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政策論考

下水道インフラの持続性確保（２）
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

１.はじめに
下水道事業の多くは地方公営企業として使用料収入で事業を賄うことを基本としつつ、企業の効率化
による節水、飲料水の商品化等需要の多様化、自然環境の変化に伴うゲリラ豪雨等雨水への対応拡大な
ど新たな変化に直面すると同時に、巨額の維持更新投資を現役世代と将来世代に如何に配分するか世代
間配分の問題を同時に抱える状況にある。こうした構造的問題に対応した経営を実現するための制度・
政策展開が必要となっている。以下では、前回に引き続き、総務省自治財政局「下水道財政のあり方に
関する研究会」
（座長、筆者）が本年９月に最終報告を取りまとめた内容について検証する。
２.下水道財政のあり方
前回の「下水道インフラの持続性確保（１）」で整理した下水道事業の将来に向けた危機的状況を共
有し、下水道事業の持続性を確保するための新たな選択肢を積極的に模索する必要がある。そこで、コ
アの課題と事業の持続性確保に対する下水道財政のあり方をみる。第１は、都市部及び都市部周辺の地
方自治体を中心とする公害防止対策事業債（いわゆる「公防債」
）に係る財政措置の課題である。
（１）公害対策事業債
公害防止対策事業債に係る地方財政措置に関する課題として、①平成 18 年度の地方財政措置の見直
しにより、公害防止対象地域とそれ以外の地域との間で下水道事業に係る地方財政措置の水準に大きな
差が生じていること、②公害防止対象地域は大都市及びその周辺の地域が多く下水道事業についても、
本来、料金収入で回収できる部分が大きいと考えられること、③公害防止対象地域における下水道の普
及率は平成 25 年度時点で 93.2%となり相当程度高まってきていると同時に、下水道事業そのものも都
市だけでなく幅広い地域で実施される公共サービスとなってきていること等が挙げられる。このため、
公害防止対策事業債以外の地方財政措置について人口密度区分間のバランス等を考慮し、必要に応じて
制度自体を見直す必要がある。但し、公害防止対策事業債の根拠である公害の防止に関する事業に係る
国の財政上の特別措置に関する法律は、平成 23 年に 10 年間延長となっており、対象自治体は平成 23
年に 3～10 年の計画を策定し国の同意を得て事業進捗に取り組んでいる。このため、地方財政措置の見
直しの時期は、計画に混乱を生じないよう適切に判断する必要がある。より重要な点として、下水道財
政の仕組みを住民にもわかりやすく簡明な内容とすることが必要である。例えば、地方財政措置の見え
る化の取組みとして、分流式下水道における雨水事業と汚水事業を切り分けて地方財政措置を行う等で
ある。
（２）高資本費対策に係る地方財政措置の検証と今後の方向性
第２の課題は、高資本費対策である。同対策は、自然や地理的条件等各事業の個別事情によって使用
料で回収すべき汚水資本費が著しく高くなる傾向にある。このことを踏まえ昭和 61 年度に創設された
措置であり、現在は、①供用開始後 30 年未満の事業について、②定対象資本費が全国平均以上であっ
て、③使用料単価が 150 円／㎥以上の事業について対象としている。対象事業数は 1,280 事業、全事業
の 35.7%（平成 25 年度決算）を占め人口密度の低い地域が中心となっている。これらの地域は、人口
減少等に伴い高資本費対策がなければ汚水処理原価が将来的に極めて高い水準となるため合理的な制
度として検証しつつ、引続き財政措置を継続していくことが必要である。
但し、高資本費対策は、供用開始後 30 年未満の事業が対象となっていることに対する再検証が必要
となる。30 年未満の基準は制度導入時期の試算において、供用開始後 30 年程度で資本費（元利償還金）
の低下や接続率の向上等による使用料収入の増加により収支が均衡すると考えられていたことによる。
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しかし、①自然条件や地理的条件等により、構造的に資本費単価の高い地域においても下水道サービス
の提供が広がっていること、②近年、供用開始後 30 年を経過しても資本費が依然として高い水準のま
ま推移している事業が多いこと、③平成 16 年に建設改良地方債の元金償還金と減価償却費の差額分に
資本費平準化債を充当し、後年度に資本費の負担を繰り延べることが可能となっており（平成 25 年度、
2,400 億円程度発行）
、必ずしも 30 年程度で資本費が低下する状況にはない。このため、高資本費対策
の供用開始後 30 年未満の事業を対象とする要件は廃止を含め、見直しを検討すべきである。
加えて、高資本費対策に係る地方財政措置は一定水準以上の資本費に対して講じられており、当該資
本費は実際に毎年度生じている元利償還金を基礎として算定されている。公営企業会計の適用を各地方
自治体で推進し、①正確な資本費の算定を実現するため、公営企業会計に基づく減価償却費を基礎とし
て算定することが望ましいこと、②資本費平準化債を活用して資本費の一時的な上昇を抑制している地
方自治体は、高資本費対策の算定上不利になっていること等を踏まえると、高資本費対策を講じるにあ
たっては、減価償却費を基礎とした資本費を対象とすることを基本とすべきである。また、平成 31 年
度までの公営企業会計への移行を求めていること等から、現時点では公営企業会計を適用していない地
方自治体でも、資本費平準化債の算定方法に準じて、簡易に減価償却費相当額を算出する方策を講じる
ことが考えられる。
（３）施設老朽化の現状と影響
第３の課題は、多くの公共施設等インフラが直面している老朽化問題がある。供用開始後年数の比較
的長い都市部を中心とする多くの地方自治体の施設が老朽化しており、今後、更新・老朽化対策事業が
大幅に増加することが不可避となっている。このことは下水道財政に、①下水道事業は投資回収期間が
長期にわたるインフラ事業のため、更新投資を行う場合には減価償却費が新規投資時と比べて大きく増
加することが避けられないこと、②更新・老朽化対策事業は新規投資と異なり、新たな料金収入の増が
見込まれないため、今後、収支が悪化する懸念があること、③企業債利子の減少により料金原価が抑制
されてきたが、今後は金利低下により全体の費用増をカバーすることは難しくなってくること、などの
影響を与える。加えて、こうした影響は足元では下水道整備を早期からスタートさせた都市部を中心と
しているものの、時間の経過とともに全ての地方自治体の下水道事業で不可避な課題とならざるを得な
い。
（４）経営戦略の活用
前設の老朽化等に伴う費用の急増に備えるため経営戦略を策定し、施設の長寿命化など費用の平準化
に向けた対策や、資本費の抑制のための投資の合理化・効率化の取組を前提とする中長期の収支計画を
立てるべきである。この中で、必要に応じて、以下に述べる積立金や、料金徴収のあり方を検討し経営
戦略に盛り込むことにより、将来の費用の急増に備えることが必要となる。
①積立金のあり方
各地方公営企業は、条例又は議決により特定の目的のために積立を行うことが可能であるが、一般的
に採用されている減債積立金、建設改良積立金では、将来の資産老朽化対策のための積立てとして活用
されている事例は極めて少なく、法適用企業の平成 25 年度決算において積立金を計上している事業・
額は、82 事業・300 億円程度に過ぎない。
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図表１

積立金制度の概要

○平成23年の地方公営企業会計制度の見直しにおける資本制度の改正関係の概要
利益の処分
①１／２０を下らない金額を減債積立金又は利益積立金として積立
改正前
②残額は議会の議決により処分可
改正後
条例又は議決により可
○地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）
(剰余金の処分等)
第三十二条 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合
において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、そ
の利益をもつてその欠損金をうめなければならない
２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を
除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、
行わなければならない。

○地方公営企業法施行規則（昭和二十七年法律第二百九十二号）
（勘定科目の区分）
第三条
２ 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業
の勘定科目は、この省及び別表第一号に定める勘定科目表並び
に民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならな
い。
款
項
目
利益剰余金

○地方公営企業法施行令（昭和二十七年政令第四百三号）
（特定目的の積立金）
第二十四条 法第三十二条第二項の規定により利益の処分と
して特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、そ
の使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

減債積立金
利益積立金
その他積立金
当年度未処分利益剰余金
(当年度未処理欠損金)
繰越利益剰余金年度末残高
（繰越欠損金年度末残高）
（当年度純損失）

（資料）総務省自治財政局作成資料

したがって、更新・老朽化対策事業等の急増に備え、各地方自治体が必要な場合に円滑に積立てを実
施できるように環境を整えるため、その考え方や必要額の算出方法等のガイドラインを示すとともに、
新たな積立金の類型を検討する必要がある。もちろん、他会計からの繰入れを受けている場合等は、繰
入金との関係において積立金の必要性が劣位となる場合も少なくない。しかし、地方公営企業会計の導
入とともに事業体としての長期的な負担を認識し、住民や利用者との間で明確化すること、そして議会
における財政議論に資するためにも積立金の必要算出額等の見える化が不可欠となる。
②料金算定のあり方
下水道事業における料金対象原価は、総括原価主義 の考え方が採用されているが、その料金原価に
は水道事業で採用されている「資産維持費」といった事業の施設の再構築等のための費用が含められて
おらず、その費用の一部を現役世代から料金徴収するという水道料金と同様の考え方がとられていない。
これは、更新時期の集中等により減価償却費等の費用が急増した場合、料金水準の大幅な引き上げや一
般会計からの多額の繰入が不可避となる可能性があり、世代間公平の観点からも問題となる。したがっ
て、必要な場合に料金算定原価に施設の再構築等のための費用を見込めるようにあり方を検討し示して
いくことが必要となる。
３.まとめ
地方財政に大きな影響を与え、かつ住民には見えづらい社会資本である下水道は、以上のように大き
な構造的転換期を迎えている。今まで以上に、将来を見る財政情報とそれに基づく経営戦略の策定、そ
して行動が必要な時となっている。しかし、必ずしも住民をはじめとした利用者、議会にその実態が共
有されている状態にはない。公営企業会計や経営戦略の導入・展開は地方公営企業経営の制度的インフ
ラであり、整備・充実に努めることは、事業の持続性確保に向けて不可欠な取組みである。加えて、下
水道事業の場合、地理的条件等はあるものの、地方自治体間連携やコンセション方式の導入等新たな枠
組みの導入、そして、浄化槽への転換等下水道整備の見直しも必要となっている。地方自治体が取り組
むべき課題は極めて拡大しており、その一方で人的資源、財源等も制約要因が強まっている。こうした
取り組みを推進するため、地方財政の側面から下水道事業のライフサイクルコストの考え方を組み込む
と同時に、地方自治体を取り囲む構造的状況に合わせて、国も適切な支援等の体制づくりが不可欠とな
る。
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政策シグナル

個人情報保護と自治体経営（1）
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

憲法・個人の尊厳
納税の義務

生存権

プライバシーの権利
（情報自己決定権）

税法関係

社会保障関係法

個人情報保護法（一般法）

民事法等

マイナンバー法（特別法）
政省令・ガイドライン
社会保障と税の一体改革

マイナンバー制度
公共サービスの質的改革

民間部門の一般法部門

行政機関対象 独立行政法人等対象 地方自治体等対象

マイナンバーの交付が始まり、各地方自治体のマイナンバーカードの配布も年明け１月から本格化す
る。マイナポータルはもちろんのこと、対象事業の確定ルール等国側の制度設計も含めて十分に進んで
いない現状において、地方自治体はカードの配布とマイナンバー活用事業の設定・導入に取り組んでい
る。とくに、住民側から個人情報保護の懸念が指摘される中で、個人情報保護法、そしてマイナンバー
法に基づく個人の機密情報保護体制の確立は喫緊の課題となっている。プライバシー権、いわゆる情報
自己決定権等を支える一般法たる個人情報保護法、その特別法として制定されているマイナンバー法、
さらに所管ごとの政省令・ガイドライン設定の体系は実質的に極めて複雑である。その理由は、個人情
報保護法の適用が「主体」＋「対象（個人情報）
」+「行為（利用・管理・開示・訂正・消去等）
」の三
要素を基本とし、例えば、同じ教育機関、医療機関でも国公立、独立行政法人、民間法人等の区分で適
用体系が異なるいわゆる「2000 個問題」等が指摘されている。2000 個問題とは、適用法令等が多くか
つ輻輳する中で、個人情報保護に対するガバナンスを如何に安定性と信頼性を持って構築するかの問題
である。また、クラウド化や２年後の自治体間接続等も見据えると、個別の地方自治体の条例でのチェ
ック機能に限界と矛盾が生じることにも留意すべきである。
個人情報とは、①個人（自然人）に対する情報であること、②生存者に関する情報であること（生存
者情報）
、③当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できること（個人識別情報）であり、
この個別識別性の判断では、当該情報を他情報と照合し特定の個人を識別できること（個人識別可能性
情報）
、容易に他の情報と識別できること（照合容易性判断）の二要件からの検証が必要となる。以上
①～③の全てを満たす場合は個人情報として保護する対象となる。一方で個人情報をマクロ的位置づけ
に加工し、政策展開や公共サービスの質的向上に活用することも重要となる。そのため、
「匿名加工情
報」が法改正により、設けられている。匿名加工情報とは、特定の個人が識別できないように個人情報
を加工し、かつ当該個人情報を復元できない情報である。この要件を満たす場合は本人等の承諾なく当
該情報を利用できるものの、匿名加工情報の母集団が小さい場合、識別や復元性が容易となる点にも注
意が必要である。
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アジアリンク

台湾の政治と経済
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

（資料）台湾政府資料より作成。

台湾経済が厳しさを増している。今年 7-9 月の実質 GDP が 4-6 月よりもさらに失速し、2009 年以来
の大幅なマイナス成長を記録した。この背景には、中国経済の減速、とくにスマホ需要の減少等による
輸出の落ち込みが、本格的に内需にも波及し始めたことが挙げられる。在庫が急増し出荷を大きく絞っ
ても、在庫・需要ギャップは一段と拡大し、企業の設備投資や雇用情勢も冷え込む環境となっている。
こうした状況に対して、政権与党国民党は、８月に 2016 年度予算に関して内需拡大策として、①公共
投資の前年度比 5.5%増の拡大、そして②科学技術振興費同 4.9%増とする方針を打ち出し、同時にスマ
ートフォン等 IT 依存が高い現在の産業構造を転換する政策を提示している。加えて、観光政策として
も観光ビザの無料化政策や中国人観光客の受け入れ人数の拡大等比較的即効性があると思われる政策
のほか、政策金利を引き下げる等金融面での政策も中央銀行が展開している。こうした政策は、中期的
に台湾経済を下支える要因となるものの、中国経済の減速が激しく、かつ産業構造の転換には時間を要
することから、台湾経済の厳しい状況は当面続かざるを得ない。こうした中、北京政府とのトップ間の
シンガポールでの会談等政治面での信頼性確保策も実施されている。来年１月の総統選挙後の産業政策
等を如何に打ち出せるか、民進党が仮に勝利したとしても新政権にとって大きな課題となる。対中融和
策の加速を柱とする国民党に対して、現状維持を柱とする民進党政権に交代すれば、より一層、次の成
長領域の早急な模索がカギとなる。
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「プレミアム付き商品券」事業の特徴と今後の展開

事例研究①

株式会社富士通総研 公共事業部 合田 俊文

はじめに
平成 26（2014）年 12 月 27 日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に基
づき、新たに「地域住民生活等緊急支援のための交付金」が創設された。この交付金は、地域消費喚起・
生活支援型（総額 2,500 億円）と地方創生先行型（総額 1,700 億円）」の２つで構成され、このうち、
地域消費喚起・生活支援型の交付金に基づき、多くの自治体で「プレミアム付き商品券」や「ふるさと
名物商品券・旅行券」等の発行事業が行われている。本論考では、これらの事業の経済波及効果の面で
の効果と実施に係る問題点、過去の経済対策で実施された類似施策との比較などを行うとともに、今後
の展開について述べる。
１．
「プレミアム付き商品券」発行事業等の特徴
平成 27（2015）年８月 17 日の内閣府の発表によれば、各自治体による「プレミアム付き商品券」や
「ふるさと名物商品・旅行券」の発行事業は、９月末時点で９割以上が実施される見込みとなっている。
図表１

対象
交付金額
実施
状況

「プレミアム付き商品券」「ふるさと名物商品・旅行券」等発行事業の実施状況
「プレミアム付き商品券等」事業

「ふるさと名物商品・旅行券等」事業

（域内消費喚起策）

（域外消費喚起策）

34 都道府県・2,120 事業

46 道府県・627 事業

1,564 億円（事務経費含む）

586 億円（事務経費含む）

・９月末までに 1,998 事業で販売を開始する予定 ・９月末までに 561 事業で販売を開始する予定
・９月末時点発行総額：7,814 億円（うち、政府 ・９月末時点発行総額：1,560 億円（うち、政
によるプレミアム充当分 1,227 億円）

府によるプレミアム充当分 420 億円）

（平成 27（2015）年８月 17 日 内閣府発表資料をもとに富士通総研作成）
例えば、プレミアム付き商品券の事業の典型的な事業スキームは図表２のとおりである。
図表２ 「プレミアム付き商品券」の事業スキーム

市

プレミアム分
補助

①商品券代金支払
商工会議所

消費者
②商品券引渡

交付金

国（県）

④商品券
による支払

精算事務
委託

指定金融機関

⑤商品券
の精算依頼

③商品購入

商店等

⑥精算額の
支払

（富士通総研作成）
多くの場合、プレミアム付き商品券は商工会議所が発行し、例えば２割のプレミアム付き商品券であ
れば、消費者が 10,000 円を事前に支払って 12,000 円分の商品券を購入し、買い物の際にその商品券で
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支払う。プレミアム付き商品券が利用できる店は、各自治体・商工会議所の政策意図（地元商店街の活
性化、地場産品の購買促進等）に従って選定される。
このプレミアム付き商品券の事業の特徴は、消費者が事前に商品券を購入（前払い）すること、その
購入を促進する手段としてプレミアムがあることである。消費者から見れば、プレミアム分のお得感が
あるから商品券を購入したいと考え、更に商品券を購入した以上は必ず使うという心境になる。一方、
事業実施側（官および商工会議所）から見れば必ずこれだけの額は消費してもらえるという見込みが立
つという利点がある。
見方を変えれば、プレミアム商品券の事業は、官（国・自治体）と民（消費者）がそれぞれ一定割合
の負担のもと、ほぼ確実に消費者の消費行動に結び付く経済対策事業ともいえる。具体的な額で言えば、
全国規模では、平成 27（2015）年９月末時点で発行総額 7,814 億円（最終額はこれよりさらに増加す
る見込み）の事業で、官（国）が 1,227 億円、民（消費者）が 6,587 億円負担して実施している事業と
みなせる( 1)。つまり、官の視点でみると、投資額の 6.4 倍の額の経済対策事業で、ほぼ全額が消費に結
0F

び付く事業が実施されることになる。また、消費者の視点でみると、図らずも事業に対する投資（本来
の意味での投資とは若干異なるが）を行い、その投資額+プレミアムの回収を商品の購買によって行う
ことになる。このように、
・官の負担額の数倍のレバレッジ効果がある
・事業総額がほぼ全額経済活動に使われる
という点が、この事業の大きな特徴である。
この点を、過去に実施された経済対策と比較すると、例えば、平成 21（2009）年に実施された定額
給付金事業では、１世帯あたり平均で 45,000 円程度が給付され、官が負担した事業総額は 2 兆 395 億
円に上るが、事務費を除く家計への給付総額は 1 兆 9,570 億円であり、そのうち実際に消費された額は
世帯あたり 64.5％の総額 1 兆 2,623 億円であったと推定されている[1]。
定額給付金事業のように、単純に金銭を支給した場合、全額が経済活動に使われるのではなく、3 割
から 4 割程度は貯蓄に回り、官の負担額に比べて期待した経済波及効果が十分得られないことになる。
それに対して、商品券とした場合は、有効期限も設定されるため、ほぼ 100％経済活動（消費）に使わ
れることが期待され、十分な経済波及効果が得られる。
筆者の試算によれば、定額給付金事業の経済波及効果は 2 兆 4,935 億円であり、官の負担額から見た
効果の比率（=経済波及効果額÷官負担額）は 1.22 倍であるが、プレミアム付き商品券事業の場合は、
９月末時点での発行額による経済波及効果は 1 兆 6,722 億円であり、官の負担額から見た効果の比率は
13.63 倍となり、後者の効果の大きさが分る。
定額給付金事業での官の負担は、純粋に家計に対する支援にとどまるのに比べ、プレミアム付き商品
券事業での官の役割は、いうなれば民（=消費者）の経済対策事業への参加（=商品券の購入）を促す呼
び水的な役割が大きい。その意味では、プレミアム付き商品券事業は、官民連携事業とも言える。
２．緊急経済対策の負の側面
緊急経済対策は、短期的に景気を刺激する効果を持つ反面、需要の先食いが起こり、その後の景気の
低迷を招くという負の側面ももつことが過去の緊急経済対策の事例で見られる。
例えば、平成 21（2009）年 5 月から平成 23（2011）年 3 月にかけて実施された「エコポイントの活
用によるグリーン家電普及促進事業」は、地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジタル放送
対応テレビの普及を目的として実施され、エアコン、冷蔵庫、地上デジタル放送対応テレビが対象とな

1

厳密には、国からの交付金によるプレミアム以外に、自治体独自のプレミアムを付けている場合もあるが、ここでは簡
単のために、国からの交付金によるプレミアムのみとして議論する。
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ったが、平成 23（2011）年７月のアナログ放送の終了もあり、地上デジタル放送対応テレビの購入に
伴う申請がエコポイント申請件数の７割強（3,200 万件）を占めた[2]。この間の特需の反動により、平
成 23（2011）年４月以降のテレビの需要は、同年７月のデジタル放送移行時の駆け込み需要を除き前
年比最悪８割の減少となり、平成 27（2015）年時点でも平成 19（2008）年のレベルまで回復しておら
ず、エコポイント実施期間で数年分の需要を先食いしたものと見られる。同時期に実施されたエコカー
減税についても似たような現象が見られる。
図表３

薄型テレビ出荷台数の推移（2008 年１月～2015 年９月）

エコポイント実施期間

（JEITA の統計資料をもとに富士通総研作成）
このテレビの場合のように、既に需要が一定のレベルに達している製品について、特需的な需要が発
生した場合は、その後の数年間は需要の低迷が見られ、場合によっては、当該製品を販売する企業の経
営にも大きな打撃を与えることにもなりかねない。経済対策の対象とする製品や分野の選定にあたって
は、このような需要の先食いの可能性も考慮した選定が必要である。ただし、プレミアム付き商品券の
場合は、対象となる商品が食料品や日用品となるため、テレビに見られたような極端な需要の先食いは
見られないと思われる。
また、製品の需要が経済対策の実施期間を終えた後も持続させるためには、製品そのものの魅力を高
め、消費者に「また買いたい」と思わせる魅力を持たせることも必要である。このような製品の魅力の
向上策は、需要喚起策とは別に検討する必要がある。
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３．経済対策インフラ構築の可能性
経済対策の実施にあたっては、その政策を実施する上での可変パラメータ（政策パラメータ）として、
地域性（市区町村、都道府県、広域圏、全国等）、需要者特性（年齢、性別、家族構成、障がいの有無、
収入等）
、供給者特性（製品、産業、企業規模等）
、実施期間、官の負担（プレミアム）率などがあるが、
これらを如何に設定するかに政策サイドの知恵が求められる。
平成 28（2016）年には、年金低額受給者向けの 5,000 円程度の給付金の支給も検討されているよう
だが、同じ金を使うのであれば、単なるバラマキとならないように少しでも経済波及効果のある施策に
知恵を絞るべきである。
現在、プレミアム付き商品券事業は、紙の券をベースに事業が行われている。この紙ベースの事業の
問題点として、誰がどれだけ購買したかの履歴が明確に把握できないため、特定の個人が結果的に大量
の買い占めを行い、公平性の観点から問題となったり、インターネットオークションで転売して利益を
得るという、事業の本来の目的から逸脱する事例も複数報告されている。
また、紙ベースならではの事務の煩雑さもある。
図表４

市

紙ベース「プレミアム付き商品券」の事業スキーム（再掲）
プレミアム分
補助

①商品券代金支払
商工会議所

消費者
②商品券引渡

交付金

国（県）

④商品券
による支払

精算事務
委託

指定金融機関

⑤商品券
の精算依頼

③商品購入

商店等

⑥精算額の
支払

（富士通総研作成）
図表４で言えば、
「⑤商品券の精算依頼」では、商店等が利用された商品券を保管し、台紙に貼って
指定金融機関に持ち込んだ上で精算依頼をする必要があり、
「⑥精算額の支払」では、指定金融機関が
商品券の枚数を確認し、伝票を起こして各商店の口座に振り込む手続きをする必要がある。これらの作
業はアナログ情報をベースに行われるため、基本的に人海戦術で対応するしかない。
このような紙ベースの事業による弊害を除去するとともに、地域性、需要者特性、供給者特性などを
より柔軟に設定した経済対策が行えるように、ICT を活用した IC カードないしスマートフォンアプリ
ベースの事業への展開が期待される。
実際、平成 27（2015）年に全国初のデビットカードを用いたプレミアム商品券の事業が千葉市、千
葉商工会議所、千葉銀行の協力のもとに行われている[3]。千葉市ではこの事業を社会実験ととらえ、経
費の節減効果も調べる予定であり、図表５の事業スキームで実施されている。
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図表５

市

千葉市のデビットカードによる「プレミアム付き商品券」の事業スキーム
プレミアム分
補助

①利用申請
商工会議所

消費者
③利用枠の通知

②利用者・
利用枠
の通知

交付金

国（県）

⑨プレミアム分
キャッシュバック

⑦購入代金
引落

⑤カードに
よる支払

⑥カード
決済依頼

銀行

④商品購入

商店等

⑧購入代金
入金

（資料[3]のスキーム図をもとに富士通総研作成）
図表５では、紙による購入代金の集計は不要であり、デビットカードを使うため、決済は商品購入時
に完了し、商店等の手間は大幅に減るものと想定される。
ただし、惜しむらくは、このスキームを見る限り、消費者の実際の負担が生じるのは商品購入の時点
であり、1.で強調したような消費者が前払いで「投資」するスキームにはなっていない。消費者はプレ
ミアム付き商品券を利用する権利を得ているが、商品券の代金を事前に払っていないので、その権利を
行使しなくても（即ち、実際に商品購入に使わなかったとしても）懐はいたまないため、全額が消費さ
れるかは分らない。少なくともこの点に関しては、紙の商品券を事前に購入した場合とは状況は違って
いる。経済対策としては、実際に商品購入に使われないと本来の目的を達成できないため、この点の検
証は今後の千葉市の調査結果に期待したい。
ちなみに、消費者が前払いで「投資」する事業スキームは図表６のようになると考えられる。
図表６

市

交付金

国（県）

ICT を活用した「プレミアム付き商品券」の事業スキーム

プレミアム分
補助

①利用申請
商工会議所

②利用者・
利用枠
の通知

③消費者負担分
支払依頼

消費者

⑤利用可能額
（ポイント）設定

④消費者
負担分支払

⑥商品購入

⑦ポイントに
よる支払
⑧ポイント
決済依頼

管理団体

商店等

⑨購入代金
入金

（富士通総研作成）
図表６においては、消費者は事前に負担分を支払った上でプレミアム付きの金額をポイントとして IC
カードないしスマートフォンに記録し、そのポイントを使って商品を購入する。既存のデビットカード
やクレジットカードの仕組みとは異なるため、この部分は新たにシステム構築する必要がある。
現在、国では、マイナンバー制度推進の一環として公的個人認証アプリケーションの活用策を検討し
ている[4]。国は、住民が日常で使えるような魅力的な活用策を求めているが、このような普段の生活の
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中で利用するという意味では、日常の買い物に使えるプレミアム付き商品券というのは大いに検討する
価値があるのではないか。
公的個人認証も関連付けすることで、購買履歴の把握、上限額の設定や転売の禁止も実現できる。ま
た、紙ベースでは難しかった個人の需要者特性に合わせた柔軟なプレミアム率の設定なども可能となろ
う。
プレミアム付き商品券に代表される様々な経済対策を、個人番号カードないしはスマートフォンを使
って、国や自治体が独自の政策パラメータを設定した経済対策事業が行えるようなインフラが実現され
ることを期待する。

（参考文献）
[1] 内 閣 府 , 「 定 額 給 付 金 に 関 連 し た 消 費 等 に 関 す る 調 査 」 の 結 果 に つ い て ,
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2010/0115kyufukin.pdf,平成 22（2010）年１月
[2]環境省,エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の実施状況について（６月末時点）
（お
知らせ）, http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14024,平成 23（2011）年７月 15 日
[3]千葉銀行,国内初！千葉市のプレミアム商品券における「ちばぎんスーパーカード＜デビット＞」活
用スキームの採用について,http://www.chibabank.co.jp/news/company/2015/0326_02/,平成 27（2015）
年３月 26 日
[4]国際公共政策研究センター,マイナンバー制度の利用者拡大に向けて（自民党 IT 特命委員会マイナ
ン バ ー 利 活用 推 進小 委員 会 資 料 ） ,http://www.soumu.go.jp/main_content/000385097.pdf, 平成 27
（2015）年５月 20 日
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事例研究②

フランスにおける美術館の地方分館戦略
～パリ・ブランド美術館の誘致から再興を目指す街
株式会社富士通総研 公共事業部 辻 宏子

はじめに
近年、公共文化芸術関連施設の老朽化に伴う大規模改修工事が相次いでいる。首都圏の「美術館」に
限定しても、東京都美術館（2010～12）
、東京都庭園美術館（2011～14）
、埼玉県立近代美術館（2013
～15）
、東京都写真美術館（2014～16）が工事のため閉鎖され（カッコ内の数字は工事期間）、来年６
月からは東京都現代美術館が改修工事のため休館する。
巨大美術館の集積地でもあるフランス・パリでも切れ目なく美術館の大規模改修工事が行われている。
モネの睡蓮の部屋で知られるオランジェリー美術館、印象派絵画のコレクションで知られるオルセー美
術館などが新たに改装し、再オープン後はより一層多くの来場者が押し寄せていることは記憶に新しい。
なかでも６年３ヶ月もの時間をかけて改修した新生オランジェリー美術館は、天井と人工照明を取り
払い、吹き抜けの真下にモネの代表作である巨大「睡蓮」の連作を掲げ、太陽や雲の動きで変化する自
然の光を受けて、まるで池の中を回遊しながら鑑賞しているかのような空間を作り出した。作品を自然
光で観て欲しい、というモネの遺志をようやく実現した形だ。
一方、オルセー美術館は、常日頃来館者で混雑するなか、美術館の半分を開館させたままの改修工事
で、１年半の間、来館者数がほとんど減少しない工夫を行いながら、作品展示の新たな壁面と照明の効
果を綿密に検証・実装し、以前よりもより作品が引き立って見える展示室へと蘇らせた。
しかし、これら一連の改修工事は、美術館の鑑賞空間としての価値向上だけではなく、限界を迎えた
作品収蔵スペースを拡張するという課題解決の狙いもあった。
建物の老朽化だけでなく、作品を収蔵する空間的許容量が限界を迎えつつある現象は、フランスのみ
ならず、日本中の美術館・博物館の共通する懸案事項でもあろう。
フランスは、こうした美術館の課題に対して、「地方への分館」という戦略的選択肢を検証しつつあ
る。パリの本館の収蔵庫で眠っていた美術品を地方の分館先で展示することは、
「ある意味で小さなフ
ランス革命」といわれる。
「中央＝芸術創造」、
「地方＝享受」という長年の役割分担を打破しようとす
る思いを「分館」が象徴しているからである。
本稿では、美術館の改装工事による一時閉館をきっかけに、フランスを代表する美術館の別館設置の
経緯と、設置によって地方都市活性化に貢献した事例についての情報提供を行う。
１．ポンピドゥ・センター別館（メッス）Le Centre Pompidou-Metz
（１）パリに集中する現代美術コレクションの地方への「分散化」
フランス・パリの中心にある「ポンピドゥ・センター（1977 年開館）」は、
現代芸術の愛好者として名高かったフランス大統領ジョルジュ・ポンピドゥ
が発案した施設であり、現代美術、現代音楽、ダンス、映画などの様々な形態の同時代の芸術センタ
ーと公共図書館からなる巨大複合文化施設として建設された。電気、水道、空調などの配管や階段・
エスカレーターの中身が剥き出した前衛的な外観で知られるが、正式名称は「ジョルジュ・ポンピド
ゥ国立芸術文化センター」といい、機能の中心は、20 世紀美術を中心とした国立近代美術館となる。
1997 年から 2000 年の約４年間、ポンピドゥ・センターは大規模改装工事のために全面閉館され、
その期間中、国内外への作品の貸出しや地方での展覧会等が盛んに行われた。当時の館長ジャン＝ジ
ャック・アヤゴンによる方針「デサントラリザシオン décentralisation ～ ポンピドゥ・センターの
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コレクションがフランスの各地方へ分散」 2の結実だといわれる。
1F

作品を貸し出すだけでなく、建築を伴った環境を作り出したいと考えたポンピドゥ・センターは、
分館する地方都市を募集し、最終的に、フランス北西部ロレーヌ地方の首都メッスが選ばれた。メッ
スがあるロレーヌ地方に、現代美術をテーマとする大型の美術館がなかったこと、建設候補地が駅か
ら近く、町の中心街からも遠くないことなどが理由であった。
（２）複数の地方団体と国が連携して文化施設の運営にあたる体制～ＥＰＣＣ
ポンピドゥ・センター・メッスの誘致には、メッス市が帰属するモゼール県、ロレーヌ州からなる
「メッス・メトロポール」と呼ばれる広域行政組織が関わった。フランスでは、日本のような市町村
合併が進まず、小規模な自治体の数が多いことから、複数の地方団体が連携する広域行政制度が発達
してきた。そのひとつが「メトロポール」と呼ばれる広域行政組織で、組織形態によっては、独自財
源・課税権、独立した予算による独自の企画権などを有し、共同で各種施策を実施している。
通常、別館／分館というと、本館の強力なガバナンス下での運営管理されるイメージがあるが、ポ
ンピドゥ・センター・メッスの場合は、
「文化協力公施設法人（以下 EPCC） 3」と呼ばれる法的に自
2F

立した組織が運営を行っていることから、独自の予算と企画権を有していることが大きな特色である。
EPCC とは、複数の地方団体が必要に応じて国と協力し、行政部局とは切り離して文化施設を運営・
管理できる法的な制度によって生まれた組織であり、文化施設運営の柔軟さと厳密な管理を両立させ
ることを目的にしている。実際に、独自の予算と企画権を最大限発揮する形で、年４～６つのポンピ
ドゥコレクションをベースにした企画展だけでなく、ポンピドゥ以外の美術館から借り入れた作品に
よる展覧会も開催できる。パリのポンピドゥ本館から作品を借りられる特権を活かしつつ、メッスな
らではの企画展も行える、
「良いとこ取り」のお得なシステムであろう。
２．ルーヴル美術館別館（ランス）Le Louvre-Lens
（１）フランスで最も貧しい街の再興プロジェクト
ポンピドゥ・メッスの大成功から２年後の 2012 年 12 月、ベルギー国境に近いフランス北部の町、
ランスにルーヴル美術館分館「ルーヴル・ランス」がオープンした。ランスはかつて鉱山の町として
栄えたが、1960 年代の閉山によって急速に過疎化が進み、国内でも最も貧しい町といわれたこともあ
った。活気を失い、放置されていたかつての鉱山の跡地一帯を有効活用する一大開発事業として、地
元が一丸となって進めたのが、世界的に著名なルーヴル美術館の別館を誘致活動であった。
誘致団体はノール・パ・ド・カレ州だが、美術館建設からオープン後の運営については、先のポン
ピドゥ・メッスと同じく EPCC があたっている。「ルーヴル・ランス EPCC」もまた、国と当該美術
館本館組織、複数の地方行政組織から構成されている。

2

フランスでは、戦後まもなくパリから地方へと演劇人を中心とした文化関係者が拠点を移し、各地で活動
したことから、地方主要都市を中心に文化芸術の地方分権に積極的に取組んでいるといわれる。今ではポン
ピドゥ・センターは、毎年 2000～3000 点の作品の外部貸出しをしており、この数値は「文化の地方分権」
の成果指標として使われている。
3 Etablissment Public de Coopération Culturelle。文化協力公的機関と和訳される場合もある。フランスに
おける文化芸術分野の公役務を実行するために設立される公法上の法人。
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しかし、ポンピドゥ・メッスがパリの本館と無関係の企画展も開催し、
「分館」でありながらオリジ
ナルな運営を目指す一方、ルーヴル・ランスではパリのルーヴル本館の作品のみを展示・運営する道
を選んだ。パリ・ルーヴル美術館の収蔵品は 380,000 点にのぼるが、そ
のうち実際に展示される作品は１割にも満たない。収蔵庫で長い間眠っ
ていて一般公開されなかった作品の中から約 200 点が５年間ルーヴル・
ランスに貸し出され、このうち約２割を１年ごとに定期的に入れ替える
方法を採用した。
（２）ルーヴル美術館のコレクションを新しい視点から見る：時と空間を横断する展示
しかし、ルーヴル・ランスの最も画期的な特長は、なんといってもその野心的な展示方法にある。
「Galerie du temps 時のギャラリー」
と名付けられた 130ｍにもわたる広大な１つの展示スペースに、
広範囲な時代・地域をカバーするパリ・ルーヴル美術館のコレクションを、文字が誕生した紀元前 3500
年の古代から中世、近代・19 世紀半ばまで時代順に陳列し、雄大な時空を超えたあらゆる文明や技術
の歴史を辿ろうとする。世界最大級といわれるパリのルーヴル美術館は、古代エジプト美術、オリエ
ント美術から近代の絵画・彫刻・素描等まで８つの部門に分かれて常時 35,000 点が展示されており、
全ての展示室をくまなく見て回るには一週間では足りない。それが、ルーヴル・ランスでは、ひとつ
のスペースに全作品を展示し、同時代のさまざまな文明・文化から生まれた作品を一度に鑑賞できる。
パリのルーヴル美術館では部門ごとに展示されているが、ルーヴル・ランスでは、この制約がなく、
紀元前５世紀の古代ギリシャの作品がペルシャ帝国やファラオ時代のエジプトの作品と隣合って並ん
でいる。ルネッサンス芸術では、イタリア、フランス、スペインさらに北欧の芸術家の作品が並んで
いることで、この時代の特性がよくわかる。こうしてルーヴル本館とはまったく違う方法で、芸術と
人間の歴史を展示できるのである。

こういった年代順のアプローチに加えて、テーマ別に作品を鑑賞することもできる。肖像、風景、
権力、宗教といった重要なテーマの表現が時代とともにどう変遷したかも見ることができるのである。
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こうした展示室や美術館の設計は、日本の建築家、妹島和代と西沢立衛による設計事務所 SANAA 4
3F

が手がけた。
「風景の中に消える」感覚をコンセプトにした、風景が映りこむような素材の建物は、一
瞥しただけでは、美術館のイメージを覆すかのように透き通って見え、驚きのあまり一瞬足が止まる
ほどである。こうした新たな建築の魅力も世界中の人たちを惹きつける原動力となることが期待され
ている。

３．まとめ
2010 年５月 12 日にオープンしたポンピドゥ・センター・メッスは、日本人建築家・坂茂 5と、フラ
4F

ンス人ジャン・ド・ガスティーヌ氏の日仏共同チームが設計した、中国の竹で編んだ帽子をモチーフに
した白い屋根の模様と曲線の優美さが特徴的な外観も話題になった。こうして翌 2011 年９月末には来
場者 100 万人を達成するなど、美術館地方分館政策のシンボル的存在となったのである。

一方のルーヴル・ランスは、開館後１年２ヶ月で来場者 100 万人を達成。開館時の目標では１年間の
目標来場者を 50 万人としていたが、ほぼ倍速でこれを達成したことになる。美術館の隣には、ミシュ
ラン２つ星のシェフを招聘したレストランを併設し、美術館の休館日に関係なく営業することで、一帯
に人の賑わいが途絶えることがない。
ルーヴル・ランスを含む炭鉱地帯一帯は、文化的景観としてユネスコ世界遺産に登録され、ルーヴル
美術館招聘活動のときから視野に入れていたユネスコ登録の念願が果たせた形となった。今後は、いわ
ば斜陽の街の再活性化、雇用のアップにむけた更なる挑戦が花開くかどうか、フランス中がなりゆきを
見守っている。

日本国内でも金沢 21 世紀美術館等有名施設を手がけている。2010 年に「建築界のノーベル賞」と呼ば
れるプリツカー賞を受賞した。
5 東日本大震災の復興住宅支援プロジェクトでも紙管などの素材を利用した提案で知られ、昨年プリツカー
賞受賞。
4
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図表 1

各事例概要

ポンピドゥ・センター・メッス

ルーヴル・ランス

オープン時期

2010 年 5 月 12 日

2012 年 12 月 12 日

設置都市

メッス（人口 12 万人）

ランス（人口 3 万 6 千人）

誘致団体

メッス・メトロポール（広域行政組織）

ノール・パ・ド・カレ（州）

誘致予算規模

10 億ユーロ

20 億ユーロ

建設費用

7000 万ユーロ

1 億 5 千万ユーロ

設計

坂茂、Jean de Gastines
（2003 年コンペ、応募数 157 作品）
文化協力公施設法人（EPCC）
構成は、国、パリ・ポンピドゥ・センターを運
営する EPCC、メッス・メトロポール、ロレーヌ
州、モゼール県、メッス市。

SANAA（妹島和世、西沢立衛）
（2005 年コンペ、応募数 124 作品）
文化協力公施設法人（EPCC）
構成は、国、ルーヴル美術館を運営する
EPCC、ランス・リエヴァン・コミュノポール
（広域行政組織）、ノール・パ・ド・カレ州、
パ・ド・カレ県、ランス市。
ミシュラン 2 つ星シェフによるレストランを併
設して評判に。美術館休館日に関係なく
営業。レストラン目当てに来る人も多く、連
日予約で満席に。
1 年 2 ヶ月で来場者 100 万人を達成。
開館後 1 年間入場無料だった。
2012 年文化的景観としてユネスコ世界
遺産に登録された。
2015 年 12 月アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）
に「ルーヴル・アブダピ」開館予定

運営

特長

備考

その他の別館

パリのポンピドゥ・センターのコレクションをベ
ースにした企画展のほか、以外の他美術
館からも作品を借り入れられ、メッス館なら
ではの企画展も実施可能。
1 年 4 ヶ月で来場者 100 万人を達成

2015 年スペイン南部マラガにポンピドゥ別
館「キューブ」開館

出典：フランス政府ホームページ Service-Public.fr、フランス政府観光局ホームページ、各美術館資料より作成

※本稿は現地のプレスリリース、フライヤー等の提供資料、関連する HP 等に基づいて作成したもの
である。写真は筆者撮影。
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