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 ≪要約≫ 

郵便市場の段階的自由化を進めている英国では、ライセンス事業者である Royal Mail Group plc 

(Consignia plc から改称)に対し、2001 年 3 月以降、プライスキャップ規制が課されている。しかしな

がら、2001 年に導入された規制メカニズムは暫定的であり、本格的規制は 2003 年 4 月から導入さ

れた。本稿では、素朴な構造には見られない様々な工夫が盛り込まれているこの新規制に対する

評価を試みると共に、今後の規制改善のありうる方向性について論じる。 

本稿の主要な結論は以下の 3 点に集約できる。 

１． 新規制の眼目は「競争導入により RM の事業環境が激変しても、既存のユニバーサルサー

ビスの確保に遺漏なきを期す」という点にあると解釈できる。 

２． 上記目的を達成するため、新規制には様々な工夫が盛り込まれているが、その中のいくつ

かについては、プライスキャップの本来のメリットを減殺する可能性がある。 

３． 新規制自体、すぐれて暫定的な性格をもっている。英国郵便市場における競争導入が進め

ば、上記１に示した基本的姿勢には大きな見直しがなされ、いくつかの点で規制の修正が不

可避となるだろう。 

 

１ 新規制導入の経緯・目的 

2001 年 3 月 26 日以降、特定範囲の郵便物1を取り扱う事業者にライセンスの取得を義務付けた

Postal Services Act 2000 が制定され、郵便事業体Consignia plcに対し、郵便事業ライセンス(2001 年

ライセンス)が発給された。同ライセンスは、さまざまな条項を盛り込んでいるが、料金規制に関しては、

2 年後の見直しまでの暫定的な規制であるとされていた。英国郵便サービス委員会(Postcomm)は、

2001 年 11 月以降、料金規制を中心とした問題の検討をすすめ2、2003 年 4 月 1 日付けで、Consignia 

plcを改称したRoyal Mail Group plc (RM)に対し、改正ライセンス(2003 年ライセンス)を発給するに至っ

た。 

ところで、もっとも単純なミクロ経済学のフレームワークでは、消費者と生産者のみからなる経済主

体が市場において制約なく取引を行うことでパレート最適とよばれる効率基準を満たす結果を生み出

すことが帰結され、その場合、政府などの第三者の介入は非効率である旨が主張される。しかし、狭

義の意味での「市場の失敗」が導かれるケースでは、政府による料金規制が効率性の観点から正当

化される。本稿において取り扱う郵便事業についても、同様の観点から、料金規制の正当化を図るこ

とは十分に可能である。 

                                                 
1   料金£1 未満あるいは重量 350 グラム未満のいずれかに該当する郵便物など(同法 7 条(1))。 

2   一連の検討に関するドキュメントついては、Postcomm ホームページよりダウンロード可能である。 

 

    



一方、近年では、技術革新や需要の変化を背景に、伝統的に独占的公共事業体のテリトリーとされ

てきた分野に競争原理を導入することで、より効率的な資源配分を実現しようという「規制緩和論」が

台頭している。この場合、料金規制は、公共事業体を適切な料金リバランシングを通じて競争市場環

境に段階的に適応させていくためのロードマップとしての役割が期待されよう。 

そもそも、Postcommが郵便事業体に料金規制を課す目的は、優先順位の高い順に「英国内におけ

るユニバーサルサービスの確保3」、「競争導入4による郵便利用者便益の増進」、「郵便事業者の効率

性・経済性の向上」、最後に「RMが免許事業を行うための資金調達能力の確保」であるとされており

(Postcomm, 2003(2), p.13.)、上記議論に沿うものであると解される。 

他方、RM 自体の経営は芳しくない。アニュアルレポート(Royal Mail Holdings plc Accounts 

2002-2003)によれば、前年度よりも大幅に改善されたとはいえ、依然として 1 億 9700 万ポンドの営業

損失(一日あたり 80 万ポンドの損失)を計上している。現時点の英国において、ユニバーサルサービス

を提供しうる事業体はRMのみであることから、Postcommとしては、優先順位がもっとも低い第四の目

的が決定的な制約条件になる可能性もある。いずれにせよ、経営が順調な自然独占企業に対して料

金規制を導入する場合とは異なる配慮が必要となろう。 

本稿は、今後のわが国の郵便市場における規制のあり方を議論するための参考資料として、2003

年ライセンスにおいて新たに導入された郵便料金規制の概要を紹介し、その特徴のいくつかについて

解説を加えることをその目的とする。 

 

２ 規制の概要 

2001年ライセンスと 2003年ライセンスにおける料金規制をそれぞれ簡単に比較したものが表１であ

る。すべての郵便サービスが料金規制に服するわけではなく、Category Cに属するサービスについて

は両ライセンスを通じて料金は完全に自由化されている。料金規制に服するか否かの判断は、競争に

よる料金低下圧力が十分に効いているか否かを基準でなされており、具体的にはcompetition based 

test5の結果(Arthur Andersen, 2001)を用いて分類が行われた。但し、採用されているカテゴリー分け

については固定的なものではなく、個別審査によって十分に競争が進んだと認められれば、料金規制

の適用外とすることができるなど、競争導入を考慮した暫定的な色彩をもっている。 

また、2001 年ライセンスにおいては個別プライスキャップを用いた料金凍結が基本的姿勢であり事

業者の自由裁量の余地をほとんど認めていないのに対し、2003 年ライセンスではある程度の料金裁

量を可能にするタリフ・バスケット型を採用しており、郵便分野の完全開放を念頭にいれ、RM の体質

強化・経営適正化を目指すものとなっている。 

ただし、新規制は旧規制と比較して、様々な政策目的をひとつのプライスキャップに包含しようとす

るあまり、同種の規制としてはかなり難解なシステムとなっている。プライスキャップ規制の長所のひと

つとして規制の簡明性があげられるが、2003 年ライセンスはこの点について 2001 年ライセンスよりも

後退したものである観は否めない。 

 

                                                 
3   「ユニバーサルサービス」は Postal Service Act 2000 第 4 条によって、①Postcomm が認めた例外的地

域を除いて週日あたり最低一度の配達・収集が relevant postal packet(20 キログラム以下で UPU が定める

規定の大きさ以下)に対してなされていること、②郵便配送が、公衆に適用される、支払い可能な英国内均

一料金で relevant postal packet に対してなされていること、③書留郵便(registered post services)も同様の

価格で提供されることという三つの条件を満たすものとして定義されている。 

4   2003 年１月より市場の 30%、2005 年 4 月に 60%を順次開放し、2007 年 4 月に完全開放を達成する予定

である。 

5   同テストでは、①法的独占の範囲内か否か、②民間事業者による代替的サービスの利用可能性の有

無、③民間代替サービスの普及・認知状況、④RM の当該サービス普及状況、⑤代替的民間事業者のマー

ケットシェア、⑥当該市場への参入・退出状況、⑦料金水準および製品改良の時系列変化、および⑧市場

参入機会が考慮されている。 

 

    



 

表 1 2001年ライセンス及び 2003年ライセンスにおける料金規制 
 
カテゴリ注１ 2001年ライセンスの料金規制注２ 2003年ライセンスの料金規制注３ 
Category A 
 

RPI-RPI型個別プライスキャップ 
2001 年 1 月 1 日をベンチマー
クとして名目料金水準を固定 

Category B 
 

RPI-0型個別プライスキャップ 
料金水準を RPI の変化率を上
限として変更可能（実質料金水

準を固定） 

タリフ・バスケット型プライスキャップ 
【[RPI-X]+C+K型】 

X=RPI-3%（初年度）、1%（次年度以降） 
Cファクター：サービス品質を加味 
Kファクター：キャップと実現料金との差額

を翌年度のキャップに還元 
サブキャップ注４：個別料金の変動幅を限定 

初年度：2003年3月31日料金の105.5% 
次年度以降：初年度分＋(RPI+1.5%)/年 

Category C 規制なし 規制なし 
注 1：各カテゴリーの内容は以下のとおり。99年度の郵便収入でいえば、カテゴリーAは全体の 66%、カ
テゴリーBは 24%を占める。 
カテゴリー 法的独占の有無 競争圧力の強弱 

Category A 
独占的事業範囲（£1未満の料金、ま
たは 350g未満の重量の書状の配送） 

Consignia PLCが独占を認められている分
野など 

Category B  
上記以外のサービス 

競争はすでに導入されているが、現時点で

の競争圧力は不十分と認められる分野 
Category C  十分な競争に直面している分野 

注２：ライセンス発効 6ヶ月以降であれば、上記料金規制に服することによって、英国内におけるユニバ
ーサルサービスの確保やライセンスが与えられたサービスの提供が困難になる可能性がある場合、あ

るいは当該サービスに係る競争圧力が消費者利益確保の点からみて十分になったと判断される場合、

Consigniaは上記料金規制の適用除外を申請することができる。また、ライセンス発効 2年後以降は、
経営に重大な悪影響をもたらすような外部環境の変更に直面した場合、本料金規制の変更を求めるこ

とができる。また、提供するサービスの品質についての規定は、ライセンスの別条（Condition 4）に
記載されており、料金規制との直接の関係はない 

注３：上記料金規制に服することによって、英国内におけるユニバーサルサービスの確保やライセンスが

与えられたサービスの提供が困難になる可能性がある場合、当該サービスに係る競争圧力が消費者利

益確保の点からみて十分になったと判断される場合、また、経営に重大な悪影響をもたらすような外

部環境の変更に直面した場合、Royal Mailは本料金規制の変更を求めることができる。 
注４：1st Class Mailについては初年度、2nd Class Mailについては初年度に加え 2年度あるいは 3年度
に各 1ペンスの値上げが認められている。 

 

 

３ 個別論点 

ここでは、2003 年ライセンスにおいて重要と思われるいくつかの点について論評を加える。 

 

(1) プライスキャップ規制の採用理由 

費用の劣加法性により自然独占が成立する産業においては、「市場の失敗」による資源配分の非

効率性を緩和するため、政府による料金規制が正当化されうる。特に、公共事業については、伝統的

に「公正報酬率規制」と呼ばれる方式が採用されてきた。同方式は、費用積み上げ方式であるため直

感的に理解容易である。また、規制庁と事業体が同一、あるいは非常に近しい関係にあるために情報

の非対称の問題が生じない場合には、運用も平易である。さらに、利益率が事前に保証されているた

めに経営が安定し、その結果、投資の安定性とサービス水準の確保も期待できる。しかしながら、岸

井(1993(1))や依田(2000)にまとめられているように、公正報酬率規制は、①政府の査定能力の限界に

起因する X 非効率性の発生、②配分非効率の発生(Averch-Johnson 効果)、③情報の非対称性が不

可避である場合の規制コストの高騰、および④規制の失敗、などの短所を持つ。 

それに対し、近年では企業にある程度合理化インセンティブを与えることを通じて規制目的を達成

する方式、いわゆるインセンティブ規制が考案された。この比較的新しい規制カテゴリーにはいくつか

のタイプが含まれるが、近年、そのなかでもある一定の上限価格を定め、被規制企業にその枠内での

自主性を認めるプライスキャップ規制が数多くの場面で採用されている。 

 

    



さて、既存文献ではプライスキャップ規制には表2に示すメリット・デメリットが主張されている。デメリ

ットに対処するため上限価格の算定式を複雑化した場合、規制コストの低減という利益を喪失する危

険性も指摘されている。 

ところで、プライスキャップ規制により規制コストが節約できるか否かを左右する最大の要因は、X

値の算出方法である。郵政省が開催した「新たな料金制度の運用等の在り方に関する研究会の報告

書」(1998)によれば、算出方法としては、全要素生産性を利用する「フル生産性準拠方式」と事業者自

身の費用情報を利用する「ミックス生産性準拠方式」の二種類が存在する。前者の方式を用いた場合、

X 値の客観性は担保されるが、全要素生産性の算出方法や仮定の設定方法が未確立であるため信

頼性に欠けるうらみがある。この点を考慮し、わが国や英国の電気通信料金に対するプライスキャッ

プ規制の運用にあたっては、インセンティブ付与効果は小さいものの、後者の手法が採用されている。

2003 年ライセンスにおいても「ミックス生産性準拠方式」が採用されており、X値の算定については RM

が効率的に事業運営した場合に必要となるコストを収入がカバーすることが配意されている。これは、

Postcomm の政策目的において「ユニバーサルサービスの確保」が「事業者の効率性向上」より上位

に置かれていることの当然の帰結であり、郵便料金の設定はあくまでユニバーサルサービス提供者と

しての RM の経営維持が眼目となっている。そのため、2003 年ライセンスのプライスキャップ規制では

規制コストの削減はほとんど期待できず、また、事業者自身の費用情報に基づくため合理化インセン

ティブの付与についても有効性に欠けると思われる。 

では、主要なメリットのいくつか(1 & 2、あるいは 1, 2, & 3)が十分には期待できないにもかかわらず、

プライスキャップ規制が採用されたのはなぜか？実は Postcomm が当初諮問時に予定していた規制

方式は、算出年度の平均収入を基準年度の平均収入と比較する「平均収入型プライスキャップ規制」

であった。構造が単純であるため規制コストの面からは有利な平均収入型(あるいは 2001 年ライセン

スで採用済みの個別プライスキャップ制)を排除した主要な理由の一つは、競争導入によるプロダクト･

ミックスの変化の可能性である。つまり、Postcomm は、郵便市場での競争により RM のサービスの一

部が新興事業者に侵食される可能性を明確に考慮している。この点を加味した場合、「競争導入によ

り RM の事業環境が激変しても、既存のユニバーサルサービスの確保に遺漏なきを期す」というのが、

2003 年ライセンスにおけるプライスキャップ規制の眼目であり、規制コストについては主要な考慮事項

ではないと解することができる。Postcomm 自身、平均収入型からタリフ･バスケット型への変更により、

規制の複雑性が増したことは自覚している。X 値の算出過程において、Postcomm が行った市場予測

では、郵便市場の開放によっても既存事業者である RMの圧倒的優位は揺るがないものという結果が

得られており、すくなくとも 2003年ライセンスの規制期間内(2006年 3月末まで)については、本規制の

メリットは十分に生かされていないことになる。 

 
表 2 既存文献にみるプライスキャップのメリット・デメリット 
 

メリット デメリット 
1. 被規制企業の生産性向上インセンティブの

発揮を促し、Averch-Johnson 効果などの非
効率性の発生を抑止できること。 

2. 運用が簡便であり、情報の非対称性の問題が

大きくないため規制コストの低減が期待で

きること。 
3. 規制としての透明度が高いので、企業リスク

が軽減されること。 
4. 料金設定が柔軟性をもつため、効率的なラム

ゼイ価格の実現が期待できること。 
5. 規制の主たるメリットは被規制事業者に生

じるものの、生産性向上分（の一部）を消費

者に還元できること。 

1. 生産性向上期待値として上限価格算定式に

組み入れられる X 値の選択について恣意性
が排除できず、規制の合理性を損ないかね

ないこと。 
2. 過度のリバランシングが発生し、分配上の

問題や反競争的行為を生む可能性があるこ

と。 
3. 投資を抑制し、サービス品質を下落させる

誘因を生むこと。 
4. 技術環境や市場状況によっては事業者に過

大な利潤をもたらす可能性がある。 

出典：渡邉 1991; 岸井 1993(2), (3); 山本 1994; 太田 1996; 山内 2000; 内閣府 2002(1),(2)など 
 

一方、第 4 のメリットについては、ラムゼイ価格では効率性は達成されるものの、分配上の問題を惹

 

    



起

(2) 値の設定について 

し、Postcomm はユニバーサルサービス確保の観点から、算定期間中の収入

が

RMがユニ

バ

同期に取得された有形固定資産の耐用年数とは無関係に、その期の郵便サービス利用者が専ら負

るリバランシングに反映されるとともに、初年度の X 値の設定

にも影響を及ぼしているとみられ、その結果、2003 年ライセンスにおいては初年度とそれ以降の X 値

    (1) 

する可能性があるため、第 2 のデメリットと裏腹の関係にある。これについては、リバランシング幅に

制約を加えるサブキャップが導入されている。一方、第 5のメリットの副作用として、第 3 のデメリットが

あり、C ファクター、K ファクター及びライセンス Condition 4-part II に基づいて別途定められる

compensation scheme がその対処策として位置付けられる。 

 

X

(1)でのべた点を考慮

同期間の費用と同水準になるよう、X 値及び算定期間期首の基準価格を設定している。 

具体的には、まず、2003 年度以前の資本支出については既に払込済みであると仮定し、

ーサルサービスを確保し、かつ、ライセンスにより義務付けられた事業の継続にあたって必要とする

各種費用及び適正利潤の効率的水準6から今後三年間の支払キャッシュフローの額7を見積もる。次

に、サービス提供によって得られる収入がそれをカバーする水準となるようにX値及び算定期間期首

の基準価格 を設定する((1)式)。すなわち、ある期のサービス提供に必要な現金支出については、

担するという構造になっている。 

こうして得られた の水準は後述す

0P

0P

が異なっている。初年度は、名目レベルで 3％の値上げが認められており、物価水準以下の料金値上

げ幅しか認めないのが通常の RPI-X 型プライスキャップ規制としては例外的な取扱いとなっている。 
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t ：ｔ年後の予想売上量         0 基準となる平均収入 

t ｔ年後に参照される消費者物価指数変動率 

t ：ｔ年後の予想キャッシュフロー    

Q P ：

RPI ：

C nt ≤≤0  

 

ら X 値及び については、我が国の電気通信事業法におけるように算定期間の最終年

度において最適な収入を獲得できる水準にではなく((2)式)、算定期間を通じて最適な収入を確保でき

                                                

さて、これ 0P

る水準に設定するという方式を採用している。この場合、算定期間全体を通じた収支の適正性は確保

できるが、最終年度、すなわち、次期の算定期間当初の設定料金が最適性を保てないおそれがある。

事実、最終年度において収入が 5.23%だけ過大となることが見込まれており(表 3)、Postcomm の予想

通り推移した場合、次期のプライスキャップ規制の基準価格の設定において所要のマイナス修正が必

要となるか、あるいは、これにより RMが提供するCategory A および Bのサービスに係る収支が著しく

改善した場合には算定期間途中の規制見直しにつながる可能性が見込まれる。 

 
6   現在進行中であり、2005 年まで継続する RM の経営改善プラン(Renewal Plan)を考慮に入れている。 

7   営業費用、資本費用、設備更新費用を含む。一方、ある期のキャッシュフローはすべてその期の郵便収

入から回収される構造になっているため、政府借入金に対する支払利子は含まない。 

 

    



また、こうして定められたX値は、経済学的な意味の費用概念ではなく、キャッシュフローをべースに

算

(3) プについて 

よってもたらされる料金設定の自由度は、過度あるいは急速なリバランシン

グ

と分析されてい

る

双方にサービスを提供している事業者による料金設定

が

プ規制が所定の効果を達成するためには、基準となる が公正かつ妥当であ

ると保証される必要がある(Loube 1995)。公正・妥当な料金とは、コスト構造に即した料金体系だと考

                                                

出されている。例えば、固定資産は算定期間中に取得されたものについては取得時に取得価格の

全額を計上し、算定期間以前に取得されたものに係る減価償却費は考慮していない。そのため、X 値

によって達成される効率水準の適切性については保証されていないことに注意する必要がある。 

 

サブキャッ

プライスキャップ規制に

を惹起し、その過程で分配上の問題や反競争的行為を帰結する可能性がある8。 

そもそも、プライスキャップ規制は被規制企業の料金水準をラムゼイ価格に導くもの

。しかし、ラムゼイ価格下では必需的であるために価格弾力性が小さい財・サービスの料金に対しよ

り強い上昇圧力が加わるため、社会的な公平性の概念とは相容れない帰結をもたらす。特に、2003

年ライセンスでは、サービス毎の価格を規制する個別プライスキャップに代えて、二つのサービスカテ

ゴリーを合わせて大きなタリフ・バスケットを構築するなど、従前に比して極めて自由度の高いメカニズ

ムを提供しているため、その懸念が高い。そのため、2003 年ライセンスでは、個々のサービスの価格

変動幅に対してサブキャップを設定している。 

さらに、RM のように競争市場と独占市場の

自由になった場合、競争市場において略奪的価格設定を行う懸念もある。そのため、サブキャップ

の水準については、消費者保護という観点に加え、英国の郵便市場における競争導入促進(具体的

には新規参入事業者の保護)という観点も加味されることが必要である。事実、2003 年 9 月現在、英

国においては RM 以外に長期免許を４社が、暫定免許を 7 社が取得しているが、料金規制に服してい

るのは RM だけであり、いわゆる「非対称規制」の状況が現出している。これは、新規事業者の市場シ

ェアが未だ無視できる水準にとどまっていること(2002 年 9 月末で 0.25%[Postcomm, 2003(1), p.62])を

反映している。すなわち、サブキャップにより RM が競争対応目的で行うことが予想されるリバランシン

グの幅に制限が加えられていることは、これら新規事業者によるクリームスキミングの余地を残すとい

う競争促進的な解釈が可能であり、X値の設定において観測されるRM保護措置とのバランスをとった

ものとも考えられる。 

また、プライスキャッ 0P

えられる。Postcommは、2003 年 4 月時点のRMの料金はコストから乖離していると評価しており、その

ため、RM(Consignia)の意向9に沿う形で、サブキャップの例外的措置を定めている(表１注 4 を参照)。 

 
8   「BT は、80 年代後半毎年大幅なリバランシングを実施し、独占的な市内料金の値上げと競争者のいる

9 改善を目的として 1st Class および 2nd Class の料金を各１ペンスずつ

 

表 3 キャッシュフローの見通し 
 
 2003年度 2004年度 2003年度 

 

プライスキャップ下で予想される収入額 £5700m £5692m £5616m 
必要とされるキャッシュフローとの差額 △£315m £57m £279m 
出典：Table 7.14(Postcomm, 2003(1), p.71) 

 

市外料金の値下げを行ったが、これは一般家庭の負担でビジネス顧客の市外通話が優遇されているとの

批判を生んだ。」(山本, 1994, p.54.) 

  Consignia が赤字幅の縮小・収益

値上げしたいという意向を示したのは 2001 年ライセンス発給の直後であったとされている(Marketing Direct, 

2001/5/1)。その後、2001 年 6 月 29 日に消費者グループからの反発に直面し当該要求は一旦取り下げた

ものの(Financial Times, 2001/6/20)、2002 年に入り再度同様の要求を Postcomm に対して行った(Financial

Times, 2002/9/14)。 

 

    



 

(4) 品質の考慮(C ファクター)について 

プライスキャップ規制は被規制者に対し、投資を抑制しサービス品質を下落させる誘因をもたらす。

したがって、公益事業規制においては、料金規制とサービス・スタンダードの規制とは車の両輪のごと

く、相携えて実施されなければ効果を十分に発揮できない(佐々木, 1996)。それゆえ、2003 年ライセン

スにおいては「C ファクター」が導入されており、ライセンスに定められた品質基準の実現度合いにした

がってプライスキャップの水準が調整される。定められた品質水準を満たすことで設定料金を上昇させ

ることができるため、利潤動機に基づき必要な投資水準を確保させる意図がこめられている。加えて、

本ライセンスには、サービス品質が基準を満たさなかった場合の賠償規則(standards of service 

compensation scheme)を制定すべきことが定められている。したがって、RM が最適投資を行うか否か

は、C ファクターと賠償金水準の双方により左右されることになる。 

城所(1995)は、モデル分析により、プライスキャップ規制は品質向上のための投資を過小にするが、

サービス品質に対する利用者の限界評価にあわせてキャップを上下させることにより最適投資水準を

導き得ることを示している。この分析結果を本稿のケースに当てはめると、(賠償規則の影響を加味し

た) Cファクターが郵便サービスの品質に対する利用者の評価を的確に捉えるものであれば、

Postcommの目論見どおりの結果が達成できる10。 

また、Postcomm の報告書では、C ファクター自身で考慮される品質改善(改悪)幅に 5％という限界

が画されていることが、RM の品質改善インセンティブに対して悪影響を及ぼす可能性も指摘されてい

るが、目標とすべき品質基準が毎年上方改訂されること、さらに、賠償規則が存在していることにより、

この点は心配するにあたらないと判断されている。 

 

(5) 投資水準の確保(K ファクター)について 

2003 年ライセンスで設定されるプライスキャップについては、他事業のライセンスでみられるように、

そこからの逸脱をまったく容認しない、あるいは逸脱が必要な場合には別途規制庁の承認を必要とす

る、といったリジッドなものではなく、ある程度の逸脱を予め容認し、その修正方法を事前に定めるとい

う極めてフレキシブルな側面をもっている。これは、前項で論じたものと同じく、RM のサービス品質を

維持するためのメカニズムである。 

そもそものプライスキャップ水準が、RMが所定のサービスを効率的に提供するうえで必要不可欠な

キャッシュフローを確保する水準に定められている以上、実現した加重平均価格がプライスキャップ以

下であることは、必要なキャッシュフローが本年度の営業からは得られず、サービス水準の維持・向上

に必要な投資が行われないことに他ならない。そのため、所定の品質確保のためには、Kファクターに

よって次年度以降に繰越を行うことが合理的ということになる11。また、同様の考慮から、プライスキャ

ップ以上の加重平均価格が実現した場合、それは過大な投資を行ったことを意味するため、次年度以

降の投資額を減少させることで修正を行えば足るというシステムになっている。 

しかしながら、こういった K ファクターを無制限に認めることは、プライスキャップ規制の実効性を無

にしかねず、制度の適切な運用には、RM自身の自己抑制が不可欠である。競争導入が進むにつれ、

RMが利潤追求型に変質することは不可避であると思われるが、その場合、本規制がどのように維持・

変更されていくのかは非常に興味深いといえよう。 

 

 

                                                 
10  但し、住民の限界評価(選好)を捉えることは極めて困難であると考えられるので、最適な結果の実現は

期待薄であるといわざるを得ない。城所(1995)は、代替案としてキャップ水準と投資水準を連動させる方策

(但し、本代替案は公正報酬率規制の場合と同じくコスト削減インセンティブを歪める副次的効果をもつ)を

提案しており、今後の規制改善の方向性として考慮することができよう。 

11  こうした、K ファクターはRMに対するライセンスに特異なものではなく、山本(1994, p.53)にも記されている

とおり水質基準への適合が課題となる水道においても認められている。 

 

    



４ 今後の方向性について 

ライスキャップ規制は、素朴なプライスキャップ制が抱える問題点に対

処

れていない。プライスキャップ規

制

RM 自身の費用情報を利用する「ミックス生産性準拠方式」が採用され

て

段階になれば、サービス間の内部相互補助

が

徴のいくつかについて分析を加えたが、本稿が、今後のわが国

の

 

2003 年ライセンスにおけるプ

するために、さまざまな工夫を盛り込んでいる。そのため、本来のプライスキャップ制のメリットである

情報非対称性の克服や規制コストの軽減を犠牲にしているといわざるを得ない。しかしながら、本規

制の主たる目的が、規制コストの軽減ではなく、あくまで「競争導入により RM の事業環境が激変して

も、既存のユニバーサルサービスの確保に遺漏なきを期す」という点にあると解される以上、

Postcomm にとっては現時点での喫緊の問題点とは看做されまい。 

そもそも、本規制メカニズムは永続的な規制枠組みとしては設計さ

のメカニズムは、独占状態から競争状態へ移行しつつある市場構造に適合した過渡的性格の強い

仕組みであり、競争が十分に進展した場合にはその役目を終えることが望ましいと理解されている(内

閣府 2002(2))。事実、2003年ライセンスにおいてもプライスキャップ規制は3年後の見直しを予定して

いるという意味できわめて暫定色の強いものとして取り扱われている。そのため、RM に対する保護的

姿勢の見直しが将来的に迫られる事態もありえよう。その場合、現行規制は少なくとも以下の二点に

ついて再検討の余地がある。 

まず、X 値の算出方式として

いるが、市場開放が進むにつれ、X 値算出プロセスの透明性、第三者からの検証可能性が現在以

上に求められる可能性が考えられる。その場合、RM の内部情報に寄らざるを得ない現行方式ではな

く、公開情報から計測可能な全要素生産性を利用したり、あるいはヤードスティック査定の考え方を援

用して包絡分析法(DEA)によって算出される効率値を利用したり(適用事例については刀根[2001]を参

照のこと)することが必要となっていくことが考えられる。 

第二に、RM を巻き込んだ実質的な競争状況が生じる

問題になる。もちろん、その対処を Postcomm による料金規制のみに委ねる必要はなく、実務的に

は競争委員会の手をも煩わせることになろうが、プライスキャップ規制においても、タリフ・バスケットを

細分化するか、サブ・バスケットに分割し、きめ細かなプライスキャップを設定することを考慮すること

が必要になろう。もちろん、リバランシングに一定の制約を加えるサブキャップの強化も選択肢とはなり

うるが、サブキャップは事業者自身の経営自由度を狭めるため、競争制約的な効果を持ちうるから、

その使用には注意する必要がある。 

以上、RM に対する新料金規制の特

郵便市場における規制のあり方を議論するための参考資料となれば幸いである。 
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