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求められる新たな標準化戦略 

～２つのグローバル化に対応した標準化戦略への転換～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 
 

経済活動における競争優位の確保、持続可能な成長にあたり、標準化の重要性が増している。従前よ

り、標準化はコスト低減、品質向上を効率的・持続的に実現するため、特定の製品、分野を対象に取組

まれてきた。製品の差別化に直結しない業界全体として取組むことが共通の利益となる事項、例えば、

特定部品の規格化やソフトウェアの品質基準の規格化などを中心に、様々な標準化が進められてきた。

また、製品の差別化に直結する事項、例えば音楽・映像等の記録媒体などについても、他社にない優れ

た技術を導入した製品をいち早く市場に投入することにより、市場における事実上の標準化（ディファ

クトスタンダード）を実現し顧客を囲い込むことで、普及に伴い利益を享受できる環境を創りだすこと

に成功していた。 
華々しい成功モデルを築いてきた我が国の企業も、近年は苦戦を強いられている。コンシューマ市場

を中心に、製品が優れていてもディファクトスタンダードを獲得できないことが常態化している。画期

的な製品・サービスを提供できないことが、その要因として挙げられるが、グローバル化の進展に伴い

標準化の目的が変化している一方で、その変化に対応した戦略的な取組みがなされていない事が、より

根本的な要因として挙げられる。 
グローバル化には２つの観点がある。第一に、モノやヒトの移動範囲の拡大の観点である。一般に広

く浸透した捉え方であり、新興国を中心に所得水準の向上に伴うマーケットサイズの拡大、安価な労働

力の活用によるコスト削減等、量的な拡大の機会として整理される。量的な拡大に資する標準化戦略は、

均質性の確保に主眼が置かれる。最終製品の品質を一定水準以上にするため、生産プロセスも含め均質

化を図り、低コスト・大量生産による差別化を図る事が主な戦略となる。第二に、金融も含めた知識情

報化社会の進展の観点が挙げられる。情報通信技術の進展に伴い重要性を増している捉え方であり、従

前の経済社会活動の量的拡大の観点を越えた、乱雑性、すなわちエントロピーの増大として整理される。

グローバル化を、様々な主体が意味を通じてつながり、様々なネットワークを形成する複雑系として捉

える考え方である。このような予見可能性が低下する世界における標準化戦略は、変化への対応力向上

に主眼が置かれる。 
コンシューマ市場において現在成功しているグローバル企業は、まず標準化戦略を、競争優位を確保

するための最重要事項の一つとして捉えた上で、この背反すると思われる２つの観点の標準化戦略を巧

みに融合させている。その鍵は、「モジュール」と「ネットワーク」である。２つのグローバル化が融

合した現在は、半製品であるモジュール化された部品の組み立てによる生産が可能な製品に対し、製品

単体で持続可能な競争優位の確保を図ることは極めて困難である。そのため、製品単体の優位性確保を

目的とした標準化戦略は、従来のような成功モデルを構築することは極めて困難であると言わざるを得

ない。成功企業では、製品・サービスの優位性確保という部分最適ではなく、川上・川下も含め全体と

して、新たな価値を提供できるよう様々な主体が参加するネットワークを形成し、差別化を図っている。

併せて、標準化の効果が最も高いと想定されるモジュールへの投資、または製品を構成するアーキテク

チャーの主導権を握るため、モジュール化設計やモジュール間のインターフェースの標準化を進めてい

る。我が国の標準化戦略においても、市場の複雑性が増したことを理解した上で、ダントツ製品の開発

等を目的とした閉じた思考に留まらず、２つのグローバル化に対応した持続可能な成長を実現するため

の開かれた標準化戦略への転換を、産官学が協働して推進する時期を迎えている。 

羅羅針針盤盤  
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地方自治体における産業連関表の活用（2） 

北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 
1.はじめに 
 地域の持続的発展を実現するための地域産業政策には、第 1に自らの地域の特性を明確に認識し検証

すること、第 2にその地域の特性に合った企業・産業の育成が不可欠となること、を前回の本政策論説

では指摘した。その上で、地域特性、そして産業特性を把握する上で極めて有用な分析道具としての産

業連関表について、活用の意義と基本構造について解説した。第 2回目の今回は、具体的な活用事例と

同時に、一般市町村で活用する際の簡易法等を紹介する。 

 地域の産業政策を検討する場合、国等と異なり必ずしも検討の前提となるデータ情報が十分確保でき

るとは限らない。このため感覚的な認識、経験則、定性的な判断に依存し適切な政策を選択できない場

合も少なくない。産業連関表の活用は、こうした地域政策を検討する際の課題を克服する有効な手段と

なる。 

 
2.活用の基本 
産業連関表は、様々な部門表や係数表があるため一見複雑なイメージが先行するものの、基本はシン

プルでありタテの投入係数とヨコの産出係数から構成されることは前回すでに整理した。タテの投入係

数は地域の各産業（一次・二次・三次等）が他の産業からどの程度、原材料・中間財を調達すると共に

粗付加価値として労働力等を調達するかを示すもので、この流れから如何なる種類の産業を育成すると

地域に大きな効果をもたらすか調達面から検証することが可能となる。これに対して、ヨコの産出係数

は地域の各産業が域内外を含めてどの需要分野にどれだけ財やサービスを提供したかを示しており、地

域への需要が如何なる構造を持っているかを検証することが可能となる。すなわち、タテの投入係数が

生産面での「地域の産業特性」を主に示しており、ヨコの産出係数は需要面での「地域特性」を主に示

す。以上を踏まえた上で、産業連関表の活用には以下の基本的指標とその意義を把握することがまず基

本となる。 
 
(1）地域の産業特性=タテ系列投入係数 
①中間投入率(生産額に占める他産業からの調達割合)=地域内の特定の産業の生産活動に使用する原

材料、中間財、サービス等をどれだけ他産業から調達しているかを示す指標である。中間投入率が高

い場合、他産業や他地域への依存度が高いと同時に財を提供してくれる産業に与える影響も高いこと、

などの判断の基礎となる。 
②粗付加価値率(1－中間投入率)=①の中間投入率が低いほど粗付加価値率は高くなり、雇用者所得や

営業余剰等に分配される割合が拡大し、地域所得を厚くする要因の一つとなる。一方で中間投入率が

高いと産業活動は活発なものの、それに比べて地域所得は厚くならず他地域から財等を調達するため

の漏れが大きいことが想定される。                    
③ソフト化率(中間投入に占める第三次産業の割合)=ソフト化率が高いほど第三次産業比率が高く、依

存度の高い消費型の地域特性を強くしやすい。地域の経済発展と共にソフト化率が高まる傾向となる

もののソフト化率が高い地域は他の地域から影響を受ける感応度が高い場合が多く、地域経済の自立

政策論説 

 



 

   

 3 
政策研究 2012 No.12 

度に留意する必要がある。 
 

(2)地域の特性=ヨコ系統産出係数 
①.総供給額(地域内生産額+移輸入額)=地域内に供給される財やサービスの総量を示す。地域で生じる

需要の全てが地域内生産ではなく、他の地域から入ってくるいわゆる移輸入分があるためこれを含め

た数値である。この移輸入額が大きいと他の地域から影響を受ける度合いを示す感応度が高まり、地

域経済の自立度が低下するほか、域際収支を赤字化しやすいため地域所得が漏れる要因となる。 
②移輸出率(移輸出額が地域内生産額に占める割合)=地域内生産は市内需要を満たすだけでなく域外

にも供給される。その比率を表しており、移輸出額が多いと他地域からの所得獲得に市内生産がより

多く寄与していることになり、域際収支が黒字化することから地域所得も厚くなり易い。  
③移輸入率(移輸入額が地域内総需要に占める割合)=地域内に供給される財・サービスの中で他地域の

生産に依存している割合を示す。この割合が大きいほど他地域への所得移転が大きいことになる。 
④域際収支(移輸出額－移輸入額)=黒字であれば地域所得が域外より流入、赤字であれば地域所得が域

外に流出していることを意味しており、域際収支が黒字の業種を多くし全体としての域際収支額を安

定的に黒字化することが望ましいことになる。 
 
以上はごく基本的な係数であり影響度、感応度等さらに応用して行くことが可能である。その際には、

国の国民所得統計に該当する都道府県の所得統計とセットで活用することが有用となる。 
 

3.具体例 
以上の基本的指標を踏まえて地域産業生産の検証において最終的には、①市内生産額の大きな分野、

②域際収支がプラスの分野、③特化係数が 1 より大きな分野（市内全産業に占める A 産業の割合÷全国

全産業に占める A 産業の割合）を中心に産業政策を展開することが基本となる。そこで、産業特性が異

なる北海道、福井県、神奈川県を例に産業連関表分析による特性を整理する。いずれも最新の 2005 年

産業連関表を活用する。 
 
（1）北海道 
①北海道の産業特性に関してまず「特化係数」でみると、農林水産業が 3.8 と 1 を大きく上回ってお

り道内産業の中では最も高い数値となっている。特に農業は移輸出超であり、北海道の域際収支を支え

る大きな要因となっており道内経済の基幹産業といえる。以上の点は、一般的に北海道が 1 次産業に優

位性があると言われていることを裏付けている。しかし、道内生産額の全体に占める割合は、サービス

業（23.6％）、製造業（17.7％）、商業（13.2％）となっており、１次産業のみでの生産額は 1 割にも満

たない状況にある。すなわち、域際収支として道外から所得を得ている中心は 1 次産業であるものの、

北海道経済全体の所得を直接生み出す力は限定的であることが分かる。 
さらに検証すると、道内生産額で 2 位である製造業の中では、１次産業の２次加工を行った食料品製

造業の比率が高く（製造業生産額の内訳では、食料品関係生産額が 35％を占める）、製造業と農水産業

の関連性が極めて高いことが分かる。道内生産額の 6%は食品関連生産であり、本州の製造業と異なる

体質にある。以上のことから、農林水産業は、北海道における基幹産業であるものの製造業と一体とな

って加工度を上げることが必要であり、そのことによって北海道の所得構造を厚くする要因となる。 
但し、現状において賃金や企業利益となる付加価値率が高い業種は１位「金融・保険・不動産業」
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（0.7667）、２位「公務」（0.7294）、３位「商業」（0.7021）となっており、農林水産業、食料品加工は

基幹産業ではあるものの必ずしも北海道全体の所得拡大への寄与は大きくない状況にある。なお、付加

価値率が高い業種がサービス業であるため他地域の動向から受ける影響たる感応度が高く、他律的業種

が中心となっている。 
②地域特性に関しては、全体の移輸出額 6 兆 4,404 億円に対し、移輸入額 9 兆 1,237 億円で 2 兆 6,832

億円の移輸入超（赤字）であり、道外への所得流出が認められる。特に製造業全体の域際収支が 2 兆 4,526
億円と赤字額の太宗を占めている。内訳をみると地域外から所得を得る移輸出超は食料品製造業ほか２

部門にとどまり、それ以外の部門はいずれも移輸入超となっており、北海道経済の依存体質が明確とな

る。なお、特化係数で 1 次産業と並んで大きな数字となるのが電力等エネルギー関係である。但し、電

力等は送電も含め地域独占形態をとっており、域外収支等を改善する産業としては直接的には位置づけ

ることは難しい。 
 
(2)福井県 
 ①県内生産に占める 2次産業の割合は 52.3％と高く、域際収支は 9,033 億円の黒字、特化係数も 1.30

と高く、福井県が製造業中心の地域特性を有していることが分かる。2次産業のうち、生産額が大きく、

域際収支、特化係数がともに高い業種は、「電力・ガス・熱供給」（生産額 6,782 億円、域際収支 5,394

億円、特化係数 5.67）、「繊維製品」（同 2,731 億円、同 1,910 億円、同 9.74）、「電子部品」（同 3,282

億円、同 1,882 億円、同 3.16）である。電力等を除くと繊維と電子部品が製造業の中心であり、域際収

支を支えている存在である。 

②また、「電力、ガス、熱供給」については、生産額、域際収支、特化係数ともに高いものの、生産額

に占める雇用者所得の割合は 6.2%と、「繊維製品」（26.4%）、「電子部品」(17.9%)に比べ大幅に低い。し

たがって、直接的に地域所得を厚くする度合いは相対的に低いことが分かる。 

 
(3)神奈川県 

①東京のベットタウンであり京浜工業地帯を抱える神奈川県の県内生産額の大きな分野は、製造業

（生産額 21 兆 294 億円、全体に占める割合 35.0％）、サービス（同 12 兆 9,287 億円、同 21.5％）及び

不動産（同 5 兆 9,128 億円、同 9.8%）である。域際収支がプラスの分野は、製造業（2 兆 2,312 億円）、

情報通信（1,564 億円）、不動産（727 億円）及び電気・ガス・水道（88 億円）となっており、ほぼ同

様の構成となっている。 
②その中で特化係数が１より大きな分野は、不動産（1.445）、電気・ガス・水道（1.131）及び製造

業（1.108）である。不動産の特化係数が高い要因としては、東京のベットタウンとしての役割が大き

いこと、それに伴い都市開発が進んでいることなどによる。また、県民所得と県内所得の比率は 1.2305
となっており、県内で生み出された所得以上に県民は所得を得ており、この点もベッドタウンとしての

位置づけからもたらされる要因となる。しかし、ベットタウンでの高齢化が進む中で、東京から所得を

得てくる現役世代の比率は今後大きく低下することが避けられない。この面から、神奈川県の所得構成、

産業特性にも変化が生じることが見込まれる。 
以上はごく基本的な整理である。より細部にわたる検証を行うことで従来の認識の再確認と修正を行

いつつ、今後の変化を踏まえた地域産業政策を展開することが重要となる。 
 
 



 

   

 5 
政策研究 2012 No.12 

4.一般市町村の産業連関表活用基本手順 
       都道府県、政令指定都市クラスであれば自前の産業連関表を有しており、地域産業政策に積極的に

活用する努力が重要となる。しかし、基礎自治体たる市区町村では一部を除いてほとんどが産業連関

表を有しておらず、直接的な活用が難しい現状にある。こうした場合、都道府県が有している産業連

関表、都道府県所得統計から推計活用することが基本となる。 
       第 1 段階の推計は、都道府県統計から人口・面積等で比例計算し疑似産業連関表等を作成すること

からスタートする。もちろんこの段階では、基礎自治体の地域特性を表したものとはなっていない。

しかし、比例計算により作成した上で基礎自治体単位で把握している統計表等を活用して段階的に修

正して行くことになる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 第 2 段階としては、比例計算で作成した産業連関表を大枠として次の検討を行う。 
 ①地域生産額の推計（コントロール・トータルの推計） 

       地域の産業連関表の大枠を設定し、中間投入や粗付加価値額等の推計に密接に関係する「①地域生

産額」を推計することからスタートする。国あるいは都道府県の産業連関表のデータを活用し推計す

るのが基本となり国の「工業統計組替結果」あるいは「事業所・企業統計」の簡易活用も可能である。 
         ②中間投入、粗付加価値の推計（プロダクト・ミックスの推計） 
          ①の地域生産額が設定できた上で、都道府県の産業連関表投入係数表を用いて中間投入、粗付加価

値の額を推計する。さらに、地域の特色を反映させるため独自データ等があれば地域の投入構造、付

加価値構造を把握し都道府県の投入係数を修正する。 
         ③地域最終需要の推計 
          都道府県、政令指定都市と異なりマクロの所得統計がない一般市区町村では、都道府県民経済計算

を活用し、需要項目の総和を求め都の最終需要項目構成比率を活用して各産業に按分することになる。

その上で、地域の特色を反映させるため独自データ、調査を行い修正する。最終的には、市町村民経

済計算の試作を行うことになる。 
         ④純移輸出等の計算 
         「地域生産額」からすでに確定している「②中間投入」、「③地域最終需要」を控除すれば「④純移輸

出」が求められる。この純移輸出額から移輸出額を控除し移輸入額を確定させる。移輸出額の推計は

最も困難性を伴うため、都道府県の産業連関表移輸出率や他の統計データの活用か独自調査を行うこ

とになる。⑤の最終段階が、市区町村の自給率、経済波及効果を測定する大きなカギとなる。 
 市区町村が有している統計を十分に活用することで、地域産業政策の形成に必要な新たな加工統計

を生み出す活用することが地方自治の政策能力を高める基本ともなる。 

投
入
係
数 

産出係数 

②中間投入（需要） 

②粗付加価値 

③地域最終需要 
④純移輸出 

 

①地域生産額 

 ①地域

生産額 

⑤控除:移輸入 
 

同額 
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政策展開へのリーダーシップ力 

                     北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 

TPP 問題、道州制、地方分権改革等複雑なシステム構築に関して推進するために提示した様々な解決

策が、予期せぬ方向や結果をもたらすことが少なくない。これは日本に限らずいずれの近代国家におい

ても直面する問題である。こうした結果を生み出す理由のひとつは、「課題を克服する解決策に対して、

システム内部から従来の構造や行動を維持しようとする攻撃的機能が発動されること」による。構造等

を変える試みに対して抵抗が生じることは、複雑なシステムになればなるほど強く発生する問題である。

このような問題を克服するため発動される新しい政策は、短期的な改善に資するものの、結局、繰り返

し生じてくる古い体質の問題を再認識するだけの結果に終わりやすい。なぜならば、発動される新しい

政策が基本的な原因に至る対処ではなく「問題の徴候」に対処するレベルに止まり、一時的な処方箋と

して患部を癒すに過ぎないことが多いからである。こうした場合、新たな政策は、結局のところ、シス

テム内そして外部環境の強い干渉と依存の果てしない罠にはまる結果となる。これは、「短期的対策の

多重性」を生み出し、古い問題との間に抜け場のない悪循環を生み出す。 
問題の徴候だけに対処する「短期的対策の多重性」は、組織や地域の政策的な意思決定を成果ないも

のとする大きな落とし穴となる。短期的対策の多重性を深刻化する原因は、短期的反応と長期的反応の

結びつきを十分認識していないことにある。問題の徴候だけに対処する短期的反応によってシステムへ

の介入が続けば続くほど、依存の悪循環を断ち切ることは困難となり、介入者に内部的バランスの維持

に関する負担を負わそうとする圧力が著しく強まり、課題克服の新たな政策は自滅する。  
こうした自滅を可能な限り防ぐには、国や地方自治体、企業を問わず政策を担うリーダーが低い影響

力の政策変更と高い影響力への政策変更を峻別することが必要となる。高い影響力を持つ政策は、問題

の徴候に対してそれが時間的、空間的に密接かつ明確な関係を有していない。原因と結果はより広く深

い時間と空間の関係で形成されるため、高い影響力を持つ政策認識の困難性は高い。低い影響力を持つ

短期的改善策は、認識し易く突然の危機に対しては積極的に反応するが、数年あるいは数世代の期間に

わたって起きる成果を認識することには失敗しやすい。 
高い影響力を持つ政策変更は、認識度や優先度が限定的となりやすいためリーダー以外にとって明白

でないことが多い。原因と結果が時間的、空間的に密接に繋がりを持っていないため、一般的には認識

しづらい状況を生み出すことによる。こうした場合、リーダーシップの発揮の数少ない重要な成功要因

は、意識的にフォロワーの注意を向けさせることである。多くの管理者が目先の事柄を増強することに

注力するのに対して、有能なリーダーは、長期的な成功をもたらす重要な力学を理解し、その理解を日々

の仕事のガイドラインの中に浸透させていることを役割とする。このことが、システム的思考を浸透さ

せていく重要な要素となる。創造的で非権威主義者的な組織のリーダーにとって最も重要な目的要素で

ある。システム的なものの見方の最初のステップは、「問題の徴候」と「問題の原因」を明確に区分す

ることである。問題の徴候を操作しようとする努力が、複雑なシステムにおいては極めて稀にしか本質

的に成功しないことを認識する必要がある。その上で、複雑なシステムで認識されない「平衡プロセス」、

すなわち運営目標、習慣、組織内の暗黙の規範に関わる微妙なバランスが組織上の変革の試みを暗黙の

規範や運営目標と矛盾を生じさせることに注意すべきである。暗黙の規範が、明示的な運営目標の達成

や成功した政策が定着することを阻害する構造的なコンフリクトを生むことになるからである。

政策シグナル 
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インド経済の構造的政策課題 

北海道大学公共政策大学院院長・教授  宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
中国に次ぐ 21 世紀の世界経済の成長の核として注目されるインド。そのインドの経済が低迷を続けて来た。

2012 年 10-12 月期のインド経済実質 GDP 成長率は前年比 4.5%増となり、2011 年以降の減速傾向を依然と

して続けている。また、2009 年 1-3 月以来の低い伸びの水準にとどまっている。業種別に見ると、天候不良

によって農業等第一次産業が不調だったことに加え、輸出の減速により製造業も低い伸びが続く結果となっ

ている。製造業については、エネルギー価格の上昇等インフレ圧力増大との関係で金融緩和政策の選択がタ

イミング的に遅れたこと、所得・雇用環境の悪化から内需も鈍化したことで民間企業全体の投資活動が慎重

となったこと、政治の混乱状態が深刻化し政策展開に影響したことなどから低迷が続いている。また、非製

造業についても財政再建による歳出抑制や雇用環境悪化などから個人消費低迷の影響を受け減速傾向となっ

た。こうした中で 21 世紀のインド経済の成長基盤を形成する固定資本投資は、業種・時期により増減斑模様

ではあるものの 2011 年前半までと比べると大きく減速していることが分かる。 

 しかし、2013 年については底入れし徐々に堅調さを取り戻すものと見込まれる。シン政権の経済改革の実

施やインド準備銀行の利下げ再開などから企業マインドは年明け以降を中心に着実に明るさを取り戻してい

るほか、一社当たりの企業収益にも改善の傾向が見えつつあることによる。但し、その回復ペースは緩やか

なものに止まらざるを得ない。依然としてエネルギー等インフレ圧力が潜在的に残っているほか、経常収支

の赤字にも配慮する必要があるため現状以上の大胆な金融緩和政策は取りづらいこと、金融機関の不良債権

は増加傾向にあり貸出姿勢が本質的に改善するには時間を要すること、選挙を控えていることから財政支出

は一時的に拡大する可能性が強いものの限られた規模とならざるを得ないこと、などによる。 

インド経済は 21 世紀に人口面からも世界経済の核となることが確実であるものの、ハード、ソフト両面で

の社会インフラの整備を進め、経済社会全体の健全性確保を強力に進める必要がある。短期的な景気変動に

とらわれない着実なインフラ整備の仕組みと政策展開が不可欠である。 

アアジジアアリリンンクク  
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自治体における現金給付のパラダイム転換 
～プリペイドカード活用の可能性を考える～  

－生活保護から災害対応まで－ 

株式会社富士通総研 公共事業部 高村 茂 

 

本稿は、「支給したら、後は何に使われていようが知らない」という現金給付の課題を抽出し、

その現実的な解決策と将来的な可能性を提示する。 
 
１． 現金給付の課題 

（１）現金決済の特徴 

 我々が日常的に実行している「現金決済」の特徴は何だろうか。 
 真っ先に「普遍性」と「匿名性」が挙げられよう。 
 まず、「普遍性」とは、どこの店でも使えるということである。支払いに際して、現金では受け

付けませんというケースにはまずお目にかからない（ネットショップを除く）。例外的に、あるサ

ービス・特典を前提としてクレジットカードでしか支払えない店が存在している程度である。した

がって、この「どこでも使える」ことが現金利用の前提になっている。 
 次に「匿名性」であるが、現金に名前が書いてあるわけではないので、誰が、どこで、いくら使

ったかという情報はまったく残らない。顔見知りの店舗もあるかもしれないが、一般的には、「ど

の客」が何を買ったかという情報が残らない。これは、後から別の商品を勧められたりする心配も

なく、安心して買い物ができる要因の一つになっている。逆に、何か不都合があった場合には、レ

シートのような買ったことを証明するものが必要となるわけである。 
 
（２）現金給付の課題 

さて、視点を変え、生活保護の「生活扶助」等国・自治体からの現金給付の課題を考えてみたい。 
例えばここで取り上げている生活保護で給付される生活扶助費は、明確な目的を持った給付であ

り、本来その趣旨に沿った利用がなされるべきものと理解している。 
しかしながら、この給付は、銀行振込を含めれば、基本的に現金給付（一部物品支給のケースあ

り）となっている。そして、前述した現金決済の特徴が不適切利用を生む課題となっている。すな

わち、 
 
現金給付は、どこでも使える「普遍性」がゆえに、本来使うことが相応しくない場所で使えてし

まうという事象を発生させている。 

また、その「匿名性」ゆえに、一部の受給者が本来使うことが相応しくない場所で使っているこ

とを把握できない状況を生み出している。 

 

これは、生活扶助に限らず、児童扶助手当等現金給付のものはすべて、給付したらあとはどのよ

うに使われようが制限なしという状況になっていることを示している。 

事事例例研研究究  
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図表１ 被保護実人員・保護の種類別扶助人員（１か月平均） 

 
出典：「平成 23 年度福祉行政報告例の概要」（厚生労働省、平成 24 年 11 月 29 日） 

 
現在、生活扶助の件数は、図１に示すように、近年増加の一途をたどっており、平成23年度では

1,871,659人がその対象となっている。 
また、金額面から見れば、例えば大阪市では平成22年度決算で生活扶助費が1,030億円となり（図

表２）、生活保護費全体では一般会計の17％を占めて、財政を圧迫する状況にすらなっている。 
 

図表２ 生活保護費の内訳（大阪市平成 22 年度決算） 

 
出典：大阪市 HP: http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000086902.html 

 
他の自治体においても生活保護費の負担は大きくなっていると容易に推察されるところである

が、このまま、「支給したら後は何に使われていようが知らない」という状況を続けていっていい

ものだろうか。 
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これら扶助費の原資は、そもそも納税者の税金である。使途が目的に沿ったものであるかどうか

というチェックも受けず、財政を圧迫するような状況になっているというのは、ガバナンスが欠如

していると同時に、納税者に対する説明責任を果たしていないと言えるのではないだろうか。 
このような相応しくない利用の実態を鑑み、「小野市福祉給付制度適正化条例」が可決されて、

この４月から施行されている。 

この条例の目的には、 

（前略）これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、遊技、遊興、

賭博等に費消してしまい、生活の維持、安定向上に努める義務に違反する行為を防止すること

により、福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目

的とする。 

との記載があることは周知のとおりである。 

 また、市の責務として、第４条２項に 

２ 市は、受給者が給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に

費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を防ぐ

ため、受給者の健全な生活の確保と自立のための必要な相談、指導、指示等を行う体制を構築

するものとする。  

とあり、実効性のある仕組みが必要となっているところであるが、本稿はこれに対する一つの

解を提供するものである。 

 
２．カード決済の可能性 

目的に沿って予算を執行する仕組みとして、例えば米国ではフードバウチャーが発行され、この

紙を持っていけば食料品と交換できるような仕組みは取り組まれてきたところであるが、このよう

な毎日利用するバウチャーを発行して、必要な人に配布するという手間は大変大きなものである。 
そこで、元々カード決済の比率が高い米国では、クレジットカード、デビットカード等で様々な

取り組みがされてきたものの、利用限度をどう制御するか、あるいは、毎月の給付分をどのように

反映するか、はたまた利用できる残額をどのように知らせるか等、そのカードの特性によって一長

一短があり、全体をカバーできる社会システムとしては整備されていない状況にあったが、ようや

く今回のケースにも活躍できるカードが登場した。 
それが、いわゆるクレジットカード起源のプリペイドカード（以下、『クレジット型プリペイド

カード』という。）である。より正確に記せば、「これまでのクレジットカード決済のインフラをそ

のまま利用できるプリペイドカード」である。 
その特徴は次のとおり。 
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・ カード形状は、これまでのクレジットカードとまったく同一 

⇒ これまでのクレジットカード決済インフラをそのまま流用可 
・ 利用方法もこれまでのクレジットカードとまったく同一 

⇒ 利用者もこれまでのクレジットカードと同様に利用でき違和感なし 
・ 券面のデザインは自由 

⇒ 給付カードという利用者の負い目に配慮したデザイン可 
・ 個人の ID データは磁気ストライプ部分に格納しているが、カード自体にバリューは入ってい

ない  
⇒ 紛失等での不正利用防止 

・ ホスト側のコントロールで、毎月の給付額の積み増し可能 

⇒ 現金の振込等の手間は不要 
・ 元々契約者は自治体で、そのカードを給付者に貸与している位置づけとなるため、毎月カード

会社から購買情報が自治体等に届く 

⇒ 目的に合致したと考えられる店で使われているかどうかの確認可 
・ 利用が不適切な業界があれば、その業界コードをホスト側で制御することにより、特定業界の

端末では決済ができないように設定可能 

⇒ 利用が相応しくない店舗での利用を制限。場合によっては、利用を不可とするのではなく、

利用制限額（フロアリミット）の設定も可能 
 
 このように、現在のクレジット型プリペイドカードは、現金給付の弱点をうまく補完できる仕組

みとして機能できる。 
 
３．海外の事例 

前述したクレジット型プリペイドカードは世界各地で取り組まれているが、ここでは３例を挙げ

ておこう。 
 

○ネブラスカ州（育児支援給付） 

ネブラスカ州においては、2004 年に月々400 万米ドルにのぼる育児支援給付プログラムにプリ

ペイドカードを導入。印刷・郵送費、振込手数料の削減とともに、職員の負担軽減で 36 万 8 千米

ドル（9.2％）のコスト削減（2009 年試算）になっている。 
利用者の評判も、以前の小切手給付と比べると使い勝手が良いと評判が高い。 

 
○ドミニカ共和国（貧困世帯への補助金給付） 

ドミニカ共和国は、WBC（World Baseball Classic）の優勝でわが国でも認知度が上がったとこ

ろであるが、貧困世帯に対するワーフティネットの構築が国としての大きな課題となっている。 
これまでは、食糧や燃料、支援金を直接配給していたのであるが、手続きが混乱するとともに支

援が貧困世帯に行き渡らないという事態が発生したため、2004 年にプリペイドカードを導入。2005
年には 63,400 万ペソにまで拡大している。 
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○パキスタン（避難民への財政支援） 

パキスタンにおいては、国内難民の数が膨大で財政支援を必要しているが、反体制勢力の資金流

用を防ぎつつ、確実な支援が行き届く方法として、プリペイドカードを導入した。最初の配布に際

しては、避難民が身分証明主を提示し、300 ドルが入ったプリペイドカードを渡す方法で実施。最

大時には 140 万世帯に配布した実績を持つ。 
 
４．わが国での展開に向けて 

今後、わが国におけるクレジット型プリペイドカードの利用可能性について、利用シーンをイメ

ージしながら考えてみたい。 
 
○生活扶助の支給策として 

（受給者側のイメージ） 
 生活保護を受けている市民Ａさんは、ギャンブル依存があり、これまで生活扶助費が銀行口座に

振り込まれると、その多くを引き出してパチンコ屋に通うことがしばしばあった。今回市から「生

活保護カード」なるものを渡された。このカードがあれば、生活必需品の購入はもちろん、病院で

の ID カードとしても利用できるという。 
 先日、ついパチンコ屋に入ったが、生活保護カードは使うことができず、ギャンブルで散財する

ことを未然に防ぐことができた。 
 また、給付日当日には自動的に残高が増えているので、まったく銀行に行く手間がかからないの

も助かっている。 
 近くの小さなスーパーで買い物をよくするのであるが、カードをもらった当初は利用できなかっ

たが、早晩そのスーパーも加盟店となり、利用できるようになった。 
先日は、カードを落としてしまったのであるが、すぐに自治体側で紛失カードの利用をストップ

するとともに、新たなカードの再発行手続もしてくれた。今はこのカードがあれば生活ができると

安心している。 
（自治体職員側のイメージ） 
 当市が生活扶助金の給付を「クレジット型プリペイドカード」に置き換えて半年が経った。 

当初は、いつもの店で使えないじゃないかという苦情ももらっていたが、カード会社が積極的に

それらの店舗でカードを使えるようにしてくれたおかげで、今は市民も円滑にカードを使っている

ようだ。基本的には、スーパー、コンビニのほか、このプリペイドカードに紐づいた交通 IC カー

ドも持てるので、市民はそれほど不便と感じていないはずだ。 
月に一回、カード会社から購買情報のデータが来るが、これを見ると計画的に買い物をしている

人、給付日にかなりの割合の金額を使う人等お金を使うパターンや、生活をしていくためにどのよ

うな店舗が使われているか等、これまでまったく取れなかった情報を把握することができるように

なった。これは今後の福祉サービスを検討するいいネタになりそうである。 
 
○モデル事業等の直接事業費等 

（利用者側のイメージ） 
 NPO のＢさんは、国・自治体のモデル事業として、地域活性化のプロジェクトを実施するケー

スがよくある。これまでは、年度末に国・自治体から補助金等が入金されるまでは、会議室の借上
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げ料や地方の視察等の経費は全部自分で立て替えなければならなかった。 
 今年から、直接事業費用の「事業費カード」が導入された。国に提示している直接事業費の範囲

内の利用はこのカードですべて決済できる。 
長期間の立て替えもなく、Ｂさんはますます地域活性化に熱が入っている。 

（自治体職員側のイメージ） 
 市のモデル事業の直接事業費決済に、「クレジット型プリペイドカード」を導入した。 
 これまでは、中間時と年度末に購買リストと領収証をつき合わせ、かつ予算費目との整合性の確

認等事務作業が集中して発生していた。 
 今年は、「クレジット型プリペイドカード」を導入したおかげで、毎月購買履歴のデータがカー

ド会社から送られてくる。モデル事業の担当者からも利用リストが送られてくるが、半年ごとにチ

ェックするのと比べれば毎月確認ができれば業務の平準化ができて大変楽になった。 
 事業者からも立替を行わなくてもいいと評判である。 
 
○災害時の被災者支援策として 

（利用者側のイメージ） 
 地震が発生し、子供だけ抱えて避難所に命からがら逃げてきた。家は全壊し、財布も持っていな

くて途方に暮れていたところ、罹災者である私に対し、市は「災害支援カード」を手渡した。家族

が一緒の場合は 10 万円まで使えるという。クレジットカードの使える店ならばどこでも使えると

いう説明があった。これなら JR の切符を買って郷里に行き、スーパー等での買い物はできそうで

ある。 
（自治体職員側のイメージ） 
 当市では、災害に備えて、市民が当座の生活資金に困らないよう、「クレジット型プリペイドカ

ード」を導入している。 
 導入しているといっても、市役所が物理的に手元で準備するのは１枚数十円のプラスチックカー

ドだけで、発災した時に、それぞれのカードで事前にカード会社と契約したバリューが使えるよう

になる仕組みを導入している。 
 プリペイドカードといっても、カードに直接バリューが入っていないので、カードの管理にそれ

ほど気を使わずに済み、助かっている。 
 一方で、災害時に住民の当座の生活費をどうするかという点については、現金をどのように準備

し、どのように渡すかが大きなネックになっていたが、避難所で本人確認をして「クレジット型プ

リペイドカード」を渡せばよく、機動性は格段に向上したと実感している。 
  
 このように、行政が遭遇する様々なシーンで、今回紹介した「クレジット型プリペイドカード」

は活躍の場がありそうである。 
また、今回紹介した機能は、「番号制度の IC カードに取り込める機能」でもあり、将来的な行政

アプリケーションとしてのポテンシャルを有していると思料する。 
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 私どもは、５年前の平成 18 年に、神奈川県藤沢市の協力を得て、官民連携で軽自動車税のクレ

ジットカード収納実証実験を行い、公金のクレジットカード収納の道を開いた実績を有している。 
今回もどこかの自治体の協力を得て、実証実験を行いたいと考えている。 

 本稿をお読みいただき、現金給付のガバナンス確保と利用者の利便性向上を図るための「クレジ

ット型プリペイドカード」に関心を持たれたならば、是非ともお声掛けいただければと思う。 
新たな社会システムの構築に向け協働させていただけば幸いである。 
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