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年齢構成の歪みと組織的リーダーシップ 
開かれた学習の場の重要性 

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

超少子高齢化時代を迎え、「まち・ひと・しごと創生政策」で地方への新たな人の流れの形成が大き

な政策課題となっている。しかし、同時に地域を支える地方自治体行政機関の職員構成も大きな課題を

抱える。指定管理等によるアウトソーシングの推進、組織の効率化等への取組みを一層進めることは不

可欠であっても、組織としての全体の職員数の制約、そして年齢構成の歪みを受けた中で、組織として

の資質・ノウハウ等の伝承を如何に維持・充実させるかは喫緊の課題となっている。とくに、市区町村

たる基礎自治体の業務は量的にも拡大を続けており、職員の縦割りによる資質やノウハウの細分化は組

織全体としての資質・ノウハウの向上に対して制約要因とならざるを得ない。こうした問題は、地方自

治体等の公的機関に限らず多くの企業等民間組織でも抱える問題である。 
下記の図は、東京都特別区 A 区の 2023 年段階の年齢構成予測である。A 区ではこれまで 1,000 人以

上の職員削減を行い、2015 年段階で 2,000 人前後の職員数となっている。こうした削減の過程で新卒

採用に変動があり、今後の退職者分の新卒補充を着実に実現したとしても図に見られるように年齢構成

間の歪みがあり、とくに従来の中間管理職とも呼ばれる中堅層の人数減少は、組織としての資質・ノウ

ハウ、具体的には前の世代から次の世代に進化させつつ資質・ノウハウを繋いでいく機能を如何に担う

かが極めて深刻な課題ならざるを得なくなっている。以下では、こうした組織的歪み、人的資源の制約

に対して組織の資質・ノウハウを高めつつ進化させるために、公的機関、民間企業を問わず「開かれた

学習の場」の形成が極めて重要なことを概観する。 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 常勤職員年齢構成予測（人） 
（注）2014 年度の職員構成を前提に、退職者人数を新卒採用で補った仮定して計算。 

 
２. 組織的モティベーションの形成 

公的機関、民間企業を問わず組織を構成する人材がモティベーション（動機）を持って活動する要素

は、①自分の組織内で個人として評価されていると感じていること、②組織にとって意義のある明確な

任務を与えられていること、③任務を結論まで追及する自律性を持ち、他のチームのメンバーや組織の

他の部局と明確で開放的なコミュニケーションを形成していること、④プロジェクト内で創造的資源を

用いて成長、学習していると感じていること、⑤成功に見合った報酬等を受け取っていると感じること、

などが上げられる。モティベーションに溢れた活力ある組織に発展させるための鍵は、以上の要素のす
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べてを満たすことは困難でも、ひとつでも多く、そしてより強く形成することにある。 
組織全体のモティベーションを高めるリーダーシップを展開するには、第１に組織が求めている目的

や状態の意味を明確に表明することが必要となる。その上で第２に、組織の使命の達成は「集団」で行

われるものであり、首長も含めた特定の人材の資質やパフォーマンスで達成できることはなく常に人的

ネットワークの中で機能し、そのネットワークの中で組織が世界や社会全体に対して持つ価値の共有を

図ることが極めて重要となる。すなわち、組織の活力に溢れた活動を促進するためには、使命が計画の

中の文言以上のものであると位置づけると同時に、使命を達成することが人的ネットワークを通じて

個々人のキャリアの発達に結び付く仕組みを形成しなければならない。 
こうした仕組みの形成は、組織としての選択力、注意力、集中力を導く行動上の前提条件であり、組

織の文化を形成するコアでもある。価値観を共有し信念を形成することは、特定の管理職等が１人で担

うべきものではなく、リーダーとフォロワーが信念形成に相互に参加し共有することで、組織も個人と

同様の態度や信念を持つ体質を形成することが可能となる。それが、最終的に組織の風土や文化を形成

する。リーダーの能力が単独として如何に有能であったとしても、フォロワーを含めた組織全体との連

携による価値観の形成と共有に努めることができなければ、組織としての資質を高めることはできない。

こうした信念形成において、組織全体と次の世代を結び付ける中堅層の役割を位置づけることが重要と

なる。 
 
３. 開かれた学習 

以上の価値観を有する組織体を形成するには、首長等から中間管理職、若手に至るまでの「開かれた学習

の場」を形成することが鍵となる。なぜならば、組織の価値観形成の最大の障害は、個々人が良いアイデア

を持っているか又は状況を変えることができる何かを知っているのに、組織や閉鎖的・前例踏襲的な人的体

質が「聞くことを望まない」という姿勢を貫くことに有る。こうした体質は、組織全体の進化を止める大き

な要因とならざるを得ない。こうした組織的・人的体質を進化へと結び付けるのが「開かれた学習」である。 

社会経済環境の変化を認識せず自らの枠組みを固定的に意識することで、新たな思考や環境の形成等を排

除する体質の克服の場を形成することが「開かれた学習」の目的である。積極的に環境の変化や揺れを受け

入れ、学習姿勢を開放する個人、組織の形勢が硬直的な構図を克服する。継続的に成長し、変化し、適応し、

新しいことを学習すべきであり、これが実現しない場合、組織の活力は停止する。 

活力ある状態にする最大の要因は、組織を動かす特別な挑戦又は刺激的なアイデアを特定の枠組みや価値

観に拘束することなく、広く情報交換し総合的に創造性を高める場を形成することである。成功する組織は、

リスクや間違いを犯すことを「成功の本質的部分」であると見なす。組織における学習的な風土は、１人１

人が次の創造的なイノベーションの資源であると理解し、問題が生じた時に１人１人やひとつの部門に問題

を押しやるのではなく、異なった立場から眺める仕組みを形成することで解決策や新たな方向性が提示され

る。また、開かれた学習の場では、悪い情報を予期し耳を傾けようとする自発性な意識が必要であり、悪い

情報を組織や他者の責任にして転嫁し、自らの問題としない姿勢を克服する場ともなる。 

こうした学習の開放では、「直観」を重視する姿勢が必要である。なぜならば、開かれた学習では様々な異

なる視点からの指摘・主張が展開され、その中から自らの取組みを進化させる点を自ら掘り起こす姿勢が必

要となることによる。直観は、如何なる状況においても可能性を認識し得る唯一の方法である。直観を養う

ための技術は、観察と分析に創造性を導くことにある。直観は単なる「思いつき」とは全く異なる。基礎的

知識や開かれた情報に基づく合理的で演繹的な情報の拡大であり、合理主義の視点においてもこれを拒絶す

る理由はない。直観は、内部の創造を形成する基盤の重要な要素であり、新しい方向を生み出すブレイクス

ルーをもたらす要因となる。ただし、直観を活用するには、前述した「リスクや間違いを犯すことを成功の

本質的部分」であると見なす姿勢が必要である。加えて、直観を尊重する場合、通常以上に「コミットメン
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ト」、すなわち、「逆境や予期していなかった障害、さらには多くのエネルギーの投入にもかかわらず、何か

を起こすためにやり通す姿勢」が重要となる。直観は、ビジョンを形成し、正当化し、人々との間に調和を

打ち立て、構造的な要素の中に組み込みシステム的な関係として対処する重要な要素として位置づけられる。

しかし、それと同時に、直観と合理性を互いに補うために分析的発想の向上が必要である。分析力を基礎に

直観を導き、また、合理的分析で本能的洞察を確認する努力である。 

コミットメントを継続し充実させるには、開かれた学習によるビジョンへの一意専心の姿勢が必要であり、

継続的に周囲にビジョンを表明し、その過程でビジョンを進化させると共に他の人々の資源としても位置づ

けるように共有する姿勢が必要である。コミットメントには、もうひとつの側面がある。それは、「後退や不

満への対応」を如何に行うかである。コミットメントが充実している場合、後退や不満に流されることなく、

再考し、進化し続けるか、あるいは代替案を探索する姿勢、そして、障害が起こることを知り、障害を克服

すべき挑戦と見なす体力が形成となる。こうした挑戦しない組織は、自らの体力を傷つけ続けることになり、

最終的には衰退の結果を招く危険性を大きくする。 

 

４. メタノイック組織 

活力に溢れたコミットメントを形成するには、「メタノイック」な組織の構築が必要である。「人々は１人

では無力な存在であり相互にネットワークを形成し個人的・集合的な信念に基づき、根本的な進化を通して

自分達の未来を創造し運命を形成して行こうとする集団」のことを「メタノイック」な組織と言う。 

メタノリック組織、開かれた学習において求められる第１の機能は、個人的なビジョンという名の多くの

糸を集団としての大きな布に編み上げることが求められる。従来においては、フォロワーは、リーダーが自

分達のために組織のビジョンを定義してくれることを期待し、組織のビジョンを一方的に創り上げ、それに

対してメンバーのコミットメントを得て自分自身と他の人々を、勇気を持って支えることがリーダーの仕事

であると考えられてきた。しかし、こうした従来型のリーダーシップには、固有の弱点が存在する。それは、

第１にリーダーが組織のビジョンの単独の創造者である時、メンバーが未来を心に描く能力が退化すること、

第２は１人１人のリーダーによって作成されたビジョンが固定化され動かせない限り、個人のメンバーの側

における選択、所有、イニシアティブの如何なる顕著な動きも事実上排除されることである。こうしたメタ

ノイック組織の形成においいても開かれた学習の場は極めて有効性を持つ。 

メタノイック組織、そして開かれた学習における第２の機能は、人々に創造的な力をフルに発揮してもら

うことであり、他の人々にとって真に重要なものを自ら選択し、自ら求める存在になれるようコミットする

のを助けることにある。通常の組織では、人々が望む最良でかつ存在し得る唯一の方法は追従方法である。

先例や従来の手法の踏襲である。メタノイック組織では、こうした追随方法は不適当であり、追従でなく参

画を求めることが重要となる。 

メタノイック組織、そして開かれた学習における第３の機能は、望ましい結果を創造することに役立つネ

ットワークを創り出すことである。ビジョンに向かって個人的エネルギーを伝える構造を創造するばかりで

なく、全員がコミットする方向に伝えていく構造をも創造する必要がある。構造的要素は、ネットワーク内

で相互に作用し合いながら、場合によっては互いに意見が異なる可能性を内包する。こうした点は健康的な

状況と言える。ただし、この健康的状況は組織全体の大きな目的を認める限りにおいて有効なのであり、開

かれた学習による認識の一致がなければ望ましくない結果をもたらす点には留意すべきである。 
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ふるさと納税と税制課題 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

ふるさと納税の導入以降、納税者側の関心は高く、地場産品の提供を通じて過疎自治体の地域活性化

のための財源確保の救世主的成果を生み出している事例が見られる。その一方で、地域間財源配分の適

正化の問題等本質的議論も残されていることは、2015 年６月の本政策シグナルで指摘したところであ

る。加えて、その使途において財政規律の確保や財政本来の機能を踏まえた持続性ある歳出構造の構築

が必要となる。ふるさと納税は、地方自治体による地場産品の提供と重なり合い、制度的に財政と市場

の中間的位置づけにあり、消費者の選考や景気動向に左右される変動リスクや市場間競争を抱えている

点について認識することが求められる。こうした財政規律等に関する課題と同時に、税制上、認識し対

処・検討すべき課題があることに留意することが求められる。たとえば、国税としての法人税をふるさ

と納税の対象とし、かつ寄付者の意志によって対象地方自治体を選択する仕組みを構築することが持つ

課題について慎重に検討する必要がある。 
まず、現行制度の整理からスタートする。法人関係課税の地方自治体への配分に関する制度としては、

①地方法人特別税、②法人税、③法人住民税法人税割、④法人事業税の四つが基本となる。①地方法人

特別税は、地方事業税の都道府県間偏在が強いため法人事業税の一部を国税として徴収し、人口及び従

業員数等を基準として国が都道府県に地方譲与税として再分配する国税の制度である。②法人税は、国

税として徴収し、その一部を地方交付税として個別需要等に応じて一定のルールに基づいて地方自治体

に配分する国税と地方財政の制度である。次に③法人住民税法人税割は、地方法人税特別税と共に地方

自治体間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため 2014 年度の地方税法の改正により、法

人住民税法人税割税率を引下げ、その引下げに相当する分について国税たる地方法人税とし、地方交付

税の財源とし従業員数等により地方自治体に配分する制度、④法人事業税は、法人の行う事業に対して

課する税金であり、従業員数等で地方自治体に配分する制度である。 
現行の制度における法人課税関係の国と地方の税配分等は以上のとおりであるが、まず、国税の法人

方税をふるさと納税制度の対象とする場合の大きな検討課題を整理する。①国の税金について納税者の

意志で納税先を決定することは、財政配分（歳出）と同様の性格を実質的に有することから明確な理論

形成が必要となること、②国税である以上、国が何らかの基準で予算を通じて配分することが基本であ

り納税者の自由選択ではなく、従来の地方交付税や地方譲与税等とは異なる配分基準や制度を設定する

ことで対処することが適切でないか等の論点が提示できる。とくに、現行の地方交付税や地方譲与税に

納税者の意志を反映する要因を組み込むとすれば、恒久的制度あるいは本来の制度趣旨との関係を明確

化していく必要がある。なお、ふるさと納税は寄付行為であり、現行制度においても法人がふるさと納

税的に地方自治体に寄付を行うことは可能である。納税者が国や地方自治体、特定公益増進法人などに

対し、特定寄附金を支出した場合には所得控除を受けることがでる。所得控除方式をさらに、税額控除

等に拡充する必要があるか等も企業の資金の外部流出の構図と共に議論する点となる。 
さらに、地方税を対象として企業のふるさと納税を新たに制度設計する場合においても、個人住民税

のふるさと納税同様に税額控除とする必要性の根拠と現行制度の損金算入制度で留めることの政策的

意義、さらに、経営陣の判断で納税先を決定できる仕組みの株主等との関係、法律による基準設定で納

税者の意向を代替し納税先を分割する法制は成り立つか等多面的検討が必要となる。 

政策シグナル 
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中国「新常態」とアジア新興国政策の転換点 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）中国国家統計局データによる。（注）実質 GDP は、前年比。 

中国政府は、現在の景気減速の実体を「新常態」として受け止めて行く方向性を提示している。この

ことは、中国経済の持続的高度成長を前提として、自国の経済政策を描いてきたアジア新興国や企業に

対しても少なからず今後の方向性の再検証を求める要因となる。まず、実体面を見ると、中国経済の減

速状況は依然実質的に続いている。2015 年 4-6 月期の実質成長率前年比は７%となり、前期比ベースで

は 1-3 月期の実質年率６%から７%に加速する結果となっている。4-6 月中の６月のみの経済統計を見る

と、固定資本投資、個人消費さらには減速の要因であった先進国への輸出も底入れする数字となってい

る。こうしたことから、中国経済が底打ちを果たしたと見ることも可能である。しかし、その勢いは弱

く、水準は依然として低いことから中国経済が減速から脱却し底入れしたと判断することは難しい。中

国政府として、今後も追加経済対策等を睨みながら７%成長達成に取り組む姿勢と見られる。 
中国経済の減速状態は、中国への輸出依存を高めてきた台湾・韓国・シンガポール・フィリピン等ア

ジア諸国の実体経済にも影響を及ぼしている。たとえば、輸出比率の 40-45%を対中国向けが占めてい

る台湾経済では、輸出の太宗を占め世界の半導体等市場の先行的位置づけにある電子市場が軟化し、中

国向けの半導体等の輸出が減少し、在庫も増加する傾向にあり厳しい環境となっている。このため、台

湾の電子市場は中国のスマートフォン市場の拡大がどこまで続くかに左右されると同時に、設備投資に

おいても中国のスマートフォン市場の成熟度を見極めていく必要がある状況となっている。こうした動

きは、高度成長を前提とするこれまでの中国経済から中国政府が昨年来提示している低成長下での安定

たる「新常態」への政策的移行による影響を中長期的かつ構造的に受けるものであり、経済産業政策の

見直しも迫られる。加えて、中国のアジア新興国に対する影響は実体経済面に限られない。中国経済か

依然として不動産や株式市場の供給過剰状態を抱える中で、金融政策の限界性が高まり今後の景気対策

に関して財政政策に大きく依存する傾向を強めざるを得ない。さらに、米国経済の出口政策による金融

引き締めが見込まれる中で、新興国の為替市場の変動もリスクとして視野に入れる必要があり、中国市

場を成長点と捉えるだけの視点は限界となりつつある。 

アジアリンク 
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マイナンバー制度開始直前の今こそ、 
自治体の独自サービスを検討しておくべき 

－マイナンバーカードを活用するサービスのパラダイム転換－ 
株式会社富士通総研 公共事業部 高村 茂 

はじめに 

社会保障・税番号制度（以下、「マイナンバー制度」という。）は、いよいよ 10 月５日から付番・通

知が始まり、自治体の皆さんはマイナンバー制度に伴うシステム改修を進めているものと拝察する。 
一方で、総務省のスケジュールでは、まさにこの時期は、マイナンバー制度及びマイナンバーカード

の独自サービスを各自治体が検討し、条例化を進める時期にも位置づけられているのであるが、ほとん

どの自治体ではこの検討まで手が回っていない状況である。 
本稿では、マイナンバー制度が円滑に離陸するためには、マイナンバーカードの独自サービスを提供

することが極めて重要であることを提示するとともに、具体的な独自サービスを実現する方策を提案し

たい。 
 
１．独自サービスはマイナンバー制度成功の鍵 

住基カードは、サービスが開始されてから 10 年間で、700 万枚弱しか普及していない。その理由は

いろいろあるだろうが、筆者が考える最も大きな理由は、「魅力的なサービスがなかった」ことである。 
住基カードでは、他自治体の役所で住民票等を発行できることがメリットであるとアピールされた記

憶があるが、利用する頻度の極めて低いサービスを前面に出してアピールしても効果がないということ

を結果として明らかにすることとなった。 
マイナンバーカードでは、通知カードによって自分のマイナンバーが通知されることになっているが、

通知カードと一体的にマイナンバーカードの申込書が添付されており、市民が直接地方公共団体情報シ

ステム機構（J-LIS）に申し込むことになっている。 
住基カードではメリットが明確でないといってカードを申し込まなかった市民が、マイナンバーカー

ドを迷うことなく申し込むシーンがイメージできるだろうか。それでは、住民はどのような行動を取る

であろうか。ある住民は、住んでいる自治体に問い合わせるだろう。あるいは、役所に行った際に、庁

内にいる職員に「何か独自サービスはあるのでしょうか？」、「カードを作るとどんなメリットがあるの

でしょうか？」といった質問を投げかけるかもしれない。この問いに答えることができなければ、せっ

かく問い合わせた住民の関心を削ぐことになろう。大きな機会損失である。 
だからこそ、マイナンバー制度のサービスが始まる前の今、自治体は真剣に独自サービスを検討しな

くてはならないのである。 
 

２．独自サービスを提供する際のハードル 

さて、番号法第 18 条第１項では、「市町村の機関は、個人番号カードを、地域住民の利便性の向上に

資するものとして条例で定める事務に利用することができる」とされている。 
おそらく、国がイメージしているのは、マイナンバーカードの IC チップの中に独自サービスのアプ

リケーションをインストールして住民に提供する方法かと思われるが、実はこの方法はかなりハードル

が高いと考えられる。 
まず、独自サービスをマイナンバーカードのチップにインストールするのに時間かかかりそうである。

なぜならば、自治体が独自サービスを前述の方法で提供する場合、自治体は J-LIS からカードが届いて

申請者にカードを渡すまでの間に、申請者にサービスの必要の有無を確認し、その後カードにアプリケ

ーションをインストールしなければならないからである。このため、場合によっては国が標榜している

事例研究 
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１ストップを実現できなくなる、あるいは、カードを渡すまでにかなり時間がかかる可能性がある。 
次に、独自サービスを決定し、カードにアプリケーションをインストールして渡そうとする際にハー

ドルが発生する。 
IC チップへのアプリケーションのインストール時には、セキュリティを担保してインストールすると

ともに、正しくインストールされたかどうかも確認するため、国が定めたインストール機器を用いなけ

ればならない。この手間は煩雑であり、かつ、この機器は高価である。 
 

３．これらのハードルを取り除くための「媒体識別番号」の活用 

前項で述べたハードルは、IC チップの中に新たなサービスを提供するためのアプリケーションをイン

ストールするためには必須の手順であり、越えなければならないハードルとも言える。 
一方で、より短期間に、コストをかけずに、もっと手軽に提供できるサービスがあれば、自治体にと

っては取り組みやすいものと考えられる。 
それを実現するのが、「媒体識別番号」である。 
今回発行されるマイナンバーカードは、ISO/IEC14443 の近接型 Type-B という規格であり、わが国

で普及している Suica/PASMO といった交通 IC 乗車券や WAON、Edy といった電子マネーの FeliCa
の規格とは異なるものである。また、韓国で普及している T-Money は ISO/IEC14443 の近接型 Type-A
であり、見た目は同じであるが、これらの規格のカードが市場には混在している現状にある。 

 
図１ 非接触 IC カードの規格 

 
「媒体識別番号」というのは、同じ形状（カードタイプ）の非接触 IC カードについて、カード１枚

１枚に固有に振られている番号で、その番号をカード印刷企業等が見れば、どういう規格で、とこが発

行主体のカードかということが分かるようになっている。いわば個別の製造番号のようなものである。

この「媒体識別番号」はユニークであり、重複することはない。 
実は、わが国で普及している FeliCa の世界では、既に様々なサービスにこの「媒体識別番号」が利

用されている。例えば、自由が丘商店街のような駅前の商店街では、Suica/PASMO の「媒体識別番号」

をカード保有者のポイント番号として利用している。また、Suica/PASMO をエントランスや部屋の鍵

として利用しているマンションもあるが、これも「媒体識別番号」を利用している事例である。 
この多様な利活用の背景には、「媒体識別番号」を読むためのアプリケーションは容易に作ることが

でき、また、カードを読むためのリーダも、今ではスマートフォンを活用できる等、利用するためのハ

ードルが低く、「早く」「安く」サービスが提供できることが挙げられる。 
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マイナンバーカードにおいても、この「媒体識別番号」を活用することにより、次の図３に示すよう

な様々なサービスが期待できる。 
したがって、マイナンバーカードを活用した自治体の独自サービスは、IC チップ内にアプリケーショ

ンをインストールする「本格型」と、媒体識別番号を利用した「簡易型」の２つに分けて考えるのが分

かり易いと考える（本稿で対象としているのは後者である）。 
 

 
図２ マイナンバーカードが提供できそうな地域における機能 

 
なお、マイナンバーの「媒体識別番号」を勝手に読んでいいのかという疑問があるかもしれないが、

多種多様なカード発行を行っている大手印刷会社の担当者は、「媒体識別番号は街中に貼ってあるポス

ターのようなもので、見てはいけないと言われても目に入ってしまうもの。すなわち、読み取ってはい

けないといったところで、どこかで媒体識別カード読んだサービスが始まると考えられ、誰にも止める

ことはできない」との見解である。 
一方で、媒体識別番号を読み取ったところで、何か他の情報とも紐づくことはない。 
 

４．「媒体識別番号」を活用した独自サービス例 

図２に沿って、分かり易いと思われるものから各事例を説明する。なお、当然のことながら、ここで

紹介する事例は IC チップ内の情報には触れていない。 
 
① 商店街ポイントカード 
既に存在している FeliCa のサービスをマイナンバーカードに置き換えるイメージである。マイナン

バーカードは当面決済機能を持っていないので、単なるポイント管理の ID として「媒体識別番号」を

用いる。 
ポイント管理の ID と蓄積ポイントについては、どこかのサーバーで管理しなくてはならず、このコ

ストは発生するが、通常の商店街単位よりもエリアを広く取ることによって、あるいは隣接する自治体

と協働することによって、市民の生活圏に沿ったサービスとして展開できる。 
店側の端末は、専用のリーダ／ライタ（R/W）を設置する必要もなく、前述した NFC チップを搭載

したスマートフォン（アンドロイド系は標準装備、iPhone は iPhone6 以降）で稼働する読み取りアプ

リを搭載すればよい。すなわち、スマートフォンやタブレットを店側の R/W として利用できる。 
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② ボランティアマネー 
考え方の整理や導入検討は様々な地域で行われているものの、これまでは紙媒体（紙幣のイメージ）

で展開するために、その管理や流通が十分ではなく、地域での浸透・拡大が不十分であった。 
そこで、「媒体識別番号」を活用して、前述のポイントと同じ仕組みを構築することにより、ボラン

ティアマネーとしての運用が可能となる。 
このデータを管理する主体は、自治体若しくは当該分野の活動を地域で推進する NPO が相応しいと

考えられる。 
 
③ 公共施設利用 
これは、「媒体識別番号」を事前に R/W に登録することによって、本人がマイナンバーカードを R/W

にかざした時に、本人であろうという軽微な認証を行ってサービスを提供する考え方である。 
例えば、スマートフォンで公共施設の予約（例えば会議室）ができる場合に、自分の媒体識別番号を

自分のスマートフォンで読み取り、予約情報の一つとして登録する。 
自治体側では、この「媒体識別番号」で開錠できるのを予約開始時刻以降と設定しておき、市民がス

マートフォンを持って予約時刻以降に会議室に行って電子鍵にタッチすれば、「媒体識別番号」の一致

を持って借主と認証して開錠する仕組みである。 
これは、①、②の仕組みと違って、公共施設の鍵と「媒体識別番号」を連携されるものであり、ここ

で述べた会議室に限らず、駐輪場の定期利用、図書館等に接している一時預かりロッカー、プールのロ

ッカー等幅広く応用できる。 
 
④ 職員証 
マイナンバー制度の開始に伴って、国家公務員の職員証はマイナンバーカードに置き換わると聞いて

いる。自治体職員の職員証もマイナンバーカードにしてはいかがだろうか。 
職員全員がマイナンバーカードを保有したとすれば、職員証の「媒体識別番号」をキーとして、勤怠

管理、入退室管理、PC ログイン、セキュリティプリンタ出力等、職場のセキュリティ機器のコントロ

ールに利用することが可能になる。 
 
⑤ 生徒証 
職員証の利用を更に広めて、公立中高生（小学生を含めてもよいが、紛失リスクが高いものと思料）

の生徒証をマイナンバーカードにするというものである。 
学校内では、「媒体識別番号」による出欠確認のほか、例えば先の会議室の鍵の応用で、登録された

当番のみが薬品庫に入ることができるといった、入室制限等にも応用できる。 
この活動を父兄に拡げれば、学校行事で学校の校門を通過して校内に入ることができるのは、事前に

マイナンバーカードの「媒体識別番号」を登録した父兄だけ、といった設定も可能である。 
 
⑥ 安否確認 
図２には記載していないが、一番市民にとって最も説得力があるサービスではないかと考えているの

が、この安否確認サービスである。 
まず、マイナンバーカードの申込みに際しては、「申込時に本人確認」を行う方式とし、その際に、「安

否確認登録キャンペーン」を行って、完成したマイナンバーカードの個人情報と媒体識別番号を連携さ

せる「合意」を取っておく（サービス登録と称すればよい）ことが重要である。 
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図３ マイナンバーカードの申込みと安否堪忍サービスとの連携イメージ 

 
また、職員は、マイナンバーカードの「媒体識別番号」を読み取ることのできるアプリを自分のスマ

ートフォン（NFC チップ付）にダウンロードしておくこととする（職員だけが知る PW で稼働するア

プリにしておけば、職員だけが利用できる）。 
事前にこのような連携を行うことで、災害に見舞われた時には、図４に示すように、避難所において、

「マイナンバーカードを持っている人は、私のタブレットにタッチしてください」といった対応をする

ことで、避難所にどこの誰がいるかを把握することができるようになる。 
このサービスは、運転免許証やパスポート等の身分証明書を持ってない人を素早く認識する仕組みと

して、有効ではないかと考えている。 
 

 

図４ マイナンバーカードを活用した安否確認サービスのイメージ 
 
なお、「媒体識別番号」を利用したサービスの問題点の有無については、現在総務省に確認中であり、

問題が無いことの確認がとれた場合、いくつかのサービスを官民連携で、実証的に進めたいと考えてい

る。 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
その後、総務省に媒体識別番号の公表について確認を取ったところ、マイナンバーカードでは媒体識別

番号の一部を乱数表示するため、FeliCa と同様の利用を実現することが困難であることが分かりまし

た。 

 

今後NFCとの連携を実現していくためには、マイナンバーカードと廉価なISO/IEC14443の近接型Type-A

（MIFARE カード）との連携を事前に行っていく等、さらに検討を進める必要がありそうです。 

 

（2015 年９月 14日） 
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