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都市緑地の評価・認証システムに関する比較研究 

 －都市における生物多様性の観点から－ 

Comparative study on assessment systems for urban green spaces  
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The awareness about the importance of biodiversity had increased in business sectors, and four assessment systems for 
urban green spaces have been developed, which assessed and authorized the value of green spaces created by private 
companies. This study aims to compare these four assessment systems, particularly focusing on urban biodiversity 
point of view. As a result, two systems, SEGES and ABINC, take the educational role into account for assessment, as 
well as the quality and quantities of green spaces. Meanwhile, the other two systems, TEAM and JHEP, consider only 
quantities and qualities. As urban greens have the role in promoting public awareness of the importance of biodiversity 
for urban residents, it is desirable to take the educational role into consideration for assessment systems, as well.   
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1. はじめに  

 1992 年にリオデジャネイロにおいて開催された「環境と開

発に関する国際連合会議」（地球サミット）で採択された「生物

多様性条約」を受け、我が国では 1995 年に「生物多様性国家

戦略」が策定された。その後改訂を重ね、2007 年の「第三次

生物多様性国家戦略」では、生物多様性の保全を推進すべき主

体として、地方公共団体、NGO、国民と並んで、企業が具体的

に明記された1)。さらに、2010年に愛知において開催された「生

物多様性条約第10回締約国会議」（COP10）で合意された「愛

知目標」の一つに、「ビジネスを含む全ての関係者が、持続可

能な生産・消費のための計画を実施する」ことが記された。こ

れを受け、我が国においても企業による生物多様性の保全・創

出や持続可能な利用に貢献する取組みに関する気運が高まって

いる2）。 

 そのような中、2000 年代後半以降に企業が創出した都市緑

地の価値を評価し、優良な事例として認証するシステムが複数

開発されている。これらは開発された背景や目的はそれぞれ異

なるが、いずれも生物多様性に関する評価が行える。また企業

にとっても、持続的な企業経営の観点から生物多様性への配慮

が不可欠となりつつあり 3）、実際に生物多様性に配慮した都市

緑地を創出し、評価・認証システムの適用を受ける事例が増加

している（写真1）。 

 しかしこれらの評価・認証システムは、「都市の生物多様性」

を評価・認証するシステムとして的確なものであるだろうか。

本研究では、以下の二つの疑問を有している。 

 一つは、そもそも評価・認証システムの中には、都市化が進

む以前の自然の状態を理想として作られたものもあり、人工的

に大きく改変された現在の都市空間における生物多様性を的確

に評価できるものとなっているだろうかという疑問である。 

 もう一つは、都市緑地には、生物の生息空間ということに加

え、都市住民が生態系や生物多様性を保全することの重要性に

気づくことができる身近な緑地空間としての価値があるが 4)、

その価値をどのように評価されるシステムとなっているだろう

かという疑問である。都市は、地球上の約 3％の面積を占める

に過ぎないが、都市での膨大な人間活動は地球上のあらゆる生

態系の劣化、そして生物多様性の喪失の主要な原因となってい

る 5)。そのため都市住民一人ひとりが生態系や生物多様性の保

全の重要性を理解し、価値観やライフスタイルを転換していく

ことが地球レベルでの環境問題の解決には不可欠である 4)。都

市緑地は面積としては狭小であるが、都市住民が日常の暮らし

の中で身近に触れることができる空間であることから、生態系

や生物多様性に対する理解の普及・啓発の場としての意義があ

  

  

写真1 企業が生物多様性に配慮して創出した都市緑地の例 

左上：大手町タワー「大手町の森」、右上：大手町ホトリア、 
左下：虎ノ門ヒルズ、右下：飯野ビルディング「イイノの森」 
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る 6)。現在の評価・認証システムは、その点をどのように配慮

しているだろうか。 

 そこで本研究は、上記の2つの疑問を前提に、現在運用され

ている複数の都市緑地の評価・認証システムを生物多様性の観

点から比較・考察し、各システムの特徴と課題点を明らかにす

ることを目的とする。 

 

2. 既往研究 

 都市緑地を含む都市の環境を評価・認証する代表的なシステ

ムとして、CASBEEやLEEDがあげられる。Sharifi(2015) 7)

らは、街区スケールで都市の環境を評価するCASBEE-UD や

LEED-NDの比較を通して、各々の評価システムが、どのよう

な都市にも適用できるわけではなく、評価を行うにはそれぞれ

の都市の特徴や主体のニーズを考慮しなければならない、と指

摘している。 

 Kohsaka(2010) 8)は、実際に国際的に使われている「都市の

生物多様性指標」を日本に適応する上での課題の整理を行った。

そして国土交通省により、2016年11月に日本版の「都市の生

物多様性指標（簡易版）」が策定された9)。しかし本指標は、主

に地方公共団体を対象に都市域全体を評価しようとするもので

あり、個々の都市緑地の生物多様性の評価を対象としたもので

はない。 

 都市緑地の生物多様性の評価・認証システムに関する研究と

しては、「いきもの共生事業所®認証」に着目した岩渕(2014)3）

らの研究があげられる。しかし、これは単体のシステムの特徴

の把握にとどまり、課題点の提示には至っていない。 

 そのため、現在我が国で運用されている複数の都市緑地の生

物多様性の評価・認証システムに着目し、相互比較を通じて、

個々の特徴と課題点を明らかにする本研究には意義がある。 

 

3. 研究の手法 

 我が国の都市緑地の評価・認証システムの代表的なものは、

「社会・環境貢献緑地評価システム」（通称：SEGES）、「いき

もの共生事業所®認証」（通称：ABINC）、「生態系に配慮した

緑化評価ツール」（通称：TEAM(1)）、「ハビタット評価認証制度」

（通称：JHEP）の4種が存在する。本研究はこれらの4種全

てを対象とした（2）。 

 具体には、以下の手法により進めた。まず、各評価・認証シ

ステムのマニュアル、ガイドライン、チェックシート、及びシ

ステム開発時等に報告された公開資料から、開発の背景、目的、

現在の認証状況を把握した。 

 次に、各評価・認証システムの評価項目について、生物多様

性の観点から内容が類似すると判断されるものをKJ 法により

分類した。さらに、各評価項目に割り当てられている評価点を

元に、各評価・認証システムで重視されている点を把握し、各

評価・認証システムの類似性と差異を明らかにした。分類作業

は、2016年11月に都市緑地に関する知識を有する5名で行っ

た。なおJHEPは、チェックシートが存在せず、対象緑地の植

栽の階層毎の被度を用いて「みどりの地域らしさ（植生評価指

数,VEI）」「動物のすみやすさ（ハビタット適性指数,HSI）」を

算出する方法が取られている。そのため、その他の3種の評価・

認証システムの評価項目を分類した後に、対応する項目の有無

をガイドラインより確認した。 

そして、実際の都市緑地に各評価・認証システムを適応した

結果をみるため、大手町タワーの「大手町の森」を事例として、

評価点の算出を行った。「大手町の森」は、東京都千代田区大手

町に2013年10月に創出された、約3,600㎡の都市緑地である。

計画にあたっては、関東にみられる樹林を複数調査して参考と

し、明るい落葉樹主体の森が目標とされ、森を構成する植物に

潜在自然植生を考慮した植栽選定が施された他、周辺の大規模

緑地との生態系ネットワーク拠点への寄与などが考慮された。

さらに、事前に別の敷地で森を作り、3年かけて育成した上で、

大手町にその森を移設する「プレフォレスト」という施工方法

が新たに開発された。これらの計画と取組みが評価され、平成

27年度日本造園学会賞など緑地関連の賞を4件受賞した。また、

「大手町の森」は、ABINC とTEAM の 2 種の評価・認証シ

ステムについて、各運用主体が評価した結果が存在しており、

本研究の事例として適切であると判断した。ABINCとTEAM 

以外の2種の評価・認証システムの評価点は、本研究において

次のように算出した。SEGES に関しては、公表されているチ

ェックシートを用いて評価点を算出した。評価点に審査員毎の

判断によって幅があるものに関しては平均点および最高点を算

出した。JHEP に関しては、公表されているガイドライン 10)

に加え、運営主体である日本生態系協会の非公開の報告書を用

いて算出した。  

 

4. 都市緑地の評価・認証システムの概要 

 本研究で対象とした4種の都市緑地の評価・認証システムの

概要を表1にまとめた。 

(1) 社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES） 

社会・環境貢献緑地システム（SEGES）は、公益財団法人

都市緑化機構により運用されている。2000 年代初頭から普及

したCSR（企業の社会的責任）が背景として存在する。企業の

有する既存の都市緑地を対象とする「そだてる緑」と、新規に

創出された都市緑地を対象とする「つくる緑」に分けられてお

り、「つくる緑」は2008年5月より運用が開始されている。本

システムの目的は、企業による CSR としての緑地の保全・創

出に関する積極的な取組姿勢と行動について、公正に評価し、

広く公表することにより、企業の緑地に関する活動意欲や取組

を一層高めることにある11)。 
2017年5月現在、18件が「つくる緑」に認証されている。

評価点の公表はなく、評価ランクも分けられておらず、認証の

是非のみが示される。 

(2) いきもの共生事業所®認証（ABINC） 

 いきもの共生事業所®認証（ABINC）は、一般社団法人いき

もの共生事業推進協議会により2011 年4 月より運用が開始さ

れたシステムである。先に述べた 2010 年のCOP10 の「愛知

目標」を受け、「自然と共生する世界」の実現にビジネスを通
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じて貢献するために、企業活動の中でいきものと人が共生でき

るしくみを創造し、科学的・技術的に検証し、事業化を推進す

ることを目的として開発された12）。 

 2017年5月現在、45件の緑地が認証を受けている。SEGES

同様、評価点の公表はなく、評価ランクも分けられていない。 

(3) 生態系に配慮した緑化評価ツール（TEAM） 

生態系に配慮した緑化評価ツール（TEAM）は、東京都の環

境局自然環境部計画課により運用されているシステムで、2014

年3月に試行版「東京都生態系評価手法」が開発され、その後

試行版を使った試行事業を行い13）、2017年3月より本版とし

て発表された14）。東京都が2012年に策定した生物多様性地域

戦略である「緑施策の新展開～生物多様の保全に向けた基本戦

略～」に基づき策定されたもので、企業による開発に伴う土地

の改変に際し、生物多様性保全の観点に立ち、緑地を質と量の

両面から定量的に評価し、生き物の生息空間の回復をはかるこ

とを目的としている14)。 

2014 年 3 月に作られた試行版では、既存の都市緑地を対象

とする「まもる緑」と新規に創出された都市緑地を対象とする

「つくる緑」に分けられており、「つくる緑」に関してはケース

スタディとして5件の都市緑地が評価された。本研究として事

例として扱った「大手町の森」もその一つである。試行版の結

果は非公開であったが、2017 年 3 月に発表された正式版は公

表される予定である。また、SEGES やABINC と同様、評価

ランクは分けられていない。 

(4) ハビタット評価認証制度（JHEP） 

ハビタット評価認証制度（JHEP）は、公益財団法人日本生

態系協会により、2008年12月より運用されているシステムで

あり、米国内務省が開発したHabitat Evaluation Procedures

（HEP）と呼ばれるハビタット（野生生物の生息空間）の定量

的な評価手法 15)を元に作成されている 16)。我が国においては、

ハーグにて2002 年に開催された「生物多様性条約第6 回締約

国会議」（COP6）における「2010年目標」の策定により、「2010

年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という目

標達成に向けて、加盟各国の取組み強化の機運が高まったこと

が背景にある17)。ハビタットの観点から、企業・団体による取

組みを定量的に評価し、良質な取り組みの選別と、その取組に

対する社会的評価の向上を図ることにより、生物多様性の保全

を効果的に促進することを目的としている16)。 

2017年5月現在、46件が認証を受けている。評価点は一般

にも公表され、評価ランクは5段階に分けられる。 

 

5. 都市緑地の評価・認証システムの類似性と差異 

 都市緑地の評価・認証システムの評価項目をKJ 法により分

類した結果を表2に示した。 

分類の結果、各評価・認証システムの評価項目は、全部で24

項目に分けられた。そのうち、『生物多様性に関する項目』が

16項目、『生物多様性以外の項目』が8件であった。『生物多様

性に関する項目』は、『ハード面』の評価に関するものと、『ソ

フト面』の評価に関するものに分類され、それぞれ10項目、6

項目が該当した。 

『ハード面』の評価に関するものは、さらに『敷地外への配

慮』の評価に関する項目と、『敷地内での配慮』の評価に関する

項目に分けられた。『敷地外への配慮』としては、「生態系ネッ

トワークの形成」や「雨水流出抑制・利用」が評価項目として

あげられていた。『敷地内での配慮』としては「緑地面積」「潜

在的な自然への配慮」、「既存緑地の保全」、「植栽の階層構造の

計画」、「水辺の護岸構造の形状」、「外来種の対策」、「希少種の

配慮」、「土厚の確保」となった。 

表1 都市緑地の評価・認証システムの概要（文献2),10),11),14)を参考に作成） ※ 認証件数は2017年5月現在 

評価・認証 

システム 

社会・環境貢献 

緑地評価システム 
いきもの共生事業所®認証 

生態系に配慮した 

緑化評価ツール 
ハビタット評価認証制度 

英語名称 
Social and Environmental Green 

Evaluation System 

Association for Business Innovation in 

harmony with Nature and Community 
Tokyo Ecosystem Assessment Methods (1) 

Japan Habitat Evaluation  

Certification Program 

通称 SEGES ABINC TEAM(1) JHEP 

運用主体 
公益財団法人 

都市緑化機構 

一般財団法人 いきもの 

共生事業推進協議会 

東京都 

環境局自然環境部計画課 

公益財団法人 

日本生態系協会 

背景 

2000年代初頭からのCSRの普

及 

2010年の生物多様性条約第10

回締約国会議（愛知）における

「2020年目標」の策定 

2012年の「緑施策の新展開～生

物多様の保全に向けた基本戦略

～」の策定 

2002年の生物多様性条約第6

回締約国会議（ハーグ）におけ

る「2010年目標」の策定 

目的 

企業による緑地の保全・創出活

動の評価とＣＳＲ認定により企

業の緑地に関する活動意欲や取

組を高める 

企業による生物多様性の保全・

創出活動の評価 

企業による東京都の緑地の量と

質の保全・創出活動の評価を通

じた生き物の生息空間の回復を

はかる 

企業・団体によるハビタット（野

生生物の生息環境）の保全・創

出活動の評価 

開始時期 2008年5月 2011年4月 
試行版 2014年3月 

本版 2017年3月 
2008年12月 

認証件数 ※ 18件（つくる緑） 45件 試行版5件（つくる緑） 46件（JHEP認証） 

結果の公開 なし なし 試行版：なし 本版：あり あり 

評価ランク なし なし なし 5段階 
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一方、『ソフト面』評価に関するものは、大きく『管理』に関

する評価項目と『啓発』に関する評価項目にわけられた。管理

に関しては、「メンテナンスの計画」、「化学物質の管理」、「物質

循環の配慮」、「モニタリングの活用」となった。啓発に関して

は、「教育の実施・人材育成」、「コミュニケーションの実施」と

なった。 

 『生物多様性以外の項目』としては、「敷地外への配慮」とし

て「景観の計画」や、「敷地内への配慮」として「歴史・文化性

の把握、活用」、「緑地に関する制度活用」等がみられた。 

また、植栽の階層毎の被度を用いて「みどりの地域らしさ（植

生評価指数,VEI）」「動物のすみやすさ（ハビタット適性指

数,HSI）」を算出するJHEPは、敷地内の植栽を、潜在自然植

生などを参考とした目標の植生との類似度の評価を行っている

ものといえ、『ハード面』の評価に重きが置かれたものであると

いえる。 

評価・認証システム毎に採用している評価項目を見てみると、

項目数としては、SEGES、 ABINC、TEAMとJHEPの順に

多かった。このうち、『生物多様性以外の項目』が含まれるのは

SEGESのみであった。また、TEAMとJHEPは生物多様性に関

する項目のうち、『ハード面』での評価に偏りがあり、『ソフト

面』での評価は、唯一『管理』のうちの「メンテナンスの実施」

の評価項目があるのみで、『啓発』に関する評価項目は存在しな

かった。ABINCは、『生物多様性以外の項目』はないが、『生物

多様性に関する項目』のうち『ソフト面』での評価項目数が最

も多かった。なお、「メンテナンスの計画」については、チェッ

クシートの大項目として存在していた。 

次に、各評価項目の配点割合を図1に示した。これによると

SEGES とABINC の『生物多様性に関する項目』の点数配分

が似ており、およそ『ハード面』と『ソフト面』が6対4であ

ることがわかった。『ハード面』はさらに『敷地外への配慮』と、

『敷地内での配慮』がおよそ2対4となっていた。『ハード面』

の中では、『敷地内での配慮』の「潜在的な自然への配慮」、や

「植栽の階層構造の計画」といった緑地の設えに関する項目が

最も多くなっていた。また『ソフト面』はさらに『管理』と『啓

発』がおよそ2対2となっていた。SEGESとABINCの『ソ

フト面』を比較すると、SEGESは『啓発』よりも『管理』に関

わる項目の方が1.3倍多くなっていたが、ABINCは反対に『管

理』よりも『啓発』に関わる項目が1.8倍多くなっていた。 
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表2 各評価・認証システムの評価項目 

図1 各評価・認証システムの配点割合 
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 一方TEAMは、評価項目の9割以上が緑地の『ハード面』

に関する項目となっており、特に「生態系のネットワークの形

成」、「潜在的な自然への配慮」、「植栽の階層構造の計画」がそ

れぞれ2割から3割を占め、重要な位置づけがなされていた。 

 

6.「大手町の森」の評価結果 

「大手町の森」を事例として、各評価・認証システムの評価

点を算出した結果を表3に示した。 

SEGESは、「大手町の森」の評価のうち、審査員の判断を要

する項目は最高点および平均点を算出した。この結果、それぞ

れ100点換算の場合で65点と45点となった。要審査員判断項

目を、最高点を取得した場合は、『ハード面』では53点配点の

ところを37 点、『生物多様性以外の項目』では55 点配点のと

ころを 38 点と約 7 割の評価点を獲得した。『ソフト面』は 31

点配点のところを15点と約5割の評価点となった。 

一方要審査員判断項目を、平均点を取得した場合は、『ハード

面』では53点配点のところを25点、『生物多様性以外の項目』

では55点配点のところを28点と約5割の評価点となった。『ソ

フト面』は31点配点のところを11点と約3割の評価点となっ

た。SEGES の評価・認証ラインはマニュアル 12）より 100 点

換算で 51 点であるので、仮に「大手町の森」の要審査員判断

項目が最高点の評価だった場合はSEGESの認証は得られるが、

平均点の評価だった場合は認証は得られない可能性が出る結果

となった。 

ABINC は、100 点換算で68 点となった。『ハード面』の点

数は80点配点のところを67点と、約8割を超えた。一方ソフ

ト面は39点配点のところを14点と4割弱となった。ABINC

の評価・認証ラインは、審査員へのインタビュー結果より、50

点と確認しており、「大手町の森」は認証ラインを超えている。

なお、実際に「大手町の森」はABINC 認証を2013 年に取得

している。 

TEAM は、100 点換算で 75 点となった。『ハード面』の点

数は26点配点のところを20点と約8割弱となった。『ソフト

面』は1点の配点のところ0点となった。これは、評価した当

時が「大手町の森」の設計段階であり、維持管理計画が策定中

であったため、TEAMの維持管理評点である草本維持管理計画

評点が入らなかったためと考えられた。TEAMの評価・認証ラ

インは不明だが、試行版作成時のケーススタディ結果平均は45

点であった。 

JHEPは、100点換算で55点となった。JHEPでは植栽の

階層毎の被度を用いて「みどりの地域らしさ（植生評価指

数,VEI）」「動物のすみやすさ（ハビタット適性指数,HSI）」を

算出して評価する。よって敷地内の植栽を主に評価しているも

のといえ、『ハード面』のみの点数と判断した。JHEPは算出さ

れた評価点に応じて、100 点から 1 点以上を 5 段階にランク分

けして認証するが、その最高ランクである AAA の認証ライン

は25点となっている。 

上記のように、SEGES の要審査員判断項目を平均点とした

場合以外の評価・認証システムでは、100 点換算した場合の評

価点は、50～70 点台であり、いずれも評価・認証の基準点を

上回っていた。「大手町の森」では、維持管理は徹底して計画・

実施されているが、地域の関係者や利用者に対する森の積極的

活用に関しては弱い面があり、それが『ソフト面』の項目が充

実するSEGESやABINCの『ソフト面』評価点の低下につな

がった結果となった。ただし、森の事前養生ともいえる「プレ

フォレスト」の取組みに関しては、いずれのシステムでも評価

はなされていないことも明らかとなった。 

 

7. まとめと考察 

 本研究では、現在日本で運用されている4つの都市緑地の評

価・認証システムについて、都市における生物多様性の観点か

ら比較した。 

 その結果、TEAMとJHEPは、敷地内外の緑地の量や質とい

った『ハード面』の評価に重きが置かれているのに対し、SEGES

と ABINC は、それに加え、緑地の『管理』や『啓発』といっ

た『ソフト面』の評価も加味されているという特徴があること

が分かった。 

 特に『ソフト面』の評価のうち、『啓発』については、生物多

表3 「大手町の森」の各評価・認証システムの評価結果 

  

大手町の森
評価点1*

大手町の森
評価点2**

配点
大手町の森

評価点
配点

大手町の森
評価点

配点
大手町の森

評価点
配点

ハード 37 25 53 67 80 20 26 55 －

ソフト 15 11 31 14 39 0 1 0 －

生物多様性
以外の項目

38 28 55 0 0 0 0 0 －

計 90 63 139 81 119 20 27 55 100

100点換算 65 45 100 68 100 75 100 55 100

評価・認証ライン 51 51 100 50 100 45 100 25 100

ライン参照先

*評価点1：要審査員判断項目を最高点とした場合　**評価点2：要審査員判断項目を平均点とした場合

ABINC TEAM JHEP

インタビュー結果 ケーススタディ平均
ガイドライン

最高ランクAAAのライン
マニュアル

SEGES
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様性の重要性を一般市民等へ伝える「教育」や、施設周辺の主

体と連携する「コミュニケーション」といった評価項目が設定

されていた。冒頭で述べたように、都市緑地の存在意義は、生

物の生息空間というだけでなく、都市住民が生物多様性の重要

性を理解できる身近な緑地空間であるということにある。その

ため、『啓発』行為の実施有無を評価に組み入れることは、都市

緑地の評価・認証システムとして重要な点であると考えられる。

その意味で、ハード・ソフトの両面に着目している SEGES や

ABINCは、「都市の生物多様性」の評価・認証システムとして、

より総合的な観点に立ったシステムであるといえる。 

 また、都市緑地の『ハード面』の評価に関しては、敷地外の

緑地と繋がる広域的な「生態系ネットワーク」の形成、敷地内

に確保した「緑地面積」、「潜在的な自然への配慮」、「植栽の階

層構造の計画」といった項目が、特に4つのシステムに共通し

て重要視されている点であった。特に後者2つは、都市化され

る以前に存在していた潜在的な自然の状態を最良として評価点

が設定されていた。事例として選定した「大手町の森」は、関

東にみられる樹林を複数調査して参考とし、明るい落葉樹主体

の森として当初から計画され、「潜在的な自然への配慮」や「植

栽の階層構造の計画」を考慮した設計・施工が行われており、

いずれの評価・認証システムにおいても高い点数を取得してい

た。 

 しかし、近年は、Hobbsら(2013) 18)が提唱する「Novel Ecosystem」

の概念のように、そもそも都市化される以前の潜在的な自然の

状態を最良とする考え方に疑問が提示されている。Hobbsらは、

既に都市が長期にわたり人為的影響下にあることを前提に、む

しろそれにより新たに生まれ得る新しい生態系、及び生物多様

性を評価しようとする立場にある。今後、我が国においても「都

市における生物多様性」をどのように考えていくべきか、議論

の展開が待たれる。 

 

【補注】 

(1) 東京都の「生態系に配慮した緑化評価ツール」について、

本研究では、英語名称を便宜的に「Tokyo Ecosystem 
Assessment Methods」とし、略称を「TEAM」とした。

これは、他の評価・認証システムと略称の表記を揃えるた

めであり、正式な呼び名ではない。 
(2) 4種の評価・認証システムのうちSEGESとTEAMは、

対象とする緑地が「新規」の都市緑地か、「既存」の都市

緑地かにより、それぞれ「つくる緑」と「そだてる緑」・「ま

もる緑」というカテゴリーに分けて別々の評価・認証シス

テムが開発されている。本研究では、「新規」に創出され

た都市緑地の評価・認証システムのみを研究対象とした。

また、JHEP は、主に「事業者」を対象とした JHEP 認

証と、「請負工事業者」を対象としたCHEP認証が開発さ

れている。本研究では「事業者」を対象としたシステムの

みを研究対象とした。 
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