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少子高齢化社会への備えはできているのか 

～持続可能な社会システムへの転換に向けて～ 

北海道大学公共政策大学院教授 蛯子 准吏 
 

政府より最新の人口推計が発表された。初めて総人口の４人に１人が 65 歳以上の高齢者となり、世

代別人口のボリュームゾーンである団塊世代の老年化の影響により今後数年で高齢者人口の比率は更

に大幅に増加する見込みである。あらゆる意味で高齢者の存在感が高まる高齢化社会が急速に進展して

いる。今年 65 歳以上となった団塊世代と言われる 1948 年生まれの人々は、どのような社会を生きてき

たのだろうか。２歳になった 1950 年の総人口は 8400 万人であり、高齢者の割合は 20 人１人と非常に

低い一方、14 歳以下の年少人口は約 3000 万人と全体の 35％程を占めている。総人口はその後急速に

増加し、35 年後の 1985 年には 1 億 2000 万人を越えるが高齢者の割合は 10 人に１人と少なく、第二

次ベビーブームの影響もあり年少人口も 2600 万人と総人口の２割を越えている。その後、人口はほぼ

横ばいとなるとともに高齢者の割合が急上昇するが、社会保障負担も少なく、総じて人口ボーナスの恩

恵を充分に享受できた世代であったと整理される。 
一方、今年生まれた新生児が暮らす日本は、どのような姿になるのであろうか。国立社会保障・人口

問題研究所の中位推計（出生率を 1.35 と仮定）によると、いわゆる新卒者として社会人になる 22 年後

の 2035 年には総人口は約 1600 万人減少する一方、３人に１人が 65 歳以上となる。その後も総人口の

減少と高齢化人口の増加は続き、35 年後の 2048 年には総人口が１億人を切り、47 年後の 2060 年には

総人口は 8700 万人と現在より 4000 万人減少し４割が高齢者となるとともに、年少人口は全体の 800
万人と全体の１割に満たず現在の半数以下となる見込みである。今後 50 年ほどで、65 年前と同じ人口

へと急速に減少する一方で人と社会資本の高齢化に伴う負担が増す人口オーナス期を、生涯を通じて過

ごすこととなる。 
人口推計は、唯一と言って良い正確な未来予測である。次世代の子どもたちは、確実に縮小する経済

社会環境の中で、過去に例を見ない先人達の負債を背負い暮らすことになる。新たな技術開発等により、

負債を上回る成長を実現することが期待されるが、高齢化社会の構造そのものを変革することはできな

い。高齢化に対応した持続可能な社会の実現に向け、新たな社会制度（システム）を現役世代が責任を

もって構築する必要がある。その基本的な方向性は何か。以下の３つの視点を提言したい。第一に、こ

れ以上負の遺産を残さないよう戦後一貫して続いてきた増分主義から脱却し、持続可能性を第一義とす

る社会構造へと転換することである。増分主義が政治メカニズムに起因するものであれば、将来世代の

意見を反映できるよう選挙制度も含め関連制度を見直すことが求められる。高齢者を一律に弱者と捉え

る現行制度の考え方も大きく見直す必要があろう。第二に経済社会活動の軸足を従前以上に国内から世

界へと移す事である。前述の通り新生児が現在の半数以下になる社会において、経済成長の中心を従来

型の内需に置くことは人口比率を考慮すると限界がある。世界の成長を自国に取り込むため、税制も含

め日本が魅力的な投資先になるようにするとともに、規模を問わず全ての産業を対象に経済活動のグロ

ーバル化を促進する必要があろう。第三に教育の充実強化である。人口が増加する高度成長期において

は、社会資本整備が乗数効果を極大化する有効な方策であったが、知識情報化社会が本格的に到来した

現代においては、個々人の知力こそが競争の源泉であり「知」の力が国力を大きく左右する。「知」を

創造する人材こそが最も重要な社会資本であり、教育の充実強化が今後の我が国の針路を決定すると言

っても過言ではない。現役世代、将来世代を通じ、世界最先端の知識情報化社会の構築に向け、教育の

充実強化を図る必要があろう。

羅羅針針盤盤  
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三セク等改革推進債延長問題・研究会中間まとめ 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

 
1.はじめに 
 9 月 17 日、総務省「三セクター等のあり方に関する研究会」は、地方財政法により 2013 年度（平

成 25 年度）で期限切れとなる第三セクター等改革推進債の起債期限について経過措置を設けるこ

とを内容とする中間まとめを提示した。本中間まとめは、第三セクター等の抜本的改革に関する今

後の基本的方向性を示した内容であり、具体的内容の検討・整理は総務省と内閣法制局等による地

方財政法の改正案作成作業に委ねられる。以下では、中間まとめの内容と地方財政法改正に向けた

今後の検討課題について整理する。なお、中間まとめの概要等については新地方自治フォーラム「新

地方自治ニュース 2013 年 12 号」、「PPP ニュース 2013 年 12 号」参照。 
 
2.中間まとめ 
 「第三セクター等の抜本的改革の評価と今後の課題等について（中間まとめ）」（以下「中間まとめ」） 
の内容は以下のとおりである。但し、添付資料・注記等は省略。 
 

 
1.はじめに 
地方公営企業、地方公社及び第三セクター（以下「第三セクター等」という。）は、地域において住

民の暮らしを支える重要な役割を担っている一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の

財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。このため、総務省においては、平成 21 年度から平成 25
年度までの間に、第三セクター等の存廃を含めた抜本的改革（注記参照）を集中的に推進しているとこ

ろである。（資料１参照） 
平成 25 年度をもって第三セクター等の抜本的改革を集中的に推進する期間は終了するが、住民サー

ビスや地域活性化の担い手である第三セクター等が今後とも求められる役割を十分に果たすためには、

平成 26 年度以降も引き続き第三セクター等の経営健全化に取り組むことが必要である。 
「第三セクター等のあり方に関する研究会」（以下「本研究会」という。）は、平成 25 年 7 月の発足

以降、このような基本認識に立ち、第三セクター等の抜本的改革についての評価・分析を行うとともに、

それを踏まえた平成 26 年度以降の第三セクター等のあり方についての検討を行ってきた。今般、本研

究会としての基本的な考え方を明確にし、今後更に講ずべき措置等についての検討を深めるために、こ

れまでの議論・研究において整理された第三セクター等の抜本的改革についての評価・分析に係る論点

について、中間的な取りまとめを行うものである。 
 

２．第三セクター等の抜本的改革の評価・分析 
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下「財政健全化法」という。）の全面施行等を契機

として、総務省が平成 21 年度より推進している第三セクター等の抜本的改革は、平成 25 年９月現在に

おいて、全国的には相当程度の進捗が見られる。（資料２参照） 
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第三セクター等の抜本的改革が進捗した理由としては、各地方公共団体が財政健全化法の施行を踏ま

え、議会・住民への情報開示や監査制度の活用を進めながら、真摯な取組を進めて来たことがまず第一

に挙げられる。また、第三セクター等の抜本的改革を行うための手段として、地方財政法の改正により

時限的に措置された特例措置である第三セクター等改革推進債が、有効に活用されてきていることも挙

げられる。一方で、第三セクター等に対して行う損失補償・債務保証や貸付金等が、未だに相当の規模

にのぼる地方公共団体も依然として存在している。また、これまでに第三セクター等の抜本的改革に着

手しながら、何らかの事情により平成 26 年３月末までに整理・再生を行うことができない地方公共団

体や、第三セクター等に係る多大な財政的なリスクを抱え、抜本的改革に取り組むことが必要であると

思われるにも関わらず、未だに取り組んでいない地方公共団体も散見されるところである。 
 

３．第三セクター等の抜本的改革への対応 
現在推進している第三セクター等の抜本的改革は、５年間で集中的に行うものとして開始され、全国

的には相当程度の成果を挙げてきた。このような経緯や状況を踏まえれば、全国的な抜本的改革の推進

については、当初の予定通り平成 26 年３月末までで一区切りとすることが適当であると考えられる。 
これに伴い、第三セクター等の抜本的改革を行うための手段として、時限的に措置された特例措置で

ある第三セクター等改革推進債についても、延長は行わないことが妥当である。ただし、第三セクター

等の抜本的改革は、多数の関係者との調整が必要となるため、着手から完了（第三セクター等の整理・

再生）までに予想を上回る時間を必要とする場合がある。このことを踏まえれば、経営が悪化している

等の状況にあり、多額の損失補償・債務保証や貸付けを行っている第三セクター等について、抜本的改

革に着手していながら何らかの事情により平成 26 年３月末までに抜本的改革を完了させることが間に

合わなかった地方公共団体に対しては、必要最低限の経過措置を特例的に講じることもやむを得ないも

のと考えられる。 
 
４．今後の課題 

今後、公益性と企業性を併せ持つ第三セクター等が地域において求められる役割は、これまで以上に

重要性を増すことが見込まれる。こうした中で、第三セクター等が求められる役割を継続的に果たすこ

とができるようにするため、各地方公共団体は、全国的に第三セクター等の抜本的改革を集中的に推進

する期間が終了した後の平成 26 年４月以降においても、自らの判断と責任において第三セクター等の

経営健全化に取り組むことが必要である。このような観点から、本研究会において今後更に検討するべ

き課題としては、以下のような点が挙げられる。 
 ①地方公共団体に対して行うべき支援 
各地方公共団体は自らの判断と責任において第三セクター等の経営健全化に取り組むことが必要で

ある。特に、未だに第三セクター等に係る財政的なリスクを正確に把握していない地方公共団体や第三

セクター等に係る財政的なリスクが潜在的に極めて高い水準に達している地方公共団体にあっては、速

やかに抜本的改革を含む取組、具体的には、第三セクター等に係る財政的なリスクを正確に把握し、そ

れに対応する適切な措置を講じることが必要であると考えられる。その際、総務省においては、各地方

公共団体の抜本的改革を含む経営健全化の取組を円滑化するために、継続的に必要な支援を行うことが

望まれる。本研究会としてこのことを踏まえて、抜本的改革を含む経営健全化に取り組むべき地方公共

団体に対して、どのような支援を行うことが適切であるのか検討を行い、その結果を取りまとめること

とする。  
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②第三セクター等の活用 
現在、公益性と企業性を併せ持つ第三セクター等は、地域の活性化や住民サービスの維持等において

大きな役割を果たしている。例えば、第三セクター等が地域の産業や雇用の維持に役割を果たしている

例や都市部において都市再開発の主体として活動している例、地域における PFI 推進の中で事業の担い

手となっている例が見受けられるところである。 
総務省においても、人口減少・少子高齢化の進行や地域経済の疲弊、インフラの老朽化の急速な進展、

防災・減災の必要性の高まりをはじめとする現下の社会経済情勢等を踏まえ、第三セクター等について、

経営健全化の取組を進めつつ、各地域において必要な役割を果たすことを求めている。 
本研究会として、このような状況を踏まえて、第三セクター等が地域において果たすべき役割、それ

を果たすために有効な手法、留意点等について検討を行い、その結果を取りまとめることとする。 
なお、第三セクター等の経営悪化により地方公共団体が多額の負担を負うという過ちを繰り返さない

ようにすることも重要であることから、必要な留意点等についてもあわせて検討を行うこととする。 
第三セクター等の抜本的改革第三セクター等が行っている事業そのものの意義（必要性・公益性（行

政目的との一致）等）、採算性等について改めて検討を行い、事業継続の是非や事業手法の選択につい

て、第三セクター等の存廃を含めて判断すること。また、検討の結果、第三セクター等が引き続き事業

を行う場合であっても、経営健全化に取り組むことが必要。 
 

 
3.法制化等に向けた今後の主な検討課題 
研究会中間報告は、以上のように、①第三セクター等改革推進債の時限立法措置である 2014 年度限

りの期限自体は変更せず、経過措置を設けることで対処すること、②第三セクター等について一段の健

全化に向けた取り組みを強化し同じ失敗を繰り返さないこと、③第三セクターの地域活性化に向けた新

たな活用を検討すること、を柱としている。その中で中間報告を受けた地方財政法改正等に向けた検討

課題、そして研究会自体の今後の主な検討課題について整理する。 
 第 1 は、「必要最低限の経過措置」の内容の具体化である。地方財政法は、第三セクター等の集中改

革期間を 5 年間と設定し、第三セクター等改革推進債の起債を認めてきた。これを踏まえれば、第三セ

クター等改革推進債の起債を認める必要最低限の経過措置の期間は 5 年間未満の 2-3 年間程度で設定し、

スピード感を持って改革を進めることが基本となる。一方で、中間まとめにおいて経過措置を設けてい

る理由として、林業公社をはじめとした多様な利害関係の存在等抜本的改革に時間を要することを指摘

しており、法制化においては両者の整合性を具体的に図る必要がある。とくに、林業公社では地権者の

関係が多様化・輻輳化し権利関係の整理だけでも法的な対処に時間を要する等の課題も存在する。こう

した事情を考慮しつつも、経過措置の期限を明確化して規律を持って対処することが前提となる。なお、

本経過措置については、5 年間の集中改革期間内に第三セクター等の改革に積極的に取り組んだ地方自

治体との政策的整合性の確保が重要となる。さらに、期間の設定に加え、地方交付税等による現行の支

援措置のあり方も課題となる。 
 第 2 は、経過措置の対象となる「第三セクター等の抜本的改革に着手しながら、何らかの事情により

平成 26 年 3 月末までに整理・再生できない地方公共団体」について、「着手」の意味を明確化すること

である。着手の意味を不明確にすることは、経過措置の意味を低下させるほか、先行して抜本的改革に

取り組んできた地方自治体との整合性も問題となる。但し、第三セクター等改革推進債制度の目的は、

地方財政の健全化にある。したがって、「着手」の意味を厳格に設定し経過措置の間口を狭く設定する
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のではなく、幅広に捉えてより多くの地方自治体が抜本的改革に取り組めるようにすることが適切であ

る。その際には、経過措置の設定期間・内容によるガバナンスの明確化が不可欠であり、それがないと

抜本的改革自体が空洞化する危険性がある。 
 第 3 は、総務省の 2014 年度以降の支援措置の明確化である。中間まとめでは、「具体的には、第三セ

クター等に係る財政的なリスクを正確に把握し、それに対応する適切な措置を講じることが必要である

と考えられる。その際、総務省においては、各地方公共団体の抜本的改革を含む経営健全化の取組を円

滑化するために、継続的に必要な支援を行うことが望まれる。」としている。第三セクター等の改革に

おいて、地方自治体が必ずしも適切にリスクを把握し配分する体制を構築できず、過剰なリスクを地方

自治体側が最終的に負担する結果となった事例も少なくない。こうした事例から、地方自治体がリスク

を把握しそれに基づき自らリスクに対して対応できる意思決定の体力の構築が必要であり、総務省が積

極的にガイドラインを作成し、助言や情報提供等と共に普及させる取り組みが重要となる。今回の抜本

的改革に際しても第三セクターの経営に関する採算性・事業性等を軸にするガイドラインが提示されて

いる。しかし、現在、抜本的改革への取り組みが必要となっている残された第三セクターの実態は一層

複雑であると共に、今後の第三セクターの新たな活用に対しても、従来同様の問題が生じないようガバ

ナンス構造の新たな構築が必要となる。なお、土地開発公社や林業公社等はその借入金に対して地方自

治体が債務保証等の措置をとることが基本となっており、こうした構造に対するガバナンスのあり方を

検討することも必要である。 
 第 4 は、財政健全化制度との関係である。第三セクター等改革推進債制度は、地方自治体の財政健全

化制度の導入と共に設けられている。しかし、短期借入金の状況など現行の財政健全化指標で第三セク

ター等を抱える地方自治体の課題が全て明確化されている現状にはない。財政健全化指標の機能自体の

充実に向けて、第三セクター等の財務実態が住民に対して今まで以上に地方自治体が自主的に開示でき

る制度の検討も必要である。研究会資料では、地方自治体が行う損失補償・債務保証等と短期借入金の

合計が当該地方自治体の実質公債費比率早期健全化基準を超える水準に達する第三セクターが全国で

196 法人存在していることが示されている。こうした第三セクターの実態の明確化等に一層取り組むこ

とが不可欠である。それは、経営的な赤字・黒字の結果だけでなく、展開する事業の性格において採算

性や事業性を持つ第三セクター等の形態が適切であるか等今後の活用を考えるに際しても極めて重要

な点となるからである。 
 第 5 は、第三セクター等の今後の活用の手法と留意点の検討である。中間まとめでは、「人口減少・

少子高齢化の進行や地域経済の疲弊、インフラの老朽化の急速な進展、防災・減災の必要性の高まりを

はじめとする現下の社会経済情勢等を踏まえ、第三セクター等について、経営健全化の取組を進めつつ、

各地域において必要な役割を果たすことを求めている。」としている。第三セクター等の抜本的改革の

意義、第三セクター等が行っている事業そのものの意義（必要性・公益性（行政目的との一致）等）、

採算性等について改めて検討を行い、事業継続の是非や事業手法の選択について、第三セクター等の存

廃を含めて判断することが必要であり、積極的活用の手法と同様の問題を繰り返さないための新たなガ

バナンス構造の明確化の検討が研究会においても重要となっている。 
以上を踏まえ、2014 年度以降の法制度や政策形成に反映して行くことが求められており、研究会と

しての年末・年始を目指した議論の積み重ねが必要となっている。 
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NPM から NPG の視点 

                     北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

政策を形成し実行する重要な主体としての国・地方自治体に関連し、1970 年代までは政治・行政の

枠組みの中で制度や前例を重視し統治するいわゆる「行政管理型」の統治体系が重視されていた。しか

し、この行政管理型統治体系が経済社会の成熟化と共に硬直化を進め、政策の質と財政規律等に大きな

影響をもたらしたことは周知のとおりである。その後、こうした問題点の克服に向けて先進国を中心と

する大きな政府への反省と財政危機の重なりから、1980 年代以降はいわゆる「NPM(New Public 
Management)」の理論が国・地方自治体の統治体系として重視する流れが強まったことは記憶に新し

い。そこでは、新自由主義の下で成果主義、市場メカニズム、そして顧客主義などが重視され、民間化

政策と共に小さい政府を目指す流れが中心となった。 
そして、2000 年頃から新自由主義による市場メカニズム重視の流れがもたらした様々なデメリット

が指摘されそれを克服しつつ、市場だけでなく住民参加等民主的手続きを組み込む中で国や地方自治体

の政策や公共サービスを形成し展開することを基本とする「NPS(New Public Service)」の流れが生じ

る。この NPS では住民、地縁団体たる自治会、NPO 組織など多様な主体が異なる価値観の下で参加し

民主的な決定を展開することを基本とする。NPM は新自由主義の下でスリム化・効率化の改革を優先

し、公共サービスのうちクラブ財やコモンプール財等の準公共サービス財を中心にエージェンシー（独

立行政法人）や民間などが担う官から民への取組みを基本としてきた。こうしたスリム化・効率化の努

力は、先進国の高齢化による社会保障関係費の増大等により財政の健全化には財政赤字の抑制は果たし

たものの限定的な効果しかもたらさなかったことに加え、公共サービスの質の低下等に対する検証を要

する課題も抱えるに至ったことは否定できない。NPS は以上の課題を克服するためにスリム化・効率化

を最優先とするのではなく、民主的な政策決定を重視し公共サービスの在り方を役割と責任を分担しつ

つ議論するものである。こうした NPS を一歩進め国や地方自治体が住民等とネットワークを形成し公

共サービスだけでなく財政等も含めた広範な政策意思決定を行うことを重視する「NPG(New Public 
Governance)」のガバナンス議論である。地方自治体等は民主的政策決定を重視し、住民参加等官民協

働のネットワークの機能によって集団的繋がりにおいて意思決定等が行われる仕組みである。 
ネットワークとは、節と経路からなる流れを意味する。節と節をつなげる経路が如何なる連絡体系で

つくられるかにより、その性格が異なるものとなる。加えて、経路の性格は節たる主体の体質にも影響

を与える。たとえば、縦型ネットワークは、節相互が標準化と階層化による経路で結ばれ、一定の目的

に向かって画一化した意思決定と行動を上意下達方式で徹底するのに適した性格を持つ。このため、右

肩上がりの経済成長を支え各分野の専門化、分業化した各主体を一定の方向へ活動させるには、極めて

有効に機能した。一方で、直線的な節の上下の流れが横の水平的関係を分断する。国・都道府県・市町

村の体系も縦型ネットワークであり、地域ごと、行政において府省そして局単位ごと、事業ごとの分断

化した構造を持ってきた。縦型ネットワークでは、地域の多彩な意見やニーズを政策等に反映させ機能

と責任を分担することが困難となる。こうした困難性を克服するには、横型ネットワークを活用するこ

とが重要であり、縦型と異なりネットワークの節と経路が上意下達ではなく水平関係で結びつくため、

内外環境の構造的変化、実現すべき目標の変化に伴い、核となる視点を柔軟に移動させることができる

からである。但し、横型ネットワークは縦型に比べてガバナンス構造が不明確となり易く烏合の衆の体

質を持ちやすい。このため節を繋ぐ経路のルールの明確化、透明化が重要となる。 

政策シグナル 
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韓国の TPP 参加 

北海道大学公共政策大学院教授 宮脇 淳 

日本の安倍政権が TPP 加入に向けて本格的に動き出し、交渉において米国を中心に今年中に合

意を目指す流れが強まっている。もちろん、今年中の合意には、農産物を巡る交渉、TPP に参加す

る各国の二国間調整等困難な要素もまだ残されている。しかし、米国とベトナム間の二国間調整の

進展等、従来の見通し以上に TPP の今年中の合意の可能性が高まっている。 
そうした中、韓国政府が TPP 参加の検討を開始する報道が伝えられた。その背景には、韓国経

済の構造的低迷がある。韓国経済は低迷が続き 1%台の成長となっており、他の新興国に比べ厳し

い状況にある。韓国経済の 4-6 月期実質 GDP 成長率は前年比 2.3%と 1-3 月期の同 1.5%を上回ったも

のの引き続き他の新興国に比べ低成長が続いている。成長の足を引っ張っている要因として、不動産市

場の低迷とそれによる建設投資の落ち込み、家計債務の増大などが挙げられる。企業の設備投資も機械

関係を中心に低迷が続いている。こうした経済状況を反映し、韓国の株式市場も年明け以降、低迷が続

き 6-7 月にかけては米国の金融緩和措置早期縮小懸念から下落幅を拡大、足元では企業収益の改善から

少し落ち着きを取り戻している。今後については、財閥系大企業による大型投資の方針、韓国政府によ

る社会資本整備の推進など政策面から経済を下支えることが期待されている。 
韓国経済の問題は、グローバル競争が激しさを増す中で中国・ベトナム等の国とは価格競争面で

厳しい状況が強まり、一方で現代・サムスン等世界的企業はあるものの戦略領域の幅が拡大してな

い等の構造的側面にある。こうしたグローバル競争力に係る構造的問題に対して、アジア地域のブ

ロック経済化は韓国経済により深刻なデメリットを与える危険性が指摘されている。それはブロッ

ク経済自体からの排除だけでなく、ユーロ等ブロック経済間のネットワークからの排除に対する危

機である。ブロック経済を巡っては、従来からメリット・デメリットが指摘されてきた。その中で

ユーロ、北米経済圏（NAFTA）等大きな経済圏がすでに形成されており、残る大きな経済圏とし

てのアジアを巡るネットワークをいかに経済するかは、各国の今後の経済に決定的な影響を与える

要因となる。仮に、ユーロ、北米、環太平洋の経済ブロック間のネットワークから外れることにな

れば、それ自体で韓国経済は大きな打撃を受けるリスクを負うことになる。 
もちろん、日本も含め TPP 参加議論において、「米韓自由貿易協定」 (U.S.-Korea Free Trade 

Agreement, KORUS FTA）等の先行協定との関係等の検証が不可欠となる。 米韓 FTA 協定の①

「サービス市場開放の Negative list 条項」、②一度規制を緩和すると原則として元の規制等に戻す

ことを禁止する「Ratchet 条項」、③未来最恵国待遇が求められており韓国が他の国と FTA を締結

した場合、その条件が米国に対する条件よりも有利な場合は、米国に対しても同じ条件を適用する

「Future most-favored-nation treatment 条項」、④自動車分野で韓国が協定に違反した場合、ま

たは米国製自動車の販売・流通に深刻な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米国の自動車輸入

関税 2.5%撤廃を無効にする「Snap-back 条項」、⑤韓国に投資した民間企業が韓国の政策によって

損害を被った場合、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴でき、韓国国内で裁判は行わ

ない「ISD：Investor-State Dispute Settlement 条項」、⑥米国企業が期待した利益を得られなか

った場合、韓国の FTA 違反がなくても、米国政府が米国企業の代わりに国際機関に対して韓国を

提訴できる「Non-Violation Complaint 条項」など、以上の枠組み、そして考え方が TPP 交渉全

体にいかなる中長期的影響を与えるかも注視しなければならない。 
 

アアジジアアリリンンクク  
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Japan MICE のプレゼンス向上につながる地域資源の活用 

株式会社富士通総研 公共事業部 今川 世詩子 

 

はじめに 

2013 年 9 月 7 日、国際オリンピック委員会（IOC）総会における投票により、東京が 2020 年のオリ

ンピック・パラリンピック大会の開催都市に選出された。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、

期待が高まっているのが、観光業である。2012 年に日本を訪れた外国人は 836 万 8 千人 1、今回の招致

決定により、訪日外国人数はさらに増加するのではないかと注目されている。 
ビジット・ジャパン事業等、観光立国の実現に向けた政府の取り組みが本格化して 10 年となる今年、

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」2が観光立国推進閣僚会議にてとりまとめられた。

アクション・プログラムでは、観光立国の実現に向け、①日本ブランドの作り上げと発信、②ビザ要件

の緩和等による訪日旅行の促進、③外国人旅行者の受入の改善、④国際会議等（MICE3）の誘致や投資

の促進の 4 つの方針が掲げられている。中でも、④国際会議等（MICE）の誘致や投資の促進に関して

は、「日本再興戦略」4の重要戦略として位置付けられており、MICE分野の国際競争力強化に向けた取

り組みが進められている。 

 
図 1：MICEとは 5 

 
 

 

                                                   
1 政府観光局（JNTO）報道発表資料 
http://www.jnto.go.jp/jpn/news/data_info_listing/pdf/130125_monthly.pdf 
2 2013 年 6 月 11 日観光立国推進閣僚会議 
http://www.mlit.go.jp/common/001000830.pdf 
3 MICE とは、Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）, Convention または Conference
（大会・学会・国際会議）, Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語で、ビジネストラベルの一形態を指す。※JTB
総合研究所「観光用語集」（http://www.tourism.jp/glossary/mice/）より抜粋 
4 2013 年 6 月 14 日閣議決定 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf 
5 観光庁 MICE 国際競争力強化委員会 最終とりまとめ（参考資料）P4 より抜粋 
http://www.mlit.go.jp/common/001006760.pdf 

事事例例研研究究  

 

http://www.mlit.go.jp/common/001006760.pdf
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１．MICE 分野の動向と取り組み事例―アジア地域を中心として― 

国が重要戦略として位置づける MICE は、一般的な観光とは性格が異なり、企業・産業活動や研究・

学会活動等と関連している場合が多く、ビジネス・イノベーションの機会の創出につながり、地域への

経済効果も大きいとされている。政府観光局によると、2010 年に日本で開催された国際会議（2,159 件）

がもたらした経済波及効果額は、5,144 億円（内訳： 直接的経済波及効果額：1,369 億円、間接的経済

波及効果額：3,775 億円）にのぼる。 
世界的にみて、年々開催件数が増加している MICE だが、誘致競争も激化しており、海外競合国・都

市に対する日本の競争力強化の必要性が一層高まっている。地域別にみると、アジア・中東地域、南米

地域の開催件数増加率が高く、MICE 市場における存在感を強めている（図 2）。 

 
図 2：世界及び地域別の国際会議開催件数の推移 6 

 
世界市場における日本の現状を見ると、2011年の国別国際会議開催件数ランキングで11位（233件）、

一方で近隣諸国の中でも開催件数の増加が著しい中国、韓国がそれぞれ 8 位（302 件）、15 位（207 件）

となっており、アジアの MICE 業界において、競合国に対する日本の優位性が失われつつある（図 3、
4）。 

 
図 3：世界における国別の国際会議開催件数（2011）7 

                                                   
6 観光庁 MICE 国際競争力強化委員会 最終とりまとめ（参考資料）P20 より抜粋 
7 同上 P21 より抜粋 
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8 
図 4：アジア・大洋州地域の主要国の国際会議開催件数に対する 

日本のシェア推移（1991～2011） 

 
アジアの競合国では、近年、国を挙げて MICE 分野に力を入れている。 

○シンガポール 
2011 年の MICE 開催件数が 142 件で、アジア・大洋州地域の都市別ランキング 1 位、世界でも 5 位

に位置するシンガポールでは、観光・MICE 産業振興に向け、「ツーリズム・マスタープラン 2015」（2006
年～2015 年の 10 か年計画）を策定し、2015 年に観光収入 300 億シンガポールドルを目標として設定、

主要産業 3 分野（金融、バイオメディカル・ヘルスケア、環境エネルギー）での戦略的な取り組みを、

国を挙げて進めている。同時に、Suntec Singapore や Marina Bay Sands 等の大型 MICE 施設をはじ

めとするインフラ整備や、MICE 人材の充実にも注力している。 
○韓国 

韓国政府は 2012 年を「Korea Convention Year」と定め、2012 年～2015 年に韓国で開催される MICE
への支援策を打ち出している。MICE 分野への国家資金の投入、MICE 施設の整備も取り組まれている

が、特徴されるのは、主催者・参加者への優遇措置である。施設利用料やホテル宿泊費、航空チケット

の割引等、誘致側だけでなく主催・参加側にも資金面での支援が行われている。 
○台湾 

台湾では、2004 年 7 月に「MICE 産業発展計画」を策定、同年 11 月には「行政院の観光発展推進委

員会 MICE 特別チーム」を設置し、サービス業の 10 大重点項目の一つとして、政府が全面的に支援を

行ってきた。台湾の取り組みで特に知られているのは、政府観光局 MEET TAIWAN が、台湾で開催さ

れる MICE 参加者向けに無料配布している「MEET TAIWAN アプリ」だろう。同アプリは、参加者が

撮影した写真（会議の様子、観光名所、食事風景等）を、MEET TAIWAN ファンページで共有する機

能がある等、参加者を通じた台湾プロモーションの仕組みが特徴的である。 
国を挙げて MICE 推進に取り組むアジアの競合国に対し、現在の日本は後手に回っていると言わざる

を得ない。日本の課題として挙げられている、マーケティング・プロモーション機能の強化、誘致・受

                                                   
8 観光庁 MICE 国際競争力強化委員会 最終とりまとめ（参考資料）P23 より抜粋 
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入関係者間の連携、受け入れ環境の整備を国として取り組みつつ、各地域が、その地域で MICE を開催

することによって、主催者・参加者が得られる「特別感」の創出に取り組む必要がある。海外競合国が

勢いを増し、施設・設備の面で優位性を確保することが難しい中で、開催地として日本を選んでもらう

為の、仕組み・サービスでの「決め手」が不可欠なのだ。 
 
 

２．今後の Japan MICE 強化に向けて―「特別感」の創出― 
近年のMICE誘致・開催においては、MICEそのものだけでなく、付随する各種のイベントが重要視

されている。MICE関係者の間で特に注目が集まっているのは、ユニークベニューである。ユニークベ

ニューとは、歴史的建造物、社寺仏閣、博物館、美術館、庭園等本来はMICE会場ではないが、MICE
本会やレセプションに利用できる施設のことで、重要な条件となるのが、普通の旅行・観光では体験で

きない特殊な場所であるということだ 9。ユニークベニューは、MICEに「特別感」を与える要素であ

るとともに、地域のオリジナリティを打ち出せる「決め手」となるのである 10。日本においても、ユニ

ークベニューの活用が進んではいるが 11、レセプション会場として使われるのは、ホテルや旅館である

ことが多く、まだ不十分であるといわざるを得ず、地域の歴史的、文化的な資源をユニークベニューと

して見出し、利用プログラムを整備することが課題となっている。 
ユニークベニューに関しては、各地域の取り組みに期待が寄せられる。 
ユニークベニューとなり得る地域資源は二通りある。一つは、既に存在を知られている国宝や重要文

化財、美術館、博物館等である。もう一つは、地域でも存在を知られていない、あるいは資源として認

識されていない場・空間である。特に後者の場合、地域資源の発掘から始める必要があり、その際に効

果的な取り組みとして考えられるのが、アイディアソン 12である。 
近年の取り組みで参考となるのは、2013 年 2 月 23 日のインターナショナル・オープンデータ・デー13

に、横浜で開催された、「横浜をWikipediaタウンにしよう！街歩き」14だ。このアイディアソンでは、

参加者がフィールドワークを行い、横浜の地域資源についてのWikipediaを編集するという取り組みが

行われた（図 5）。このような取り組みでは、参加者個人が知っている地域資源を、イベントを通じてデ

ータ化、地域内外で共有することができ、知られていない・一部の人しか知らない地域資源の発掘に大

きく貢献するとともに、その後のユニークベニュー化にもつながると考えられる。 

                                                   
9 『Congress Nippon 2011・Spring』P12 参照 
10 先進事例としてロンドンが知られている。ロンドンには「Unique Venues Of London」という協会組織があり（1993
年設立）、MICE 主催者やミーティングプランナー等の施設利用者に対し、協会に会員として登録されているユニーク

ベニューの利用環境を提供している。 
11 2012 年に福岡市で開催された、第 32 回国際泌尿器科学会総会（SIU）では、地元商店街を貸し切っての交流イベン

ト「SIU ナイト」が開催された。地域住民によるパフォーマンスや語学サービスの提供等、参加者と地元との交流が好

評だった事例。 
12 アイディアソンとは、特定のテーマについて参加者がアイディアを出し合い、それをまとめていく形式のイベントで、

アイディアとマラソンを組み合わせた造語である。 
13 世界各都市で一斉にオープンデータを活用したイベントを行う日。今年は日本が初参加し、東京・横浜・名古屋等で

アイディアソン、ハッカソンが行われた。 
14 本アイディアソンの Facebook ページ 
https://www.facebook.com/events/414716795278710/ 
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図 5：「横浜をWikipediaタウンにしよう！街歩き」で作成された掃部山公園のページ 15 

 

この「横浜を Wikipedia タウンにしよう！街歩き」のような、アイディアソンを各地域が推進し、地

域資源の発掘・蓄積（基本情報等のデータとしての蓄積）を重ねていくことで、MICE での活用が可能

なユニークベニューの充実が期待できるのである。 
 

 

おわりに 
地域の受け皿となる施設・会場整備だけでなく、開催地域が一体となった取り組みでなければ、海外

の競合都市に対する日本の競争力向上は難しい。マーケティング・プロモーションから MICE 開催後の

フィードバックまでの一連の流れにおいて、各フェーズ（図 6）を支える施策や技術基盤の整備および

関係者のリレーション強化を国が中心に、そして、特性や強みを活かした「特別感」の創出を、各地域

が戦略を持って強力に推進することが急務だ。中でも、各地域が保有するユニークベニューの活用によ

って、各地域、そして日本のプレゼンス向上を目指したい。 
 

プロモーション 競合分析・
誘致

参加受付・
開催準備 MICE開催 アフターMICE フィードバック・

分析・評価

 

図 6：MICE 誘致・開催のフェーズ 

 
 

                                                   
15http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%8E%83%E9%83%A8%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92&old
id=46365565 
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