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次のとおり海外視察をいたしましたのでその結果を報告します。

1 目的

欧州の先進的な取組を調査し、横浜市が今後推進するべき施策の参考

とするため、海外諸都市を視察する。

英国では、ロンドン市において、高層木造建築、児童育成施策を調査

する。高層木造建築について、欧州｜では建材の開発が進み、高層の木造

建築物が建設されている。本市では「公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律Jに基づき「横浜市の公共建築物における木材の利

用の促進に関する方針」を策定したところであり、ロンドン市内におけ

る木造建築の先進的な事例を調査し、本市の施策に活かしたい。児童育

成施策について、英国では、 NSPCC（全英児童虐待防止協会）が児童相

談所の運営や、困難を抱える子供をはじめ、子供たちのカウンセリング

を電話で、行っている。現場を調査し、本市の児童育成関係の施策に活か

したい。

エストニアでは、タリン市において、世界最先端といわれる電子行政

サービスについて調査する。電子行政の全体像について解説していただ

いたうえで、自治体業務における ICT活用、学校での ICT教育の実情、

起業支援機関の取組状況、また、様々な電子行政サービスを可能にして

いる情報基盤について等を調査し、横浜市官民データ活用推進基本条例

の趣旨に基づく本市施策の参考としたい。



2 場所

英国（ロンドン市）、エストニア共和国（タリン市）

3 期間 自平成 30年 6月 21日（木）

至平 成 30年6月 28日（木）

4 調査事項（概要）

英国（ロンドン市）：

高層木造建築物について、児童育成施策について、サイクルハイヤーに

ついて、在英国日本大使館でのブリーフィング、ブレグジットの日本企

業への影響及び欧州からの訪日客誘致について、ロイヤルオペラハウス

について

エストニア共和国（タリン市）：

電子行政について、起業支援機関について、情報流通基盤について、公

立学校での ICT教育について、自治体における ICT活用について、在エ

ストニア日本大使館でのブリーフィング

5 参加議員リポート（別途添付）
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英国（ロンドン市） 

■高層木造建築物について 

視察日 2018年６月 22日（金）午前 

視察先 ホーキンス・ブラウン（Hawkins Brown）設計事務所 

担当者 建築士 アンドリュー・ティンデル氏 

 

＜概要・内容＞ 

近年、CLT（Cross Laminated Timber）という板の繊維方向を直交させる高

強度な木質材料が欧州を中心に広がり、高層の木造建築物にも使用され注目を

集めています。ロンドン市ハック二ー区には、多くの高層木造建築物が建設さ

れているので、現地でハックニー区のヴィンセント区議会議員にいくつかの高

層木造ビルをご案内いただいた後、ホーキンス・ブラウン設計事務所にお伺い

させていただきました。 

 

ホーキンス・ブラウン設計事務所は、1988年に設立され、従業員数は約 260

人。建設設計以外にもインテリアデザインや都市デザインも手掛けていて、ロ

ンドン、マンチェスター、エジンバラにもオフィスがあります。住宅や文化的

な建物、 図書館、 駅ビルや大学をはじめとする学校なども多く設計していて

優良建築物の優秀賞を多数受賞しています。CLTプロジェクトは現在、12箇所

手掛けていて、日本にも建築雑誌などで公開されています。一番初めの CLTプ

ロジェクトは学校で、ハックニー地区に建設されています。 

 

木材の長所は建物が箱の形だと低コストで加工しやすいため、工期を短く縮

減できます。軽量なので建物の基礎があまり強くなくても建設しやすく、この

ことはコストに影響します。また、安全で清潔なため、埃などが舞い上がら

ず、工事をする人にも安全です。さらに、低炭素で事前に加工するので寸法が

正確な建築資材です。日本の文化にもあるように木の香りで心が落ち着いた

り、リラックスできる効果があるため、住んでいる人たちの健康にも良いで

す。一方で、木材の難しいところは、空間がコンクリートに比べて大きく取れ

ないことで、防火に対する対策や音響などが課題であるとご説明いただきまし

た。 

 

ティンデルさんは、ハックニー区にある CLTの建物「ウェンロック・クロ

ス」の設計を担当しました。建設費が 1,000万ポンド（約 15億円。1ポンド

150円換算）で 10階建。CLTの骨組みは二週間で完成しました。 
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ロンドン市ハックニー区はもともと倉庫が多く建ち並び、この建物のある場

所は歴史的保存地区にも指定されています。背後が運河なので、前からしか資

材をトラックで搬入できないので、このような土地での建築は CLTが有効で

す。設計としては二つの棟を十字の形にして捻り、全戸に採光が取れるように

して、塀を煉瓦で作って保存地区に相応しい外観にしたそうです。その他、環

境保護地区の建物なども手掛けていて、CLTは素晴らしい建材なので日本にも

多く建設することを勧められました。 

 

木造の方が建築コストがかからないと説明されましたが、建物によっては木

造の方がコストがかかるのではないかと質問すると、建設のプログラムとして

考えると各種の要素があるので、一概にどちらの方がコストが安いという事は

言えないが、CLTを使った場合、必ず言えるのは施工時間が短くなるので、人

件費を低く抑えることができると回答されました。材料自体の価格は木材の方

が高くコンクリートの方が安いのですが、工期が短くて済むので、トータルの

建築費は木造の方が安くなります。従来の建設方法では骨組みを作ってから中

を作りますが、CLTは構造と仕上げを兼ねることができるので簡単です。ロン

ドンでは住宅が不足していることが大きな問題であるので、工期が短くなる事

は大変重要なことのようです。 

 

ハックニー区では 2012年に「Wood First」(木材優先)の方針を打ち出しま

した。ハックニー区は、計画策定において木造を促進する英国で初めての地方

自治体となりました。議会は「Wood First協議会」を開催し、建築家、開発事

業者、区の計画担当者がメンバーとして協議し、建築材料として最初に木材を

選択することを奨励しました。木造建築の推進を様々な観点から検証するた

め、木造建築をいくつか建設して、みんなに CLTの木造建築を判断してもらい

ました。これはサスティナビリティーの観点から行われたもので、住宅不足へ

の対応ではありませんでした。しかし、CLT の木造建築物は建設後に一般の

方々に受け入れられず、ハックニー区としては指針として CLTによる公共建築

物の建設をルール化できませんでした。特に開発業者が反対し、採決で負けま

した。よって CLTを使った木造建築はルール化できていませんが、ヴィンセン

ト区議会議員たちの強い思いで CLTの木造建築を積極的に推進しています。政

府で新しい開発に CLTを義務化すれば、ハックニー区でも CLTをもっと推進で

きるのですが、まだそのようになっていません。 

 

CLTがルール化まで行かなかったのは、建築費が高いことや開発業者の利益

が少ないからなのかとの質問には、施主も開発業者も従来の建築手法に慣れて
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いて、新しい建築手法の CLTは環境などのメリットを理解していても、慣れて

いないがゆえの不確定要素があるため CLTのリスクをあまり取りたがらないと

回答されました。 

 

建築物の保証は重要ですが、保険会社の一つ NHBC(ナショナル・ハウジン

グ・ビルディング・コントロール)は、高層木造建築に慣れていないので、CLT

の建物を保証できないこともあるようです。 

 

このような状況で CLTの将来がどうなると思うのかお伺いしたところ、CLT

はとても素晴らしい工法であり、普及する速度は遅いが、NHBCも今回 250戸の

CLTマンションを認めたように時間がかかっても少しずつ保証を出しているの

で、CLTは多くの方にメッリトが理解されて普及して行くという見解を示され

ました。 

 

昨年 NHBCがイノベーションチームを立ち上げました。そのチームが CLTで

建築された建物を調査しに行くようになったので、CLTに対する認識も少しず

つ進んでいます。鉄骨やコンクリートと木を組み合わせたハイブリッド工法も

取り組みが進んでいます。 

  

ホーキンス・ブラウン設計事務所 
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＜所感＞ 

我が国では 2010年 10月に木材自給率の向上を目的とする「公共建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律」が施行されました。横浜市では、自民

党市議団として当局に要望して 2014年 3月に「横浜市の公共建築物における

木材の利用の促進に関する方針」を定め公共建築物の木造化を推進していま

す。以来、低層の建築物は準耐火基準で建設できるため、保育園やコミュニテ

ィサロンなど木造建築物や内装の木質化が徐々に増えています。一方、高層の

木造建築物は、耐火基準や新耐震基準をクリアするためにはコストがかかるた

め、高層木造ビルはまだ建設されていません。このような中、実際にロンドン

の高層木造ビルを見学させていただいたことは大変有意義でした。建物の中に

入りましたが、理屈抜きで木の香りと視覚で癒されました。 

 

ロンドンでは CLTはルール化されていないものの一部の議員の提案でビルの

木造化を推進していることは参考になりました。CLT等の高層建築物を木造で

建設する技術は今後技術革新がさらに進むことが予想され、オックスフォード

大学や我が国の建設会社等でも 300m級の超高層ビルを木造で建設する計画も

発表されています。 

 

英国でも木造は環境政策として、木は Co2を吸収し地球温暖化防止に寄与す

ることや、香りや感触が人の気持ちを落ち着かせる効果があることを認識して

いることも確認できました。 

 

我が国は国内産木材を使用することで森林を健全に育成させるため、森林環

境税・森林環境譲与税が来年からスタートします。森林環境税・森林環境譲与

税は国内産木材の消費を通じて林業を再興させ、我が国の森林を維持すること

や広く国民に木材利用を意識啓発することを目的としています。公共建築物の

中でも学校は子供たちが過ごす大切な場所なので、木造校舎の建設や内装の木

質化を積極的に推進すべきであると思います。英国では CLTで学校も建設され

ていることは大いに参考にすべきであると思います。 

 

公共建築物や高層建築物においても木造化する流れは欧米先進国が進んでい

るように思いますが、多くの木材を消費して森林を守るため、我が国でも大都

市横浜市の取り組みが大変重要であることを今回の視察を通して再認識しまし

た。 
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CLTで建築された高層木造ビル 
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■児童育成施策について 

視察日 2018年 6月 22日（金）午後 

視察先 NSPCC（全英児童虐待防止協会）本部 

担当者 NSPCC ヘルプライン ジョン・キャメロン部長 

 

＜概要・内容＞ 

 NSPCC(全英児童虐待防止協会)は虐待など児童・青少年に関する様々な問題

についての相談に対応する英国最大の民間組織です。1880年代に設立し、ロン

ドンとリバプールを中心に現在は 80箇所以上の拠点を設置して全国にサービ

スを展開しています。今回訪問したロンドン市内にある NSPCCの本部では、

「チャイルドライン」「ヘルプライン」を設置し子供達に関する様々な相談を

受けています。その他にメディア対応や寄付金募集事務も行なっています。 

チャイルドラインでは、研修を受けたボランティアが子供からの電話に対応

し、ヘルプラインでは、専門の職員が子供たちを取り巻く大人からの相談や通

報に 24時間年中無休で対応しています。 

 

「チャイルドライン」 

 

チャイルドラインには子供から年間 20万件の電話とオンラインのチャット

での連絡があります。連絡してくる子供たちの三分の一が虐待、アルコールや

ドラッグ中毒、家庭内暴力など家庭内の問題についてであり、相談内容は多い

順から「家族関係」「自尊心の喪失」「虐待」「いじめ」「自傷行為」です。最近

では、ストレスから電話する事例やオンライン虐待、自殺に関する相談が 2割

増えており、アルコールやドラッグを親がしている事例や、EU離脱決定後には

テロリストと疑われるなど人種問題に関わる相談も多くなっています。 

 

現在、これらの相談に対応するチャイルドラインのボランティアは約 1,500

人で、今後は約 2,000人に増やす計画です。チャイルドラインのボランティア

の３割は１年で辞めてしまうので、相談体制を維持するために年間 600人の新

しいボランティアを募集して研修しています。大学生で、卒業後に福祉関係の

仕事をするために NSPCCでのボランティアをする人も多いようです。ボランテ

ィアの研修には 12週間もかかり、子供との話し方やカウンセリングできる力

を身につけるため、オンラインでの座学後に専門的な実地訓練を受けます。 

 

チャイルドラインは電話よりオンラインのチャットでの相談が増えていま

す。電話とオンラインではカウンセリングの方法が違うので、どうすれば効果
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的にカウンセリングできるのかについてリバプール大学とグラスゴー大学で研

究が行われています。精神面の問題を抱えている子供に対応するには精神科の

知識が必要で、ボランティアの質の向上が求められています。 

 

「ヘルプライン」 

 

ヘルプラインでは子供を取り巻く様々な問題に関する大人からの相談に約

200人の職員が対応しています。 

 

日本と同様に、英国においても教育熱が高まり、受験競争が激しくなってい

るため、試験の成績を気にしてストレスを抱える子供が多くなってきました。 

ヘルプラインには教育のストレス、家庭内や兄弟間の虐待、ギャングへの勧

誘、オンラインによるいじめなどの相談内容が増えています。紛争があるシリ

アやリビアなどからの移民の子供たちも多く英国に入国して人身売買も多く発

生しています。ガーナやナイジェリア、ベトナム、インドなどの警察当局とも

連携して、入国管理などをしっかりと行い対応しています。この問題に対応す

るために福祉関係機関と警察、内務省や移民局等の関係機関などと連携して国

際的にも対応しています。 

 

NSPCCのヘルプラインはこのような子供を守ることを仕事としている人のた

めのヘルプラインでもあります。子供が虐待を受けているという電話が年間 6

万件あり、そのうちの 3万 5千件は警察に通報しています。スペシャルプロジ

ェクトの中にはサッカーチーム内で受ける虐待など特別な環境で子供が虐待を

受けた場合にどう対応するか訓練を行なっています。最終的に警察に通報しな

ければならないような虐待に対応する専門家からも電話ができるようになって

いて、刑事事件などの訴訟に対応できる専門家もいます。 

 

子供たちがテロリストになることを防ぐための専門家を養成するプログラム

もあり、国の諜報部などのテロ対策機関とも協力して研修を進めています。テ

ロの関係者と繋がっている者は、警察に通報され逮捕されることを恐れます。

このような場合に、ヘルプラインでは、警察に通報しないで更生させる指導も

行なっています。 

 

NSPCCの運営にかかるコストは年間 1.5億ポンド（約 225億円。）で、政府か

らの補助金はそのうちの 1割しかなく、9割は寄付金で運営しています。景気

が良い時は寄付金が集まるのですが、景気が悪いと寄付金が集まらない傾向が

あります。寄付金は映画スターやプロスポーツ選手、ロイヤルファミリーや経
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営者などセレブな方が多く協力してくれます。しかし、最近は寄付金が増えな

いにもかかわらず、スタッフの給料が上がるので財政的に厳しい状況です。政

府から補助金をもっと貰えばいいのかもしれませんが、子供たちに寄り添うた

め、時に政府の批判母体になることもあるので、政府からの補助金が運営費に

占める割合をこれ以上に上げないようにしています。政府の補助金は子供たち

がテロリストや極右活動家にならないようにするため、人身売買を防止するた

めに活用しています。 

 

NSPCCはすべての子供たちにサービスが行き届くようにしたいと考えていま

すが、インドやアフリカ系のコミュニティーの子供たちには利用してもらえな

いことも課題です。 

 

子供たちのオンラインの利用が増えているので、親しみやすく、相談しやす

いように Webデザインを工夫し、大人も含め使いやすいシステムになるよう努

めています。その他のチャリティー団体とも連携してお互いに協力できる体制

づくりを目指しています。オンラインの虐待は海外からも攻撃してくるので、

国際的な視野で子供を守らなければなりません。 

 

NSPCCのもう一つの方向性としては、虐待される子供たちをサポートするだ

けでなく、虐待を起こさせないための予防対策に力を入れています。家庭内の

虐待には特に予防策が有効です。 

 

英国では地区の福祉事務所や警察には電話しづらいと考える人が多く、伝え

やすい NSPCCに連絡します。NSPCCは深刻なケースについて、行政が対応すべ

きか警察が対応すべきかを判断します。学校の先生には話したくない子供たち

が NSPCCには電話をしてきます。子供たちがどうすれば自分の身を守れるのか

をアドバイスするのが NSPCCの役割なので、多くの子供たちは行政よりまず

NSPCCに連絡します。地区の福祉事務所に連絡するとすぐに警察が来て親から

引き離されたり、孤児院に送られたりしてしまうので NSPCCに連絡してきま

す。NSPCCの取り組みが成功しているので大人も子供も連絡してきます。虐待

などでなくても試験のことでも何でもでもどんな小さなことでも電話してくだ

さいと言っています。 

英国では NSPCCを子供も大人も誰もが知っています。それはメディアを活用

した広報効果もありますが、 1,000人のボランティアが英国内の全ての小学校

を訪問して、年間 3万 5千人の子供たちに対して自分を守る講演をしているこ

とも影響していると思われます。NSPCCの活動が活発になっているのは、昔と
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比べて虐待が多くなっているのではなく、より多くの子供たちが話をしてくれ

るようになっているからです。 

 

＜所感＞ 

児童・青少年に対する虐待は大変重い問題であり、本市においても自民党が

中心となり子どもを虐待から守る条例を議員提案で成立させました。英国の

NSPCCは英国民の間で全国的に周知されていて、子供から大人まで虐待の疑い

がある場合から日常の些細な悩みまで相談に乗っています。 

本市では、国の機関を含め様々な青少年の問題に対応するための相談電話が

整備されている反面、どの相談電話に連絡すればいいのかわからなかったり、

NSPCCのように親しみやすいイメージやブランディングができていないため、

いわゆるお堅い行政サービスの一つとして受け止められ、相談しづらい現状が

あるように思います。比較的子供達に親しみやすい「NPO法人よこはまチャイ

ルドライン」も NSPCCをモデルとして活動していますが、NSPCCのような資金

力も知名度もなくまだまだ発展途上です。 

子供を虐待から守るために一番大切な事は何かを尋ねたところ、虐待しよう

とする人は他人に話さない人を狙うので、「子供が話すこと」「子供が話をする

人がいること」が一番大切なことであるとジョン キャメロン氏はお答えにな

りました。 

人間関係が希薄になっている現状を考えると普段から信頼できる人や電話で

きる相手がいることが、虐待などの深刻な状況に陥ることを防ぐことになると

思われます。子供も大人も誰もが信頼でき、親しみやすく、いつでも連絡する

ことができる NSPCCの長年にわたる取り組みは、我が国や本市の児童虐待防止

対策や青少年を取り巻く様々な問題を解決する上で大変参考になりました。 
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NSPCCヘルプライン ジョン キャメロン部長（左から２番目） 

  

NSPCCチャイルドライン 
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■ロンドン市交通局サイクルハイヤーについて 

視察日 2018年６月 22日（金）午後 

視察先 ロンドン市交通局 
担当者 デビッド・エディントン サイクルハイヤー 部長 

 

＜概要・内容＞ 

「サイクルスーパーハイウェイ」 

 

ロンドン市では道路に自転車専用高速レーン「サイクルスーパーハイウェ

イ」を整備して、主要道路の事故を減らす役割を担っています。しかし、車の

渋滞が酷くなり、運転手側からは人気がないため、ロンドン市の交通政策では

自転車レーンの整備と渋滞とのバランスを取る必要があります。ロンドン市の

戦略では 2030年までに自転車以外の通勤手段を自転車、バス、徒歩などで 80%

にする計画があります。道路によっては車より自転車の数が多い所があります

が、車と自転車の通行を分けることが自転車の安全性を高めると考えていま

す。交通網整備はコストが高く、財政状況との折り合いが課題のようですが、

全体としては成功しているので、サイクルスーパーハイウェイは推進して行き

ます。 

 

「通勤に自転車を推進している企業の姿勢」 

 

通勤に自転車を推進している企業に対して税金の優遇制度はありません。し

かし、行政や各企業は自転車を利用する従業員に対しては、自転車屋での割引

制度や自転車の教習を無料で受けることができたり、社内にシャワー室を整備

しています。ロンドンでは屋外の自転車駐輪場での盗難が多いので、最近は室

内に自転車駐輪場を整備しています。企業としては、従業員が通勤に自動車で

はなく自転車を利用することで地球環境に貢献することができ、従業員が健康

になるとともに通勤手当てがかからないため経費を節減することができます。 

 

「サイクルハイヤー」 

 

自転車通勤しない人の理由は安全性の不安や盗難の心配、天候などでした。

そうした不安を払拭し、通勤でも自転車が利用できるように、レンタルサイク

ルの「サイクルハイヤー」を導入して 7年が経ちます。前市長の名前にちなみ

「ボリスバイク」と言われていますが、その前のリビングストン市長が発案し

ました。2010年にスタートした当初は、市民にどう受け止められるかわからな
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くて不安もあったようです。しかし、ロンドン東部方面や当初スポンサーだっ

たバークレイズ銀行の本店がある金融街にも自転車ステーションを拡大しまし

た。現在は市内に約 800箇所の自転車ステーションがあり、約 12,000台の自

転車を保有しています。市内 100㎢をカバーしていますが予算の関係でこれ以

上エリアを拡大する予定はないようです。運営費はサンタンデール銀行が 700

万ポンド（約 11億円）、利用料 700万ポンド（約 11億円）で、年間 300万ポ

ンド（約 4.5億円）の赤字は市からの助成金で賄っています。事業がスタート

してから約 7,100万回の利用数があり、会員数は約 32万人です。 

 

2017年の利用回数は 1000万回を超えており、とても人気があります。利用

者の 3分の 1は 16歳から 24歳で、男性の割合が高いです。利用者には平均的

な所得の人が多く、特に白人男性の利用が多いようです。利用目的は通勤が

72%となっていて最寄駅から会社まで利用しています。会員でない人でもクレ

ジットカードがあればレンタルできるのでハイドパークなどへ行く観光客も多

く、観光客は使用時間も長いのでレンタル料金も多く支払っていただいている

ようです。その他に大きな鉄道の駅から市内へ行く時に利用する人も多いとの

こと。24時間 365日利用できるのですが、やはり雨天は利用者数が減るようで

す。 

 

3年前にスポンサーがバークレイズ銀行からサンタンデール銀行に変わり、

年間運営費の 700万ポンド（約 11億円）以外に 100万ポンド（約 1.5億円）

を提供していただき、自転車のヘッドライトや新しいアプリの開発に充てまし

た。スマホアプリはコードでアンロックできるので利便性が高まり、人気があ

ります。企業役員との定期的な運営状況に関するミーティングも行なっていま

す。 

 

＜所感＞ 

地方の都市ではなく、人口が多く交通渋滞に悩まされるロンドンのような大

都市で道路に自転車レーンを積極的に整備して、サイクルハイヤーなどで通勤

にも自転車利用を促進させる政策を推進していることに以前から関心がありま

した。 

 

横浜市では、ロンドン市のサイクルハイヤーほど大規模ではありませんが、

中区、西区の都心部を中心にレンタル自転車の横浜都心部コミュニティサイク

ル事業を行なっています。現在の自転車台数は約 700台、自転車ステーション

数は約 70箇所、年間の利用回数は約 31万回で、この数は年々増えています。

事業エリアは 8ｋ㎡で順次拡大しています。お客様にとって利用しやすいよう
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な利用料金となるよう、運営事業者（ドコモバイクシェア）に対して利用料金

の一部を予算の範囲内で負担することで、利用の促進を図っています。2018年

度は 1,200万円を横浜市が負担しました。 

 

利用料金はロンドン市が基本料金 2ポンド（約 300円）、最初の 30分まで無

料で超過 30分毎 2ポンド 課金されます。横浜市は基本料金 150円、30分まで

無料で超過 30分毎 150円課金されます。 

 

ロンドン市にある 800箇所の自転車ステーションは公共用地なのか質問した

ところ、市が所有する土地が多く、新しい開発ビルを建設する時は公共用地を

出してもらうので、そのような土地も自転車ステーションにしているそうで

す。レンタルサイクル事業のサイクルハイヤーはサイクルスーパーハイウェイ

政策と連動して自転車に対する市民意識を高めることができ、利用者は年々増

えています。 

 

ロンドン市でも自転車政策を推進することに対して、タクシードライバーを

はじめ車を運転する方々の評判は良くありません。自転車政策は市民の意見が

分かれる難しい課題の一つだと思います。ヒアリングの最後に、自転車政策の

推進を市長が決断した一番の理由を聞きました。ロンドンの渋滞が酷いので自

転車利用者を増やし車の台数を減らして交通渋滞を少しでも解消させたいとオ

ランダやパリを見て決断されたそうです。ロンドン市では市長の強いリーダー

シップによって自転車政策を推進しました。 

 

自転車政策は神奈川県でも条例が提案され、横浜市も今まで以上に対策をし

っかり行わなければなりません。自転車政策のような利害が対立するような政

策を推進するには、ロンドン市の取り組みは参考になりました。交通利便性と

地球温暖化対策、健康寿命増進などのバランスをどのように考えるべきなの

か。横浜市もしっかりと取り組まなければならないと感じました。 



14 
 

 

ロンドン市交通局 デビッド・エディントン サイクルハイヤー 部長（左） 

  

利用中のレンタルサイクル 
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■在英国日本大使館でのブリーフィングについて 

視察日 2018年６月 22日（金）午後 

視察先 在英国日本大使館 

担当者 岸本哲也 一等書記官 

 

＜概要・内容＞ 

 英国の情報が欧州や世界に広がるので、政府としてもロンドンは重要な都市

です。日本は世界にジャパンハウスを 3館置いていますが、ロンドンにはその

一つがあります。日本の情報の発信拠点としてジャパンハウスは重要な役割を

担っています。ロンドンには世界屈指の金融機関や法律、会計の会社も多く立

地しています。日本と英国は安全保障と経済分野でのパートナーであり、昨年

の夏にメイ首相が公賓として来日し、共同ビジョン声明でも英国と日本は、欧

州とアジアで最も緊密な安全保障上のパートナーであると表明しました。北朝

鮮の問題でも英国の戦艦をアジアに派遣するなど英国は欧州だけではなくアジ

アに関心を持っています。 

 

経済関係では、日本企業は英国内に約 1000社、16万人の雇用があり、中で

も日産、トヨタ、ホンダなど自動車メーカーが強いです。英国で生産されてい

る車の半数は日本の自動車メーカーが製造していますが、その 8割は EU域内

など各国に輸出されています。英国は自由経済で英語が通じるので、日本企業

としては活動がしやすく、これまでは英国を中心に外へ向かってビジネスして

いましたが、EU離脱によってどのように変わって行くのか懸念しています。日

本大使館としても情報収集に努め企業の皆さんへお伝えしています。EUを離脱

した後の英国はなかなか見えてこない面もありますが、離脱しても研究開発な

ど知的財産分野のビジネス機会は減っていかないと思われます。EU離脱が決ま

った後にソフトバンクがアームスというソフト関係の会社を買収しましたが、

これは日本企業の M&Aで最大規模です。しかし、工場などは一度作ってしまう

と移転が大変なので、多くの企業が慎重に状況を見極めています。 

 

また、英国は伝統的にアメリカとの重要な同盟国の一つであり、アメリカと

英国は特別な関係と言われています。イラク、リビア、シリアなどの問題に連

携して対応していて、トランプ政権による影響もありますが、米英は事務レベ

ルでも連携を密にしています。 

 

日本の伊藤博文元総理も英国に留学していたり、英国王室と日本の皇室との

交流も盛んに行われています。最近では、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下も
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英国に留学しています。皇室、王室の交流をベースの国民同士の交流も盛んに

行われて来ました。 

 

メイ首相の政権での一番の課題は EU離脱をどのようにするのかです。現在

は保守党が北アイルランドの地域政党と連立を組んでいますが、その前はキャ

メロン政権が保守党単独政権でした。保守党内では歴史的に長い間 EUとの関

係をどうするかで意見が分かれていました。そのような状況のなか、国民投票

で EU離脱が決まり、キャメロンが退陣し、メイ首相が誕生します。しかし、

国民の信任を受けて首相になったわけではなく政権が弱かったため、EUの離脱

前に政権を強化しなければならないと考え繰り上げ総選挙を実施します。保守

党側には、野党の党首が活動家出身なので勝てるという思惑がありましたが、

結果として選挙に負けて連立を組まなければならなくなりました。政権を強化

するために行った選挙で逆に議席を減らしてしまったのです。北アイルランド

の地域政党は保守色が強いので、北アイルランドとの問題が難しくなっていま

す。政治基盤は脆弱ですが、労働党内も一筋縄に行っていないため支持率は横

ばいです。 

 

経済では、ポンド安に伴う物価の上昇や景気減速の兆候があります。外交や

安全保障はグローバルな英国を掲げて自由貿易を推進しているので、英国は EU

からは離脱しますが欧州から出るわけではありません。引き続き世界の国々と

の貿易は推進して行く考えです。 

 

＜所感＞ 

EU離脱後の英国に拠点を置く日本企業への影響が懸念されますが、在英国日

本大使館とともに情報収集に努め、しっかりと対応していただきたいと思いま

した。 

日本と英国との二国間関係では、昨年夏にメイ首相が訪日した際に共同ビジ

ョン声明において「安全保障」「経済パートナーシップ」「イノベーションと成

長」について打ち出しました。文化面でも日本と英国には幅広い交流がありま

す。来年はラグビーW杯が開催され、横浜市で決勝戦が行われます。ラグビー

は英国では盛んなスポーツです。私たちが思っている以上に英国政府関係者を

はじめ英国人の関心も高く、ラグビーW杯のために多くの英国人が日本を訪れ

ることになると思われます。また、2020年東京オリンピック・パラリンピック

においても横浜市は英国代表チームの事前キャンプをホストシティーとして受

け入れます。 

昨年メイ首相が来日した時に、来年 2019年から 2020年のオリンピック・パ

ラリンピックまでの間で、日本と英国との文化交流の促進に集中的に取り組む
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ことを決めたこともあるため、横浜市は英国との友好交流を促進するような施

策をもっと打ち出してもいいのではないかと思われます。日本政府は 2017年

統計の外国人観光客数 2869万人を 2020年に 4000万人、2030年には 6000万人

とすることを目標とし、名目国内総生産の 600兆円達成に向けて観光施策を起

爆剤にする考えを打ち出しています。外国人観光客に東京や京都だけでなく、

横浜市にも来訪していただけるように、ラグビーW杯やオリンピック・パラリ

ンピックをチャンスとして捉え、民間企業とも一体となって観光施策に取り組

むべきであると在英国日本大使館を訪問して意を強くしました。 

  

在英国日本大使館 
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■ブレグジットの日本企業への影響及び欧州からの訪日客誘致について 

視察日 2018年６月 23日（土）午前 

視察先 伊藤忠欧州会社 

担当者 伊藤忠欧州会社 経営企画部 明嵐陽一 担当部長 

    伊藤忠商事株式会社 塩川弘晃 欧州総支配人補佐 

 

＜概要・内容＞ 

ブレグジット(英国の EU離脱)が決まってから二年経っても具体的に何も決ま

っていないことへの不満が国民の中にあります。経済界では、EU を離脱して主

権を取り戻すべきと主張する強硬なブレグジット派である元ロンドン市長のボ

リスジョンソン外相が、メイ首相の内閣の一人でありながらも強硬に EUから出

るべきだが今はそうなっていないとメイ首相を批判したため、政治的安定性が

失われていると感じています。メイ首相は大多数を取りたかったのですが、650

議席の内の単独過半数を取れなかったために北アイルランドの政党と組み、閣

外協力させていることが政治的不安定要因になっています。 

 

ロンドン市内は昼夜を問わず人が多く、飲食店はどこも一杯で賑わっていて

建設中のビルも多く見受けられます。ロンドンは日本の東京と同じで中心部に

住んでいる人は大変裕福ですが、地方は疲弊しています。離脱に賛成したのは地

方であり、地方と都市部の格差が大きいです。ボリスジョンソン外相のキャンペ

ーンは上手く人々の気持ちを捉えました。 

 

 「ブレグジットに賛成した人が、東欧から出稼ぎに来ていていたお手伝いさん

が本国に帰ってしまい、イギリス人を雇うと給料が 3 倍になったので、ブレグ

ジットに賛成したことを後悔している」という地方の笑い話もあります。来年の

3月 29日という日程は決まっていても詳細が決まっていません。英国が EUとど

う関わるかが決まっていないために、企業も商社としてもどう対応していいの

かわからない状況です。 

 

決まったのは 3 つで、北アイルランドの問題を解決すること、英国に住んで

いる 300 万人の EU の人と EU に住んでいる 100 万人の英国人の権利を保障する

こと、そして、EUに対する制裁金を決めることです。何も決められずに 3月 29

日を迎えると、自動車の部品数万を現在はフリーボーダーで行き来させていま

すが、3 月 30 日 0 時に WTO の体制に戻り、書類を出さなければならなくなりま

す。英国の追徴金は 1 兆円を超えるとも言われています。このような状況で日

本企業はどうなるのか懸念されます。 
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金融機関など許可が必要な仕事は今まで英国に本社を置いていれば、EU 域内

26 ヶ国共通の免許で仕事ができましたが、今後はできなくなるので、英国以外

にも会社を置き、免許を取得しなければなりません。こうしたことから、民間投

資でもパリがロンドンを超えたと言われています。ロンドンは今後支店クラス

になります。英国が EU 域内にあるので、本社機能をロンドンに置きましたが、

ブレグジットのため、今後は支店機能しかなくなってしまうことになります。も

しくはロンドンに人を配置していたとしても、それは英国ただ一国のためのも

のになってしまうことになり、比重は他の欧州各国に移っていくことになると

思われます。 

 

今、英国では日本が大変人気があり、日本人が英国に行く人数より、英国人が

日本に来る人数の方が多くなってきました。日本のアニメが放映されていてと

ても人気があり、コスプレも市民権を得ています。日本の和食をはじめ食事が美

味しいことや文化財、アニメなどのコンテンツなどニッチなもののファンが多

く、ネットで調べて日本人が知らないような場所へ行くことが流行っているそ

うです。日本を知りたい人が今までにないほど多く、一年に一度の大きな海外旅

行先に日本を選ぶ英国人が多いので、横浜への観光客誘致も今がチャンスだと

思われます。 

 

＜所感＞ 

英国がブレグジットを決めてから 2 年目になる日にお話を伺ったので、街で

はデモが多く見受けられました。政局が不安定で先行きが見えない状況の中、ロ

ンドン市内には日本企業も多く、今後の対応が懸念されます。 

 

ラグビーW杯決勝戦が横浜で開催されることを機に、横浜に英国をはじめ欧州

から観光に来ていただくための施策として何かいいアイデアはないかとお伺い

したところ、英国ではテレビでクール JAPAN の番組があるそうです。また欧州

全域をカバーするユーロニュース番組があり、10分の番組と 10分のニュースを

繰り返し、その後に CM になるのですが、世界各国が CM をしているので横浜市

も CM を流すべきであるとアドバイスをいただきました。日本の CM では東京都

が出てくるようです。海外でこのような番組があることを知りませんでしたの

で、日本政府にも横浜を CM に出していただくよう要望すべきだと思いました。 

 

横浜市は CNNの CMを欧州とアジアオセアニア、アフリカで流していて、昨年

は 30秒を 41回流しました。費用は動画制作と放映料、CNNの webでの動画広告

を含め 1000 万円。web は英国とオーストラリアに絞って配信しています。昨年
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は 90万回リーチし、テレビ CMは 170万人から視聴されました。 

 

欧州の方が日本に来て横浜でラグビーを観戦してもほとんどが東京に宿泊し

て横浜には観光も宿泊もされないことが懸念されます。 

 

対策としては、体験提案型の観光マップ Time Out(ロンドン本社)の横浜版を

年に一回 5 万部発行し海外の方が宿泊するホテルなど日本では東京で配布し、

英国では旅行博やティッケナムスタジアムのラグビー博物館やジャパンハウス

ロンドンなどで配布しています。もちろん来年のラグビーW 杯では、ラグビーの

人気が高いオーストラリアやニュージーランド、フランス、アイルランドにも PR

すべきですが、東京オリンピック・パラリンピックで横浜は英国チームのキャン

プ地でもあるので、日本への関心の高さを東京ではなく横浜に向けていただき、

横浜で宿泊、観光していただけるように努力すべきであると思います。費用対効

果を考えなければなりませんが、英国に対してはテレビ以外にもネットや様々

なメディアを使ってもっとアピールしてもいいのではないかと思います。 

  

伊藤忠欧州会社 
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■ロイヤルオペラハウスについて 

視察日 2018年 6月 23日(土)午後 

視察先 ロイヤルオペラハウス 

担当者 施設見学ツアースタッフ 

 

＜概要・内容＞ 

ロイヤルオペラハウス(Royal Opera House)(以下 ROH)は英国ロンドン市コベ

ントリーガーデンに立地するオペラとバレエの劇場で、世界有数の歌劇場とし

て知られています。ROHは非営利法人で理事会を組織して運営されています。 

 

昨年は約 67万人が来場し、集客率は 95%。総収入は 1億 4,100万ポンド（約

212億円）で、その 75%がチケット売上、スポンサー収入や商業活動によるも

のです。英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省の外郭団体で芸術文化を

振興するアーツ・カウンシル・イングランドからの助成金は 2,550万ポンド

（約 38億円）で総収入の 18%です。ROHで上演されている作品はシネマスクリ

ーンでも上映され世界 41カ国の約 80万人が鑑賞し、英国内のシネマスクリー

ンでは約 73万人が鑑賞しているように世界的に人気があります。 

 

「歴史」 

 

歴史は古く、現在の劇場は三代目の劇場です。 

 

初代の劇場は劇場プロデューサーのジョン・リッチが「乞食オペラ」を大ヒ

ットさせた収益で 1732年に建設されました。作曲家ヘンデルが七つの劇を作

曲しましたが、初演は全てこの劇場で上演されたそうです。1808年に上演され

ていたのが革命をテーマとした劇であり、大砲や銃が多く使用されていたので

すが、火縄銃の火薬がステージに落ちて初代の劇場は全焼しました。 

 

二代目の劇場は 1809年にキャンベル家が再建します。世界で一番大きなオ

ペラハウスを作ろうと、客席は 3,000席ありました。劇場のマネージャーはフ

レデリック・ジャイ。ビクトリア女王とアルバート公は週に 4回も劇場に通っ

たそうです。1856年のある週末に仮面舞踏会を上演中に火事で二代目の劇場も

全焼してしまいました。ジャイは保険に入っていなかったため、大変苦労した

そうです。 
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1858年に建設されたのが三代目となる現在の建物です。建設当初は馬車で来

場する貴族を迎えるエントランスもあったそうです。1892年に「ロイヤルオペ

ラハウス」と名付けられました。 

 

「現在の ROH」 

 

1997年から 1998年に大規模な改修が行われました。費用は 1億 7,800万ポ

ンド（約 267億円）。劇場と周りの敷地を合わせると 2．5エーカー（約 1ヘク

タール）で舞台裏だけで 1エーカー（約 4,000㎡）あります。建物は地上 6階

地下 3階。150人のオーケストラ含め約 1,000人が常勤しています。座席は

2,250席あり、立ち見席が 70人程。大規模改修しても客席の中の装飾は当時の

ままです。イタリアのラファイルモンテが装飾。ステージの上に掲げられてい

るのは、詩と音楽の神様のオフィアスとオシアンで、意味は、二つの神が一緒

になって芸術を象徴しているとのことです。ステージの高さは 17m、周りのフ

ライタワーは 37m、フライバーは 106個設置されています。全てのオペラは元

の言語で上演されます。劇場内には、ビクトリア女王が使われていた時と全く

変わっていないウエッジウッドの内装のダイニングルームがあり、今でも使用

できます。階段の踊り場にはソプラノ歌手アデリーナ・パッティの彫像があり

ます。アデリーナ・パッティは今のハリウッドスターよりも高給で、出演の 30

分前に出演料をもらわなければ歌わなかったそうです。当時は出演者が自分で

衣装を用意していたのですが、3,700個のダイヤモンドを散りばめた衣装もあ

り、この衣装のために警官が二人付きました。衣装は今の貨幣価値で 2,300万

ポンド（約 35億円）だそうです。オペラハウス内には 63台のグランドピア

ノ。劇場内には、ロイヤルボックスが両サイドにあります。ロイヤルボックス

はサイドからはあまり良く見られないのですが、ビクトリア女王が自分自身を

客席から見えやすくするためにステージの横がいいと仰ったため、この位置に

なったそうです。 

 

有名な素晴らしい歌手に歌ってもらうためには交渉に 3～4年かかり、1年前

に衣装係とディレクターが打ち合わせて衣装が決まるそうです。衣装部屋では

様々な衣装を作成していますが、白鳥の湖の衣装のチュチュ(古典バレエで使

用されるスカート状の衣装)は一人の衣装係が 8週間かけて作ります。衣装は

丁寧に作られているので、中には 35年間使用している衣装もあります。 

 

一つの舞台が終わると工業用のドライクリーニングを行い、通気性の良いビ

ニール袋に入れてトラックに積み 170マイル（約 270㎞）離れた南ウエールズ

の倉庫へ運びます。倉庫はサッカー場位の面積があり、150(オペラ 85、バレエ
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65)以上の演目の衣装が保管されています。フルタイムの衣装係は 15人いま

す。 

 

＜所感＞ 

視察に当たっては、終始熱心にご説明いただきました。客席、ロイヤルボッ

クス、舞台裏、バレエスタジオ、衣装部屋、スタッフ用食堂など劇場内を隅々

までご案内いただき、1990年代に増築した廊下やトラックごと移動できるエレ

ベーターなどは近代的でしたが、ビクトリア時代に建設された劇場を見学させ

ていただき、歴史ある英国のオペラは国の威信をかけて運営されていることを

感じました。 

 

横浜市は、現在オペラを鑑賞できる劇場建設を検討していますが、建設する

場合は、ただ単に豪華で立派な劇場を作るのではなく、上演する内容が大変重

要であることは言うまでもありません。ROHを見学させていただき、歴史と伝

統と莫大な予算に裏付けされた欧州でのオペラ劇場をそのまま真似ることはで

きないと痛感しました。ただ単にそのまま欧州のオペラ劇場を真似するのでは

なく、日本の文化と伝統、横浜の特色を活かした要素が入った、舞台芸術の発

展に寄与できる劇場であれば、横浜に建設する意味はあるように思います。 

 

オペラは貴族をはじめ一部の上流階級の社交の場や娯楽として発展してきた

歴史がありますが、欧州では大小様々な歌劇場をそれぞれ持っており、広く一

般市民に日常的に親しまれているようです。ROHもかつては王室、貴族などの

上流階級の娯楽という面もありましたが、現在では公園の広場を利用した複数

の会場でのパブリックビューイングや YouTubeのライブ配信等による、いずれ

も無料での公開を積極的にすることで、公的な助成を受けている団体として納

税者へ還元するとともに、これまでオペラに全く触れたことのないような潜在

的な観客の掘り起こしにも努めています。また、ソワレ（夜の公演）が一般的

であるオペラ公演において、ROHではあえてマチネ（昼の公演）を増やすこと

で高齢者や年少者の観客の利便性も図っています。更に、次世代の観客育成と

いう観点からは小中学生を招いたスクールマチネの開催や、安価な学生券の販

売にも積極的です。なお、ROHでは『英国ロイヤルオペラシネマシーズン』と

して、地方や国外でも気軽に ROHのオペラを楽しんでもらおうという取り組み

も行っていて日本でも上映しています。 

 

 横浜では、みなとみらいホールにおいて毎夏「おやこオペラ教室」として子

どもにオペラを身近に感じてもらうための取り組みもなされていますが、オペ
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ラを市民により広く親しんでもらおうという上記 ROHの取り組みは大いに参考

とすべきものがあります。 

 

オペラは総合芸術と言われ、欧州で発祥し発展してきた西洋文化ですが、明

治期に日本に入ってきて以降、山田耕筰をはじめとした日本人作曲家の作曲に

よるオペラを発表してきました。地元横浜出身の作曲家、黛敏郎も三島由紀夫

の小説を基にしたオペラ『金閣寺』（ベルリン・ドイツ・オペラの委嘱）や、

日本の古事記を題材にしたオペラ『KOJIKI（古事記）』（オーストリア・リンツ

州立劇場の委嘱）を作曲し、これらはオペラの本場である欧州でも大変評価の

高い作品として知られています。 

 

横浜では 1870年に本町通に建設された日本最初の西洋式劇場（後に山手へ

移転）で、当時音楽会が日夜催されており、居留外国人の社交の場としてだけ

でなく、滝廉太郎や佐々木信綱、大佛次郎、芥川龍之介といった日本を代表す

る文化人らも通っていたと言われています。また、ジャズも昭和初期には全国

に先駆けて横浜にジャズ喫茶が開店する等、日本のジャズの故郷と言っても過

言ではありません。そして、受容するのみにとどまらず文化芸術の発信地とし

て「創造都市横浜」は横浜版アーツカウンシルであるアーツコミッション・ヨ

コハマへの助成をはじめとした様々な施策により、現代芸術の様々なジャンル

のアーティストやクリエーターの活動拠点として発展してきました。イタリア

発祥と言われているオペラが、決して本場ではなかった英国において、ROHが

世界有数のオペラハウスへと発展したこと。広く市民に親しまれ、欧米の他の

オペラハウス以上の入場率を誇る取り組み、そして経営面でもアーツカウンシ

ル、チケット売り上げ、スポンサーによる安定した収入を目指した取り組みを

今回の視察で知ったことは今後の横浜でのオペラハウスを検討する上で大変有

意義でした。 

 

 グローバル化が叫ばれて久しいこの現代において、日本の伝統、横浜の文化

に根ざしつつも洋の東西云々を問わない「YOKOHAMA」独自の文化を市民ととも

に創造・発信していくことが創造都市横浜の未来へ向けたあるべき姿なのでは

ないかと、あらためて視察を通じて感じました。 
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ロイヤルオペラハウス 

ロイヤルオペラハウス劇場内 
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エストニア共和国（タリン市） 

■電子行政について 

視察日 2018年６月 25日（月）午前 

視察先 e-エストニア・ショールーム 

担当者 インドレク・オニーク プロジェクト・マネジャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オニーク氏からエストニアの電子行政の概略をご説明いただきました。 

 

＜概要・内容＞ 

e-エストニア・ショールームは、世界最先端 IT国家として有名なエストニア

の全体像を紹介する機関です。これ以降のエストニア視察を有意義なものとす

るためにも全体像を把握するためにこちらを訪問しました。 

 

エストニアは北欧バルト三国の最北の国で、国土面積が 45,226㎢、人口は約

132万人です。おおよそ九州に相当する国土に福岡市の人口に相当する人が住ん

でいます。EU、NATO、OECD、WTO に加盟し、DIGITAL７（IT 先進国のメンバー）

に加わっています。 
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インターネットへのアクセスは人権の一つととらえられており、すべてのエ

ストニア居住者は電子 IDカードを持っていて、公共サービスの 99％がオンライ

ンで提供されています。オンラインでできないのは、結婚、離婚、不動産取引の

みです。 

 

このように ITを社会の様々なところに取り込んでいますが、そのようになっ

ていった背景として、次の３点が挙げられます。 

 

（１）国の歴史 

エストニアの歴史は他国による占領の歴史です。初めて独立したのが第一

次世界大戦後の 1918 年ロシアから独立しますが、第二次世界大戦中に再度

ソ連に占領され 1991 年にようやく再び独立を果たします。国の独立を保っ

ていくためには、国家運営にできるだけ金をかけないようにすることが重要

との認識が根底にありました。必然的に IT を活用することが不可欠となっ

たわけです。 

 

（２）効率性を求める国民性 

エストニア人には効率性を好む国民性があります。金の無駄使いを嫌うの

は当然ですが、時間を無駄にすることも嫌うそうです。公共サービスについ

ても、以前より金と時間を節約できるかどうかがポイントとなります。エス

トニアでも IT に対して警戒や不安があったのですが、それ以上に金と時間

を節約できるのであれば舵を切っていこうという思いがあったそうです。 

 

（３）大統領・首相の理解と官民の協力 

国のトップである大統領や首相が IT や電子国家の重要性を理解していた

ことも大きいとのことです。政策を進める上でトップの理解とバックアップ

があればこそ官民の協力にもつながったわけです。電子 ID カードを導入し

た当初は、日本と同じように普及が進まなかったそうですが、銀行が活用を

開始するなど民間サイドも電子 ID カードの利活用を進めてきたことで普及

が進むきっかけとなりました。 

 

このような背景があったとはいえ、最初からオンライン・サービスの利用が順

調に進んだわけではなかったそうです。特に ITリテラシーを高めるには政府と

して学校や会社などで無料のレクチャーを頻繁に実施してきたそうです。政府

としては国民がオンライン・サービスを利用できるようサポートを続けていま

す。その結果、多くの国民が基本的なことはできるようになりましたので、現在

は、サイバー・セキュリティについて理解を深めてもらうことに重点が移ってい
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るとのことです。 

 

国民によるオンライン・サービスの利用を支えているのが e-ID（国民 ID）と

X-Roadです。e-IDは日本のマイナンバーにあたる個人番号です。15歳以上の国

民一人に一つ附番されます。これが個人を特定する証明としてシステムによっ

て認証されます。日本では運転免許を持っているかどうかは運転免許証を提示

することで証明しますが、エストニアでは国民は e-IDカードを提示すれば、そ

の人が運転免許を持っているかどうかは警察がシステムから確認することにな

っており、国民の方が運転免許を持っていることを証明する必要はありません。 

 

X-Road は様々なデータ交換基盤プラットフォームです。日本の行政機関でも

同様ですが、エストニアの政府機関もそれぞれの機関によって異なるデータベ

ースを保有しています。異なるデータベースには同じ国民一人がそれぞれ存在

しているので、相互に連携するためには異なるデータベース間でデータが統合

されなければいけません。日本ではこのデータ統合がなかなかうまく進まず、そ

れゆえに総合的なオンライン・サービスが展開されずにいます。エストニアでは、

この課題を解決するために X-Road というプラットフォームを展開しています。

X-Road のネットワークにそれぞれのデータベースが接続されることで各データ

ベース間の情報連携が可能となっています。また、X-Road は独自の仕組みで高

度なセキュリティを確保するとともに、X-Road の中でのあらゆるデータのやり

取りのログを復元することが可能となっていて不正なアクセスについて監視す

ることができるようになっています。こうした仕組みにより、現在では行政機関

のネットワークのみならず一部民間のネットワークも X-Roadに接続されていま

す。 

 

 個人情報の保護については、そもそも国民の個人情報は行政機関が所有する

ものではなく国民一人一人が所有するもので、政府は必要に応じて国民の個人

情報にアクセスするという考え方に基づいています。日本のマイナポータルの

ように国民一人一人のポータル・サイトが用意されていて、そこでは自分のデー

タに誰がアクセスしたかが記録されています。不正なアクセスがあった場合に

はあとから追跡できる仕組みです。こうした仕組みは概ね国民の信頼を得てお

り頻繁に自身のデータへのアクセス状況を確認することはないそうです。 

 

＜所感＞ 

日本では国会において「官民データ活用推進基本法」が成立し、これを受け

て横浜市では全国の自治体で初となる「官民データ活用推進基本条例」を制定

しました。これらは ICTを利用しデジタル・データを活用することで豊かな社
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会を構築していこうという理念を法律と条例にまとめたものです。我が国に先

んじて同様の理念を具現化しているのがエストニアです。e-エストニア・ショ

ールームではエストニアの実情を俯瞰することができました。特にマイナンバ

ー・カードに相当する国民 IDカードの普及には官民あげて効率性の向上を念

頭に置いたサービスの提供を心掛けることの重要性を認識しました。また国民

が信頼するセキュリティのあり方についても徹底的に記録（ログ）を残すこと

が大切だということが分かりました。 
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■起業支援機関の視察について 

視察日 2018年６月 25日（月）午後 

視察先 スタートアップ・エストニア 

担当者 リヴォ・リストップ スタートアップ・セクター・ストラテジスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リストップ氏からスタートアップ・エストニアの取り組みについて説明を受けました。 

 

＜概要・内容＞ 

音声通話・ビデオ通話のスカイプはエストニアで創業されました。スカイプは

その後 eBayに買収され現在はマイクロソフトが所有しています。当初の主要開

発メンバーは同社の上場により巨額の富を手中に収め、さらに新たな事業で起

業しています。電子政府の取り組みが進むと同時に、簡素な法人設立手続きなど

起業しやすい環境が整っていることもスタートアップ企業が数多く輩出される

所以と言えます。スタートアップ・エストニアはそうした起業を支援する中心的

な役割を担っている機関です。スタートアップ・エストニア自体も政府の支援を

受けているものの独立した組織となっています。エストニアでのスタートアッ

プ・エコシステムを構築することを目標にかかげ、投資家とスタートアップのマ

ッチングなどステークホルダーのつながりづくりの一翼を担っています。関連

する情報のハブとして「教えること」「学ぶこと」の機会としてセミナーやイベ

ントを数多く実施しています。また、エストニアのスタートアップの状況を政府

高官に伝え政策立案に活かすこともスタートアップ・エストニアの重要な役割

と言えます。そのためスタートアップが生み出す雇用や税収など国に対する影

響もモニタリングしているそうです。 
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リストップさんによると、これまでにスタートアップ・エストニアが関与した

スタートアップ企業は約 550社。今後は 1100社まで増やしくことが目標だそう

です。そのためには海外、とくに EU以外の地域との連携を深めていくことが重

要と考えているようで、今秋には日本を含む東アジアを歴訪する予定とのこと

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタートアップ・エストニアから羽ばたいた企業群 

 

＜所感＞ 

さすがにスカイプを生み出した国だけにスタートアップ熱は高いと感じまし

た。また首都タリンにはタリン大学やタリン工科大学といった優秀な大学もあ

り若い優秀な人材も豊富なだけに次々とスタートアップ企業が登場してくるの

でしょう。リストップさんは今秋には日本にも訪れるということなので、訪問を

予定している東京、福岡に加えて横浜へも立ち寄っていただくよう要望したと

ころ、行程を検討してみるという前向きな返事をいただきました。この視察が次

のステップにつながるようなら、こんなに素晴らしいことはありません。 
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■情報流通基盤について 

 視察日 2018年６月 26日（火）午前 

 視察先 サイバーネティカ社 

担当者 オリバー・バートノー Chairman of the Management Board 

         リホ・カーグ          Head of Product 

     アルン・アンスパー    Development Manager 

     マーガス・フルーデンタル Chief Architect 

     大迫館之 富士ソフト ソリューション事業本部 副本部長 

柴田晃宏 富士ソフト ネットビジネス部 部長 

     加藤信吾 富士ソフト 法人システム部第一技術グループ 課長 

     佐藤 浩 富士ソフト R&D部 課長 

     安藤浩也 富士ソフト 営業部 第一営業グループリーダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンスパー氏から X-Roadについてうかがいました。 

 

＜概要・内容＞ 

サイバーネティカ社は、研究機関をもとに 1997年に設立されたハイテク民間

企業です。タリンに本社を構え、イギリスやアメリカにもオフィスを持ち、全世

界で約 150人の社員がいます。サイバーネティカは、数々の ITシステムのサー
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ビスを提供していますが、その中でもエストニアの電子政府の根幹をなす情報

連携基盤の X-Roadを設計開発していることで知られています。 

 

X-Roadは運用開始から 17年が経過しています。現在では、年間６億回のトラ

ンザクションを処理しています。というのも X-Road は 250 のデータベースと

1,000の組織を連携させ 1,800のサービス提供を可能にしています。まさにエス

トニアの電子政府の屋台骨となっています。X-Road のテクノロジーはフィンラ

ンド、ナミビア、ウクライナで利用されており、イギリスとアメリカでもパイロ

ット・プロジェクトが始まっています。 

 

20世紀の終わりごろには、エストニアは IT導入の先駆けとなる国でした。も

ともと古いシステムがなく、政府のサポートもあり法整備も整っており、広くイ

ンターネット・バンキングが利用されるなどインターネット環境が高度に整っ

ていることがその背景にありました。 

 

しかし、こと政府の情報システムに関しては、インターネットの利点を活用す

ることに乏しく、相互互換性に課題が生じていました。政府には非常に多くの組

織があり、それぞれが独自の形式のシステムを開発しており、財政的にも別々の

管理となっていました。これらのデータベースやシステムを関連付けるのは非

常に時間がかかり費用も莫大になると見込まれていましたし、また政府内の小

さな組織の ITスタッフにはセキュリティに関する認識が薄いことも課題でした。 

 

そこで政府情報システム部門は、この相互連携の課題解決に向けて X-Roadの

開発計画がスタートしました。2000 年にリサーチとパイロットが始まり、2001

年にはセキュリティに関する分析が行われ、最初のバージョンの X-Roadが導入

されました。 

 

 開発にあたっては、高いレベルの原則が設けられました。ひとつは、中央集約

的なシステムではなく、相互連携（コラボレーション）に基づくシステムでなけ

ればいけないということ。もう一つは現行の組織機構やその構造はそのままで

ないといけないということです。また、構築するシステムは最高のセキュリティ

基準を満たしていなければならず、同時に最も小さな組織でも利用できるシス

テムでないといけません。複雑な仕組みを包含しつつ機能的でないといけない

ということになります。 

 

そこで活用されることになったのが、UXP(Unified eXchange Platform)とい

うテクノロジーです。UXPによって、データのやり取りを安全に行うことができ
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ますし、データを改ざんすることはできないので、あとからやり取りを追いかけ

ることもできます。また、やり取りするデータには法的な位置づけがありますの

で、それらを完全に管理することができます。 

 

X-Road を導入した結果、すべての政府データは権限のあるすべての組織と人

物が利用できるようになりました。データは常に最新かつ正確で信頼できるも

のとなっています。また、これらのデータは、適切な人にはできるだけ公開して

いく方針となっています。基本的に個人情報の所有者はその人自身という考え

方なので、法律で定められた以外においては、その個人が認める組織や人物に自

身のデータへのアクセスを認めるということになります。 

 

 X-Road 上のアプリケーションについては、相互に連携できるデータは連携す

ることで、利用者がわざわざ二つ以上のアプリケーションで自分自身を認証す

るような手間を省くことができます。例えば保育園の入所申請の際に、自分自身

を証明するために別の部署で住民票などの書類を取得して添付しなければなら

ないことがあります。これでは利用者は二つの部署で手続きを行わなければな

りません。これが X-Road 上ですと、保育園の入所手続きの際に国民 ID を示せ

ば、X-Road の中でシステム的に照会するので最初から保育園の入所手続きの部

署に行けばよいということになります。こうしたことが X-Road上では常に行わ

れているので、これを利用する国民からするとわざわざ複数の部署で付随する

手続きをする必要がなくなり効率化が図られることになります。 

 

X-Road 上のアプリケーションは徐々に増えてきており、基本的な登記情報、

例えば個人や法人、車両や自動車保険、建物といったデータが収められています。

サービスとしては健康・医療、税、社会保障、教育といったものに加え、近年で

は裁判に関連するサービスの提供も加わっています。 

 

これまで上手くいっている背景には、様々なオンライン・サービスができるよ

うになることで、X-Road の存在が知れ渡り、また機能していることが国民に理

解されていることがあります。ややもすると政府が国民のデータを根こそぎか

き集めるスーパーデータベースを作っているのではないかと国民が恐れるかも

しれません。そうではなくて国民にとってより効率的で便利なサービスを提供

するための取り組みだということを理解してもらうことが重要です。そのため

には、プロジェクトのゴールが何なのか知ってもらうために数多くの広報やキ

ャンペーンを講じていくことが大切です。そして、こうした情報インフラを構築

する上では、同時に利用できるサービスも創出していくことが大切です。 
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＜所感＞ 

エストニアの電子国家を支える情報インフラの X-Roadを開発し運用している

サイバーネティカ社から直接お話をうかがえたことは非常に有益でした。X-

Road 導入以前がまさに日本の現状のようで印象的でした。それぞれの政府機関

が別々の開発をしており、相互のデータ連携が進まない。そういう課題を解決し

ている X-Roadの技術的な仕様は分かりませんでしたが、結果的に多くの既存の

システムが統合されてセキュア―な状態で運用されているということは日本で

も展開できる可能性が高いのではないかと思います。また、アプリケーションを

作る際に、これまでのやり方に比べて利用者が便利になることが重要だと再認

識しました。説明でもあったように、これまでは利用者が二か所の政府機関に行

かなければならなかったところ、X-Road に乗ることで一か所で済むようになっ

たことで、はっきりと便利になったと国民が実感できると思います。何のために

ICTを活用するのかという原点を常に見据えて開発することで、利用者である国

民の理解も進むのだということが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

バートノー社長はじめ幹部の皆様と 
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■公立学校での ICT教育について 

 視察日 2018年６月 26日（火）午後 

 視察先 HITSA 

担当者 クリスティ・ローン プロゲタイガー・プログラム・マネジャー 

     ローラ・ヴェティク コミュニケーション・スペシャリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITSAの概要をヒアリング 

 

＜概要・内容＞ 

HITSAは、エストニアで教育のおける ICT活用を促進し、ICT高度専門人材育

成の基礎的な役割を担う財団です。HITSAは、政府、大学、通信会社、および数々

の民間 IT企業による支援によって 2013年に設立され、現在では約 60人のスタ

ッフにより運営されています。 

 

エストニアには、770の幼稚園、550の義務教育学校、40の職業訓練校、13の

高等教育・研究機関（大学）があります。2016 年で見ると地方を含む国家予算

の約 5.9％が教育に充てられています。約 130万人の人口のうち約 3万人の先生

がいて約 22万人の生徒がいます。 
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エストニアでは国家戦略や国の教育カリキュラムに「デジタル・フォーカス」

あるいは「テクノロジーとイノベーション」といった指摘はあるものの基本的に

は各学校が独自の判断で ICT スキルの教育を実施することになっています。つ

まり ICT 教育に関して国として決まったカリキュラムがあるわけではないとい

うことです。一方で教育環境という面では、各学校にインターネット接続環境を

整え、パソコンやタブレットといった ICT 機器を配備し、オンライン上のサー

ビスは整っています。 

 

このように教育環境は政府として整える一方で教育カリキュラムについては

学校の独自性に任せるというのがエストニアの ICT 教育の基本的な考えです。

そのため学校には３つの選択肢があるわけです。すなわち、①ICT 教育を他の教

科の中で行う。②ICT教育を単独の教科として行う。③他の教科の中でも行うし、

単独の教科としても行う。実際はどうかというと、１～４年生では、20％の学校

で単独教科として教えており、同様に５～９年生では 50％、10～12 年生では

75％と独立した教科となる割合が高まっています。 

 

実際にどのように学校で ICT 教育が浸透していったのか、そのカギとなるの

がプロゲタイガー・プログラムという取組です。プロゲタイガー・プログラムは

小学校低学年にプログラミングを教えることを目的に 2012年にスタートしまし

た。最初はいくつかの学校と先生たちのトレーニングから始まりました。現在で

は、先生たちの ICTリテラシーを高め相互の人的なネットワークを広げること、

また、子供たちがエンジニアリングや数学的思考、問題解決能力、そしてプログ

ラミング技術に興味をもって習得できることを目標に取り組んでいます。2017

年には 635の教育機関で導入されており、これは学校の 85％、幼稚園の 44％に

あたります。プロゲタイガー・プログラムの年間予算は約 160 万ユーロでこれ

までに教員用トレーニングを卒業した先生が約 4,000 人います。トレーニング

によって ICT リテラシーを習得した先生たちは、それぞれ独自のレッスン・プ

ランを作成してきましたが、HITSAがそれらのプランを蓄積し共有することで新

たに学んだ先生でも、すでにあるプランを参照することですんなりと生徒の教

育を始まられるようになってきています。現在では、プロゲタイガー・コレクシ

ョンというサイトに 60の学習シナリオや 100のレッスン・プランが集められて

います。 
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ローン氏から小学校で実際に利用されている教材を見せていただきました。 

 

＜所感＞ 

HITSAはエストニアの教育現場の ICT教育を支援する組織です。日本にはこれ

に相当する組織は聞いたことがありません。2020 年度から小学校でプログラミ

ング教育が必修化されますが、教員の ICT リテラシーや教材などについて不安

の声が多く聞こえる中、先行するエストニアの取り組みはとても参考になりま

す。エストニアでも最初から教員のリテラシーが高かったわけではなくトレー

ニングを実施して少しずつ高めてきたという印象です。非常に興味深いのは、最

初からカリキュラムを決めて、それを教えられるようにするというアプローチ

ではなく、カリキュラムを定めず試行錯誤しながら良いものを誰もが使えるよ

うにする、そのためにプロゲタイガー・プログラムを立ち上げ、特にトレーニン

グを受けた教員相互のネットワークを重視してきたことが今日の状況につなが

っています。一方でクリスティさんは新たな課題として多くの学校や教員にト

レーニングを実施し、新たなレッスン・プランを集めることが次第に目的化して

しまっている懸念を示されました。本当に大事なのは子供たちが興味をもって

取り組むことであり、教員のトレーニングや教材はそのための手段であること

を再認識しなければいけないとおっしゃっていました。教育効果を高めるため

に教員の資質をどう上げるかはとても重要ですが、それ以上に子供たちが何を

どう学んでいるのか教育の本質を見据えながら戦略的に実施してきたエストニ

アに学ぶところは多いです。 
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■自治体における ICT活用について 

 視察日 2018年 6月 26日（火）午後 

 視察先 コードボーン社 

担当者 トーマス・タルツ CEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タルツ社長からエストニアを拠点に事業展開する魅力についてお話をうかがいました。 

 

＜概要・内容＞ 

コードボーン社はタリンを本拠地とするソフトウェア開発企業です。設立し

て 8年目と歴史は浅いですが、金融、通信、公共などの分野でソフトウェア開発

を行っており、公共分野では、認証、エネルギー、安全保障、医療などのシステ

ムを手掛けています。事業の 70％は海外向けで日本とのビジネスも行っていま

す。開発技術には自信を持っており、独自のピアー・プログラミングという二人

一組で開発プロジェクトを進める手法が特徴的です。 

 

日本とのビジネスでは、現在、高齢者向けの生活支援プラットフォームを開発

中とのことで、日本とのビジネスは直接プロジェクトの要所を抑えることがで

きるし打ち合わせでの合意に関して非常にしっかりしている点がやりやすいと

CEOのタルツさんはおっしゃっていました。一方で、開発するシステムで本当は

何を実現したいのか、どんな価値を創造したいのかについては曖昧な点が見受

けられ、むしろそれがもっとはっきりすれば、もっと良い成果が挙げられるので
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はないかと感じているそうです。 

 

 エストニアが電子国家として躍進している背景についてソフトウェア開発事

業者の視点でどうとらえているかを伺うと、政府のリーダーシップと効率性を

追求する国民性という回答が返ってきました。政府のリーダーシップについて

は様々な面でみられるそうですが、一例としてデジタル署名の合法化の際には

政治家のリーダーシップが顕著だったそうです。手書きの署名とデジタル署名

を同等の位置づけにしたそうですが、そうすることの明らかなメリットと動機

付けを政治家が丁寧に進めてきたとのことです。そうした取り組みに国民が納

得していることも大きいです。また、効率性を追求する国民性という観点では、

現在、99％の銀行手続きがオンラインで行われているそうですが、時間が短くて

済むこと、より簡単に手続きが済むことを経済的な利益ととらえる国民が多い

そうです。したがって新たなサービスを開発する側も利用者にとってより便利

なサービス構築を心がけると人びとはなびいてくる傾向にあるようです。元来、

数学や科学に造詣の深い国民も多いことも、こうしたプラグマティックな判断

につながっているのかもしれません。 

 

＜所感＞ 

日本とも取引のある民間の IT企業ということで訪問しました。急成長を遂げ

ているベンチャー企業を率いるタルツ CEO は非常に思慮深い方で、我々が何を

知りたがっているかを丁寧に聞き出しながらご自身の考えを率直に語ってくれ

ました。エストニア滞在中に何度もお聞きしたことをタルツ CEO からもお聞き

しました。時間が短くて済むこと、より簡単にできること、こうした当たり前の

便利さが原動力になっていることを痛感しました。翻って日本では、データや

ICTの利活用について、この当たり前の便利さを追求する姿勢が弱いのではない

かと考えさせられました。 
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■在エストニア日本大使館でのブリーフィングについて 

 視察日 2018年 6月 27日（水）午前 

視察先 在エストニア日本大使館 

担当者 松村一 参事官、近藤俊介 一等書記官 

 

＜概要・内容＞ 

エストニア視察の締めくくりとして日本大使館を訪問し、エストニア情勢と

日・エストニア関係についてブリーフィングを受けました。改めて国情として整

理すると、 

〇国土面積 約 4.5万㎢（≒九州＋沖縄） 

〇人  口 約 132万人（≒青森県）  

※ロシア系は全人口の約 25％ 無国籍者が全人口の約６％ 

〇言  語 エストニア語（フィンランド語に近い） 

※英語（若い世代、ビジネス関係者） 

ロシア語（年配者）も広く通じる 

〇宗  教 無宗教、正教、プロテスタント等 

〇IT    スカイプを開発した IT先進国 

※インターネットへのアクセスを基本的人権のひとつと位置づけ、

世界で唯一国政レベルでの電子投票を実施 

 

歴史的には、1219 年にデンマークが占領。現在の首都タリンはデンマーク人

の街として栄えたそうです。その後、ドイツが経済的に支配するようになり、タ

リンはハンザ同盟の都市として栄えました。さらにスウェーデン、ロシアの統治

下となりますが、1918年にエストニアは独立します。1940年にソ連に占領され、

ソ連支配は 1991年の再独立まで続きました。 

 

現在の人口は約 130 万人ですが、20 年前は 150 万人ほどでしたので、人口は

減少しています。これは少子化や海外移住が影響しています。在留日本人は約

150人で増加傾向にあります。 

 

1991 年に再独立を果たしたエストニアでは、「二度とロシアに併合されない」

という意識を強く持っています。そのため EU に加盟するとともに NATO にも加

盟しています。2007 年にエストニア国内での旧ソ連兵銅像移転問題を機にロシ

ア系住民の暴動が起こり両国関係は悪化しました。ロシアはエストニアに対し

て大規模なサイバー攻撃を仕掛けましたが、エストニアはこれに対処すべくサ

イバー・セキュリティ強化を図り、その一環として NATOのサイバー・セキュリ
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ティ・センターを国内に誘致することに成功しています。 

 

IT以外の側面でエストニアに顕著なことは、エネルギーの 91.1％を自給して

いる点です。国内消費電力のおよそ 80％は国内のオイルシェールによる発電で

まかない、一部の電力を輸出しています。エネルギーの輸入依存度は全 EU加盟

国の中で一番低くなっています。また、国の財政運営についても極めて堅実で、

EUの加盟国経済に関する報告書（2015年２月）によると、エストニアは「財政

政策の優等生」と記載されています。 

 

 日本との関係では、エストニアの貿易額全体に占める対日貿易の割合（2017

年）は、輸出が 0.55％（7,034 万ユーロ）(約 91 億円。1 ユーロ 130 円換算)、

輸入が 0.18％（2,661万ユーロ）（約 35億円）となっています。近年は、個々の

分野でのエストニアの対日輸出が漸増傾向にあります。加工木材（はり材）やピ

ザ用チーズなどが顕著です。 

 

エストニア国民は概して親日的で日本文化、日本食も人気があります。日本語

教育も積極的に実施されており、主要な３大学にプログラムがあります。元大関

把瑠都関はエストニアの出身です。2013年９月に引退し、2014年２月に断髪式

が行われましたが、現在も両国関係の促進に活躍されています。長野県佐久市と

エストニアのサク市（ビールの産地）が友好都市交流を続けており 2017年には

10周年記念行事が行われました。 

 

＜所感＞ 

日本大使館にてエストニアの国情と日本との二国間関係をうかがうことはエ

ストニアを理解する上で大変有意義でした。大使館からも概してエストニア人

は親日的との指摘を受けましたが、それは国民性が似通ったところもあるのだ

ろうと感じました。総じて勤勉で朴訥とした印象を受けますし、ビジネスにおい

ても信義に基づく信頼性を重視するところも共通していると感じました。 
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