。これま
であまり公開されたことのない地域医療に関す

るデータを共有したことの意義は大きいが、こ
れをいかにして地域の将来像や個々の施設に経
営判断に結びつけていくかついては、多くの関
係者にとっては未経験のことであり、ある程度
の試行錯誤は当然のことだろう。
　しかしながら、このようなプロセスを踏み、
地域医療の当事者の納得を形成しなければ、実
効性のある将来像の実現は期待しにくい。また、
この過程で、地域全体の医療機能を視野におい
た適正な病床数への収斂も期待されよう。
　各医療施設が、人口変動に対応した地域の未
来を見据えながら、自らのあるべき将来像を考
えることなくして、地域包括ケアシステムは現
実化しないし、個々の医療施設の存続も危うい
ものとなりかねない。医療施設の自律性が問わ
れていると筆者は考えている。

注
（1） 2001年に施行された改正医療法によって、病床の

種別は、従来の「精神、伝染症、結核、その他」か
ら、「精神、感染症、結核、療養、一般」に変更さ
れた。本稿では、それ以前のデータとの接合性を勘
案し、一般病床と療養病床の合計を「一般・療養病
床」（法改正前の「その他」に相当）と表記する。

（2） 医師や看護師の確保が困難なために入院患者の受け
入れを制限している場合、療養環境を改善するため
に6人用病室を4人用病室として運用しているよう
な場合がこれにあたる。一般に有床診療所は許可病
床数と稼動病床の差が病院と比べて大きいといわれ
ている。なお、2014年度からスタートした病床機
能報告制度では実際に患者を受け入れている病床
（稼動病床）数を把握しているが、診療所を中心に報
告を得られなかった医療施設があることと、過去年
次との比較ができないことから、本稿では利用して
いない。

（3） 最も外来受療率が高い三重県（120）は、最も低い沖
縄県（75）の1.6倍である。

（4） 1990年の老人福祉法及び老人保健法の改正によっ
て、都道府県及び市町村は老人保健福祉計画の策定
が義務化された。同計画では高齢者保健福祉サービ
スの整備目標量の記載が求められたことから、これ
を期に、介護サービスの整備が加速した。なお、同
計画は1993年度中に全国で策定された。

（5） 住まい施設には介護保険の支払対象となる介護療
養病床が含まれるが、医療法上は病床として取り扱
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われる。本稿では、介護療養病床を病床として取り
扱っている。

（6） 住まい施設の定員数は、次のサービス施設の定員数
の合計である。①介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）（地域密着型含む）、②介護老人保健施設、
③認知症高齢者グループホーム、④有料老人ホー
ム、⑤養護老人ホーム、⑥軽費老人ホーム、⑦サー
ビス付き高齢者向け住宅。④～⑦については特定施
設入所者生活介護及び地域密着型入所者生活介護
の定員数とした。なお、介護サービス施設・事業所
調査では介護福祉施設及び介護老人保健施設の定
員については都道府県で許可した定員数を都道府県
に調査し、その他の施設（③～⑦）の定員については
当該施設に調査票を送付して把握している。後者の
調査票回収率は9割前後であるため、無回答施設分
の定員が脱漏している。

（7） 1985年の医療法の改正によって、都道府県に医療
計画の策定が義務化された。従来は施設や人員の要
件を満たせば病床を開設することができたが、医療
計画で地域の医療需要等を勘案した基準病床数が
設定され、既存の病床数がこれを上回る場合は都道
府県が施設に対して病床の増床や新規開設の見合
わせを勧告できる。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くなる。都道府県
医療計画は1988年度末までに各都道府県で策定さ
れた。

（8） 患者調査が都道府県別の集計を開始したのは1984
年以降であり、それ以前は全国値のみとなってい
る。同様に患者調査の集計値の制約から、起点年次
を1960年とし、患者数は精神病床入院者も含めた
計数となっている。なお、国民の医療への経済的ア
クセシビリティを飛躍的に高めた国民皆保険の実現
は1961年4月であり、1960年はその直前の状況を示
すものといえる。

（9） 日本国憲法は私有財産制を前提としており、財産権
の侵害にあたる行政処分のハードルは高い。

（10） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-
houkatsu/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
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社会動向レポート

Start-Up…Nation
～イノベーション大国 イスラエルへの招待～

経営・IT コンサルティング部
コンサルタント　竹岡 紫陽

 本稿は近年、注目が高まっている「中東のシリコンバレー」と言われるイスラエルに焦点をあ
てる。イスラエルは900万人に満たない小国ながらGDP比ベンチャーキャピタル投資額は世界
一のイノベーション国家である。

1．イノベーション国家 イスラエル

（1）はじめに
　近年、イスラエルが「イノベーション」「テク
ノロジー」といった文脈で取り上げられる機会
が増えてきた。
　イスラエルは旧約聖書の時代から続く、豊か
な文化、歴史、あるいは遺構等が存在する国で
ある一方で、その革新的な「イノベーション」
「テクノロジー」も世界的に注目されている。イ
スラエル発の企業はこれまで、情報通信、暗号、
医療機器、自動運転などの幅広い領域で多くの
技術革新をもたらしてきた。イスラエルは「中
東のシリコンバレー」、「シリコン・ワディ」（ワ
ディはヘブライ語およびアラビア語で「枯れ川」
を意味する。）とも呼ばれる。
　筆者は2014年以降、継続的にイスラエルを訪
問し、政策・産業動向の調査を行うとともに、
日本企業とイスラエル企業とのアライアンスを
支援してきた。
　本稿ではイスラエルを訪問したことがない読
者を想定し、最新動向を踏まえつつイスラエル
に形成されているエコシステムの全体像を解説
する。
　結論を先取りすることになるが、イスラエル

は大学、研究機関、または軍の技術のスピンア
ウトが多く、技術的な優位性が高い。特に、サ
イバーセキュリティ、人工知能といった分野で
の技術力には定評がある。これらの技術領域は、
様々なものがネットワークに繋がる世界におい
て鍵となる技術である。また、ハードウェアの
イノベーションで世界を牽引してきた日本企業
と相性の良い技術領域でもある。

（2）…NASDAQ上場企業数、第2位の経済国家
　国際通貨基金（IMF）の調査（1）によると、イス
ラエルの2018年の国内総生産（GDP）は3,656億
ドルで世界34位である。GDPが近い国・地域
としてとして、香港（3,603億ドル）、デンマーク
（3,546億ドル）、シンガポール（3,466億ドル）な
どがある。一人あたり GDPで見ると、イスラ
エルは41.18千ドルなっており25位である。次
いで26位は日本であり40.11千ドルである。イ
スラエルは、人口868万人、国土面積は四国程
度の大きさ（2）ながら先進国と言える経済水準に
ある。
　イスラエル経済の力強さを物語る例の一つが、
米国の証券市場である NASDAQへの上場企業
数である。NASDAQは、海外企業の上場も多
い。2018年10月末日にNASDAQに上場してい
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る、米国以外の国の企業は中国が120社で最多
であるが、イスラエルは87社で第2位となって
いる（3）。

（3）Star-Up…Nation
　イスラエルの力強い経済を支えているのは、
起業家であり、イスラエルは「Start-Up Nation

（起業国家）」と呼ばれる。これは2009年に出版
された「Start-up Nation-The Story of Israelʼs 

economic miracle-」1がベストセラーになったこ
との影響が大きい。これによって多くの人がイ
スラエルを起業とイノベーションが盛んな国と
認識することになった。日本でも「アップル、
グーグル、マイクロソフトはなぜ、イスラエル
企業を欲しがるのか？」という邦題で2013年に
出版されているほか、世界各国の言語に翻訳さ
れている。
　イスラエルには急速に成長し続けているベン
チャー企業が多い。実際にベンチャーキャピタ
ル（VC）の投資額（GDP比率）は世界一となって
いる2。特に、シード段階への投資割合が大き
い。イスラエル企業はある程度の成長を果たす
と、米国で資金調達をする機会も多い。そのよ

うなケースはイスラエルでの資金調達に含まれ
ないため、実際にはイスラエル企業は、統計よ
りも多くのVC投資を受けていると考えられる。

2．イスラエル型エコシステム

（1）イスラエル型エコシステムの特徴
　イスラエルのイノベーションを育むエコシス
テムは、非常にユニークである。本章ではイス
ラエルが、世界で最も VC投資を集めるに至っ
たエコシステムを概観する。ユニークである所
以は、イスラエルは建国の経緯から移民が多く、
それに合わせた政策が実施されたこと、また徴
兵制による軍での人材育成システムが機能して
いること、また世界最高水準の研究機関を有し
ていることにある。

（2）…高度移民の流入とテクノロジーインキュベー
タ

　イスラエルは2018年に建国70周年を迎えた。
建国時の人口は約80万人であり、現在、その数
は10倍程度に増加しており、世界で最も急速な
人口増加を経験した国である。急速な移民増加
をもたらしたイスラエルの法的基盤は、他国に

図表1　OECD 加盟国の GDP 比率ベンチャーキャピタル投資

（出所：OECD Entrepreneurship at a Glance 2017より筆者作成）
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類を見ない。イスラエル独立宣言（1948年）の2

年後、1950年に制定された帰還法では、「すべ
てのユダヤ人は、イスラエルの地に移民をする
権利を有する」（4）と定められている。そのため、
世界中のユダヤ人がイスラエルに帰還すること
が可能になった。
　このような移民政策に加えて、イスラエルに
おける科学・技術の基盤が整ったのはソヴィエ
ト連邦（ソ連）の崩壊によるところが大きいだろ
う。ソ連崩壊に伴って、大量のユダヤ系科学者、
技術者の移民がイスラエルに流入することに
なった。この大量の高度移民の受け皿として、
またその知識の活用を目的として、産業に応用
しようとする政策が実行されている。
　それは1991年から実施されているTechnology 

Incubator Program（TIP）である。政府が認定
したインキュベータの投資に対して、政府助成
を行うもので、この政策は現在まで続けられて
いる。高いリスクを有する研究開発を推進する
政策として効果を上げてきた。また、この政策
は、イスラエルの国土全体の発展を考慮し、認
定インキュベータを1箇所に集中させるのでは
なく、複数の地域に設置した点に工夫が見られ
る。その結果として、後述するように、イスラ
エルの広くはない国土に、複数の研究開発のハ
ブとなるような地域がいくつも存在するに至っ
ている3、4、5。

（3）…Yozma-ベンチャーキャピタル産業の創出
　研究開発を推進するにあたって、TIPの他に、
重要な政策が存在している。技術への投資を行
うベンチャーキャピタルを創出するための政策
である。
　自国にベンチャーキャピタルが数社しか存在
しなかったイスラエルは1993年に Yozma（ヘブ
ライ語で Initiativeの意味）を開始した。このプ
ログラムは、政府が民間VCにLimited Partner

として出資を行うことが可能な Fund of Funds

を組成し、イスラエル国内に多くの VCを創出
しようとした政策であった6、7。
　この Yozma Programは、ドットコムバブル
崩壊前に一定の成果を出すことができたため、
イスラエルに多くの VCを創出することに成功
した。イスラエルは政策的に VC産業の創出に
成功した稀有の事例として評価されている7。そ
の後、VC投資は堅調に増加し、今日では、世
界で最もベンチャー投資が盛んな国となったの
である。

（4）イスラエル国防軍による人材育成
　イスラエルにおけるイノベーションにはイス
ラエル国防軍（IDF：Israel Defense Force）が重
要な役割を果たしている。イスラエルは、男女
問わず徴兵制を採用している。そのため、イス
ラエル人は一部の例外を除いて高校卒業後、2

年または3年の兵役に就く。このとき、厳しい
選抜試験をくぐり抜けた者は、技術開発やイン
テリジェンスを担う部隊に配属されることも多
い。例えば、世界的に知られる諜報部隊である
サイェレット・マトカル、空軍の特殊部隊であ
るシャルタグ、そしてシグナルインテリジェン
ス（信号、通信などを利用した諜報活動）を担当
する8200部隊などが代表的な部隊として知られ
ている。IDFは豊富な実戦経験と高度な技術力
で世界的な評価も高い。これらの部隊は、高卒
の人材に対して短時間で、軍事教練の他にもコ
ンピュータサイエンス、暗号理論、ハッキング
など科学・技術に関する学問を教え込んでいる。
　除隊後には、軍で培われた技術力とネットワー
クを活かして起業する者も多い。中でも、8200

部隊は、除隊後に起業する例が多いとされる。
例えば、8200部隊退役者が創業した著名な企業
として、Checkpoint Technologies、CyberArk、
Palo Alto Networksなどが挙げられる。
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（5）世界最高水準の大学
　ユダヤ人が科学の分野で強みを有しているこ
とは広く知られている。毎年のようにユダヤ人
がノーベル賞を受賞しているように、その科学
への貢献は非常に大きい。イスラエル国内にも
高い研究水準をもつ大学・研究機関が存在する。
まず、イスラエルのMITと呼ばれるテクニオン
工科大学とエルサレム・ヘブライ大学が挙げら
れる。この2つの大学はイスラエル建国よりも
古い歴史を持っており、ヘブライ大学で最初に
行われた講義はアルバート・アインシュタイン
による相対性理論であった（5）。
　この他に、テルアビブ大学およびネゲブ・ベ
ングリオン大学、そしてワイツマン科学研究所
が主要な大学・研究機関として立地している。
これらの大学は、コンピュータサイエンス、数
学、化学、バイオテクノロジー、ロボティクス
などの分野で高い評価を得ているとともに、技
術移転機関を有しており、積極的に民間への技
術移転にも取り組んでいる。

3．イノベーションの地理的広がり

（1）研究開発拠点の集積
　イスラエルのエコシステムには、多国籍企業
の研究開発拠点の立地に特徴がある。主な拠点
は、テルアビブ、ハイファ、エルサレム、そし
てネゲブである。イスラエルのベンチャー企業
は、多国籍企業に買収されることも少なくない
が、その多くが多国籍企業のイスラエル研究開
発拠点となっている。それは政府が買収後に拠
点をイスラエル外に移動させることを制限する
政策をとっているためである。これにより、現
在は300を超える研究開発拠点がイスラエル国
内に存在する。
　例えば、イスラエルで最も活発に活動してい
る企業の一つである IBMを例に取ると（6）、最初
の研究開発拠点を1949年に設立し、これまでイ

スラエル企業を15社買収している。現在、イス
ラエル国内には9の研究開発拠点を設けており、
従業員数は2,000名を超えている。

（2）…主要な拠点：テルアビブ、ハイファ、エル
サレム

　イスラエルで最も産業集積が進んでいるのが
テルアビブ地域で、テルアビブおよび隣接するヘ
ルツェリアなどが含まれる。ここに拠点をおく
多国籍企業はGoogle、Checkpoint Technologies、
Oracle、Microsoft、Ciscoなどである。また、
テクニオン工科大学があり、リサーチパークな
どが整備されているハイファには、Philips、
IBM、GE、Apple等が拠点を置いている。さら
に、エルサレムには Intel、Siemensに加えて、
イスラエル発の世界最大の後発医薬品会社であ
る TEVAが拠点をおいている。Intelに買収さ
れたMobileyeもここに拠点がある。

図表2　イスラエルの主な産業集積地点
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（3）ネゲブ - ダビィド・ベン・グリオンの夢
　これらの地域の他に近年、注目が集まってい
る地域としてネゲブのベエル・シェバがある。
ネゲブはヘブライ語で南部の意味で、イスラエ
ル国土の多くを占める砂漠地帯である。このネ
ゲブ地域で最も大きな街であるベエル・シェバ
には、先端的なリサーチパーク、大学、多国籍
企業の研究拠点、IDFの技術開発拠点、大規模
な病院が存在し、イノベーションの中核を担っ
ている。ベエル・シェバには、すでに IBM、ド
イツテレコム、DELL EMCといった世界的な
企業が研究拠点を設けている。
　産・官・学・軍の距離が、イスラエルの他の
地域よりも近い点がベエル・シェバの特徴であ
る。ベエル・シェバの駅を挟んで、ベン・グリ
オン大学、リサーチパーク、IDFの技術開発拠
点が隣接している。これまで述べてきたように、
イスラエルのエコシステムにおいては IDFの役
割、とりわけインテリジェンスユニットの除隊
者が重要な役割を果たしてきた。現在、ベエル・
シェバに位置する IDFの技術開発拠点は、8200

部隊を含むインテリジェンスユニットが立地し
ている。また、ベン・グリオン大学はサイバー
セキュリティ、ロボティクス、ライフサイエン
スなどの分野で研究水準が高いことが知られて
いる。これらの環境から、サイバーセキュリティ
を中心に多くのスタートアップが輩出されるに
至っている。ベエル・シェバは、イスラエルの
他の地域に比べてもより研究開発に特化をして
いる地域である。
　ネゲブの都市・経済開発はイスラエル政府に
とっても重要な政策テーマであり、開発助成、
減税などの多くのインセンティブを用意してい
る。このようなインセンティブに加えて、IDF

の研究開発拠点もベエル・シェバに作られた。
戦略的な取り組みによって砂漠の地に世界的な
イノベーション拠点が生まれつつある。2019年

に行われたサイバー領域のカンファレンスであ
る「Cybertech2019」でも、ベンヤミン・ネタ
ニヤフ首相がネゲブ地域のプロジェクトについ
て言及している。
　ネタニヤフ首相も推進するネゲブ地域の開発
はイスラエルの初代首相、ダビィド・ベン・グ
リオンの夢でもあった。ダビィド・ベン・グリ
オンは砂漠の開発が重要と考え多くの政策を実
行し、晩年はネゲブのキブツ（ユダヤ人の共同生
活コミュニティ）で過ごした。その墓もネゲブに
ある。ダビィド・ベン・グリオンが見た夢は、
イスラエルのイノベーションの中心地として大
きく飛躍を遂げようとしている。

4．結びにかえて

（1）イスラエル訪問のすすめ
　本稿では、イスラエルが、多くのイノベーショ
ンを生むスタートアップ国家（Start-Up Nation）
へと変貌を遂げている様子を紹介してきた。日
本からイスラエルへの投資は近年、急増してい
るが、一方でまだ訪問したことがないという人
も多いだろう。
　一度訪れてみると、これまでイスラエルとい
う国に抱いていた印象は、良い意味で裏切られ
る。テルアビブ、ハイファは地中海に面し、美

図表3　 Be’er Sheva-North 駅のプラットフォーム
から望むベエル・シェバのリサーチパーク
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しいビーチが広がっている。エルサレムでは聖
書時代からの伝統が息づいている。そして、ベ
エル・シェバでは砂漠とその開拓を目にするこ
とができる。そして、それらの場所で、多くの
革新的な技術が生まれているのである。
　産業政策の観点からも、TIPやYozmaを参考
に他国が政策を実行している。日本においても、
TIPをモデルとした政策に取り組んでいる。
　そして、イスラエル企業は、自国の市場が限
定的であることから、設立当初よりグローバル
志向が強い。世界第3位の経済規模と多くの大
企業を有する日本市場はイスラエル企業にとっ
て魅力的であり、関係構築の戦略的な優先度が
高いと聞く。また、現地のイスラエル人と話を
すると、日本は天然資源が限定されているにも
関わらず、人への投資で高度成長を成し遂げた
ことに強い共感をもち、日本を好意的に捉えて
いる一面もあり、相互の連携を促しやすい背景
がある。
　一方で、イスラエルは日本とは大きく異なる
文化を持っていることには注意したい。現地の
イスラエル企業と協業している日本人からは、
日本の調整と組織的合意形成を重んじる会社組
織との文化的な違いがよく指摘される。日本・
イスラエル間の連携には、相互の理解を深める
ためのコミュニケーションと互いの文化の尊重、
時として両者の置かれている状況に配慮して、
橋渡しする媒介役が必要になることもある。
　本稿では、近年、注目の高まる現在の革新的
なイスラエルについて紹介してきた。本稿を参
考に、最先端の技術、イノベーション、新規事
業などを所管している日本企業の担当者が、こ
れまで以上にイスラエルに興味を持ち、現地に
足を運んでいただく契機になれば幸いである。

注
（1） IMF DataMapper
 https://www.imf.org/external/datamapper/

datasets/WEO/1
（2） 外務省　イスラエル国基本データ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/israel/data.

html
（3） NASDAQ　WEBサイト
 https://www.nasdaq.com/
（4） Law of Return, Jewish Virtual Library
　　　 https://www.jewishvirtuallibrary.org/law-of-

return
（5） https://new.huji.ac.il/en/page/452
（6） Ministry of economy and trade, Israel, 〝Invest in 

Israel〟
 http://investinisrael.gov.il/resources/2017/R_

D.pdf
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技術動向レポート

非化石証書の価格に関する試行的な分析

環境エネルギー第2部
コンサルタント　中村 悠一郎

 本稿では、2018年5月より取引が始まった非化石証書の価格について、類似制度であるＪ－
クレジットの取引情報から分析を行った。国が定める非化石証書の最高及び最低入札価格は、“再
エネ電力価値”の価格と需要量に関するデータの蓄積と分析を踏まえてなされるべきである。

　2018年5月に取引が始まった非化石証書は、5

月と8月に2回入札が実施されたが、どちらも総
販売量は総販売可能量の0.01％程度にとどまっ
た。一方、2018年4月に実施されたＪ－クレジッ
トの入札販売では、再エネ発電由来Ｊ－クレジッ
ト（以下、Ｊ－クレジット）の総販売可能量約8

億 kWhに対して2倍を超える約16億 kWhの入
札があり、全量が落札された（図表1）（1）。
　非化石証書とＪ－クレジットは、法律上の位

置付けや取引形態等に違いがあるとはいえ、本
質的には電力の需要家における〝再エネ電力価
値〟の調達手段という意味で同じものと見なす
ことができる。それにも関わらず、これほどま
でに極端な違いが発生している原因の一つに、
両者の価格設定の違いがあると考えられる。非
化石証書は最低入札価格：1.3円／kWh及び最
高入札価格：4.0円／kWhと、入札価格に上限
及び下限が定められている。Ｊ－クレジットも

図表1　非化石証書とＪ－クレジットの入札結果比較

（資料）一般社団法人日本卸電力取引所 HP、Ｊ－クレジット制度 HPより筆者作成

2017年度（通年）
非化石証書取引結果
（2018年5月）

2018年度（第1回）
非化石証書取引結果
（2018年8月）

第5回
Ｊ－クレジット
入札結果

総販売可能量 約530億 kWh 約140億 kWh 約8億 kWh

総販売量 約0.05億 kWh
（約0.01％販売）

約0.02億 kWh
（約0.02％販売）

約8億 kWh
（100％販売）

総入札量 約0.05億 kWh
（約0.01％入札）

約0.02億 kWh
（約0.02％入札）

約16億 kWh
（約200％入札）

販売量加重平均価格 1.30円／kWh 1.30円／kWh 約0.86円／kWh

入札者数 26社 7社 24社
購入・落札者数 26社 7社 11社

注1：再エネ発電由来Ｊ－クレジットの結果のみ。
注2：2018年度（第1回）の非化石証書の総販売可能量は筆者推計値。
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最低入札価格（非公表）が定められてはいるもの
の、第2回以降、総販売可能量の全量が落札さ
れていることから、最低入札価格は販売量加重
平均価格を下回っていることが理解できる。つ
まり、事実上、定められていないことと等しい
状況にある。このことが両者の入札販売の結果
に違いをもたらしていると考えられる。そこで、
本稿では、両者の入札販売の結果から〝再エネ
電力価値〟に対する需要曲線を推計し、非化石
証書の価格の設定方法に関する示唆を得る。
　Ｊ－クレジット制度 HPによれば、第1回か
ら第5回までのＪ－クレジットの入札結果は図
表2の通りである。
　多くの場合、Ｊ－クレジットは事業者間の相
対にて取引が行われ、入札販売以外に指標とな
る価格情報は存在しない。このため、入札販売
に参加する事業者は、「1回前の入札結果を指標
価格とし、今回の入札販売への入札量及び入札
価格を決定する」と考えられる。つまり、図表

3のように指標価格と需要量が対応すると仮定
する。
　図表3のうち、価格と総入札量がどちらも存
在する第3回から第5回までの3セットに加え、図
表1の非化石証書の価格と総入札量の2セットの
合計5セットをサンプルとし、需要曲線を推計
する。これら5セットの散布図を図表4に示す。
　図表4からは、明らかに右下がりの関係性が
確認できる。つまり、Ｊ－クレジットや非化石
証書の価格が上昇すれば、需要量に相当する総
入札量が減少するという関係である。このよう
な関係性が現れる要因には、価格の他、それぞ
れの入札時期や法律・制度上の位置付けの違い
等、様々なものが考えられるが、詳細な要因を
分析するにはサンプル数が不足している。この
ため、本稿ではこれらの要因は考慮せず、需要
量と価格の関係だけに着目することとする。
　サンプル数として決して十分ではないが、図
表4のデータセットを用い、Ｊ－クレジットと

入札回
（実施時期）

第1回
（2016年6月）

第2回
（2017年1月）

第3回
（2017年4月）

第4回
（2018年1月）

第5回
（2018年4月）

総販売可能量 約10億 kWh 約10億 kWh 約10億 kWh 約8億 kWh 約8億 kWh

総販売量 約0.02億 kWh 約10億 kWh 約10億 kWh 約8億 kWh 約8億 kWh

総入札量 非公表 非公表 約17億 kWh 約25億 kWh 約16億 kWh

販売量
加重平均価格

約0.26
円／kWh

約0.80
円／kWh

約0.45
円／kWh

約0.86
円／kWh

約0.86
円／kWh

図表2　Ｊ－クレジットの入札結果推移

（資料）Ｊ－クレジット制度 HPより筆者作成

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
指標価格

（前回の販売量
加重平均価格）

─
約0.26
円／kWh

約0.80
円／kWh

約0.45
円／kWh

約0.86
円／kWh

今回総入札量 非公表 非公表 約17億 kWh 約25億 kWh 約16億 kWh

図表3　指標価格と総入札量の対応関係

（資料）Ｊ－クレジット制度 HPより筆者作成
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非化石証書を〝再エネ電力価値〟という1つの
商品と見なし、試行的に需要曲線を推計してみ
たい。需要量は価格の上昇に伴ってゼロに漸近
すると考えられるため、自然対数をとった価格
を説明変数として推計する。最小二乗法を用い
ることで、5つのデータセットから図表5の青線：
需要曲線が推計された。さらに、対応する価格
と需要量を乗算することで求められた売上を同
図表5の赤線：売上曲線で示している。
　価格の上昇に伴い需要量は逓減するため、売
上は上に凸の曲線を描く。これは、経済学にお
ける一般的な財・サービスの需要曲線及び売上
曲線と同様の形状である。
　2018年度から取引が開始された非化石証書は、
その売上を以て国民のFIT賦課金負担を軽減さ
せることが目的である。この目的の最大限の達
成のためには、非化石証書の売上を最大化する
ことが必要である。本稿で推計した需要曲線及
び売上曲線に従えば、0.4～0.6円／kWhの価格
帯において〝再エネ電力価値〟の売上は最大と

なる可能性が示唆された。筆者が様々な事業者
（小売電気事業者、電力の需要家等）に対して
行ったヒアリングにおいても、〝再エネ電力価
値〟に対する支払い意思額として0.5円／kWh

程度という回答が多く得られており、これと整
合する結果といえる。つまり、現行の非化石証
書の最低入札価格：1.3円／kWhは、売上の最
大化という目的に対しては高すぎるといえる。
ただし、繰り返しになるが、価格以外の変動要
因を除外し、サンプル数も少ないという前提条
件の下での推計であり、0.4～0.6円／kWhとい
う値の統計的信頼性は担保されるものではない。
　本稿では、試行的な分析ではあるものの、〝再
エネ電力価値〟に対する需要曲線を推計し、非
化石証書の価格の設定方法について検討を行っ
た。その結果、一般的な財・サービスと同様に、
〝再エネ電力価値〟についても、右下がりの需要
曲線と上に凸の売上曲線が描け、その際、売上
を最大化する価格帯は0.4～0.6円／kWh程度で
ある可能性が示唆された。今後、非化石証書の

図表4　Ｊ－クレジット及び非化石証書の価格と総入札量の散布図

※非化石証書の2回分のプロットは重なって表示されている

（資料）一般社団法人日本卸電力取引所 HP、Ｊ－クレジット制度 HPより筆者作成
第3回 第4回 第5階 2017年度 2018年度 (第1回)

価格 0.8 0.45 0.85 1.3 1.3
総入札量 17.21628 25.014 16.2 0.051557 0.022413
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価格の見直しに際しては、〝再エネ電力価値〟の
価格と需要量に関するデータを蓄積し、本稿の
ような分析を通じて、売上を最大化するような
価格設定、制度設計がなされるべきであろう。

注
（1） Ｊ－クレジットは本来〝t-CO2〟単位で取引がなさ

れるが、本稿では〝kWh〟単位で取引される非化
石証書との比較を行うため、電力の排出係数を例年
の全国平均係数とほぼ等しい0.5kg-CO2/kWhと想
定し、〝kWh〟で表記する。

図表5　“再エネ電力価値”の価格と需要量、売上の関係

（資料）筆者作成

価格 需要曲線 売上曲線
0

0.05 81.79861 4.089931
0.10 64.83258 6.483258
0.15 54.90809 8.236213
0.20 47.86655 9.57331
0.25 42.40471 10.60118
0.30 37.94206 11.38262
0.35 34.16894 11.95913
0.40 30.90052 12.36021
0.45 28.01756 12.6079
0.50 25.43868 12.71934
0.55 23.10579 12.70818
0.60 20.97603 12.58562
0.65 19.01684 12.36094
0.70 17.20291 12.04204
0.75 15.51418 11.63564
0.80 13.93449 11.14759
0.85 12.45059 10.583
0.90 11.05153 9.94638
0.95 9.728141 9.241734
1.00 8.472645 8.472645
1.05 7.278417 7.642338
1.10 6.139756 6.753731
1.15 5.051718 5.809476
1.20 4.009995 4.811994
1.25 3.010803 3.763503
1.30 2.050805 2.666046
1.35 1.127042 1.521507
1.40 0.236878 0.331629
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技術動向レポート

地球観測サービスの動向と今後の展望

情報通信研究部
コンサルタント　森 悠史

 近年、人工衛星から得られる地球観測データを利用したさまざまなサービス（地球観測サービ
ス）が展開されており、これまで宇宙とは無縁であった分野にも拡がりをみせている。本稿では、
政府や産業界の現状や動向を概観するとともに、最新事例をもとに今後を展望する。

1．宇宙産業の現状と地球観測サービス
の有望性

　地球観測サービスは、宇宙産業の一部とされ
ており、ここでは、まず、宇宙産業全体の産業
規模について述べる。
　米国の衛星産業協会（SIA：The Satellite 

Industry Association）が2018年6月に公表した
「2018 State of the Satellite Industry Report」（1）

によると、2017年における世界の宇宙経済（宇
宙産業）の規模（売上高）は3,480億ドル（当時の
為替レートで換算すると約39兆円。以下同じ。）
である。このうち、有人宇宙飛行や非軌道宇宙
船、政府支出等の非衛星産業を除く商業市場に
おける衛星産業の規模は2,686億ドル（約30兆
円）である。その内訳は衛星サービス（1,287億ド
ル、約14.5兆円）、衛星製造（155億ドル、約1.7

兆円）、打ち上げ産業（46億ドル、約0.5兆円）、
衛星通信・管制・電話設備等の地上機器（1,198

億ドル、約13兆円）となっている（図表1）。因み
に、我が国では官需と民需を併せた産業規模が、
2016年度時点で約1.2兆円である（内閣府の試
算）（2）。このうち、人工衛星（以降では単に「衛
星」という。）を用いた測位、放送・通信、地球
観測等のサービスに関連した産業である「宇宙

利用産業」が約8,000億円、衛星、ロケット、地
上設備などの製造に関連した産業である「宇宙
機器産業」が約3,500億円である。集計した時期
や集計対象に違いがある前提ではあるが、我が
国宇宙産業の世界市場における比率は3％程度
というのが現状である。
　次に、地球観測サービスの規模について述べ
る。同サービスは、前述の SIAのレポートでは
衛星サービスのひとつとして分類されており、
その規模は2016年において20億ドル（約2,200億
円）である（3）。衛星サービス全体の1％強の規模
しかないものの、ここ数年は、毎年、前年比で
プラス10％程度の成長をみせている。これは、
衛星サービスの他の産業（衛星放送、衛星通信
等）が数％しか成長していない中では、特筆すべ
き成長率であり、同レポートは、新規の競合先
やパートナーシップの出現、衛星画像によるビ
ジネスインテリジェンス製品への関心による投
資などが高成長の要因であると分析している。
　以降では、成長が著しい地球観測サービスに
ついて、技術及び事業性の双方の観点から最新
の動向及び今後の展望について述べる。まず第
2節では地球観測の基礎知識として、観測の原
理をセンサ別、計測する波長帯別に説明し、そ
れらの得失について述べる。続く第3節では地
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球観測サービス成長の要因である「観測性能の
向上」及び「データ利活用基盤のプラットフォー
ム化」について最新の動向を交えて解説する。
前者では観測機器・システムの分解能の高度化
について述べ、後者では国内外のプラットフォー
ム化の動向を紹介する。第4節では農業分野及
び金融分野の先進的な事例を紹介し、最後の第
5節において、最新動向を踏まえた上で、地球
観測サービスの今後を展望する。

2．衛星による地球観測の原理

　衛星による地球観測の最近の動向について述
べる前に、観測の原理について簡単に説明する。
因みに、地球観測といった場合、大気や降雨等
の観測も含まれるが、ここでは特に、地表を観
測する技術について、その原理を説明する。
　衛星による地表観測では、衛星に搭載したさ

まざまなセンサで地表から到来する電磁波（光）
を計測している。観測の目的や対象物によって
計測する電磁波の波長（4）が異なるため、それぞ
れの波長に適したセンサが使い分けられている
（図表2）。
　可視光及び赤外光は光学センサで計測する。
可視光（380～780nm）、近赤外光（780nm～2μ
m）、中赤外光（2～4μm）は、土地被覆（森林、
草地、裸地、コンクリート、水面等）、地物（建
造物、道路等）、植生分布、雲等の観測に用いら
れる。対象物に吸収されずに反射した太陽光を
計測することで、逆に物質に吸収された波長が
わかるため、その吸収特性から対象物の物質を
特定することができる。ただし、雲の下や夜間
の観測はできないという弱点がある。一方、遠
赤外光（4μm～1mm）は、地上や海面等の対象
物から放射される光を計測する。対象物の温度

図表1　世界の宇宙産業の規模（2017年）

産業の分類 各分類における産業規模
衛星放送、衛星通信、
衛星携帯電話、地球観
測等の衛星を利用した
サービスに係る産業

Space Economy
（宇宙経済）
約39兆円

Satellite Industry
（衛星産業）
約30兆円

Satellite Service（衛星サービス）
約14.5兆円

衛星の製造に係る産業

Satellite Manufacturing（衛星製造）
※ 政府機関や大学によって製造され
た衛星は除外
約1.7兆円

ロケットの打ち上げ
サービス、ロケットの
製造に係る産業

Launch Industry（打ち上げ産業）
約0.5兆円

地球局、衛星通信・管
制・電話設備、衛星携
帯電話端末、衛星測位
システム等に係る産業

Ground Equipment（地上機器）
約13兆円

有人宇宙飛行、非軌道
宇宙船等の衛星を利用
しない宇宙関連産業

Non-Satellite Industry（非衛星産業）
約9兆円

（資料）2018 State of the Satellite Industry Reportをもとにみずほ情報総研作成
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を計測できるため、海面、地表面、雲等の温度
の観測や火山活動の観測等に用いられる。太陽
光に依存しないため、夜間の観測が可能という
特徴がある。
　マイクロ波は1mm～1mの波長帯の電磁波で
あり、この波長帯に分類される電磁波を計測す
るセンサはマイクロ波センサと呼ばれ、能動型
と受動型がある。能動型マイクロ波センサは衛
星から地表にマイクロ波を照射し、その反射・
散乱波を受信する。波長帯は Xバンド（25.0～
37.5mm）、Cバンド（37.5～75.0mm）、Lバン
ド（150～300mm）等である。合成開口レーダー
（SAR：Synthetic Aperture Rader）は代表的な
能動型マイクロ波センサであり、地表面の凹凸
の状態を知ることができる。受動型マイクロ波
センサは、地表面から発せられるマイクロ波を
計測することで、海面や地表面の温度を観測す
ることができる。波長帯はWバンド（2.7～
4.0mm）、Kaバンド（7.5～11.5mm）、Kバンド
（11.5～16.7mm）、Xバンド、Cバンド等であ
る。遠赤外光と同じ理由で夜間の観測も可能で
ある。能動型と受動型に共通の特徴として、全
天候性という光学センサにはない長所がある。
波長の長いマイクロ波は、雲や降雨の影響を受

けずに地表を観測できるためである。

3．衛星による地球観測の最新動向

　衛星による地球観測サービス成長の要因とし
て、「観測性能の向上」及び「データ利用基盤の
プラットフォーム化」が挙げられる。以下では、
この2つの動向について事例を交えて解説する。

（1）最新動向① 〈観測性能の向上〉
　近年打ち上げられた、または今後打ち上げ計
画のある地球観測衛星の観測性能が格段に向上
している。地表観測の性能はさまざまな指標に
よって表されるが、ここでは、空間分解能、時
間分解能、波長分解能に絞って、高性能化の動
向を解説する。
　空間分解能とは、地表の物体の大きさを識別
する能力のことであり、メートル等の長さの単
位で表され、値が小さいほど分解能が高く、小
さな物体の認識や詳細な形状の観測が可能とな
る。かつては10mオーダーであったが、近年で
は欧州AIRBUS Defence & Space社のPléiades

シリーズ（5）など1m以下の分解能を持つ衛星も
登場している。因みに空間分解能と観測幅（観測
できる範囲）はトレードオフの関係にあるため、

図表2　地表観測の原理

（資料）みずほ情報総研作成

光学センサ マイクロ波センサ（能動型） マイクロ波センサ（受動型）

計測可能な
波⻑帯

可視光
近・中⾚外光 遠⾚外光 マイクロ波

（計測するバンド：X, C, L等）
マイクロ波

（計測するバンド：W, Ka, K, X, C等）

計測⽅法

観測対象
⼟地被覆（森林、草地、裸地、

ｺﾝｸﾘｰﾄ、⽔⾯等）、地物（建造物、
道路等）、植⽣分布、雲 等

海⾯・地表⾯・雲等の温度、
⽕⼭活動 等 地表⾯の凹凸 等 海⾯、地表⾯の温度 等

雲の影響 受ける
（雲の下の地表は観測困難）

受ける
（雲の下の地表は観測困難） 受けない 受けない

夜間の観測
の可否 できない できる できる できる

太陽光反射光
（可視光、近・中⾚外光）

遠⾚外光
マイクロ波 マイクロ波
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用途によっては、空間分解能はそれほど高くな
いが、観測幅が大きな衛星が選択される場合も
ある。
　時間分解能とは、同じ場所を観測する際の時
間間隔のことであり、日等の時間の単位で表さ
れる。値が小さいほど分解能が高く、観測対象
の時間変化を短い周期で捉えることができる。
かつては数日～十数日程度であったが、近年で
は、複数の衛星を協調させて運用する「衛星コ
ンステレーション」（コンステレーション
（constellation）は星座の意。）と呼ばれる技術に
よって1日という分解能を実現した米国 Planet

社（6）のようなサービスもある。
　波長分解能とは、波長の違いを識別する能力
のことであり、nm等の長さの単位で表され、値
が小さいほど観測対象の光の吸収特性を詳細に
観測することができる。欧州宇宙機関 

（ESA：European Space Agency）が運用する
Sentinel-2（7）は、地上の植生分布、土壌や水の
被覆等の陸域観測を主な目的としており、可視
光を中心に443nm～2,190nmの波長帯のうち
13波長を計測することができる。また、衛星搭
載型ではないが、約400nm～2,500nmの波長帯
を185波長で計測可能なハイパースペクトルセ
ンサHISUI（8）が、2019年に国際宇宙ステーショ
ンに搭載される計画もある。

（2）…最新動向② 〈データ利用基盤のプラット
フォーム化〉

　もうひとつの重要な動向として、データ利用
基盤のプラットフォーム化が挙げられる。
　地球観測データは官民のさまざまな機関が観
測・提供を行っており、このうち政府系機関等
が運用する衛星の観測データが無償化され始め
ている。例えば、米国航空宇宙局（NASA：
N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e 

Administration）／米国地質調査所（USGS：

United States Geological Survey）の Landsat-8
（9）、ESAの Sentinel-2、経済産業省等により提
供される ASTER（10）等は無償である。しかし、
無償化だけでは利用者数は必ずしも伸びない。
データの形式を揃え、提供機関を跨ったデータ
解析を容易にするなど、利用者側の視点に立っ
たサービスの提供が必要である。そこで登場し
たのが、地球観測データの利用を促進する「プ
ラットフォーム」である。
　メガプラットフォーマと呼ばれる Amazon社
やGoogle社は、それぞれ「Earth on AWS」（11）、
「Google Earth Engine」（12）という名のプラット
フォームを提供しており、Landsat-8、Sentinel-2

等の地球観測データの利用が可能である。特徴
的なのは、地球観測データだけではなく、地球
観測データと建物や道路等の地物のラベルが
セットになった機械学習用のデータセットや数
値標高モデル（DEM：Digital Elevation Model）
等もプラットフォームから取得できる点である。
また、データ解析に必要な機械学習用のツール
も用意されており、大容量のデータをダウンロー
ドせずにクラウド上でデータ解析を行える点も
利用者の利便性向上に貢献している。
　一方、国内では、国立研究開発法人宇宙航空
研究開発機構（JAXA）の「G-Portal（衛星データ
提供システム）」（13）、内閣府の「衛星データ利
用促進プラットフォーム）」（14）、文部科学省の
「DIASデータ統合・解析システム」（15）、国立
研究開発法人産業技術総合研究所の「MADAS

（衛星データ検索システム）」（16）等がプラット
フォーム上で一部のデータを無償提供している
が、利用は研究目的に限られている。こうした
中、経済産業省は、産業利用目的としては日本
初となる地球観測データ提供用のプラット
フォーム「Tellus（テルース）」（17）の構築をさ
くらインターネット株式会社に委託し、整備を
始めた。また、Tellusの開発及び新規企業の参
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入によるデータの利用促進等を目的として、当
社を含むさまざまな分野の21組織が参画するア
ライアンス「xData Alliance」が発足した。Tellus

は、β版が2018年12月に、正式版が2019年2月
にリリースされ、光学センサ及びマイクロ波セ
ンサで観測されたデータの提供が予定されてい
る。また、利用促進を図るための情報発信、宇
宙分野へのデータサイエンティストの参画を図
るためのコンテスト、データ解析を行うための
ツール群、さらにはユーザが作成したツールを
販売するための仕組みも提供される予定である。

4．地球観測サービスの最新事例

　地球観測サービスの最新事例を紹介する。従
来からデータの活用に積極的だった分野の事例
として、農業分野の事例を取り上げる。また、
新しい活用方法を試みている事例として金融分
野、特に投資及び保険分野の事例を紹介する。

（1）農業分野
　地球観測データは、広域かつ定期的なデータ
取得が可能であるため、大規模な土地の管理に
有効であり、農業分野では従来からデータの利
用に積極的であった。
　例えば、米の生産においては、圃場ごとに生
育状況が異なるため、複数の圃場にわたって品
質を保つことは容易ではない。地方独立行政法
人青森県産業技術センターは、青森県のブラン
ド米である「青天の霹靂」を高品質な状態で収
穫するために、可視光及び近赤外光で計測した
地球観測データを利用している（18）。まず、稲が
緑色から黄色に変化する様子を SPOT6衛星（19）

の約650nmの可視光等で計測し、適切な収穫時
期を推定している。また、米の食味に影響を与
える蛋白質含有率を同じく SPOT6衛星の約
550nmの可視光と約830nmの近赤外光で計測
している。蛋白質含有率は低いと食味が上がり、

粘り気のあるおいしい米に仕上がる。この含有
率を下げるためには肥料の量を減らす必要があ
ることから、含有率が高い水田には肥料の量を
減らすよう助言している。さらに、土壌の肥沃
度（黒い方が高い）を RapidEye衛星（20）の約
650nm及び約710nmの可視光で計測し、おい
しい米の生産に適した水田の特定に利用してい
る。

（2）金融（投資・保険）分野
　金融分野における地球観測データの利用は新
しい試みである。
　米国 Orbital Insight社は、米国 Planet社が
運用する衛星コンステレーションである Dove

が撮影した石油タンクの画像データを用いて、
世界中の石油備蓄量を推計している（21）。石油タ
ンクは備蓄量により浮き蓋の高さが変動し、そ
の高さに応じて蓋に生じる影の大きさが変化す
る。画像データから、その影の大きさを計測し
て浮き蓋の高さを推定し、備蓄量を推定してい
る。同社はこの技術を、エネルギー関連企業、
各国政府、投資家等に対して石油の受給ステー
タスを通知する情報サービスに発展させている。
　損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、干ば
つや洪水等の極端な気候変動が生じた場合に、
地球観測データから得られる情報をもとに農家
に対して損害保険金を支払う「天候インデック
ス保険」（22）のパイロットプロジェクトをミャン
マーで開始した（23）。天候インデックス保険が従
来の農業保険と異なるのは、損害と関係がある
天候指標（気温や降水量など）を定め、それが事
前に定めた条件を満たした場合に定額の保険金
が支払われる点である。実際の損害とは関係な
く、天候指標ベースでの保険金支払いとなるた
め、保険金支払いの際に損害調査を要しないこ
とから、運用コストを安くでき、結果として保
険料を安くできるメリットがある。この事例で



79

地球観測サービスの動向と今後の展望…

は、天候指標として、JAXAの「衛星全球降水
マップ」（GSMaP：Global Satellite Mapping of 

Precipitation）の降雨強度（単位はmm／時間）
が用いられている。

5．今後の展望

　これまで、地球観測データの利用は研究用途
が主であったが、データの質と量が向上したこ
と及びプラットフォーム化が進展したことで、
産業利用が拡大する可能性が出てきた。特に、
金融分野等のこれまで地球観測データとは馴染
みの薄かった分野での活用が急速に発展する気
配を見せている。
　今後、技術面では、最先端の画像等の処理技
術による地球観測データ自体の加工技術の向上
や人工知能・機械学習等の適用による地球観測
データ以外のデータとの連携による高付加価値
化が進展すると考えられる。また、プラット
フォーム化によって資本力の弱い個人やベン
チャー企業の参入が以前よりも容易になってお
り、スマートフォンのアプリのように、アイデ
アひとつで事業を起こすことが可能になると考
えられる。
　地球観測という、かつては国家レベルでしか
行えなかった壮大なプロジェクトが、個人レベ
ルで実現できるようになったことは、多くの人々
の興味や想像力を掻き立て、驚くようなサービ
スが登場するものと期待される。

注
（1） 2018 State of the Satellite Industry
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