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政策論説

自治体経営のリーダーシップと組織（２）
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

はじめに
自治体経営は、行政組織の持続性を確保する「行政経営」と地域の持続性を確保する「地域経営」に分
けられ、相互が密接不可分の関係で展開されている。この両者に求められる人的資源の共通要素として、
組織あるいは地域集団（コミュニティ等）に対するリーダーシップ力がある。第２回目は、1980 年代以
降、経済社会環境が大きく変化する中での「変革型リーダーシップ論」の流れを整理する。
１. 変革型リーダーシップ論
1980 年代後半以降本格化したリーダーシップ論であり、不確実かつランダムに変化する組織環境に対
して組織を成功へと導く行動に焦点をあて、ビジョンを提示しながらフォロワーを導き、動機づけ,組織変
革を実現することがリーダーシップの中核的な行動であるとする考え方である｡第１回で整理したリーダ
ーシップ行動論や条件適応理論等が集団全体を視野に入れて、目的に向かって成果を上げることに重点を
置いたのに対して、変革型リーダーシップ論では、トップ・マネジメントのリーダーシップに焦点を絞っ
ている点に特色がある。従来と異なり焦点を絞った背景として、①組織の転換期に活躍した企業経営者に
注目する臨床的ケーススタディが注目されたこと、②チェンジ型マネジメントが組織改革の面で中核的存
在とされたこと、③不確実性に対するリーダーシップ研究の蓄積が薄かったこと、④以上の視点から交換
型リーダーシップと変革型リーダーシップの区別が重視されはじめたこと、などが挙げられる。変革型リ
ーダーシップの柱は、第１に「交換型と変革型の実証的区分」、第２に「組織変革を進めるリーダーの機
能」に分けられる。
２. 交換型リーダーシップと変革型リーダーシップの分化
（１）バーンズの研究
①交換型リーダーシップ
交換型は、従来のリーダーシップの基本的類型であり、「価値交換」で人を動かすことを柱とする。政
治の世界では投票・選挙への協力とそれに対する見返り、民間や行政組織では目標達成と報酬の引き上げ
などであり、その前提としてリーダーとフォロワーの関係が明確であり、フォロワーが何を望んでいるか
をリーダーが把握し、フォロワーの貢献に対して提供する内容を明確にすることが必要となる。
②変革型リーダーシップ
これに対して変革型は、フォロワーに対して価値交換の行使だけでなく、高いモラル性をもってフォロ
ワーの価値観や態度を無条件に変化させることを基本とする。たとえば、資料の整理整頓ができていない
人に対して、整理整頓した方が仕事の効率が上がることを納得してもらい自主的に整理整頓する姿勢の形
成に導く方法であり、信賞必罰の価値交換のみに依存せずフォロワーを動かす点に特色がある。
（２）バスの研究
バーンズ研究を進化させ、交換型と変革型を対立する位置づけではなく並存させることが有効であると
指摘、同時に連携して活用する前提としての両者の差異を整理している。
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以上の差異分析からリーダーシップの因子を実証的に整理している。
３. 組織変革を進めるためのリーダーの機能研究
（１）コッター・リーダーシップ論
1988 年に発表されコッター・リーダーシップ論は、リーダーシップとマネジメントの違いを主張し、
変革の時代に必要なものはリーダーシップであることを強調している。そして、リーダーシップに最も重
要な要素を「リーダーの掲げるビジョン」であるとし、変革を実現する「変革の８段階」を提唱している。
さらに、リーダーに必須の能力として「対人態度」と「高いエネルギーレベル」も指摘している。
「マネジメント」の統制が取れていることが良い経営では重要視された。しかし、変革時代では「リー
ダーシップ」の必要性を強く指摘している。もちろん、従来の「マネジメント」を否定するのではなく、
組織内では「マネジメント」も「リーダーシップ」も同時並行的に必要と位置づけ、それぞれの役割や課
題達成プロセルの違いを明確にしている。
リーダーシップ

マネジメント

役割

付加価値を高めるための組織の変革

環境変化に対処し、既存の組織を運営

課題達成

①羅針盤の設定

①計画立案と予算策定執行

プロセス

②人心の統合

②組織化と人材配置

③動機付け

③コントロールと課題解決

以上からリーダーシップの特徴は、①方向を定める、②決めた方向に人心を整列させる、③モティベー
ションを高めることであり、①はシンボル等の単純な形態での提示、②は人のネットワーク形成、③は抵
抗を少なくする環境づくりが重要と指摘している。加えて③は、a.方向性を繰り返し伝えること、b.方向
性の議論にフォロワーを参画させること、c.努力に対する適切な支援に努めること、d.成功に対する適切
な評価に努めることが重要としている。
（２）ティシー・現状変革型リーダー論
現状変革型リーダー論は、コッターのリーダーシップ論と同様、日常の反復業務やルール通りの管理に
長けた「マネジャー｣ではなく、変革を実行する「リーダー」のあり方を明確に定義している。リーダー
がビジョンを提示し実行させるべくメンバーに働きかける点もコッターと同じである。ただし、リーダー
が組織のあらゆる階層に存在し、リーダー自らが次世代のリーダーを生み出していく仕組みづくりが大切
であるという「リーダーシップ･エンジン」概念を主張している点が特色となっている。
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１）リーダーシップ・エンジン
リーダーが組織のあらゆる階層に存在し、彼ら自身が次代のリーダーを次々と生み出していく仕組み
こそ、組織が永続するために必要であるとする。他者の能力を伸ばすこと、継続的に変革を起こすこと
の出来るリーダーの育成を重視する組織が優位を保つとしている。
①全階層に必要なリーダー
急速な変化に対して組織の持続性確保には、素早く決然と行動することが不可欠である。組織の全階
層で、人々が発想し価値観、エネルギーとエッジ（大胆な意思決定力）をもって、素早く適切に行動す
る必要がある。現実を把握し創造的に発想し行動を起こせるリーダーが組織の各層に必要であり、スピ
ードを出す唯一の方法は、各層にリーダーを持つことであるとしている。
②教育する組織
リーダーを高く評価しリーダーシップに期待し報いる組織文化があり、リーダーの育成に時間と資金
を積極的に使うことが重要である。あらゆる機会を用い組織の全階層でのリーダーシップを奨励し、ト
ップに立つリーダーが他のリーダーの育成に自ら取り組み慎重かつ体系的にリーダーを育成する。リー
ダーの目標は「学習する組織」ではなく「教育する組織」を創り出すことであり、組織各層にいるリー
ダーは、自分が学んだことを自ら進んで他者に教えるという責任を持つ。
③育成すべき４領域
フォロワーをリーダーに育成する際に、アイディア・価値観・エネルギー・エッジの４つの領域が重
要としている。この中で、４つの領域を支える意味からリーダーのストーリー1性は極めて重要となる。
４. 変革型リーダーシップ論と自治体経営
自治体経営の視点から変革型リーダーシップ論が示すポイントにおいて特に重要なのは、リーダーシッ
プ・エンジンが指摘する全階層にリーダーが存在すること、そして教育する組織の形成である。リーダー
シップは首長等トップ階層だけの機能ではなく、各階層に程度や内容は異なってもリーダーが存在し相互
に結び付くこと、そして、組織自体が「教育する組織」になることである。
この組織力を形成・向上するには、トップから中間管理職・若手に関係なく「開かれた学習の場」を形
成することがカギとなる。組織や地域の行動規範形成の最大の障害は、個々人が良いアイディアを持って
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、組織や地域の閉鎖的・前例踏襲的な体質が
「聞くことを望まない」という姿勢を貫くことにある。こうした体質は、自治体経営の進化を止める大き
な要因とならざるを得ない。新たな思考や発想などを排除する体質を克服しつつ、経験・知識の持続的な
蓄積の場を形成することが「開かれた学習」の目的となる。組織等での地位や権限、担当分野に関係なく、
さらには組織の内外にとらわれないオープンな学びの場を形成することは、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・組織の体質を進化させる。継続的な成長、変化、適応に向け新しい
ことの学習が実現しない場合、組織や地域の活力は停止することになる。活力ある状態を生み出す最大の
要因は、組織や組織を動かす特別な挑戦又は刺激的なアイディ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・意見を交換し創造性を高める場を形成することである。それは、リスクを「成功の本質
的部分」であるとみなし、失敗を「不適切な方法が分かった」として積極的に蓄積する点にある。
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リーダーの教育機能として重要なことは、アイディア・価値観・エネルギー・エッジという４つの領域にまたがる教
育的見地を織り込んで、人々の行動に結びつけるストーリーを提示することである。自分が考えるプログラム、方針、
計画のメリットを納得してもらい行動力を喚起する。ティシーによれば、これまで成功してきたリーダーは人々をひき
つけ、エネルギーを与える為に必ずストーリーが用いられていたことを指摘している。成功したリーダーのストーリー
には、変革の論拠、・どこへ向かうかの羅針盤、・到達するプロセスが含まれるとしている。
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政治の捻じれ

政策シグナル

北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

選択・行動・議論

脱政治の流れ
民的領域

公的領域

参加動機

公式争点への対応

働きかけの 行政内
対象
部への
働きか
け

①選挙に関連する
行動、 政治家と
し ての行動等。
②行政内部への
住民参加等。

行政外
部への
働きか
け

従来政治領域

非公式争点への対応
①公式的参加の拒否
投票に行かない等。
②住民運動等。

①政策形成過程へ ①私的問題の公共化。
の抗議的参画等。 ②内部問題の告発等。
②新たな公的機能
を担う NPO、 官
民連携等。

地域の政治の捻じれ構造が強まっている。政治の捻じれ現象とは何か。それは、従来の議会（含政治
家活動）を中心とした地域の政治が、住民参加や公共サービス提供の多様化によりそのパワーを大きく
劣化させていることと密接な関係がある。
地域の様々な住民ニーズは、地域の代表である地方議会議員の政治活動を通じて地方自治体に持ち込
まれ「公式の政策争点」（公に認知された地域課題）と位置付け、議会等の議論をスタートさせる流れ
が一般的であった。しかし、今日においては、様々な住民ニーズを地方自治体の政策に反映させる流れ
は多様化している。例えば、公式の政策争点についても、審議会への住民参加やパブリックコメント等
を通じた参加手法が増加していることに加え、最終的には住民投票等の直接民主主義に答えを求めるこ
とも可能となっている。
以上は、行政に対する公式の政策争点に関する働きかけであるが、行政外に働きかけて公式の政策議
論に大きな影響を与える手法も ICT・情報通信革命の進展等によって拡大している。信頼性の異なる情
報が大量かつ無秩序に発信される大衆情報化社会の到来は、アトランダムな行政への働きかけを可能に
している。加えて、官民連携等パートナーシップの仕組みも、従来は行政が直営的に提供してきた公共
サービスを民間企業や NPO 等の組織を通じて提供するツールを拡大させ、議会が直接・継続的に関与
する仕組みのガバナンス力を低下させている。
加えて、非公式なレベルに止まる課題（水面下の課題）の領域も住民運動に加え、私的問題の公共化
（私的領域の問題を公共問題として行政に無秩序に持ち込むこと）等の手法や、内部問題の告発等の仕
組みも制度化されている。そして、住民運動や私的問題の公共化は、質の良し悪しに関係なく大量の情
報を無秩序に発信可能な大衆情報化社会を生み出しており、政治のガバナンスにおいて一段と深刻化す
る構図を形成している。政策議論や地域の公共サービスへの住民や企業の参画が拡大し多様化するほど、
従来の地域の利害を吸い上げ調整する中で自らの位置づけを確保する従来型の政治家スタイルへの住
民の認識は相対的に劣化している。そのことが選挙の種類に関係なく、投票率の構造的低下を生み出す
要因ともなっている。民間化や大衆情報化社会の深化に伴う経済社会活動に影響を与える要因の変化に
対して、議会・政治家活動も自らの存在機能を変革させるかことが地方自治のためにも不可欠となって
いる。
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アジアリンク

渝新欧鉄道と中国戦略
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

中国・重慶とドイツ・デュイスブルクを結ぶ貨物鉄道である「渝新欧鉄道」は 2011 年に開通し、全
長約１万 1000 キロ。中国から中央アジア、ロシア、ベラルーシ、ポーランドを経由してドイツに至る
アジアとユーロ圏を結ぶ鉄路となっている。ドイツ・デュイスブルクは、ユーロ圏有数の輸送中継拠点
であり、多くの工業製品の集積・移転のハブである一方で、重慶は、台湾大手電子機器メーカーやパソ
コン関連メーカー、自動車部品メーカーなどの工場が集積する地域であり、両者を結び付ける動脈は世
界経済においても重要な位置づけになる。重慶・デュイスブルクの鉄道輸送日数は 16 日程度で、現在
の海上輸送の日数を大きく短縮できる一方で、飛行機輸送によるコストは大きく圧縮できる。中国の沿
岸部から 1500 キロ以上離れている内陸部重慶では、この鉄路の発展が大きな意味を持つと同時に、ア
ジアの経済ネットワークにも変革をもたらすひとつの要因となる可能性をもっている。もちろん、中
国・ユーロ間の物資輸送のアンバランス等貿易問題や通過する各国の政治情勢、安定した運航体制等の
課題はあるものの重要な動脈として位置づけられる。
現在の中国とユーロ圏への工業製品の輸送は、大部分がマラッカ海峡・スエズ運河を経由する海上輸
送に依存している。新たな鉄路ルートは、中国内陸部から見れば沿岸部までの輸送を含めて、海上輸送
に対して輸送時間とコストを軽減するだけでなく、中国・アジア間とユーロ圏を繋ぐルートとして、ス
エズ運河周辺等の政治リスクを回避し、経済的ネックを生じないための新たな選択肢を持つという重要
な意義も存在する。
中国政府は、この鉄路を新ユーラシアランドブリッジネットワークと位置づけ、重慶を中国の対外開
放の最先端拠点とする戦略を提示している。このブリッジの構築により、中国内陸部のグローバル経済
への位置づけを変え、外国資本の中国沿岸部への投資をさらに内陸部に呼び込むことを意図している。
それにより、重慶をアジアのヨーロッパ向け輸出の中継点とすることで、中国の国家戦略は大きく支え
られることになる。
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事例研究

日本版レギュラトリー・サンドボックスの導入に向けた一考察（１）
―利用者保護及びモニタリングの視点から―
株式会社富士通総研 行政経営グループ 若生 幸也

はじめに

国家戦略特区とは、「経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を
強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、規制改革等の施策を総合
的かつ集中的に推進するために国が定めた特別区域」を指す。この国家戦略特区を規定する「国家
戦略特別区域法改正案」
（平成 29 年３月 10 日閣議決定）の中で、
「日本版レギュラトリー・サンド
ボックス」の導入が盛り込まれた1。
レギュラトリー・サンドボックス（Regulatory Sandbox）とは「規制の砂場」を意味し、フィンテ
ック（Fintech）を活用した商品・サービス開発を行うためのオーダーメイド型規制実証実験制度と
して位置づけられる2。この仕組みは、英国をはじめとしたシンガポール、オーストラリアなど諸
外国で実施されている。フィンテックが情報通信技術を活用した革新的な金融商品・サービスを提
供することから、既存の規制が革新的な金融商品・サービスを生み出す障害となることを懸念し、
一時的に規制撤廃ないし緩和状態をオーダーメイドで「（子供が遊ぶことのできる）砂場」を創出
し、商品・サービス開発や提供を砂場の中で試行的に行うことを企図している。
日本版レギュラトリー・サンドボックスでは、自動運転やドローンなどを対象としており、フィ
ンテックを対象とする諸外国の制度とは異なる。フィンテックを対象とする諸外国の制度であれば、
実証実験が悪影響を及ぼしたとしても、最終的には財産の侵害のみが想定され、損害に対する金銭
補償（保険等）で十分対応可能となる。
一方、日本版レギュラトリー・サンドボックスでは、自動運転やドローンなどを対象としており、
実証実験の結果次第では最終的に生命の侵害も想定しうるため、同一名称を用いていても諸外国の
Regulatory Sandbox とは異なる制度であり、いわば世界初のより進化したオーダーメイド型規制実
証実験制度になることを認識する必要がある。
日本版レギュラトリー・サンドボックスの導入に向けては、生命の侵害も想定しうる規制見直し
を行うことに対する利用者保護や実証実験中の十分なモニタリングが重要となる。以上の問題意識
を踏まえ、本稿では日本版レギュラトリー・サンドボックスの導入に向けた考察を行う。
１．日本版レギュラトリー・サンドボックスの概要

国家戦略特別区域法案（平成 29 年３月 10 日閣議決定）では、日本版レギュラトリー・サンドボ
ックス及び支援方策について、以下のように整理されている（抜粋：下線部筆者付記）。
（自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助）
第三十七条の七 国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他
これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集
中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家
戦略特別区域内において当該事業活動を行う者に対する道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）
、航空法（昭
和二十七年法律第二百三十一号）、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）その他の法令の規定に基づく手

1

山本内閣府特命担当大臣提出資料「国家戦略特区における『日本版レギュラトリー・サンドボックス』制度の導入」平
成 29 年５月 12 日：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai8/siryou9.pdf
2 Financial Conduct Authority “Regulatory sandbox”, 2015. 11,
https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory-sandbox.pdf
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続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
附則
（検討）
第二条
２ 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自
動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展
に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後一年以内を目途
として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法案から明らかになっている日本版レギュラトリー・サンドボックス及び支援方策の要点は、
（１）対象、（２）手法、
（３）今後の制度検討に整理できる。
（１）対象は、自動車の自動運転や小型無人機の遠隔操作または自動操縦を中心に、高度な産業
技術を用いた技術革新の進展に即応した有効性の実証実験である。高度な産業技術を用いた技術革
新の進展に対して既存規制が障害となる可能性に対応した法案となっている。先にも示したとおり、
対象はフィンテックに限定されておらず、諸外国と同一名称であってもより進化したオーダーメイ
ド型規制実証実験制度となる。
（２）手法は、国及び関係地方公共団体による（１）対象の実証実験を行う事業者に対する道路
交通法・航空法・電波法・その他法令手続に関する情報提供・相談・助言・その他援助となってい
る。ここでは、ワンストップ型の情報提供や相談、助言、手続代行等を行うことを想定した「近未
来技術実証ワンストップセンター（仮称）」を設置することが想定されている。すなわち、本法案
ではレギュラトリー・サンドボックスの要素である規制の見直しは法定されていないことが分かる。
（３）今後の制度検討は、（１）対象の実証実験に対して、規制の見直しや事業活動の集中的推
進を図る施策について施行後１年以内を目途に実施する予定となっている。先に見たレギュラトリ
ー・サンドボックスの要素である規制の見直しは、今後の検討内容として整理されている。
すなわち、生命の侵害も想定しうる規制見直しを行うことに対するオーダーメイド型規制実証実
験制度の検討として、生命の侵害も想定しうる規制見直しを行うことに対する利用者保護や十分な
モニタリングはまだ決定されておらず、今後の検討が不可欠となる。
２．英国におけるRegulatory Sandboxの概要と参考要素

そこで、まずはレギュラトリー・サンドボックスの代表的事例である英国の事例を整理する。英
国金融行為規制機構（Financial Conduct Authority：FCA）は 2015 年 11 月に Regulatory Sandbox 制度
を規定したガイドラインを策定し、2016 年５月より実証実験を開始した。
（１）手順
英国における Regulatory Sandbox の手順は以下図表のとおりである。オーダーメイド型規制実証実験
制度という観点からは、英国の Regulatory Sandbox の手順は日本版レギュラトリー・サンドボックス制
度の手順検討においても参考になる。
（ｃ）FCA と事業者の協議の中で Sandbox の規制オプションや実
験範囲、成果指標、報告方法、利用者保護措置を協議・決定する。
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図表１ 英国における Regulatory Sandbox の手順（下線部筆者付記）
手順
概要
（ａ）利用申請
事業者が FCA に新たな金融商品・サービスの実証実験を提案
FCA は事業者の提案を受け、Regulatory Sandbox の適用基準（①金融サ
ービス産業への貢献、②革新的サービスの提供、③消費者利益の増
（ｂ）FCA の事前評価
大、④Sandbox の必要性、⑤投資や既存規制への理解、リスク軽減に対
する事業者投資）に当てはまるか否かを事前評価
FCA に よ り 適 用 可 能 と判 断 され た場 合 、 FCA と事 業 者 でよ り 良 い
（ｃ）FCA と事業者の協議
Sandbox の規制オプションや実験範囲、成果指標、報告方法、利用者保
護措置を協議・決定
（ｄ）実証実験の開始許可
FCA から事業者に対し実証実験の開始を許可
（ｅ）実証実験の実施・モニタリング （ｃ）で協議・決定した内容を実証実験として実施・モニタリング
事業者から FCA に対し、実証実験の最終報告を提出し、FCA はレビュー
（ｆ）実験結果報告・FCA レビュー
を実施
FCA が最終報告をレビュー後、事業者は Sandbox 外で新たな金融商品・
（ｇ）Sandbox 外でのサービス提供
サービスを提供するかを検討し、FCA は最終報告結果を用いて、規制の
と規制の妥当性判断
妥当性判断に活用
出典：Financial Conduct Authority “Regulatory sandbox”, 2015. 11 より筆者作成

（２）規制オプション
Regulatory Sandbox の規制オプションは以下図表の３点である。ノーアクションレター（FCA と事業
者との協議により定めた目的や要求事項に反しない限り実証実験に介入しないオプション）を基本として、
適用ルールの個別ガイダンスを提示することで、事業者にとってより分かりやすい実証実験環境を提供す
ることを企図している。
この方向性は日本版レギュラトリー・サンドボックスでも同様であると想定されるが、国家戦略特別区
域法に制度が位置づけられることから、国家戦略特区を所管する内閣府・個別業法等を所管する規制所管
省庁・事業者の三者間での協議体制の在り方を整理することが求められる。
図表２ FCA の認可を受けた場合の規制オプション
オプション
概要
Regulatory Sandbox の手順における「（ｃ）FCA と事業者の協議」により定めた目
ノーアクションレター
的や要求に反しない限り、FCA は実証実験に介入しない。一方、消費者に対する
事業者責任は免除されない。
ノーアクションレターに加えて、実証実験に関して適用されるルールについて、
個別ガイダンスの提示
FCA は個別ガイダンスを事業者に提示する。事業者が個別ガイダンスに従う場
合、FCA は実証実験に介入しない。
事業者の実証実験が FCA の Regulatory Sandbox 適用ルールに適合しない場合
免除
でも、FCA の金融サービス市場法の枠組みにおいて、FCA 権限で適用除外でき
る場合には、個別事業者に対する規制適用を除外できる。
出典：Financial Conduct Authority “Regulatory sandbox”, 2015. 11 より筆者作成

（３）利用者保護措置
利用者保護措置の観点からは、以下図表のように４つのアプローチが定められており、それぞれのアプ
ローチを単体または組み合わせることで、利用者保護の実現を企図している。英国の Regulatory Sandbox
が金融規制を対象としていても、基本的な利用者保護措置は日本版レギュラトリー・サンドボックス制度
の検討においても参考となる。究極的に言えば、生命の侵害が発生した場合であっても、その補償措置は
金銭にならざるを得ない（アプローチ２やアプローチ４の考え方。なお、日本でも生命侵害や健康被害の
恐れがある治験の補償措置は金銭である）
。
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一方、生命侵害の可能性（リスクの発生確率）が高まれば高まるほど、利用者は限定的に捉える必要が
あり、アプローチ１による十分なインフォームドコンセントが不可欠である。
ゼロリスクを追い求めれば技術進化は停滞することが想定され、利用者保護措置と後述するモニタリン
グ体制の構築した上で、可能な限り自由な実証実験環境を整えることが重要である。

アプローチ
アプローチ１
アプローチ２
アプローチ３
アプローチ４

図表３ 利用者保護措置のアプローチ方法
概要
利用者が商品・サービスの実証実験におけるリスクや補償に関して事前に説明を受け、実験
への参加に同意した利用者のみに実証実験への参加を認める方法（インフォームドコンセン
ト）
FCA が実証実験活動に適した情報開示・利用者保護、補償をケースバイケースで認める方法
消費者が事業者に苦情を申し立てるための金融オンブズマンサービスや事業者が失敗した場
合のための金融サービス補償機構のサービスなどを活用可能とする方法
事業者が顧客の損失（投資損失含む）を補償する手法。なお、補償のための資本がある証明
が必要となる
出典：Financial Conduct Authority “Regulatory sandbox”, 2015. 11 より筆者作成

３．欧州医薬品庁におけるAdaptive pathwaysの概要と参考要素

このモニタリング体制の構築という観点からは、欧州医薬品庁（European Medicines Agency：
EMA）の取組が参考となる。欧州医薬品庁では、“Adaptive pathways”という取組が 2014 年３月か

ら 2016 年８月までパイロットプロジェクトとして実施された。この取組は、薬剤開発や規制のた
めの柔軟なアプローチを行うもので、革新的治療は不確実である一方で、医薬品の承認に多くの時
間がかかることを問題認識とした上で行われている。
Adaptive pathway は、医薬品の承認に際して、あらかじめ策定した市販後の臨床試験・観察研究・
患者登録等の計画的実施を前提に、対象患者を限定して承認を与え、市販後の試験・研究等による
根拠に基づいて段階的に対象患者を拡大する承認を与えるプロセスを指す3。
最初の医薬品の承認は、既存の制度よりも初期段階で、ランダム化比較試験からの少ない臨床情
報に基づき行われる。初期の承認が行われたのちの医薬品の市場投入は厳しく制限され、限定され
た利用者に対して、細かなモニタリングが行われる。このモニタリングに基づくランダム化比較試
験結果はデータとして蓄積することで、完全な承認を決定する根拠として活用される。
以上のデータの蓄積に基づき、徐々に限定された利用者に対するモニタリングが緩和され、最終
的に完全な承認の決定につながる仕組みである。
欧州医薬品庁の Adaptive pathway の取組では、医薬品の承認という最も生命侵害の懸念がある「商
品・サービス開発」であっても、英国をはじめとする Regulatory Sandbox 制度と同様に、市場投入
速度の向上が企図されている。対象とする商品・サービスや規制範囲はそれぞれ異なるが、そのね
らいは同一と見なすことができる。
日本版レギュラトリー・サンドボックス制度においても、根拠の蓄積度合いに応じて利用者範囲
を変化させることが求められる。また、実証実験の当初段階ではモニタリング頻度をリアルタイム
として、モニタリング対象も安全性の懸念点は全てモニタリングするとともに、モニタリングツー
ルや安全保護装置などの二重化を求めることが想定される。当初段階での根拠が蓄積した後には、
モニタリングもコスト増要因であるため、モニタリング負荷を軽減したモニタリング頻度や対象へ

3

European Medicines Agency “ Adaptive pathways”,
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp 及び藤川誠「欧
州医薬品庁の新薬の早期患者アクセスへの取り組み－議論が進む"Adaptive Licensing”－」
『政策研ニュース No.42』
2014 年７月：http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-42.pdf を参考にしている。
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と展開するなどモニタリングの蓄積度合いに応じて方法を変化させることが求められる。
おわりに

本稿では、利用者保護及びモニタリングの観点から、日本版レギュラトリー・サンドボックスの
導入に向けた一考察を行った。利用者保護の観点からは、英国における Regulatory Sandbox のアプ
ローチが参考となり、情報開示・利用者保護・金銭補償を基軸として、インフォームドコンセント
を重視することがより重要となることを指摘した。
またモニタリングの観点からは、欧州医薬品庁の Adaptive pathway のアプローチが参考となり、
利用者をまず限定的に実証実験を開始し、実証実験の当初段階ではモニタリング頻度もリアルタイ
ムとして、対象範囲も安全性の懸念点は全てとするなど、広範なモニタリング体制の構築が不可欠
となるものの、根拠を蓄積した後には、モニタリング負荷を軽減する頻度や対象へと展開すること
が重要であることを指摘した。
これらの日本版レギュラトリー・サンドボックスで得られた根拠は、新たな商品・サービス開発
に活用するとともに、規制の見直しの「エビデンス」
（政策効果が生み出されるという合理的根拠）
の蓄積につなげなければならない。
例えば、日本版レギュラトリー・サンドボックスの活用により特段の課題が発生しなかった場合
には、当該国家戦略特別区域内の対象規制は原則見直しとして、他の事業者参入も容易に可能な仕
組みを構築することなども想定できる。見直しができない場合には規制所管省庁にそのエビデンス
を明示させるなど、日本版レギュラトリー・サンドボックスをエビデンスに基づく規制改革のエン
ジンとすることが求められる。本来的に国家戦略特区は全て区域を限定した実証実験として位置づ
けることも可能であり、規制改革のエビデンス蓄積機能をより重視することが今後必要であろう4。
一方、現在政策評価審議会において見直し方策の検討が進んでいる総務省行政評価局が所管する規
制の事前評価制度5との関係も整理する必要がある。規制の事前評価におけるエビデンス情報とし
て日本版レギュラトリー・サンドボックス制度で得られたエビデンスを活用することも想定される。
蓄積したエビデンスを規制改革の全体サイクルの中で位置づけることが求められる。

4

同様の問題意識の論考は以下を参照のこと。
若生幸也「国家戦略特区における規制改革機能の強化に向けたプロセスのあり方―英国のより良い規制に向けた取組事例
を参考に―」
『政策研究』新・地方自治フォーラム、2016 年 11 月：
http://www.pppnews.org/files/research/2016/re2016_8_161125.pdf#page=7
5 政策評価審議会政策評価制度部会「規制に係る政策評価の改善方策」平成 29 年３月：
http://www.soumu.go.jp/main_content/000471068.pdf
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運用上の課題



「中東湾岸諸国最大市場であるサウジアラビアへのゲートウェイとなる事業
展開検証都市・バーレーン」
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自治体経営と政策エビデンス



政策エビデンスと法的思考



製造業の回復傾向と政策リスク



岐路に立つ日本農業



三大都市圏の 2022 年問題 ～どうなる、どうする生産緑地～



自治体経営と自覚的フィードバック



平衡プロセスの中に存在する原因



原油とアジア経済政策



マイナンバーカードを用いた独自サービスを推進するための６つの方策



管理職に今問われるマネジメント力～管理職の行動変化を促す人事部門へ～



自治体経営のリーダーシップと組織（１）



英国離脱と EU 圏の行方



韓国経済・米中問題と大統領選挙



世界の自然災害リスクマネジメントにおける日本の役割
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