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羅針盤

社会資本の高齢化リスクにどう向き合うのか
〜 人口減社会を見据えた新たな社会資本のあり方 〜
株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏
社会資本の高齢化に伴うリスクが高まっている。従前より、社会資本の老朽化に伴うリスクが指摘さ
れ、ファシリティマネジメントをはじめとした管理手法等を活用し、ライフサイクルを通じたインフラ
の最適化に取組むべきとの提言がなされていた。財政面でのリスクに加え、米国において老朽化した橋
が落下するなどの事故が発生していたことから、我が国においても同様の事故が発生する可能性が指摘
され、安全面からも早急にリスクに対処する必要性が示されていた。しかし、抜本的な対策が遅れる中、
中央自動車道の笹子トンネル天井板崩落事故が発生し、老朽化した社会インフラが抱えるリスクがあっ
てはならない形で顕在化してしまった。この事故は、一つの特異な事例として捉えるのではなく、全国
のあらゆる場所で発生しうる可能性があるリスクとして捉えることが求められる。
我が国の社会資本の特徴として、高度成長期に集中的に整備されたことがあげられる。生活の質の向
上、経済成長を極めて短期間で成し遂げることに寄与する一方、その代償として、環境面でのリスクを
抱えると同時に、更新を一度に迎えることで発生する潜在的リスクを抱えることとなった。その最も深
刻なリスクが安全面でのリスクである。国土交通省によると、寿命の目安とされる建設後 50 年以上経
過した社会資本は、道路橋の場合、2010 年時点で 8%であるが、2030 年には約 53%に急増する。これ
は他の社会資本も同様の状況であり、全ての社会資本を更新すると仮定すると、今後 50 年で 190 兆円
の財源が必要になり、2037 年には新たな社会資本を整備する財源が枯渇すると試算している。安全面
でのリスクに対処することが、財政面でのリスクを新たに発生させるジレンマに陥っている。
これら社会資本が抱えるリスクに対処するため、従来不足していた新設から廃棄までのライフサイク
ルを通じた最適化を図るマネジメントの観点、維持・管理に係る業務の効率化等を図るプロセスの観点、
整備・維持に係る最適な主体について民間を含め幅広に検討するステークホルダーの観点から、新たな
取組みが進められている。これらの観点を踏まえ、社会資本の特性に応じた総合的取組みを将来の備え
として計画的に実施することが求められる。厚生労働省の試算によると、今後、我が国の人口は 50 年
後に現在の 32％減の 8,674 万人になるとともに 65 歳以上の高齢者が 4 割を占める。人口減の局面にお
いては高度成長期型の国土の均衡なる発展、すなわち社会資本の同質的な面的・質的拡大は経済成長に
資するばかりか足枷となる。社会が成熟化したことを踏まえ、各地域が同質化して発展を図るのではな
く、各地域が特徴を活かした独自性を発揮し、各地域をネットワーク化することで相互に補完するとと
もに新たな価値を提供することに資する社会資本整備が求められる。社会資本に求められている機能が、
大きく変容していることを念頭に置くことが求められよう。
一般にリスクへの対処は、定量的・定性的分析の結果を踏まえ、回避、転嫁、軽減、受容の対処策か
ら適切な方策が選択される。我が国では、現役世代が責任をもって回避、軽減する対策を怠り、問題を
先送り、すなわち潜在的なリスクを受容し将来世代へと転嫁してきた。その結果、もう一つの高齢化問
題である社会保障分野においては、生涯を通じた受益と負担の格差が１人当たり１億円にも上るとの試
算もあるほどに、将来世代の権利を奪うとともに政策の選択肢を奪うこととなった。社会資本の高齢化
問題について、同じ過ちを繰り返すことがないよう、我が国の持続可能性を担保するとともに、次世代
の経済成長の基盤を構築するための、新たな社会資本投資がハード・ソフト両面から求められている。
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政策論説

地方自治体議会と地方自治法改正
〜自治体議会の機能強化と自律性〜
北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳

1.はじめに
地方自治体の議会（以下「自治体議会」）に関する地方自治法改正が続いている。いずれも、地方分
権政策における「立法分権」の流れを受けて、自治体議会の自律性を高めることを意図したものである。
こうした地方自治法改正に対して如何に自治体議会側が対処するかは、今後の地方分権の流れさらには
自治体議会の機能を左右するものとなる。自治体議会ごとの取組姿勢によって地域の民主主義充実に差
が生じる。本稿では、近年の自治体議会に関する地方自治法改正の内容を概括すると同時に、自治体議
会の機能の充実の方向性について考察する。
2.自治体議会に関する地方自治法改正
自治体議会に関する地方自治法改正の近年の流れは、2011 年改正と 2012 年改正を通じて展開されて
いる。2011 年改正では、①議会定数上限設定の撤廃、②議決案件の拡大、③議会事務局等共同設置の
制度化、④市町村基本構想の義務付けの見直しが行われている。さらに、2012 年改正では、①通年議
会の設定、②政務調査費から政務活動費への改正などが主な内容となっている。
（1）自治体議会関連 2011 年地方自治法改正
①議会定数上限設定の撤廃
議会定数上限設定の撤廃は、自治体議会の組織形成に関する自律度を高めるものであり、団体自治を
充実させる大きな要素である。従来は、地方自治体の人口区分によって自治体議会の上限定数を定め、
その上限定数を超えることはできず、上限定数の範囲内で定数を条例で定める仕組みとなっていた。具
体的には、各地方自治体は条例で地方自治法が定める法定上限数から減員する形で議員定数を定めるこ
とを基本としたのである。これに対して、本改正によって自治体議会が自律性を持って、議員定数、報
酬等を定めることが可能となった。近年、自治体議会の議員定数、報酬に対する削減を中心とした議論
が展開されている。そうした議論の中で厳しい地方財政を背景に、財政面からの削減圧力が拡大し易い
状況にある。しかし、自治体議会の機能とは何かを改めて問い直し、定数と報酬を定めることができる
政策議論の体力が自治体議会自体に強く求められている。次節以降に見る議決案件の拡大、通年議会の
設定可能化など従来の自治体議会の機能を質的に改善する制度設計が条例によって可能となっている。
こうした自治体議会、地方議員の機能の見直しは、日本の政治の底辺を支える基盤のあり方を問いかけ
るものであり、最終的には日本の政治全体の政策形成と民主主義の体質を左右するものとなる。
②法定受託事務の追加による議決事件の拡大
国が直接執行する国の事務とは区別し地方自治体が処理する事務は、自治事務、法定受託事務に関わ
らず現住所主義 により全て地方自治体の事務とされる改正が 2000 年の地方自治法大改正で実現して
いる。法定受託事務は、役割の面から本籍は国に属するものの事務効率の観点から法律、政令に基づき
地方自治体が処理する事務と位置付けられ、それ以外の事務は国の事務を除き全て自治事務と位置づけ
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られている。本籍の如何を問わず法定受託事務も含めて「地方の事務」とした現住所主義は、本籍区分
が困難な事務の存在に対処するほか、国の事務が各府省の分担管理となっていることで地方自治体の
「総合行政」が縦割りに分断される状況を克服する意図を持つものであった。また、現住所主義の明確
化は、地方自治体において自治事務が原則であり、法定受託事務は例外的存在と位置づける役割も果た
している。しかし、こうした意図とは異なり法定受託事務については、一律、自治体議会の議決案件か
らは除外され、現住所主義ではあるもののその内容については、全てにおいて自治体議会が関与するこ
とができない制度とされてきた。従来の機関委任事務と同様の性格を維持する結果となっていたのであ
る。この点を改善するため、2011 年地方自治法改正で国の安全にかかわる事務をはじめとして政令で
指定された法定受託事務を除き、条例で自治体議会の議決案件とすることを可能としたのである。議会
定数等の柔軟化も、こうした自治体議会の事務範囲拡大と連動して検討する必要が生じているのである。
現実の自治体議会においては、法定受託事務の議決拡大全体について積極的に認識し議論する姿勢に
乏しい。なぜならば、個別に法定受託事務に関する案件が自治体議会に提示された段階で個別に認識し
議決の是非について議論される状況にある。こうしたパッチワーク的な対応だけでは自治体議会として
法定受託事務に対して体系的に向き合うことには限界が生じる。
③議会事務局等共同設置
組織に関する必置規制の見直しとして、議会事務局や議会職員の共同設置が可能となった。本改正で
は、自治体議会関係以外でも保健所や監査委員等の共同設置が認められており、自治体の組織形成の柔
軟性と効率性を高めている。とくに、自治体議会の事務局は、執行部門からのルーティン的な職員出向
によって多くは形成されており、執行部の人的資源の制約が強まる中で自治体議会事務局の機能強化に
も強い制約が生じる状況となっている。こうした問題を少しでも克服するために、複数の地方自治体が
限られた人材を有効に配置し共有することで、自治体事務局の機能強化と柔軟性を高める措置として今
回の改正が行われている。
④市町村基本構想の位置づけ変更
旧地方自治法第 2 条第 4 項で「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその
地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにし
なければならない」と定められてきた。
「基本構想」を核として形成される 10 年程度の「基本計画」
、
その具体化に向けた 3 年程度の「実施計画」を含め全体を「総合計画」と呼んできた。
2011 年の地方自治法改正によって基本構想策定の義務付け自体が地方分権改革によって廃止となり、
仮に基本構想を作成する場合でも条例規定などがない限り議会の議決を必要要件とすることもなくな
った。従来、市町村の首長を中心に作成されるものの基本構想に対して議会の議決要件を付していた理
由は、基本構想が住民生活に密着した基礎自治体の根本的運営方針について将来を見込んで策定する内
容のため、長期にわたり住民生活に大きな影響を与えることにある。すなわち、基本構想は短期的な視
野ではなく、長期的な視野に立って地域経営の根幹的運営方針を定めることを本来意図している。なお、
基本構想の下に策定される具体的な基本計画、実施計画については、首長の責任で策定され従来も議会
の議決は要件とされていない。
基本構想の位置づけの見直しは、国の地方自治体に対する関与の廃止という地方分権改革の視点だけ
でなく、基本構想を頂点とする総合計画の質にも問題が生じていることにある。基本構想を頂点とする
総合計画は、右肩上がりで外部環境が大きく変化しない中でこれまで少なくとも機能してきた。地方自
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治体の地域経営に長期的指針を与える一方で、実際の具体的運営は基本構想と乖離して展開する中で不
要・不急な施策・事業の実施を正当化し、施策や事業の失敗・遅延の明確化を拒み問題先送り型を誘引
する一因となっていたことも否定できない。少子高齢化・グローバル化の時代を迎え外部環境の変化が
激しい中で長期計画を設定するリスクが高まり、基本構想を頂点とする総合計画の質の抜本的見直しが
不可欠となっている。基本構想は地方自治体の長期の地域経営方針を定めることから、短期・中期の視
野からの安易な変更は避けなければならない。その前提の下での内容策定が求められる。
一方で、議会議決の関係などから 30 年近く基本構想が見直されていない地方自治体も存在し、その
内容が現実と大きく乖離する状況の放置は基本構想そして総合計画自体の空洞化を生み出している。こ
のため、経済社会環境の変化により基本構想の内容が現実と大きく乖離した場合、その見直しが必要と
なることもまた事実である。この見直しも、策定と同様で議会議決を要するものとこれまでは解されて
きた。しかし、今回の地方自治法改正により、今後の策定だけでなく見直しに対する議会議決の必要性
についても、各地方自治体の自主的な判断によることになった。
(2）自治体議会関連 2012 年地方自治法改正
①通年議会の許容
2012 年の地方自治法改正の大きな点として、通年議会を許容したことが挙げられる。通年議会の展
開は、議会の活動が常時担保され民主主義の充実に資するほか、個々の案件に対して十分な審議時間を
投入できること、首長による専決処分を制限し議会の審議に付する可能性を拡大させることができるこ
と、議員間の議論等の機会を充実させ条例制定等議会の機能を高めることができることなどが指摘され
ている。すでに常任委員会等については通年開催となっている自治体議会も多く、本会議を通年議会と
するか否かなどが争点となる場合もある。一方で、執行機関の職務遂行に支障を生じさせる可能性があ
るほか、通年議会開催によるコスト増問題への対処が重要となる。前者の執行機関の職務遂行に支障を
生じさせる可能性に対しては、首長等の議場への出席義務は定例日および議案審議時に限定し、正当な
理由がある場合は届け出により出席義務が解除されるなどの措置が可能となっている。通年国会のメリ
ットを最大限に引き出し、政策立案に対する議会としての機能の充実にどこまで資するかが地方自治体
に課せられた課題となっている。
②政策活動費
地方自治法改正により第 100 条 14 項で「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議
会の議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、その議会における会派又は
議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、
額及び交付の方法並びに当該政務活動費に充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければなら
ない」とされ、従来の議会の議員の調査研究に資するために交付してきた「政務調査費」の範囲が拡充
可能となり、かつ条例によってその範囲を決定することができるようになった。同時に、同第 16 項が
新設され「議長に対して政務活動費の使途透明性確保への努力規定」が設けられた。
以上の地方自治法改正に伴い、各地方自治体の議会は従来の政務調査費に関する条例の見直し検討に
入るものの、それに先立ち全国市議会議長会が参考条例を提示している。その中で政務活動費の範囲と
して、
「会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加
等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要
な活動」としており、従来の政務調査費に比べるとその範囲を拡大している。
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地方議会議員の活動と財政措置は、大きく三つのグループに分けることができる。第 1 は、直接的な
議会活動費であり、具体的には本会議や委員会への出席、全員協議会への出席、議員派遣等であり、そ
の費用は財政から実費弁償することを基本とする部分である。第 2 は、従来の政務調査費が対象として
来た調査研究活動であり地方自治体ごとの条例でその範囲や額には違いがあるものの、議会活動に係る
調査、資料の作成等である。これに対して、今回の政務活動費はこれまでの政務調査費では認められて
こなかった補助金の要請活動等が含まれることになり、従来の政務調査費に新たな会派・議員としての
活動を加えて政務活動費の対象が形成されることになる。
3.下からの民主主義
自治体議会の機能強化は、地域の下からの民主主義を充実させる。民主党政権で使用された地域主権
の言葉は、その是非は別として「地理的な広がりの一部において構成される共同体の成員たる住民の自
主的意思に最終的な支配権・統治権が存在すること」を意味すると言える。地域共同体の成員たる住民
の意思を国民主権と結びつけるには、下からの民主主義の概念が重要となる。民主主義は上からの民主
主義、下からの民主主義に分けることが可能である。上からの民主主義とは、国家統治、産業国家や福
祉国家等の確立のため国が画一的・集権的に意思決定し、その結果としての制度・政策を地方に適用す
る形態である。下からの民主主義とは国家を形成する基盤としての地域ごとの特性、地域住民の意思を
優先的に位置づけ、地方の意思決定を重視し国家統治等を確立する形態である。下からの民主主義は、
権限踰越の原則を克服する手段でもある。権限踰越の原則とは、英国で「ウルトラ・バイリース」と呼
ばれる原則であり、条例は一般法と首尾一貫しなければならない、条例は当該自治体の権限内のもので
あることなどを内容となる。こうした原則が地方自治の大きな壁を形成する。これを克服するには、上
からの民主主義ではなく、下からの民主主義が不可欠となる。
地域の視点から見た場合、上からの民主主義は上からの公共性・非自発的関係による公共性を生み出
す。国の法令、権限、関与、補助金等の行財政を通じて上意下達的協力関係を義務づける。そこには、
法令や予算等で明文化した関係に加え、実社会における暗黙の権力関係も関与する。上からの公共性・
非自発的公共関係は、公共性を担う主体たる国が主導的に明示、あるいは暗黙の実力関係のもとで協力
関係を形成する考えが基本となる。一国としての統治形態が十分に確立していない段階、大規模災害復
興など異常時の段階、そして大量生産・大量物流・大量消費を基本とする画一型産業国家としての発展
段階では、上からの公共性が経済社会の安定と発展に重要な役割を果たす。しかし、少子高齢化、グロ
ーバル化が進む成熟社会で、民主党政権政策マニフェストが地域主権の政策目標として掲げる「市民が
公益を担う社会」を実現するには、地方の実情に合った政策を自らの責任で選択事項できる下からの公
共性・自発的公共関係の形成が重要となる。
自発的関係とは、地域の個人や組織単位の内側からにじみ出た動機によって形成される公共的な協力
関係を意味する。そこでは、国の主導的関与ではなく住民や民間企業、社会的企業が自らの意思と自ら
の積極的な働きかけにより公共性を形成する。今日の地方自治は、都市部、非都市部を問わず価値観の
多様化が進んだ大衆社会で展開されている。大衆社会では、大量消費社会とマスメディアの発達の中で、
個々の価値観に依拠した利己的な評論・批判・偏見等が自由に展開される。こうした利己的、放任的な
展開に対して地域として意思を形成し共同体としての地方自治を確立するため強く求められるのが下
からの公共性・自発的公共関係の構築である。下からの公共性・自発的公共関係では、基礎自治体優先
の原則が重要となる。その原則を踏まえ、自治体議会の改革も進めて行く必要がある。
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政策シグナル

金融緩和政策と円安(描けるか出口政策)
北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳

世界の先進国そして新興国もリーマンショック後の政策展開の後遺症に苦しみ、そこからの出口を歩
みつつある。しかし、日本はまだ後遺症の中に存在し出口そのものを模索し続けており、出口を歩む段
階には入っていない。そうした中、2012 年 10 月以降、日本銀行の金融緩和政策の効果についての議論
を高まっている。日本銀行の国債買入等買オペレーション（量的緩和政策）による市場への資金供給は、
市場の資金流通量を拡大させる要因となる。それにより日本経済の実需増加に寄与するのであれば、景
気回復、デフレ脱却に結び付くものの、実態として民間部門の需要拡大ではなく公的部門の債務引受け、
あるいは金融機関の資金滞留を生んでいるとすれば景気回復等に資する要因としては限られたものと
なるからである。現実において、金融機関による国債・地方債への運用や引受けは増加を続けており、
実需に繋がる効果は限定的となっている。
金融緩和政策は、日本経済のデフレ脱却に向けた政策選択としても位置づけられている。しかし、同
様にその効果は限定的と判断せざるを得ない。2013 年度そして 2014 年度とデフレ脱却に向けたシナリ
オが日本銀行政策委員の大勢見通しとされているが、下振れ圧力が強く、また、原油等原材料価格の上
昇による数字上のデフレ脱却は、日本経済の実態をスタグフレーション状況とする危険性もある。日本
経済の高付加価値化と共に実需に結びついたデフレ脱却のシナリオ、すなわち出口政策の展開が必要性
となっている。
また、量的緩和政策自体は為替相場に対して直接的な波及効果を強くは持っていない。むしろ、為替
相場に直接的な影響を与えるのは「金利差」
、とくに 2 年債国債を中心とする金利差となっておいる。
もちろん、間接的効果は存在する。日本銀行による国債等の買入は、長期金利上昇の抑制要因となるか
らである。日本銀行による国債買い入れは 10 年物国債に限定されず広範囲に及ぶものの、買入による
国債金利上昇抑制効果は存在し、そのことが日米金利差と為替相場の相関関係を強めている。また、長
期金利の上昇抑制に結び付く量的緩和政策は、投資ファンド等の円売り圧力を強める要因となる。もち
ろん、投資ファンド等の投資資金の運用構成は短期で組み替えるため円売り圧力の持続性は限定的では
あるが、一時的とはいえ円安要因として市場に機能する。
しかし、円安要因は日本銀行の金融緩和政策の拡大だけではない。ユーロ財政金融危機の足元の状況
が落ち着いていることによる円資金への需要減少にもある。スペイン、イタリア国債の利回りが 2012
年夏に比べて落ち着きを取り戻し、リスクヘッジの安全資産として人気のある円資金への需要が減少し
ているのである。同時にドルへの需要も減少し、ユーロ通貨への需要が拡大している。対ドル相場では
大きく変動する可能性は小さいものの、全体として円安圧力が増大している。今後については、ユーロ
財政金融危機の小康状態がどこまで持続するか、米国の財政の崖問題が政治的に解決するかなどによっ
て大きく左右される。
2012 年 12 月 16 日の衆議院議員総選挙で自民党が圧勝し安倍内閣が誕生した。大型補正予算の編成
や一段の金融緩和政策等による景気刺激策が展開される見込みである。その中で、2013 年の日本の経
済活動で留意すべき点として第 1 に尖閣列島問題を中心とする日中の政治的緊張関係の高まりが経済に
与える影響、そして第 2 に 2013 年 3 月に期限切れとなる金融円滑化法（モラトリアム法）の行方等リ
ーマンショック後の堆積した後遺症の体質を切り離す対策の積極的展開である。
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アジアリンク

中国経済のインフラ投資再稼働
北海道大学公共政策大学院教授・院長

宮脇 淳

日中を巡る政治環境は緊張を高める一方で、2030 年代には高齢化・少子化等で人口減少局面に向か
うとはいえその後も 10 億人規模を維持する中国経済は、世界経済そして日本の企業においても重要な
位置にあり続ける。そうした中国経済が抱える格差拡大を克服し政治的にも経済的にも安定的に発展で
きる構造改革を実現できるかが大きなカギとなる。
まず、足元での状況を整理する。中国経済の景気は足元、減速が明確となっている。2012 年 7-9 月
期の中国国内経済の実質成長率前年比は 7.7%となり、2011 年度成長率の 9.3%に比べ大きく減速した。
中国経済は 2008 年のリーマンショックを契機に減速したものの、9%台の成長を維持し 2010 年には再
び 10%台の二桁成長を確保してきた。しかし、2011 年以降の欧州財政金融危機を契機に減速傾向が強
まり、2012 年に入り一段と減速、2012 年の成長率は 7%台半ばまで減速することが見込まれる。他の
新興国に比べると依然として高い成長率と言えるものの厳しさが明確となっており、中国国内の格差問
題も先鋭化しやすい環境となっている。需要項目別に見た減速原因は、消費と投資が共に減少したこと
にある。産業別でも、製造業、非製造業が共に落ち込んでいる。
消費の減少は、自動車、家電等で激しいもののその主因は、リーマンショック後の景気刺激策による
需要先食いの後遺症が続いていることにある。しかし、需要先食いの影響が少なかった分野ではすでに
消費活動に増加傾向がみられる。家具類や家電の一部は増加傾向にあり、インフレ率の低下と所得環境
の改善が続く中で中国経済の消費意欲は基本的に強く、2013 年に入れば回復傾向が明確になる可能性
がある。また、投資活動については、過剰施設を抱える製造業を中心に民間部門の弱い状況は続くもの
の、公的部門の堅調な動向が強まることが期待される。すでに、鉄道インフラ部門、公共施設整備、環
境投資などでは増加傾向を明確にしている。とくに、鉄道インフラ投資は、7 月の高速鉄道事故を受け
て投資活動がこれまで半減していたものの、本格的な再開局面に入っており拡大し始めている。なお、
民間投資に大きなウェートを持つ不動産業については、政府の不動産投資規制が引き続き強い姿勢で続
けられていることから、低迷が続いている。今後も政府の姿勢に大きな変化はなく、引き続き冴えない
動向となる。
製造業の今後を見る上で重要となる輸出は、米国向けが増加する一方で欧州向けは引き続き減少して
おり全体としては低迷している。今後、欧州経済の落ち着きから回復する可能性があるものの、弱い回
復力に止まる。そうした中で 2013 年の中国経済は、国内の消費活動や公的部門の投資の回復に支えら
れて 8%程度の成長は達成するものと見られる。製造業については、在庫水準が全体として高く、その
改善も進んでいないため、景況回復には時間を要する危険性もある。
そうした足元の状況に加え、中国経済が安定的成長を持続できるかは中国政府が模索する産業構造改
革による高付加価値化がどの程度のスピードで進むかが大きなポイントとならざるを得ない。産業の高
付加価値化には、産業特性と同時に高付加価値化産業に適した地域特性の形成が同時に進む必要がある。
また、産業の高付加活化と共に、ジニ係数（世代間の所得格差を示す係数:「1」に近い方が所得格差が
大きい）の改善が必要となる。中国のジニ係数は、国連統計でも 2001 年の 0.44 から 2007 年には 0.47
と上昇し、さらに上昇傾向にある。こうした格差拡大を社会保障の充実等所得再配分政策、市場の公平
性確保などを通じて是正する制度設計への取組みである。
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事例研究

日 ASEAN 交通連携における
ASEAN 各国の低炭素・低公害交通システムの実現に向けた取組
株式会社富士通総研 公共事業部 坂野 成俊

１．日本と ASEAN 各国の交通分野における環境保全に向けた取組
日本と東南アジア諸国連合（Association of South‐East Asian Nations：ASEAN）は 2002 年から交
通分野における連携を強化するため、日 ASEAN 交通連携という国際協力プログラムを実施している。日
ASEAN 交通連携では、経済成長が著しい ASEAN 各国において急増する交通分野の環境負荷を抑制するた
め、地球環境・地域環境への負荷が少ない低炭素・低公害交通システムの実現をめざす日 ASEAN 環境行
動計画を 09 年に弊社が支援して策定している。
最初に、本稿では ASEAN 各国における都市化に伴う所得の向上が自動車の普及を促進し、気候変動を
引き起こし地球環境に影響を及ぼす二酸化炭素（CO2）排出量の増加や、大気汚染や騒音・振動など地
域環境の悪化が生じるメカニズムを紹介し、ASEAN 各国の低炭素・低公害交通システムの発展段階を分
析する。続いて、本稿は ASEAN 各国の低炭素・低公害交通システムの発展段階に応じた日 ASEAN 交通連
携における支援の方向性について検討する。
２．都市化が進む ASEAN 各国における交通分野の環境負荷の増加のメカニズムとボトルネック
開発途上国では、民間企業や工場等が都市部に集まると、産業の集積地（クラスター）が形成されて
生産性が高まり、雇用の創出や賃金が上昇して、好条件の職業を求める農村人口が都市部に移動して都
市人口が増加するという都市化が加速する。ASEAN 各国においても都市人口の増加が見込まれており、
都市化の進展に伴って経済成長が進んで所得が上昇すると考えられる。一般的に、１人当たり GNI が
3,000 ドル（約 24 万円）を超えると、自動車の普及が本格化する傾向があり、都市化が進展する ASEAN
各国においても所得の上昇に伴って自動車の普及が本格化し、道路の整備が遅れている場合には深刻な
交通渋滞が発生して、自動車の排気ガスによる大気汚染や CO2 の排出による気候変動、騒音・振動等の
深刻な環境問題が発生することが懸念される。
また、経済成長が続く ASEAN 各国では、活発な経済活動を背景として交通需要が増加すると見込まれ
るが、自動車より輸送量当たりの大気汚染物質や CO2 等の排出量が少なく、環境負荷が小さい公共交通
機関の整備が遅れている場合には、公共交通機関では旺盛な交通需要を賄い切れず、快適性や定時性等
のサービス水準が低下して利用者離れを招き、自動車交通への依存を強めてしまうことが考えられる。
さらに、都市人口の増加によって ASEAN 各国の都市は拡大することが見込まれるが、公共交通機関を含
めた適切な都市計画が策定されない場合には、拡大する都市の国民は自動車交通に依存しなくてはなら
ない。このように、都市化が進展する ASEAN 各国では、公共交通機関や道路の整備の遅れといったボト
ルネックが解消されない場合には、所得の上昇に伴って自動車交通への依存を強めて環境負荷が増加し、
大気汚染や気候変動、騒音・振動等の深刻な環境問題が発生して生活環境が悪化することにより、都市
化が妨げられることが懸念される。なお、日本自動車研究所の湊清之氏によると、日本では国民当たり
自動車保有台数が 1,000 台／万人を超え、自動車の普及が本格化した 70 年代前半に自動車の排気ガス
による光化学スモッグ等の深刻な大気汚染が発生し、自動車公害として社会問題化したと指摘している。
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ASEAN 各国では経済成長を達成しながら、交通分野の環境負荷を削減して環境問題を改善する低炭
素・低公害交通システムの実現に向けて、日本の政府開発援助（Official Development Assistance：
ODA）の円借款やアジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）、アジア総合開発計画における交通
インフラの整備事業等を踏まえながら、公共交通機関やバイパス、環状道路等を整備してボトルネック
を解消するとともに、自動車の排気ガスによる大気汚染や CO2 排出量等を削減する単体対策、TDM・ITS
の推進による道路交通の円滑化により、自動車交通の環境負荷を削減することが必要であると考えられ
る。さらに、ASEAN 各国は自動車や燃料への課税を見直し、自動車の保有・利用を控える動機付けを提
供するとともに、公共交通機関のサービス水準を高めて、自動車から環境負荷の小さい公共交通機関へ
。
のモーダルシフトを促進することも求められる（図表 1）
図表 1

ASEAN 各国における交通分野の環境負荷の増加のメカニズム
生活環境の悪化

：促進する働き
：抑制する働き
：ボトルネック
都市の拡大
自動車の保有・
使用を控える
動機付け
人口増加

公共交通機関
の整備

公共交通
機関の不足

交通需要の
増加

単体対策

所得の向上

自動車の普及

TDM・ITSの導入、バイパス・
環状道路等の整備
都市化の進展

交通需要の
増加

公共交通機関
のサービス
水準の低下

大気汚染・
気候変動等

道路の不足
交通渋滞の
深刻化

公共交通
機関の不足

経済成長

公共交通機関
の整備

排気ガス・CO2
排出量等の
増加

騒音・
振動等

自動車交通に
関する環境
問題の深刻化

公共交通機関
の管理運営の
向上

生活環境の悪化
交通インフラのハード整備

交通インフラのソフト整備

円借款やADB、アジア総合開発計画等

資料：「Current Situation of Transport Sector in ASEAN and Approach towards Low-Carbon and Low-Pollution
Transport System」（Surya Raj Acharya（運輸政策研究機構）／10 年）等より富士通総研作成

３．ASEAN 各国の低炭素・低公害交通システムの発展段階
ASEAN 各国の経済成長による所得の上昇がもたらす自動車の普及への影響と交通分野の低炭素化の関
係を見るため、所得として 07 年の１人当たり GNI、自動車の普及状況として 07 年の国民当たり自動車
保有台数、交通分野の低炭素化として GNI 当たり交通分野 CO2 排出量の関係を見る。GNI 当たり交通分
野 CO2 排出量は、交通分野の CO2 排出量を GNI で割ったものであり、社会経済における交通分野の環境
面での効率性を表すと考えられる。
07 年の１人当たり GNI が自動車の普及が本格化する目安となる 3,000 ドルを超えるとともに、07 年
の国民当たり自動車保有台数が日本において自動車公害が社会問題化した際の水準である 1,000 台／万
人を上回り、自動車の普及が本格化している ASEAN 各国は、シンガポール・ブルネイ・マレーシア・タ
イである。また、07 年の１人当たり GNI が 3,000 ドル（約 27 万円）を下回るインドネシア・フィリピ
政策研究 2012 No.9
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ン・ベトナム・ミャンマー・カンボジアでは、自動車を購入する余裕が乏しく、07 年の国民当たり自動
車保有台数が少ないが、06 年の GNI 当たり交通分野 CO2 排出量は高く、交通分野の低炭素化が遅れてい
ると考えられる。
なお、60 年代以降の日本の推移を見ると、１人当たり GNI の上昇に伴って国民当たり自動車保有台数
が増加しているが、日本では民間鉄道事業者による鉄道整備など公共交通機関が発達していたほか、自
動車公害やオイルショック、気候変動問題に対して排ガス規制・燃費規制を導入するなど、自動車交通
の環境負荷の削減に官民を挙げて対応しており、GNI 当たり交通分野 CO2 排出量は低い水準を維持して
きた。日本と ASEAN 各国を比べると、都市国家であるシンガポールと公共交通機関が未発達のブルネイ
とは交通システムが大きく異なるため、単純な比較は困難であるが、07 年のマレーシア・タイの国民当
。
たり自動車保有台数は日本の 60・70 年代の水準であることが分かる（図表 2）
図表 2

（

国
民
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た
台り
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万動
人車
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台
数

ASEAN 各国と日本の所得と自動車の普及、交通分野の低炭素化の関係
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注 1：ラオスは除く。
注 2：○の大きさは 06 年の GNI１ドル当た
り交通分野 CO2 排出量の多さを表す。
注 3：1 人当たり GNI・国民当たり自動車保
有台数は 07 年。
注 4：墨色で塗りつぶされている部分は、
１人当たり GNI が自動車の普及が本格化す
る際の目安となる所得（3,000 ドル（約 27
万円）
）を上回り、かつ国民当たり自動車保
有台数が日本で自動車公害が本格化した水
準（1,000 台／万人）を上回る範囲を表す。
資料：「CO2 Emissions from Fuel Combustion
2008」
（International Energy Agency: IEA）、
「World Development Indicators」（世界銀
行）、「2009 年世界自動車統計年報」（日
本自動車工業会）より富士通総研作成

４．低炭素・低公害交通システムの発展段階による ASEAN 各国の分類と日 ASEAN 交通連携における
支援の方向性
ASEAN 各国では人口増加・経済成長を背景として都市化が進んでおり、07 年の１人当たり GNI が 3,000
ドルを上回り、07 年の国民当たり自動車保有台数が日本において自動車公害が本格化した水準である
1,000 台／万人を越えているのは、シンガポール・ブルネイ・マレーシア・タイである。このうち、マ
レーシア・タイの 07 年の国民当たり自動車保有台数は日本の 60・70 年代の水準であるが、06 年の GNI
当たり CO2 排出量はそれぞれ 0.26kg／ドル・0.28kg／ドルと高くなっており、自動車が日本を上回るペ
ースで普及しているが、交通分野の低炭素化は遅れていると考えられる。マレーシア・タイは自動車交
通の環境負荷を削減して低炭素・低公害交通システムを実現するため、代替燃料や低公害車・低燃費車
10
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を導入して自動車の環境負荷を直接削減するとともに、円借款や ADB、アジア総合開発計画等における
ハード・ソフト整備の動向を踏まえて、道路を整備して交通流の円滑化を図るほか、公共交通機関の輸
送力・サービス水準を高めて、環境負荷の大きい自動車からのモーダルシフトを促進することが必要で
あると考えられる。さらに、経済活動が活発なタイ・マレーシアでは物流がさかんであり、アジア総合
開発計画においても国境を越えた物流の円滑化が打ち出されていることから、物流を効率化して自動車
に依存する物流の環境負荷を削減すること等も求められる。
また、公共交通機関が未発達なブルネイでは 07 年の国民当たり自動車保有台数が ASEAN 各国で最も
多く、自動車が日本と同じ程度のペースで普及しているが、単体対策に関する制度・規制の整備が遅れ
ている。このため、ブルネイは低炭素・低公害交通システムの実現に向けて、自動車排気ガスの測定や
自動車基準・認証制度、検査制度など単体対策に関する制度・規制を整備し、自動車の環境負荷を削減
する仕組みを構築するとともに、ADB やアジア総合開発計画等におけるハード・ソフト整備の動向を踏
まえて、道路を整備して交通流の円滑化を図るほか、自動車より環境負荷の小さい公共交通機関を整備
してモーダルシフトを促進すること等が必要であると考えられる。
一方、都市交通機関が発達しているシンガポールでは、07 年の国民当たり自動車保有台数は日本より
少ないほか、06 年の GNI 当たり CO2 排出量は 0.05kg／ドルと低くなっており、交通分野の低炭素化が
進んでいると考えられる。シンガポールは交通システムのさらなる低炭素化・低公害化に向けて、ハイ
ブリッド電車等の最先端の公共交通機関の整備を進めるとともに、電気自動車の導入など最先端の単体
対策に取組むことが必要であると考えられる。
07 年の１人当たり GNI が 3,000 ドルを下回るインドネシア・フィリピン・ベトナムでは、07 年の国
民当たり自動車保有台数は 1,000 台／万人に達してなく、自動車の普及は本格化していないが、インド
ネシア・ベトナムでは二輪車が普及しているほか、都市部では自動車の普及が本格化している。インド
ネシア・フィリピン・ベトナムは人口・経済の規模が大きく、交通分野の環境負荷も大きいことから、
低炭素・低公害交通システムの実現に向けて、都市部を中心に代替燃料や低公害車・低燃費車を導入し
て自動車の環境負荷を直接削減するとともに、円借款や ADB、アジア総合開発計画等におけるハード・
ソフト整備の動向を踏まえて、都市部の道路を整備して交通流の円滑化を図るほか、都市交通機関の輸
送力・サービス水準を高めて、環境負荷の大きい自動車からのモーダルシフトを促進することが必要で
あると考えられる。さらに、インドネシア・フィリピン・ベトナムは経済活動が活発であり、アジア総
合開発計画では国境を越えた物流の円滑化が打ち出されていることから、物流を効率化して自動車に依
存する物流の環境負荷を削減すること等も求められる。
また、ミャンマー・ラオス・カンボジアも 07 年の１人当たり GNI が 3,000 ドルを下回って、07 年の
国民当たり自動車保有台数は 1,000 台／万人に達してなく、自動車の普及は本格化していないと考えら
れる。しかし、ミャンマー・ラオス・カンボジアにおいても都市部では自動車・二輪車の普及が始まっ
ていると考えられることから、低炭素・低公害交通システムの実現に向けて、今後の自動車交通の増加
に備えて、自動車排気ガスの測定や自動車基準・認証制度、検査制度など単体対策に関する制度・規制
を整備し、自動車の環境負荷を削減する仕組みづくりに取組むとともに、円借款や ADB、アジア総合開
発計画等におけるハード・ソフト整備の動向を踏まえて、自国に適した道路や公共交通機関の整備計画
。
を検討すること等が必要であると考えられる（図表 3）
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図表 3 低炭素・低公害交通システムの発展段階による ASEAN 各国の分類と
日 ASEAN 交通連携における支援の方向性
低炭素・低公害交通
システムの発展段階

日 ASEAN 交通連携における
支援の方向性

低炭素・低公害交通
システムの発展段階

資料：富士通総研作成
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