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杉浦 譲
ゆずる

（写真）

杉浦譲は、英国出張を命じられた前島密の後任として駅逓権正となりました。
前島が郵便創業の文書を立案した直後の交代であったために、杉浦は決裁を受
けるための立案文書の修正や、その後の具体的な郵便規則類の整備、郵便切手の
製造、郵便役所及び郵便取扱所の設置、ポストの設置、職員の採用及び配置、郵
便用備品及び消耗品の調達など郵便開業に向けての準備作業を行い、明治４年３
月１日（新暦４月２０日）に郵便をスタートさせました。
杉浦は前島と同じく幕府出身で、前島より２ヶ月遅れで民部省改正掛に採用と
なっています。幕臣時代は外国奉行所に勤務し、文久３年（１８６３）に横浜鎖港使
節随員、さらに慶応３年（１８６７）にパリ万国博覧会使節随員として２度フランス
に渡っています。途中エジプトに立ち寄り、ピラミッドとスフィンクスを侍姿で
最初に見た日本人となりました。
この写真は、１８６４年（３０歳）の時にフランスのマルセイユで撮影したものです。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内　沼津　黄昏図

満月の浮かんだ秋の黄昏に、木瀬川沿いの寂しい道を沼津の宿へと急ぐ旅人の姿が描

かれている。旅人は母子連れの巡礼と天狗（猿田彦）の面を背負い四国の讃岐へと向か

う金毘羅参りの行者である。

（附属資料館　井上卓朗）

ていぱーく所蔵資料紹介◯26
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現在の情報技術の進展は急速である。情報技術を使いこなす知識や技能もたちまち

にして変化する。情報時代に生活する人達にとって知識は学校で教わるものではなく、

日々自らが修得してゆかなければならないものになっている。現代の若者にはその点

においてすばらしい能力を持っているものが多い。永年大学の教師をしていると、教

師が少し教えただけで、たちまち教師を越える学生は当然のことであるが当たり前で

ある。キーボードを扱うような基本能力はもとより、プログラミングのスピードも若

い者は優れている。新しいプログラム・パラダイムを身に付ける能力も若年層には有

利である。

学問の分野の中には５０年までの知識が今でも最も役に立つ知識だという分野も少な

くない。エネルギー問題の基本は１００年以上も前に確立した熱力学の知識を基礎にし

なければ、皮相的な議論になり勝ちであり、そうした伝統学問の重要さは現在も変わ

りない。そうした学問分野の先生方は、自分が昔身に付けた知識を基本にいつでも自

信を持って若い人達に説教できる。ところが、情報の分野では５０年前の学問は昔話に

過ぎないことも少なくない。そういう時には伝統的学問分野の老先生達がうらやまし

くなることもある。こういう分野の大家達が、自分達が昔学んだ学問が、永続的に学

び続けられるべき学問だと思ってしまうこともありがちである。

最近、若い人達の学力の低下が問題になることがある。これには複雑な要因がある

ことは間違いのないところであるが、情報社会に向けて必要となる能力、知識と、伝

統的に必要と考えられた学力とのギャップもあるのではないかと思えてならない。昔

教育を受けた世代でも漢字を書く能力は急速に低下している。これは文章を書くとき

にワープロを使う環境では当然のことであろう。その代わりとして、より役に立つ能

力は漢字を読む能力、できれば、第２水準のカナ変換では簡単に出て来ない文字を探

す能力が求められることになる。分数が扱えない子供が増えているという話もある。

分数は考え方としては重要かも知れないが、数の表現としては計算機では簡単には扱

えない。

情報時代の学力

中央大学教授　　齊藤　忠夫

巻 頭 言
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１０進法の世界では１０の約数である５と２以外の因数を含む数で１を除せば、循環小数

になってしまうことを考えれば、分数は便利ではあるが、２進法の世界では状況は異

なる。重要なのは丸めと有効数字の考え方であろう。

若い人達には、これからの生活に役に立つ能力に対しては積極的に学習意欲はわく

かもしれないが、昔は大切であっても今はあまり役に立たないことであれば、意欲的

に取り組まなくなるのはむしろ健全なことである。

こうした変化に現在の教育体系がどれだけ前向きに取り組んでいるかについては、

分野によるバラツキが感じられる。文系の分野は社会の変化に対応する考えが伝統的

にあるが、自然科学系の分野では真理は真理という保守的な傾向が強いような気もす

るときがある。

情報社会の到来といわれて久しい。農業社会では富の源泉が農産物であり、工業社

会では富は主として工業製品によって生み出された。その変革期には先進国をめざし

てその社会の全ての様相が変化した。産業の形態が変化するのは当然として、家族構

成も、人口の地理的分布も、政治形態も変化した。教育内容はその社会に求められる

人材の育成をめざして変化した。

工業による経済成長が資源の点でも環境の点でも限界に達した今日、経済成長を支

える可能性のある唯一の技術が情報技術であるという認識が、情報社会という用語へ

の期待である。情報技術に対する期待と失望の交錯は繰り返しているが、その中で

GDPに占める情報産業の割合が着実に増大しているのが、工業社会から情報社会への

変革期としての現代の位置付けである。

情報社会に求められる人材像もそれが安定した理解に達するには時間がかかろう。

伝統的学力の考え方から見て現在の若者の学力が低下しているという議論を出発点と

して、これからはどのような学力が求められ、それを組織的に養成してゆくためには

何をすれば良いのかを考え、幼稚園から大学に至るまでの教育の内容を見直す努力が

今求められているのではあるまいか。



はじめに

海外では英国のDirect Mail Information Serviceが

１９９３年よりＤＭレスポンス率調査１）を行ってい

るが、日本ではこれまでこのような調査が行われ

公表された例はないようである。

レスポンス率（反応率）は企業の内部情報であ

り、無作為抽出法によるアンケート調査では十分

なデータが回収しにくいことから、郵政事業庁と

社団法人日本ダイレクト・メール協会共催の全日

本ＤＭ大賞２）応募者を対象としてレスポンス率と

その向上策について、アンケート調査を実施した。

１　調査目的

広告効果を測定できることがＤＭの利点の１つ

であり、ＤＭキャンペーンが成功したかどうかは

レスポンス率で測定できる。レスポンス率は、商

品内容、送付先、データベースの品質等様々な要

素によって決まるわけであるが、どのような工夫

をすれば、レスポンス率が向上できるのかを明ら
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郵政事業庁と社団法人日本ダイレクト・メール協会共催の第１５回全日本ＤＭ大賞応募

者を対象としてレスポンス率（反応率）とその向上策について、アンケート調査を実施

した。レスポンス率を把握している３１１サンプルの平均レスポンス率は１４．５％、３０％超の

レスポンス率を除いた平均値では８．９％、５０％超を除いた平均値では１０．８％となった。

このうち、今回のレスポンス率が当初の予測と比べ「高かった」と回答した方にその

理由を尋ねたところ、「顧客に見合った商品を掲載したから」が３８．１％で最も多く、「送

付先を絞りに絞り込んだから」が３１．０％、「特典を充実させたから」、「文面を工夫したか

ら」が共に２８．６％と続き、この結果からレスポンス率の向上に有効な方法を推察すれば、

ＤＭの基本とも言える「興味と感動を与えつつ、顧客が欲しいと思う情報を欲しいと思

う相手に提供すること」に行き着くと思われる。

調査研究論文

ダイレクト・メール（ＤＭ）レスポンス率調査

第一経営経済研究部研究官 延原　泰生
第一経営経済研究部　　　 松田　桃子

［要約］

１）英国の代表的業種を抽出し、電話インタビューにより１９９８年１２月から１９９９年２月までの間の１，２９１件のキャンペーン情報を
集め、業種別レスポンス率等を集計。最新の調査結果は「Response Rates Survey１９９９」で紹介されており、平均レスポンス
率は１１．０％、５０％超を除外した平均値は８．９％、３０％超を除外した平均値は６．９％と公表されている（http//www.dmis.co.uk）。

２）わが国唯一のDM作品コンテストである。DMの企画・表現技術の向上を通じて、DMが一層有用なものとして親しまれると
ともに、DMの健全な普及・発展に資することを目的として１９８６年から開始された。作品応募の際に、業種、DM目的、レ
スポンス率等を申込書に記載していただいている。



かにするとともに、レスポンス率データを分析す

ることにより、今後のＤＭの効果的な差出方法の

参考になることを目的とする。

２　調査概要

２．１　調査対象者

第１５回全日本ＤＭ大賞（平成１１年１０月から平成

１２年９月までに制作され、実際にＤＭとして使用

された作品を対象）に応募された方を対象として、

応募作品のレスポンス率等を調査した。

２．２　調査数

２，７８８社（有効回収数４６５、回収率１６．７％）

２．３　調査方法

郵送調査法

２．４　調査実施時期

平成１３年２月２１日～３月５日

２．５　調査項目

ＤＭ作成プランの流れに沿って、「何を」、「何

通くらい」、「何の目的で」、「誰に」、「いつ」、「ど

のような形で」送った結果、「どうなったか」と

いう質問構成とした。

具体的な質問項目は、以下のとおりである。

①　ＤＭに掲載した商品・サービス

②　１回当たりの発送通数

③　ＤＭの主な目的

④　ＤＭキャンペーンに合わせた他の広告媒体の

利用状況

⑤　主なターゲット、顧客の絞込方法、データベー

ス（情報源）の利活用

⑥　発送時期

⑦　ＤＭの内容で特に工夫した点

⑧　ＤＭの外形で特に工夫した点

⑨　特典内容

⑩　レスポンス率

３　アンケート調査実施に当たっての問題意識

平成１１年１１月に郵政研究所で実施した「小規模

事業所におけるダイレクト・メールの利用に関す

るアンケート調査３）」の中で、レスポンス率を高

めるための工夫を尋ねたところ、「顧客を絞り込

み、訴求対象を厳選する」が５７．８％で最も多く、

「季節・歳時、顧客のライフステージなどに合わ

せて送付する」が３３．３％、「割引購入券などでき

るだけ多く特典をつける」が２６．７％、「魅力的な

フェア・イベントを同時に開催する」が２４．４％で

続く。このことから、レスポンス率の高いＤＭは、

送付先、特典等に違いがあるのではないかと推測

しつつ質問・選択肢を作成した。

４　ＤＭレスポンス率とその向上策

４．１　ＤＭレスポンス率

ＤＭレスポンス率４）を尋ねたところ、回答数

４６５のうち「把握していない」が３３．１％あった。

レスポンス率を把握している３１１サンプルの平均

レスポンス率は１４．５％（標準偏差１８．５）、３０％超

のレスポンス率を除いた平均値では８．９％、５０％

超を除いた平均値では１０．８％となった。

頻度別でみると、最も多い頻度が「０～５％以

下」の１２９で全回答数３１３の４１．２％を占める（図表

１参照）。
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３）対象地域は東京都、対象者は従業員数５～２９名の小売業とサービス業を行う事業所、調査期間は平成１１年１１月～１２月、有効
回収数１１０（回収率２２．０％）。

４）レスポンス率（％）＝反応数÷発送数×１００とした。小数点第１位まで記入してもらったが、そこまでわからない場合には、
整数又は３～５％のように一定の範囲内で記入してもらった。



５　ＤＭに掲載した商品・サービス（業種）は何で

したか

ＤＭに掲載した商品・サービスを尋ねたところ、

構成比では「食品」が１５．５％で最も多く、「衣料

品」が１１．３％、「通信販売(産地直送含む)」が１０．６％

で続く（図表４参照）。

商品・サービス別レスポンス率については、

「食品」、「衣料品」、「通信販売」以外は十分なデ

ータ数がないため、小売業、サービス業、その他

に分類した。（図表５参照）。

４．２　当初予想のレスポンス率と比べ高かったか

今回のレスポンス率が当初の予測と比べ高かっ

たかどうかを尋ねたところ、構成比では「高かっ

た」が１３．５％、「低かった」が２７．４％、「ほぼ予想

どおり」が５９．０％である。それぞれの平均レスポ

ンス率をみると、「高かった」が２５．３％、「低かっ

た」が６．４％、「ほぼ予想どおり」が１５．９％である

（図表２参照）。

４．３　当初の予想より高かった理由は何か

当初の予想よりレスポンス率が「高かった」と

回答した方にその理由を尋ねたところ、「顧客に

見合った商品を掲載したから」が３８．１％で最も多

く、「送付先を絞りに絞り込んだから」が３１．０％、

「特典を充実させたから」、「文面を工夫したから」

が共に２８．６％と続く（図表３参照）。

この結果からレスポンス率の向上に有効な方法

を推察すれば、ＤＭの基本とも言える「興味と感

動を与えつつ、顧客が欲しいと思う情報を欲しい

と思う相手に提供すること」に行き着くと思われ

る。
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図表１　ＤＭレスポンス率度数分布（SA、回答数３１３）

構成比 平均レスポンス率

高 か っ た（Ｎ＝４２） １３．５ ２５．３

低 か っ た（Ｎ＝８５） ２７．４ ６．４

ほぼ予想どおり（Ｎ＝１８３） ５９．０ １５．９

図表２　当初予想のレスポンス率より高かったか

（SA、回答数３１０） （%）
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図表３　当初予測したレスポンス率より高かった理由（MA、回答数４２）

図表４　ＤＭに掲載した商品・サービス（業種）構成比（SA、回答数３１０）



６　ＤＭの主な目的は何でしたか

ＤＭの主な目的を尋ねたところ、構成比では

「商品販売・受注確保」が４１．５％、「来場・来店の告

知」が２５．７％、「既存顧客の育成・維持」が１４．５％、

「新規顧客の獲得」が６．１％、「新商品・サービスの

告知」が５．５％となった（図表６参照）。

主要目的別の平均レスポンス率をみると、「既

存顧客の育成・維持」が１７．４％で最も多く、「来

場・来店の告知」が１４．４％、「商品販売・受注確

保」が１３．４％と続く。（図表７参照）

郵政研究所月報 ２００１．５ 8

全体平均 ３０％超を除外 ５０％超を除外

食品（Ｎ＝４８） ２０．１ １０．８ １５．８

衣料品（Ｎ＝３５) １２．５ １１．５ １２．５

通信販売（産地直送含む）（Ｎ＝３３） １０．４ ９．４ １０．４

小売業（Ｎ＝６４） １１．５ ８．４ ９．７

サービス業（Ｎ＝６４） １４．１ ７．０ ７．６

その他（Ｎ＝６６） １６．９ ８．０ １０．９

図表５　ＤＭ掲載の商品・サービス（業種）別平均レスポンス率

（SA、回答数３１０）（％）

図表７　ＤＭ主要目的別平均レスポンス率

（SA、回答数３１１）（％）

図表６　ＤＭ主要目的別構成比（SA、回答数３１１）

注：「新規顧客の獲得」、「新商品・サービスの告知」はデータ数が少ないものの参考値として掲載した。
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全体平均 ３０％超を除外 ５０％超を除外

既存顧客の育成・維持（Ｎ＝４５） １７．４ １０．０ １２．６

来場・来店の告知（Ｎ＝８０） １４．４ ９．５ １０．７

商品販売・受注確保（Ｎ＝２９） １３．４ ９．５ １０．８

新規顧客の獲得（Ｎ＝１９） ６．９ ３．３ ６．９

新商品・サービスの告知（Ｎ＝１７） １５．７ ８．９ １２．０

その他（Ｎ＝２１） ２０．５ ５．３ ９．４



７　主なターゲットは誰でしたか

７．１　主なターゲット別レスポンス率

主なターゲット別平均レスポンス率をみると、

「上顧客５）」が１８．１％で最も多く、「すべての顧客」

が１５．８％、「新しい顧客・見込客」が４．８％と続き、

「上顧客」や「すべての顧客」と比べ、「新しい顧

客・見込客」の場合にはレスポンス率が低調であ

り、新規顧客の開拓が難しいことを示唆している

（図表８参照）。

「上顧客」と「すべての顧客」の分散と平均値

の違いを検定すると、「上顧客」の分散３１１．４、「す

べての顧客」の分散４５８．６であり、Ｆ検定

０．０４＜α=０．０５で「分散は等しい」という帰無仮説は

棄却され「分散は等しくない」という結果となった。

平均値については、統計検定量ｔ＝０．３８＞０．０５

で「平均値に差がない」という帰無仮説は棄却さ

れない。

レスポンス率の累積頻度をみても、「上顧客」

と「すべての顧客」のデータの散らばりに差異が

みられる。（図表９参照）。
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図表８　主なターゲット別平均レスポンス率

（SA、回答数３０８） （％）
全体平均 ３０％超を除外 ５０％超を除外

上顧客（Ｎ＝１０５） １８．１ １２．７ １４．８

すべての顧客（Ｎ＝１２３） １５．８ ８．２ ９．９

新しい顧客・見込客（Ｎ＝５２） ４．８ ４．１ ４．８

その他（Ｎ＝２８） １４．１ ７．７ １１．６

５）上顧客の定義は各社ごとに異なるので､アンケート調査票では上顧客とはいわゆるお得意様、固定客とした。

図表９　主なターゲット別レスポンス率累積頻度（SA､Ｎ＝２８４）



７．２　どのような条件で顧客を絞り込みましたか

どのような条件で顧客を絞り込んだのかを尋ね

たところ、「上顧客」の場合には「過去の取引デー

タ」が８９．７％で最も多く、「商圏」が１３．１％、「年

齢」が３．７％と続き、９割弱が過去の取引データ

により上顧客を選定している。「すべての顧客」

の場合にも「過去の取引データ」が７６．０％で最も

多く、「商圏」が２０．８％、「年齢」が８．８％と続き、

ほぼ８割弱が過去の取引データを活用しつつ商圏

や年齢等属性も組み合わせ選定している。

他方、「新しい顧客・見込客」の場合には「商

圏」が４０．４％で最も多く、「過去の取引データ」

が３６．５％、「年齢」が２１．２％と続き、過去の取引

データに加え、商圏や年齢、職業等を組み合わせ

選定している（図表１０参照）。
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図表１０ 顧客の絞込条件（ＭＡ、回答数２３２） （％）

過去の取
引データ 商 圏 年 齢 性 別 職 業 既婚・

未婚 その他

上顧客（Ｎ＝１０７） ８９．７ １３．１ ３．７ ２．８ ０．９ ０．０ ６．５

すべての顧客（Ｎ＝１２５） ７６．０ ２０．８ ８．８ ２．４ ４．０ ０．０ １０．４

新しい顧客･見込客（Ｎ＝５２） ３６．５ ４０．４ ２１．２ １１．５ １９．２ ０．０ １９．２

その他（Ｎ＝２９） ６９．０ ２０．７ １７．２ ６．９ ６．９ ０．０ ２０．７

家 族
構 成

０．０

０．８

１．９

０．０

趣 味

２．８

３．２

５．８

０．０

年 収

０．９

０．０

１．９

３．４



７．３　どのデータベース（情報源）を利活用しま

したか

どのデータベース（情報源）を利活用して顧客

を選定したかを尋ねたところ、「上顧客」及び

「すべての顧客」ともに「自社の顧客リストです

べて対応」が最も多く、「自社の顧客リストを主

に利用」が続き、「外部業者の顧客リスト」はほ

とんど利活用していないことが伺える。他方、

「新しい顧客・見込客」については、自社の顧客

リストだけでなく、外部業者の顧客リストも利活

用していることが伺える（図表１１参照）。

データベース別レスポンス率をみると、「自社

の顧客リストですべて対応」が１５．０％で最も多く、

「自社の顧客リストを主に利用」が１２．６％と続く。

外部業者の顧客リストを利用する場合については、

十分なサンプル数がないものの、自社の顧客リス

トで対応した場合と比べレスポンス率が低い傾向

にあると推測される（図表１２参照）。
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図表１１ データベースの利活用（ＳＡ、回答数３０８） （％）

図表１２ データベース別レスポンス率（ＳＡ、回答数３０７） （％）

自社の顧客リスト
で す べ て 対 応

（Ｎ＝２２１）

外部業者の顧客リ
ストですべて対応

（Ｎ＝８）

自社の顧客リスト
を 主 に 利 用

（Ｎ＝５６）

外部業者の顧客リ
ストを主に利用

（Ｎ＝１３）
そ の 他（Ｎ＝９）

１５．０ ６．５ １２．６ ３．５ ２９．５



８　他の広告媒体を利用しましたか

ＤＭキャンペーンに合わせて、他の広告媒体を

利用したかどうかを尋ねたところ、「併用しなかっ

た（ＤＭのみ）」が３６．５％であった。併用した場

合については、「電話によるフォロー」が２０．３％

で最も多く、「インターネットのホームページ」

が２０．０％、「販売員によるフォロー」が１９．０％、

「新聞折込チラシ」が１７．４％と続く（図表１３参照）。

「併用しなかった」場合の平均レスポンス率は

１３．７％、「併用した」場合のそれは１５．０％であり、

併用有無によってレスポンス率に大きな差異はみ

られない（図表14参照）。

「併用しなかった」と「併用した」場合の分散

と平均値の違いを検定すると、「併用しなかった」

の分散３９１．１、「併用した」の分散２６５．７であり、

Ｆ検定０．００２＜α＝０．０５で「分散は等しい」とい

う帰無仮説は棄却され「分散は等しくない」とい

う結果となった。平均値については、統計検定量

ｔ＝０．６７＞０．０５で「平均値に差がない」という帰

無仮説は棄却されない。
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図表１３ 他の広告媒体の併用状況（ＭＡ、回答数３１０） （％）

図表１４ 他の広告媒体併用有無と平均レスポンス率（ＳＡ、回答数３１２） （％）

全体平均 ３０％超を除外 ５０％超を除外

併用しなかった（Ｎ＝１１３） １３．７ ９．７ １１．５

併用した（Ｎ＝１９９） １５．０ ８．４ １０．５



９　どのような特典をつけたか

顧客別にどのような特典をつけたかをみると、上

顧客の場合には「特典はつけなかった」が１８．７％で

あり、約８割が「無料プレゼント・サービス」、

「割引券・金券」等特典をつけており、すべての

顧客や新しい顧客・見込客に比べ、特典付与が高

いことが伺える（図表１５参照）。

「特典あり」の場合の平均レスポンス率は１４．９％、

10 ＤＭ内容で特に工夫した点は何でしたか

顧客別に工夫した点をみると、上顧客の場合に

は「特別な顧客だけに特別な情報（お得な情報）

を提供したことを強調した」が５４．２％で最も多く、

「特別な顧客」であることを強調していることが

伺える。すべての顧客の場合には「商品や販売期

間を限定した」が３６．０％で最も多く、「セールス

「特典なし」の場合のそれは１３．８％となり、両者

の平均レスポンス率には大きな差異はみられない

（図表１６参照）。「特典あり」と「特典なし」の場

合の分散と平均値の違いを検定すると、「特典あ

り」の分散が３１８．２、「特典なし」の分散が４０５．５

であり、Ｆ検定０．１５＜α＝０．０５で「分散は等しい」

という帰無仮説は棄却されない。平均値について

も、統計検定量ｔ＝０．６３＞０．０５で「平均値に差が

ない」という帰無仮説は棄却されない。

ポイントを明確にし訴求した」が３４．４％で続き、

「商品の良さ」を訴求していることが伺える。新

しい顧客・見込客の場合には「セールスポイント

を明確にし訴求した」が４４．２％で最も多く、「キ

ャッチコピーで注目を引くようにした」が３０．８％

と続き、まずは注目してもらえるよう「商品コン

セプト」を訴求していることが伺える（図表１７参

照）。
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図表１５ 特典付与状況（ＭＡ、回答数３１１） （％）

図表１６ 特典有無と平均レスポンス率（ＳＡ、回答数３１３） （％）

全　　体 上　顧　客
（再掲､Ｎ＝１０７）

すべての顧客
（再掲､Ｎ＝１２５）

新しい顧客・見込客
（再掲､Ｎ＝５２）

無料プレゼント・サービス ２７．０ ３１．８ ２１．６ ２８．８

割引券・金券 ２３．８ ２９．０ ２３．２ １３．５

抽選プレゼント １１．９ １９．６ ７．２ １１．５

ポイント・カード等のポイント倍増 ７．７ １４．０ ５．６ １．９

無料商品サンプル ３．９ ３．７ ４．０ ３．８

キャッシュ・バック（返金） ２．９ ３．７ ３．２ ０．０

オープン懸賞 ２．３ １．９ ０．８ ７．７

その他特典 １６．４ ２０．６ １４．４ ９．６

特典はつけなかった ３０．９ １８．７ ３９．２ ４０．４

全体平均 ３０％超を除外 ５０％超を除外

特典をつけた（Ｎ＝２１７） １４．９ ９．３ １１．５

特典をつけなかった（Ｎ＝９６） １３．８ ８．１ ９．４



11 ＤＭの外形で特に工夫した点

ＤＭの外形で特に工夫した点をみると、「注目

や関心を引くデザインにした」が３８．４％で最も多

く、「開封率をあげる工夫をした(小窓から中身の

一部を見せる等)」が１９．４％、「料金別後納印部分

に広告を掲載した」が１８．４％と続く（図表１８参照）。

顧客別にみると、上顧客とすべての顧客の場合

には「注目や関心を引くデザインにした」が最も多

く、同じような傾向である。新しい顧客・見込客の

場合には「開封率をあげる工夫をした」が４４．２％で

最も多く、まずは開封してもらうことに配慮して

いる。
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図表１７ ＤＭ内容で特に工夫した点（３つまで選択、回答数３１０） （％）

図表１８ ＤＭの外形で特に工夫した内容で（３つまで選択、回答数３１０） （％）

工夫した点 全　　体 上　顧　客
（再掲､Ｎ＝１０７）

すべての顧客
（再掲､Ｎ＝１２５）

新しい顧客・見込客
（再掲､Ｎ＝５２）

特別な顧客だけに特別な情報（お得な情報）を提供したことを強調した ３８．７ ５４．２ ２４．８ ３６．５

商品や販売期間を限定した ３７．１ ４１．１ ３６．０ ２８．８

セールスポイントを明確にし訴求した ３４．８ ３４．６ ３４．４ ４４．２

キャッチコピーで注目を引くようにした １９．７ １５．０ １９．２ ３０．８

申込方法を単純でわかりやすくした ８．１ ５．６ ８．８ ９．６

担当者が心を込め手書きのメッセージを書き添えた ８．１ ８．４ ８．８ ５．８

そ　の　他 ８．４ ７．５ ８．０ ９．６

特 に な い ３．５ ４．７ ３．２ ３．８

工夫した点 全　　体 上　顧　客
（再掲､Ｎ＝１０７）

すべての顧客
（再掲､Ｎ＝１２５）

新しい顧客・見込客
（再掲､Ｎ＝５２）

注目や関心を引くデザインにした ３８．４ ３６．４ ４１．６ ３８．４

開封率をあげる工夫をした（小窓から中身の一部を見せる等） １９．４ １９．６ １７．６ ４４．２

料金別後納印部分に広告を掲載した １８．４ １９．６ １６．８ ２１．３

封筒・はがきの形状を斬新なものにした ８．１ ９．３ ９．６ ３．８

商品に合った素材（紙質）を使った ５．８ ６．５ ４．８ ７．７

そ　の　他 ９．４ ９．３ １１．２ ３．８

特 に な い ２９．４ ３０．８ ２８．８ ２１．２

写真やイラストを豊富に使った ２６．８ ２２．４ ３３．６ ２５．０

パーソナル（私信）化に努めた（個人名の印字等） ５．８ ９．３ ４．０ ５．８

売り込み色を抑え、感謝の気持ちを伝えるようにした １５．８ １５．０ １９．２ ７．７

顧客のプライバシーに立ち入り過ぎないよう配慮した １．９ １．９ １．６ １．９



12 いつ送りましたか

ＤＭを送った時期を尋ねたところ、「イベント

やセールの開催に合わせて」が４４．６％で最も多く、

「シリーズ化し定期的に」が１４．１％、「お中元・お

歳暮の時期に」が１３．４％と続く（図表１９参照）。

発送時期別レスポンス率をみると、「シリーズ

化し定期的に」が１７．９％で最も多く、「お中元・

お歳暮の時期に」が１４．９％、「イベントやセール

の開催に合わせて」が１２．５％と続く（図表２０参照）。
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図表１９ ＤＭを発送した時期（ＳＡ、回答数３０５）

図表２０ 発送時期別レスポンス率（ＳＡ、回答数３０７） （％）

全体平均 ３０％超を除外 ５０％超を除外

シリーズ化し定期的に（Ｎ＝４５） １７．９ ９．４ １０．２

お中元・お歳暮の時期に（Ｎ＝４１） １４．９ １０．５ １１．８

イベントやセールの開催に合わせて（Ｎ＝１３６） １２．５ ８．５ １１．０

その他（Ｎ＝８５） １４．８ ８．５ １０．１



13 １回当たりの発送通数は何通くらいでしたか

１回当たりの発送通数別レスポンス率をみると、

「５００通未満」（２０．２％）が最も多く、「５００通～１，０００

ま　と　め

個別の商品・サービス別レスポンス率データに

ついては、調査数が十分でないため、個別のレス

ポンス率を把握することができなかったが、これ

まで散逸的にしか把握できなかったレスポンス率

データを集約することができたのは収穫であった。

参考文献

「ＤＭ年鑑２０００」、「ＤＭ年鑑‘９９」（社団法人日本ダイレクト・メール協会）

「ＤＭ ＮＯＷ ２０００ Ｖｏｌ．１，２，３」（社団法人日本ダイレクト・メール協会）

「効果がすごい「パワーＤＭ」の作り方」（有田　昇、中経出版）

「ワン・トゥ・ワン　マーケティング」（服部　隆幸、ＰＨＰ研究所）

「Response Rates Survey１９９９」（Direct Mail Information Service）

ただし、調査対象が全日本ＤＭ大賞応募作品であ

り、企画力のあるＤＭが多いと思われることから、

割り引いて考える必要があると思われる。

ＤＭレスポンス率を高めるための基本は、「興

味と感動を与えつつ、顧客が欲しいと思う情報を

欲しいと思う相手に提供すること」であり、ＤＭ

の基本原則を忠実に実施することにあると言える。

通」（１７．１％）「１０，０００通～５０，０００通未満」（１５．６％）

と続く（図表２１参照）。１回当たりの発送通数と

レスポンス率の間には相関関係はみられない。
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図表２１ １回当たりの発送通数別レスポンス率（ＳＡ、回答数３１２）
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１．はじめに

インターネットの普及やＩＴ革命の波への乗り

遅れが危惧されたわが国は、政府をはじめとして

ようやくＩＴ革命への取り組みを開始したところ

である。しかしアメリカではすでに、ネット関連

やハイテク株の下落、いわゆるネットバブルの崩

壊が生じ、これが背景となってニューエコノミー

やＩＴ革命の終息論が興っている。昨年夏以来の

日本景気の急速な悪化も、この流れを受けた日本

でのミニ・ネットバブルの破裂が原因と解釈でき

る。このような世界の状況を見ると、ＩＴ革命は

一区切りをつけ、終息したとの感がある。

わが国のＩＴ革命への取り組みはこのような時

期と重なったが、その先行きが危ぶまれる。しか

し、ＩＴ革命は一過性の現象でなく、１８世紀の産

業革命のように世紀を越えて継続するものであり、

２１世紀を通じて社会経済が転換していく原動力であ

ることには間違いない。遅れて始まる日本のＩＴ革

命も、単に米国の後追いでなく、ＩＴ革命の次の第

２ラウンドを見据えてものでなければならない。

今回は前回までの議論を踏まえつつ、ＩＴ革命

の日米間での時間的なズレはなぜ生じたのか、ＩＴ

革命により生まれたアメリカのニューエコノミー

とは何であったのか、それはなぜ終焉を迎えてい

るのか、さらに今後のＩＴ革命の行方と日本の戦

略について考えてみたい。

２．市場経済の類型とＩＴ

９０年代におけるニューエコノミーのアメリカ経

済と「失われた１０年」の日本経済、両国の明暗を

分けたのは、ＩＴ革命への対応の成功と失敗であ

った。なぜ両国でこうした格差が生じたか、ＩＴ

が市場経済に対してもつ意味から考えてみよう。

旧社会主義経済の崩壊が示しているように、豊

かな社会での高度化し多様化した人々の要求を満

たすためには何らかの形で市場経済に依らざるを

得ない。しかしその市場経済は、日本経済、アメ

リカ経済、あるいはドイツ経済とそれぞれ異り、

国の数だけ市場経済の類型は存在するといってよ

い。ところが典型的な市場経済なら一つしかない

はずである。ミクロ経済学の教科書に描かれてい

る市場経済がそれである。

しかし、現実の市場経済はなぜこれほど様々な

類型があるのか。その理由は市場が容易には機能

しないという点にある。市場が円滑に機能し、高

いパフォーマンスを実現するには、きわめて多く

の条件が満たされる必要がある。近年の「規制緩

和」というスローガンは、規制を撤廃して自由放

任にすれば、それだけでただちに市場経済が立ち

上がり、活性化しうるかの印象を与えるきらいが

ある。しかしそれが正しければ、文字どおり政府

は何もしなくてもよいのであり、低開発国問題と

いうものは存在しない。現実は逆であり、容易に

第一ラウンドが終わったＩＴ革命

京都教育大学教授　　田岡　文夫

視 　 点



は機能しない市場をなんとかうまく機能させるた

めに様々の工夫が必要となる。各国は歴史的ある

いは文化的な固有の条件に応じて市場を補完する

仕組みを形成してきて、これが各国市場経済の相

違となって現れている。

それでは市場はなぜ容易に機能しないのであろ

うか。市場が効率的に機能し、本来の成果をあげ

るにはいわゆる完全競争はじめ多くの条件の成立

が必要であるが、なかでも重要であるのが情報の

完全性である。それは、市場の参加者は取引相手

や取引される商品の価値と品質について完全な情

報をあらかじめ持つことを意味する。しかし現実

にはそのようなことはありえず、市場取引を実行

するには、こうした情報の取得をはじめとする

様々な取引費用を負担しなければならない。現実

の市場経済には、一見不合理とも見える制度や習

慣がしばしば見受けられるが、それらの多くは現

実の市場取引に付随する様々の取引費用を回避し、

軽減するための仕組みであることは、Ｒ．コースの

議論以来、よく知られている。つまり、典型的な

理念型としての市場経済は一つであるとしても、

現実に機能している市場経済はこのような取引費

用を回避するための仕組みにより多くの変種が存

在するのである。

日米の経済システムの違いは、この視点に立つ

と次のように要約できる。日本的経済システムと

は、すでに検討したように取引費用を回避するた

めに、市場に代わる制度や仕組みを比較的多く導

入し形成されたシステムである。これに対して、

アメリカ経済は市場経済本来の姿を維持し、取引

費用を負担しながらも市場での競争原理を尊重す

るタイプである。近年のＩＴの飛躍的な進歩は、

情報取得に必要な時間やコストを著しく削減して

いる。つまり、ＩＴは市場における情報の不完全

性を改善し、市場機能を強化するように作用して

いる。したがって、市場を尊重する度合のより高

いアメリカ経済は、日本経済に比べてその恩恵を

より多く享受することができる。しかもアメリカ

の企業や政府はそのことを速やかに察知し、ＩＴ

革命を推進することでニューエコノミーを切り開

いたのである。２０世紀最後の１０年における日米経

済の明暗は、まずこのように説明できるであろう。

３．アメリカ経済とＩＴ革命

アメリカが世界に先駆けてこうしたＩＴ革命を

推進することができたのはなぜであろうか。一つ

には、アメリカにおいてインターネットがすでに

高い普及率に達していたことがあげられる。また、

最も効率的な資本市場や流動的な労働市場が存在

し、有望と考えられるところに資金や労働を速や

かに移転しうる土壌が具わっていた点も無視でき

ない。しかしより重要な要因として、斬新なアイ

デアを速やかに実用化することのできるアメリカ

経済の柔軟な体質的特性をあげなければならない。

たとえば、人間関係や従来からの取引関係といっ

た過去のしがらみに比較的拘束されることなく、

必要なときに適切な相手と自在にネットワークを

組むことができる。アメリカ経済のもつこうした

一面がもたらした新しい生産モードとして、小企

業間のネットワーク型結合がある。アメリカ経済

のネットワークの経済性を高めるものとして注目

されている。

ネットワーク型結合では、独自の強力な専門分

野を持つ小企業が、分野を異にする同様の小企業

数社とＩＴによってビジネス・ネットワークを構

築する。これと対比されるのは、ゼネコン、総合

商社、総合電器メーカー、百貨店などの総合的巨

大企業であり、広範な業務分野と自社内に擁する

わが国に比較的よく見られるタイプである。前者

の相対的な優位性はネットワークの経済性とよば

れ、ひと頃よくあげられた例に、コンピュータ

ー・メーカーのデルやゲートウエイの急成長があ
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る。後者がＩＢＭや東芝などに対して優位性をも

っと指摘されている。デルやゲートウエイはほと

んど組立メーカーに近く、その生産は、ＣＰＵは

インテルのペンティアム、プリンターはキャノン、

ディスプレイとマウスは台湾のメーカーというよ

うに強力な専門企業間のネットワーク結合によっ

ている。これに対しＩＢＭや東芝は部品の多くを

自社で賄ういわゆる総合メーカーである。またこ

のようなネットワークの持つメリットは工場を持

たないスポーツ・シューズ・メーカーであるナイ

キのような例でも見られる。これらの例はアウト

ソーシングの活用という形で要約され、ＩＴを活

用した新しい生産モードの一つとみなされている。

このようなアメリカ経済の土壌において、ＩＴ

革命を推進することで切り開かれたアメリカのニ

ューエコノミーとはそもそも何であったのか。一

言でいえば、著しいＩＴの進歩と旺盛なＩＴ投資

による労働生産性の向上であり、それがもたらす

成果である。したがって、それは第一にマクロ経

済のパフォーマンスの改善である。高成長率、低

失業率と同時に低インフレ率が実現した。その結

果、株価が上昇し、その資産効果によって消費が

伸び、景気の上昇過程は一層息の長いものとなっ

た。その結果財政も好転し、財政赤字を解消する

とともに黒字をもたらしている。通常の循環的好

景気ではなく、この好況はＩＴ革命に支えられて

永続性を期待されたほどである。

第二の成果は、経済におけるＩＴ産業の拡大で

ある。ＩＴ関連の新産業の誕生や新企業の設立が

相次いだ。このような産業の特徴は高い付加価値

と収穫逓増の傾向が著しいことである。従来型の

収穫逓減型産業から収穫逓増型産業へとシフトす

ることで、生産性の向上が実現し、収穫逓増的傾

向が企業経営のあり方に影響を及ぼしている。収

穫逓増とは規模の経済性を意味する。つまり最大

シェアを占めることで最小コストが実現でき、そ

れがまたさらに大きなシェアの獲得を可能にする。

ひいてはデファクト・スタンダードを握れること

にもなる。一はやく意思決定して着手し、まず業

界の先頭に立つことで以降の展開が圧倒的に有利

になり、 ”Winner takes all ”が実現する。このよ

うに経営における意思決定のスピードが一層重視

されるようになっている。

第三の成果は、ＩＴ生産産業やＩＴ使用産業のい

ずれにおいても新しいビジネス・モデルが誕生し

たことである。その一例がｅコマースである。す

でによく知られているように、ｅコマースでは情

報の取得から契約まで取引交渉をインターネット

によって行う。企業対企業のＢ２Ｂでは自動車や

家電メーカーの部品調達や、事務所向け直販業の

アスクルといった企業が、企業対消費者のＢ２Ｃ

では書籍通販業のアマゾン・ドットコムなどがし

ばしば話題になっている。あるいは、オークショ

ンや逆オークションといった取引手法も可能にな

るなど、インターネットのビジネス利用は多様な

取引形態を可能にするとともに、情報コストを低

下させ、市場の取引費用を格段に引き下げている。

これによって中間流通業、取引仲介業の多くが不

要になるいわゆる「中抜き」現象を生じ、従来か

らこのような業界を多く抱えてきたわが国のビジ

ネス環境の激変が指摘されてきた。

４．ＩＴ革命第一ラウンドの終了

ニューエコノミーのポジティブな側面が上に見

た成果であったが、次のようなネガティブな側面

も一方で現れている。（１）ニューエコノミーに対

する過度の楽観によってハイテク産業、ＩＴ関連

産業に対する過剰投資、過剰債務がもたらされた

こと、（２）株価上昇、ネットバブルが導かれ、過

剰消費、貯蓄不足に拍車がかかったこと、さらに

は（３）巨額の経常収支赤字、対外債務の一層の拡

大などである。こうしたアメリカ経済の動向を最
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も象徴的に現わしているのが株価の動きであり、

ナスダック総合指数の急激な下落である。昨年３

月１４日の過去最高値５０４８．４２ポイントから、すで

に三分の一程度にまで下落しており、そのうちハ

イテクやネット関連株の下落はそれ以上である。

ネットバブルの崩壊に引きずられて景気も下降し、

ニューエコノミーの繁栄やそれに対する期待も急

速に凋みつつある。

ニューエコノミーの終息を契機としてＩＴ革命

に関する新たな認識や反省として次のような点が

浮び上がってきている。第一に、パソコンが普及

し、一巡したところで、その需要が頭打ちとなっ

た点である。携帯電話についても同様のことがい

えるように、一時期強いブームを生み出すＩＴ関

連商品は比較的速やかに需要が成熟する傾向も強

いという点である。

第二に、アメリカの消費者相手といえどもかな

らずしもあらゆる商品をｅコマースの対象にしう

るわけではないということが認識されつつある。

むしろ、そのような商品は限られていて、多くの

商品については品質の吟味を求めるものであった

り、意外にも長期的、継続的取引を望むというこ

とがあるとの認識が深まっている。たとえばアメ

リカ商務省レポート『デジタルエコノミー２０００』

では、１９９９年第一四半期の全小売売上高に占める

オンライン取引の割合を０．６４％としているなど、

意外に低調な実態が周知されている。

第三に、企業経営に対する評価において収益性

重視の傾向が強まっているが、ｅコマースの典型

的な企業であるアマゾン・ドットコムの赤字続き

に代表されるように、意外にその収益性は低い。

インターネットによる新しいビジネス・モデルを

採用し、当初は赤字覚悟で投資を急拡大する。し

かし赤字が持続し、容易に黒字転換しないケース

が目立つ。インターネットによるヴァーチャルな

ネットワークの取引を完成して実際に収益をあげ

るには、配送など既存のリアルなシステムの意外

に広範な支援が必要であることが認識されはじめ

ている。

第四に、アメリカ商務省レポート『デジタルエ

コノミー２０００』でも９０～９７年間のＩＴ利用サービ

ス産業の生産性上昇率を－０．３％と報告している。

これから明らかなように、ＩＴにより生産性の向

上がもたらされたと賞賛されてきた労働生産性の

上昇は計測がむづかしいうえに、かならずしも実

証的に確かなことではないことが知られてきた。

ネットバブルとは、いわゆるドットコム系企業の

株がこれら企業の実際の収益ではなく、収益の期

待が買われた結果生じたものである。上述の第一

～三の認識はそうした収益期待の下方修正を迫る

ものであり、ネットバブルの破裂につながった。

５．日本のＩＴ革命

以上のように見るならば、アメリカのニューエ

コノミーは、ＩＴ革命のいわば第一ラウンドであ

ったといえよう。その終息は第一ラウンドの終了

であって、このラウンドはアメリカが制したが、

それは試合の終了を意味するわけではない。ＩＴ

の持つ潜在的な可能性が大きければ大きいほどそ

の実現には時間がかかる。ＩＴ革命のプロセスは、

前進期と停滞期あるいはいくつかの段階や関門を

越えてゆっくりと着実に進んでゆく。

アメリカのニューエコノミーやＩＴ革命第一ラ

ウンドをこのように理解するならば、わが国ＩＴ

革命第二ラウンドへの取り組みはいかにあるべき

であろうか。まず第一に弱点を克服すること、つ

まりわが国はインターネットの普及率を高める必

要がある。たしかにわが国の現状はアメリカだけ

でなく、多くの先進国、中進国にも遅れをとって

いる。わが国でインターネットの普及が遅れた理

由として常に指摘されるのは、通信料金の高さや

ＩＴ技術者の不足である。これらは単に技術的な

郵政研究所月報 ２００１．５ 20



問題ではなく、わが国の制度にかかわる問題であ

る。これらを克服する制度改革とともに、インタ

ーネットの普及と定着を促進する教育体制の拡充、

さらには必要性の高まる法体系の整備を戦略的に

進める必要がある。

第二にキャッチアップする側の利点を生かすこ

と、つまりアメリカのＩＴ革命の現状をよく観察

し、学ぶべき点を選択することが必要である。た

とえばインターネットのビジネス利用等について、

有効性が発揮されるのは、取引の前半、つまり顧

客の獲得から契約成立までの過程であることが明

らかになっている。後半は、いわばリアルなシス

テムの出番であり、前半と整合的な後半を整備す

る必要がある。このようなインターネットの利点

と特徴を見きわめ、日本経済の特性と合致した導

入を企てるべきであろう。

第三に、最も重要なことであるが、わが国の相

対的な優位を生かすことである。たとえばＩＴに

関しては、わが国は光ファイバのカバー率や携帯

電話によりインターネットに接続するｉモードの

普及率は世界第一位である。今後はこれらを生か

すような条件整備が必要である。とくに後者につ

いては、他の様々の要因と結合することで新分野

を開拓することができる。広範なオンライン取引、

情報取得、エンターテインメント、あるいは家電

との結合など、その潜在的な可能性は、ｅエコノ

ミーならぬｍエコノミーと称されているほどであ

る。このようなわが国独自の得意分野の育成と活

用が不可欠であり、可能でもある。

これまで検討してきたようにＩＴの持つ可能性

や応用範囲は無限であり、とくにインターネット

が社会経済に対して持つインパクトは強い。現在

は遠隔医療や遠隔教育などを見てもＩＴの活用は

まだ限定されており、いまだ部分的な活用にとど

まっている。インターネットのビジネス利用が限

られた分野で進んでいるのみである。ＩＴ革命第

一ラウンドに遅れをとったわが国は、第二ラウン

ドは追い上げる立場に立つことになる。過去の経

験からしても追い上げる立場にあるときのわが国

は強い。このように考えるならば、ＩＴ革命第二

ラウンドは取り組み方次第で、わが国が挽回する

余地は十分存在するのである。

21 郵政研究所月報 ２００１．５
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◯業況判断DIは－２２と９８年１２月以来の悪化。先行きは－２６と悪化を見込む。

業況判断DI（全規模全産業）の推移

（注）直近は６月予測　シャドーは景気後退期を表す

（出所）日本銀行　４月２日発表

短観：２００１年３月調査

◯２月の先行指数は４２．９％、一致指数は１４．３％（速報値ベース）。

一致指数等の推移

（注）シャドー内は景気後退期を表す

（出所）内閣府　４月５日発表

景　気　動　向　指　数

日本経済・金融市場

マクロ経済指標
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◯鉱工業生産指数……２月は前月比＋１．０％　在庫率指数……２月は前月比＋０．６％

鉱工業生産、在庫率指数の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す

（出所）経済産業省　４月１７日発表

生　　　　産

◯機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）……２月は前月比＋５．０％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）……２月は前月比＋１．６％

機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）伸び率の推移

（注）シャドー内は景気後退期を表す

（出所）内閣府４月９日発表、経済産業省４月１７日発表

設　備　投　資

◯公共工事請負金額……３月は前年同月比－１５．９％
建設工事受注額（公共機関）……２月は前年同月比－１．６％

公共工事請負金額等の推移

（注）シャドー内は景気後退期を表す

（出所）国土交通省４月１１日発表、保証事業会社協会４月１５日発表

公　共　工　事
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◯実質家計消費支出（全世帯）……２月は前年同月比＋０．１％
小売業販売額……２月は前年同月比－０．５％

実質家計消費支出等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す

（出所）総務省　４月５日発表、経済産業省３月２７日発表

消　　　　費

◯可処分所得（勤労者世帯）……２月は前年同月比－２．０％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……２月は前年同月比－０．５％

可処分所得等の推移

（注）シャドー内は景気後退期を表す

（出所）総務省３月３０日発表、厚生労働省４月１７日発表

所　　　　得

◯完全失業率……２月は４．７％（前月比０．２ポイント改善）
有効求人倍率……２月は０．６４倍（前月比０．０１ポイント悪化）

完全失業率等の推移

（注）シャドー内は景気後退期を表す

（出所）総務省、厚生労働省３月３０日発表

雇　　　　用
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◯貿易支出……２月は前年同月比－２５．５％
輸出入数量指数……輸出は前年同月比－５．８％、輸入は同＋２．９％

通関貿易収支、輸出入の推移

（出所）財務省　３月２８日発表

貿　易　支　出

◯消費者物価指数……２月は前年同月比－０．１％
卸売物価指数……３月は前年同月比－０．５％

物価指数の推移

（出所）総務省３月３０日発表、日本銀行４月９日発表

物　　　　価

◯マネーサプライ……３月のM2＋CDは前年同月比＋２．６％
民間銀行貸出……３月は前年同月比－３．６％

マネーサプライの伸び率の推移　　　　　　　　　　　銀行貸出の伸び率の推移

（出所）日本銀行４月１１日発表

マネーサプライ
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◯無担保コール翌日物金利は、３月１９日の日銀金融政策決定会合において、一段の金融緩和政策が決定
された結果、０．１５％程度から０．０１％程度まで急低下。１０年最長国債利回りは、３月半ばに１．０％台
まで低下したが、４月に入り１．４％台まで急上昇。

国内金利の推移

国　内　金　利

◯日経平均株価は２０００円台、TOPIXも１１００ポイント台まで低下。その後はやや持ち直し（週足ベース）。

平均株価等の推移

国　内　株　式

◯対ドルで１２６円台、対ユーロで１１２円台まで下落。その後はやや反発（終値ベース）。

為替の推移

為　　　　替
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《１月の動き》
・上昇傾向の管内：北海道、関東、信越、中国
・横ばい傾向の管内：東北、東京、東海、四国、九州
・下降傾向の管内：北陸、近畿、沖縄

※以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（CI）を作成

し、後方３か月移動平均後の前月比増減をもとに傾向を判断する。

一致指標…鉱工業生産（季節調整値）、有効求人倍率（季節調整値）、

大型小売店販売額（店舗調整済）、入域観光客数（沖縄のみ）

先行指標…新設住宅着工戸数、建築着工床面積（商工業・サービス　

用）、新車販売台数（乗用車）

遅効指標…実質家計消費資質

※景気判断には１３年４月６日現在発表の指標を用いており、今後新

しい指標の公表や改定により判断を変更する場合がある。

（◯：上昇、―：横ばい、×：下降）

（資料）①：経済産業省、各都道府県 ②：厚生労働省 ③：経済産業省 ④：国土交通省 ⑤：日本自動車販売協会連合会 ⑥：総務省

なお、管内ごとのデータについては、各都道府県別データをもとに郵政研究所にて集計

景　気　動　向　指　数

地　域　経　済

北海道 東北 関東 東京 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国
鉱工業生産指数（季節調整値、前月比）① 1.7 -3.2 -4.9 -3.2 -2.1 -1.8 -5.0 -0.9 -3.2 -4.5 -1.5 -3.7 -4.2
有効求人倍率（季節調整値、前月比）② 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.01
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）③ -2.1 -4.2 -4.5 1.2 -1.9 -7.3 -4.3 -1.5 -1.3 -1.4 -3.6 0.0 -2.6
新設住宅着工戸数（前年比）④ -5.5 -1.51 0.0 -24.9 -13.7 -12.6 -14.6 -17.2 -12.2 -15.5 -0.4 -16.1 -11.1
新築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）④ -38.3 1.2 -14.9 -79.9 -49.4 14.0 -17.4 -12.4 -50.3 -54.1 -5.3 -34.3 -29.6
新車販売台数（乗用車、前年比）⑤ 0.7 -0.8 -0.5 6.0 -12.3 -4.8 0.0 3.8 -1.8 -1.5 -09 -4.9 -0.5
実質家計消費支出（前年比）⑥ 1.9 -2.1 -8.5 -3.0 -15.2 -3.3 -0.7 1.7 6.8 -3.0 -3.4 -7.8 0.0
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） 89.3 85.4 78.0 80.5 71.5 73.4 70.7 84.5 78.2 83.1 86.6 95.9 76.3
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） 0.6 -0.9 0.5 -0.7 0.3 -1.6 -0.4 -1.2 0.5 0.0 -0.1 -3.0 -0.7

１２年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １３年１月

北海道 ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
東　北 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ―
関　東 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
東　京 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ―
信　越 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
北　陸 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ×
東　海 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ―
近　畿 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ×
中　国 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ◯ ◯ ― ― ◯
四　国 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ―
九　州 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ―
沖　縄 ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯ ◯ ― × ― ◯ ― ×
全　国 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― ― ―
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上昇傾向の管内�

横ばい傾向の管内�

下降傾向の管内�

総合的な指標の動き
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◯３月の非農業部門雇用者数は前月差－８．６万人。失業率は４．３％と前月比＋０．１ポイント。
時間当たり賃金は前年同月比＋４．３％。

雇用関連統計の推移

（出所）米国労働省　４月６日発表

雇　　　　用

◯貿易収支……１月は３３２．６億ドルの赤字。輸出は前年同月比＋７．１％、輸入は同＋１０．７％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所）米国商務省３月２０日発表

貿　易　収　支

米国経済・金融市場
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◯消費者物価指数……２月は前月比＋０．３％、コアは同＋０．３％
生産者物価指数……３月は前月比－０．１％、コアは同＋０．１％

物価指数の推移

（出所）米国労働省３月２１日、４月１２日発表

物　　　　価

◯FFレート誘導目標水準は３月２０日のFOMCの結果、０．５％引き下げられ５．０％
１０年国債利回りは３月中は４％台後半で推移するも、４月に入り５％台に上昇

米国金利の推移

米　国　金　利

◯NYダウは９５００ドル台まで、NASDAQも１７００ポイント台まで下落。その後は持ち直し（週足ベース）。

米　国　株　式
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日銀短観（２００１年４月調査）

◯業況判断は－２２と８ポイント悪化、先行きは－２６と４ポイント悪化を見込む（全規模）。

（日本銀行：４月２日発表）

・業況判断：現状については、大規模製造業－５（変化幅－１５）、大規模非製造業－１３（変化幅－３）

と悪化。

先行きは大規模製造業が－８（変化幅－３）と更に悪化、大規模非製造業は－１１（変化幅＋２）と

やや改善。

現状の業況判断は製造業では概ね悪化した。悪化は１９９８年１２月調査以来。世界的なＩＴ需要の後退、

米国をはじめとする海外経済の減速（特に米国経済の予想以上の減速ペース）が反映した格好である。

先行きについても、大企業、中堅、中小とも悪化を見込んでいる。非製造業も現状については悪化し

たものの製造業に比べ悪化幅は小さく、先行きについては若干の改善を見込んでいる。個人消費など

基調としては強くはないものの、外需の落ち込みに比べれば内需は相対的に落ち込み度合いが少ない

ことを反映したものと思われる。

業況判断ＤＩをみるかぎり、昨年の夏場に景況感のピークをつけた公算が大きくなりつつある。そ

の後数ヶ月経過してから景気後退期に入っているケースが多い。景気動向ＤＩの一致指数は昨年の夏

以降５０％を下回ったのは１１月のみであるが、今後確報値ベースで下方修正され、ピークアウトを示唆

する可能性が徐々に高まってきたと言える。

・設備投資：２０００年度見込みは－０．２％（修正率－３．７％）、２００１年度計画は－８．６％（全規模）。

２０００年度は製造業が＋１３．８％、非製造業が－４．８％と対照的な見込みとなっている（全規模）。今年

度は昨年までのＩＴ材関連の製造業、及び通信業の好調さが下支えしてきたが、ＩＴの勢いにかげりが

生じたことや、海外需給の悪化を見込んで２００１年度は製造業が－３．９％、非製造業が－１０．５％と慎重

な計画となっている（但し、大規模製造業は＋２．３％とプラスの計画）。今次調査からソフトウェア投

資額が同時に発表されており、同投資額は概ね２０００年度に比べて２００１年度は増額する計画となってお

り、ソフトウェア投資も含めれば設備投資額は若干押し上げられるが、景気回復期の設備投資として

はかなり慎重な計画と考えざるを得ないであろう。機械受注統計の実現ベースでの下方修正が大きく

なるなか、来年度の設備投資は下振する可能性も出てきた。

・売上高、経常利益：売上高は２０００年度＋２．５％、２００１年度＋１．６％、経常利益は２０００年度＋８．７％

を見込む（全規模）。

２００１年度も増収増益を見込むが、２０００年度に比べ増益、増収率は悪化。大企業製造業の輸出売上高

は－０．１％とマイナスを見込んでいる。

マクロ経済トピックス



業況判断：製造業　　　　　　　　　　　　　　業況判断：非製造業

設備投資：大企業製造業　　　　　　　　　　　 設備投資：大企業非製造業

設備投資：中小企業製造業　　　　　　　　　　　設備投資：中小企業非製造業
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各種設備投資サーベイ

◯日経新聞
（単位：百万円、％）

（注）工事ベース、カッコ内は前年度比。

◯日本政策投資銀行
（単位：億円、％）

◯日本興業銀行
（単位：億円、％）

（注）工事ベース設備投資動向。１９９９年度の伸び率は２０００年２月調査の数値。

社　　数 ２００１年度当初計画 ２０００年度実績見込み

全産業

（電力を除く）

1,788 15,902,265（▲4.8） 16,700,987（4.5）

1,775 12,589,052（▲4.1） 13,133,527（5.0）

製造業 967 6,993,540（▲1.9） 7,127,598（9.6）

非製造業 821 8,908,725（▲6.9） 9,573,389（0.9）

２０００年度（実績見込）

（共通会社　２９１８社）

２００１年度（計画）

（共通会社　３０６１社）

９９年度

実　績

２０００年度

実績見込

増減率

２０００／９９

２０００年度

実績見込

２００１年度

計　　画

増減率

２００１／２０００

全産業

（除く電力）

230,224 248,106 7.8 254,918 241,778 ▲5.2

（191,356） （208,545） （9.0） （215,356） （202,953） （▲5.8）

製造業 71,395 84,241 18.0 85,453 84,893 ▲0.7

非製造業

（除く電力）

（電力）

158,829 163,866 3.2 169,465 156,885 ▲7.4

（119,961） （124,305） （3.6） （129,904） （118,060） （▲9.1）

（38,868） （39,561） （1.8） （39,561） （38,825） （▲1.9）

社　数
設　備　投　資 前　年　度　比

１９９９年度 ２０００年度 ２００１年度 １９９９年度 ２０００年度 ２００１年度

全産業

（除く電力）

（除く電力、リース）

1,977 138,501

99,674

75,541

147,997

108,082

83,082

136,779

101,223

75,106

▲1.9

▲4.3

▲8.3

6.9

8.9

10.0

▲7.6

▲6.7

▲9.6

製造業 854 38,320 42,174 41,727 ▲14.4 10.1 ▲1.1

非製造業

（除く電力）

（除く電力、リース）

電力

1,123 100,181

61,355

37,221

38,826

105,823

66,331

40,908

39,492

95,052

59,498

33,379

35,556

3.8

2.9

▲1.0

5.4

5.6

8.1

9.9

1.7

▲10.2

▲10.3

▲18.4

▲10.0



月例経済報告（２００１年４月調査）

◯基調判断を３か月連続で下方修正 （内閣府：４月１３日発表）

４月１３日に公表された月例経済報告では、企業部門の自律的回復に向けた動きが弱まり、企業収益の

伸びも鈍化し、また、業況判断も製造業を中心に急速に悪化していること、アメリカ経済の減速から輸

出が減少し、それに伴い生産が減少していること、失業率が高水準で推移し、個人消費も概ね横ばいの

状態が続いていることを取り上げた上で、景気に対する判断を、「景気は、弱含んでいる」と総括した。

自律的回復の可能性が足元で弱まってきており、景気後退局面入りへの懸念を強く意識したためであろ

う。この結果、２月の「テンポがより緩やかになっている」、３月の「足踏みがみられる」との表現に

続き、３か月連続の下方修正となった。景気拡大局面において３か月連続で下方修正された例は過去に

なく、「弱含み」との表現は、平成７年９月以来となる。また、総括判断から「改善」の表現が消える

のは、平成１１年６月以来である。なお、今回の結果について内閣府は、１－３月期ＧＤＰや法人企業統

計の結果、また、日銀による量的緩和の効果や円安効果等を見極める必要があるため、「景気後退局面

と判断するに時期尚早」とコメントしている。

個別項目毎の判断表現を見てみると、個人消費、設備投資、公共投資の項目は、ほぼ判断が据え置か

れたものの、生産、雇用、企業動向等の項目では先月よりさらに下方修正されている。

今月６日には、我が国にとって喫緊の課題である構造改革を取り上げ、その根本的な解決に取り組む

べく、金融再生と産業再生、証券市場の構造改革、都市再生、土地の流動化等についての具体策をまと

めた緊急経済対策が決定された。株式取得機構の設置時期や土地・証券税制改革の具体的な中身等につ

いては、今後の課題として残されたままであるが、ひとまず日本経済の停滞感を緩和すべく、対策は打

たれた。首相交代や夏の参議院選挙等による政局の流動化懸念は残るものの、今後、それら残された課

題がどのように整理され、また、その効果や影響が実体経済にどのくらいのインパクトでいつ頃から現

れてくるか、米国経済の動向や日銀による金融政策の効果等と併せ、今後の注目点となろう。
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４月の月例経済報告の総括判断及び主要項目の比較（前月からの変更部分は太字）
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３月月例 ４月月例

個人
消費

おおむね横ばいの状態が続いている。
一時的な要因もあって、年末に比べれば増加しているも
のの、おおむね横ばいの状態が続いている。

住宅
建設

おおむね横ばいとなっている。 弱含みとなっている。

設備
投資

製造業、非製造業ともに増加している。当面は堅調に推
移すると見込まれるものの、先行きについては鈍化の兆
しがみられる。

増加している。当面は堅調に推移すると見込まれるもの
の、先行きについては鈍化の兆しがみられる。

公共
投資

総じて低調に推移しているが、工事の受注にはこのとこ
ろ前年を上回る動きがみられる。

総じて低調に推移している。

生産 このところ弱含みとなっている。 減少している。

雇用
情勢

依然として厳しい。完全失業率がこれまでの最高水準で
推移し、求人の増加傾向にも足踏みがみられる。

依然として厳しい。完全失業率が高水準で推移し、求人
も弱含んでいる。

企業
動向

企業収益は、引き続き大幅に増加している。また、企業
の業況判断は、改善に足踏みがみられる。

企業収益は、これまでの高い伸びが鈍化している。また、
企業の業況判断は、製造業を中心に急速に悪化している。

国際
収支

輸出は、減少している。輸入は、緩やかに増加している。
輸出は減少している。
輸入は伸びが鈍化している。

物価 国内卸売物価、消費者物価は、ともに弱含んでいる。 同左

総括
判断

景気の改善に、足踏みがみられる。
・アメリカ経済の減速から輸出が減少し、それに伴い、
生産がこのところ弱含んでいる。
・失業率はこれまでの最高水準で推移し、個人消費はお
おむね横ばいの状態が続いている。
・企業収益や設備投資は増加しており、自律的回復に向
けた動きは続いている。
先行きについては、アメリカ経済の減速や設備投資に
鈍化の兆しなど、懸念すべき点がみられる。

景気は弱含んでいる。
・アメリカ経済の減速から輸出が減少し、それに伴い、
生産が減少している。
・企業部門の自律的回復に向けた動きはなお続いている
が、このところ弱まっている。設備投資は増加してい
るが、企業収益の伸びが鈍化し、企業の業況判断は製
造業を中心に急速に悪化している。
・失業率は高水準で推移し、個人消費はおおむね横ばい
の状態が続いている。
先行きについては、アメリカ経済の減速や設備投資に
鈍化の兆しなど、懸念すべき点がみられる。



（参考）

月例経済報告総括判断の推移

（資料）経済企画庁、内閣府
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年　月 総　　　　　括　　　　　判　　　　　断

７年９月
～１０月

景気は足踏み状態が長引くなかで、弱含みで推移している。

１２年１月 景気は、民間需要の回復力が弱く、厳しい状況をなお脱していないが、各種の政策効果やアジア経済の回
復などの影響で、緩やかな改善が続いている。

２月 我が国経済は、民間需要の回復力が弱く、厳しい状況をなお脱していない。また、年末には需要がやや低
迷した。しかし、各種の政策効果やアジア経済の回復などの影響に加え、企業行動に前向きの動きもみられ、
景気は、緩やかな改善が続いている。

３月
～４月

我が国経済は、全体として需要の回復が弱く、厳しい状況をなお脱していない。しかし、各種の政策効果
やアジア経済の回復などの影響から、景気は、緩やかな改善が続いている。企業の活動に積極性もみられる
ようになるなど、自律的回復に向けた動きが徐々に現れている。

５月 我が国経済は、全体として需要の回復が弱く、厳しい状況をなお脱していない。しかし、各種の政策効果
やアジア経済の回復などの影響に加え、企業部門を中心に自律的回復に向けた動きも徐々に現れており、景
気は、緩やかな改善が続いている。

６月～７月 景気は、厳しい状況をなお脱していないが、緩やかな改善が続いている。各種の政策効果やアジア経済の
回復などの影響に加え、企業部門を中心に自律的回復に向けた動きが徐々に強まってきている。

８月～９月 景気は、厳しい状況をなお脱していないが、緩やかな改善が続いている。各種の政策効果やアジア経済の
回復などの影響に加え、企業部門を中心に自律的回復に向けた動きが続いている。

１０月 景気は、厳しい状況をなお脱していないが、緩やかな改善が続いている。各種の政策効果やアジア経済の
回復などの影響はやや薄らいでいるものの、企業部門を中心に自律的回復に向けた動きが続いている。

１１月～
１３年１月

景気は、家計部門の改善が遅れるなど、厳しい状況をなお脱していないが、企業部門を中心に自律的回復
に向けた動きが継続し、全体としては緩やかな改善が続いている。

２月 景気の改善は、そのテンポがより緩やかになっている。
・アメリカ経済の減速から輸出が弱含み、それに伴い生産の増加テンポも緩やかになっている。
・個人消費はおおむね横ばいであり、失業率は高水準で推移するなど、景気は厳しい状況をなお脱していな
い。
・企業収益や設備投資は増加しており、自律的回復に向けた動きは続いている。
先行きについては、アメリカ経済の減速など、懸念すべき点がみられる。

３月 景気の改善に、足踏みがみられる。
・アメリカ経済の減速から輸出が厳少し、それに伴い生産がこのところ弱含んでいる。
・失業率はこれまでの高水準で推移し、個人消費はおおむね横ばいの状態が続いている。
・企業収益や設備投資は増加しており、自律的回復に向けた動きは続いている。
先行きについては、アメリカ経済の減速や設備投資に鈍化の兆しなど、懸念すべき点がみられる。

４月 景気は、弱含んでいる。
・アメリカ経済の減速から輸出が厳少し、それに伴い生産が減少している。
・企画部門の自律的回復に向けた動きはなお続いているが、このところ弱まっている。
設備投資はいるが、企業収益の伸びが鈍化し、企業の業況判断は製造業を中心に急速に悪化している。
・失業率は高水準で推移し、個人消費はおおむね横ばいの状態が続いている。
先行きについては、アメリカ経済の減速や設備投資に鈍化の兆しなど、懸念すべき点がみられる。



米国の金融政策について

年初以降、米国は積極的な金融緩和に転じている。消費を中心とした景気の減速と、金融市場、とり

わけ株式市場が不安定な推移となる中、年初の１月３日には通常予定されていＦＯＭＣ（連邦公開市場

委員会）ではなく、緊急のＦＯＭＣの開催により、ＦＦレートの誘導目標金利を６．５％から６．０％へ、公

定歩合は６．０％から５．７５％へそれぞれ引き下げられた。さらに翌日１月４日には公定歩合を０．２５％

引き下げ５．５％とした。

これは、９８年後半に起きたロシア危機やヘッジファンドの危機に対応するため、９８年９月から１１月に

かけてＦＦレートが０．２５％づつ３回、合計０．７５％引き下げられたことを除けば、９６年１月以来の金

融緩和となる。

年初の金融緩和を好感し一時上昇を見せた株式市場もその後は再び軟調な推移となり、景気にも回復

緩和みられず、１月３１日の通常のＦＯＭＣにおいて更にＦＦレート及び公定歩合ともに０．５％引き下げ

られ、続く３月２０日のＦＯＭＣにおいてもそれぞれ０．５％引き下げられ、年初以降の３か月あまりの間

に合計１．５％の政策金利が引き下げられたことになる。

米国経済は、９１年３月を谷とする景気の拡大期が１０年近く続き、特に９８年以降は実質ＧＤＰ成長率が

前年比で見ても４％前後の推移を続けるなど極めて堅調な推移を続けてきた。これに呼応する形でＦＲＢ

の金融政策も９９年６月から２０００年５月まで１年間に渡りＦＦレートで合計１．７５％、公定歩合は合計

１．５％引き上げ、その後もインフレ警戒型の金融政策を採り、景気のソフトランディングを目指したが、

２０００年第４四半期以降景気が目立って減速し、１年かけて小刻みに引き上げてきた分とほぼ同じ幅を、

わずか数か月の間に引き下げを迫られた形となっている。

３月２０日のＦＯＭＣの声明文では、以下の３点が指摘されている。

①　企業の利益率が圧迫され設備投資の抑制を招いており、（株価下落による）株式資産価値の減少に

より個人消費も抑制されている。このような状況を背景に、製造業の生産は急減した。

②　長期的な生産性向上の見通しが後退した兆候はないが、生産能力の過剰が顕在化している。世界経

済が減速する可能性から、需要や生産面での軟調が続くリスクがある。

③　物価安定と持続可能な経済成長というＦＲＢの目標と、現在の情報から判断して、予見し得る将来

においては景気が弱まるリスクの方が大きいと判断している。

ＮＹダウとナスダック指数の推移　　　　　　　 実質ＧＤＰ成長率と実質FFレートの推移
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株価は、ハイテク株の比率が高いナスダック指数はすでに昨年中から下落基調を辿っていたが、ＮＹ

ダウは１万ドル台を維持していた。しかし今年に入ってからは双方ともに軟調な推移となっており、大

幅な金融緩和に対しても反応は鈍い。これらの影響もあって、消費者信頼感指数は２月には１０９．２ポイ

ントとおよそ５年ぶりの低水準まで落ち込んだ。３月はやや上昇に転じたものの、消費者のマインドは

依然として低いと言えよう。また声明文でも世界経済の減速について述べられているが、日本やアジア

を中心に海外の経済が減速基調になってきており、米国経済が急速に堅調さを取り戻す可能性は小さく

なってきている。当面は経済や金融市場を注視しつつ、一段の金融緩和が行われるものと思われる。

昨年までの堅調な経済にもかかわらず、物価は安定した推移となっている。そのためＦＦレートから

消費者物価指数（食品・エネルギーを除くコア）の前年比を引いた実質ＦＦレートで見ると、直近の利

下げにより足許は２．３％程度まで低下してきている。これは、８３年以降の平均値を下回っており、９０年

代前半は金融不安等もあり実質ゼロ近辺での推移があったため今回の景気拡大期の平均値は上回ってい

るものの、９５年以降では最も低い水準まで低下してきている。９６年初頭及び９８年末に実質ＦＦレートが

２．５％程度まで低下した後は、いずれもその後経済は堅調さを取り戻している。現在の水準で実質ＦＦ

レートが推移すれば、景気に対しては刺激的な水準と言え、これに減税を中心とした財政政策が加われ

ば、米国経済は年後半には緩やかながら回復に向かう可能性も指摘できる。その場合には、ＦＲＢの金

融政策も徐々に中立に向かうものと思われる。ただし株価が９９年までのような大幅な上昇トレンドに回

帰することは考え難く、金融市場の不安定が続くような状況になれば注意を要しよう。（４月９日作成）

ＦＲＢの金融政策の推移

（注）各種資料より作成。２０００年以降は政策運営の姿勢を示すバイアスの表現が変更されている。
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日　　　付
ＦＦレートの推移 公定歩合の推移 政策スタンスの推移等

変更前→ 変更後　変更幅 変更前→ 変更後　変更幅

９９年　 ２月 ３日
３月３０日
５月１８日
６月３０日
８月２４日
１０月 ５日
１１月１６日
１２月２１日

4.75 →　5.00 0.25
5.00 →　5.25 0.25

5.25 →　5.50 0.25

4.50 →　4.75 0.25

4.75 →　5.00 0.25

中立を継続
中立を継続
中立　　　　　　→引き締め
引き締め　　　　→中立
中立を継続
中立　　　　　　→引き締め
引き締め　　　　→中立
中立を継続

２０００年　　２月 ２日　
３月２１日
５月１６日
６月２８日
８月２２日
１０月 ３日
１１月１５日
１２月１９日

5.50 →　5.75 0.25
5.75 →　6.00 0.25
6.00 →　6.50 0.25

5.00 →　5.25 0.25
5.25 →　5.50 0.25
5.50 →　6.00 0.25

中立　　　　　　→　インフレ警戒型
インフレ警戒型を継続
インフレ警戒型を継続
インフレ警戒型を継続
インフレ警戒型を継続
インフレ警戒型を継続
インフレ警戒型を継続
インフレ警戒型　→　景気重視型

２００１年　　１月 ３日　
１月 ４日
１月３１日
３月２０日

6.50 →　6.00 -0.50

6.00 →　5.55 -0.50
5.55 →　5.00 -0.50

6.00 →　5.75 -0.25
5.75 →　5.50 -0.25
5.50 →　5.50 -0.50
5.00 →　4.50 -0.50

緊急ＦＯＭＣ
公定歩合の追加利下げ
景気重視型を継続
景気重視型を継続
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１　はじめに

郵便サービスのグローバル化、利用者ニーズの

変化、電子メールやインターネットの普及、市場

の自由化の進展など､郵便事業を巡る環境が大き

く変化する中､イギリスにおいては、郵便のユニ

バーサルサービスを維持するとともに、郵便サー

ビスの多様化、高品質化、料金の低廉化といった

郵便サービスの改善を行うために、英国政府が、

郵便公社の組織形態の見直し、郵便公社等の規制

監督機関の設立あるいは利用者団体の役割の強化

といった事項を内容とする『白書：郵便公社の改

革（ the White Paper : Post Office Reform ）』（以下、

白書という｡）を英国政府が発行し、これを受け

て２０００年７月、『２０００年郵便サービス法（ Postal

Service Act２０００）』が制定された｡

このように、最近、様々な改革が行われている

イギリスの郵便事業の動向について、『２０００年郵

便サービス法』の内容を中心に概観する｡

２　白書の概要

２．１　白書発行の背景

①　郵便サービスのグローバル化、利用者ニーズ

の変化、電子メールやインターネットの普及、

市場の自由化の進展など、郵便事業を巡る環境

が大きく変化している｡

②　欧州各国の郵便事業者による買収・提携など

を通じた競争状態に直面している｡

③　利用者から、サービスの多様化、品質の向上、

料金引き下げといった様々なサービス改善が求

められている｡

④　電子メール・インターネットといった通信手

段が登場する中、情報化時代の到来を見据えた、

より付加価値の高いサービスの提供が求められ

ている｡

２．２　白書発行の目的

①　サービスの多様化、高品質化、料金の低廉化

といった、郵便サービスの改善を図ること

②　ユニバーサルサービスの確保を図ること。

③　政府・郵便公社・監督機関・利用者団体間に

おける責任範囲、相互関係を明確化すること。

④　郵便公社が、郵便サービス市場の変化に対応

できるようにすること｡

⑤　郵便公社の全国ネットワークの維持を図るこ

と｡

２．３　白書の主な内容

①　郵便公社の組織形態の見直し

郵便公社を、会社法に基づく政府全株保有の

株式会社（Public Limited Company）とする。

将来的には、少数株式を売却し、または交換す

る可能性を排除するものではないが、株式の大

規模な売却による民営化は行わない｡

②　独占範囲の縮減による競争促進

最近の英国郵便事業の動向について

‐２０００年郵便サービス法を中心に‐

第一経営経済研究部研究官　　北清　広樹
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独占範囲を現行の料金１ポンド未満から、５０

ペンス未満または１５０グラム未満へと引き下げ

ることにより、競争の促進を図り、これにより

郵便公社の競争力を強化する｡

ユニバーサルサービスを確保するために、独

占範囲の縮減にとどめ、撤廃とはしなかったが、

将来的には、さらにこの範囲を縮減する方向を

提示している｡なお、この独占範囲の見直しは、

新たに設置する第三者機関が行うこととする。

③　第三者規制機関の設立

郵便公社を規制・監督するために、新たに独

立の規制機関を設置し、その名称は『郵便サー

ビス委員会』とする。

郵便サービス委員会の任務は、利用者利益の

保護、料金規制、公正競争実現、ユニバーサル

サービスの確保などである。

④　利用者団体の役割の強化

利用者全国協議会（POUNC）に、利用者か

ら寄せられた苦情を調査する権限などを与え

る｡

⑤　ユニバーサルサービス提供義務の法定化

一定水準の郵便サービスが全国一律で維持さ

れるための担保措置として、均一料金でのユニ

バーサルサービスを法律に明記し、また、第三

者規制機関たる郵便サービス委員会には、義務

違反が生じた場合に、その改善命令を発出し、

あるいは罰則を課す権限を付与する｡

２．４　白書における各機関の相互関係

特に、重要な郵便公社と政府・郵便サービス委

員会との関係について述べる｡

①　政府と郵便公社の関係

まず、政府との関係についてであるが、なる

べく距離をおいた関係とするため、政府は通常

の経営には関与しないが、その代わり、郵便公

社は、毎年、向こう５ヵ年の事業計画を策定し、

政府の承認を求めることとする｡この事業計画

には、利益目標、財務予測のほか、投資・買

収・借入等の計画も含むこととする｡

②　郵便サービス委員会と郵便公社の関係

次に、第三者規制機関たる郵便サービス委員

会との関係であるが、郵便サービス委員会には、

ユニバーサルサービスの確保・公正競争の確保

を前提に、郵便市場における競争の促進を図る

ために必要な独占分野の段階的見直しをおこな

ったり、郵便公社の業務状況を監視するなどの

権限が与えられる｡

３ ２０００年郵便サービス法の背景・概要

上述した白書の内容を実現・完了するために制

定されたのが、今回の２０００年郵便サービス法であ

る。

この２０００年郵便サービス法の制定によって、郵

便公社は政府全株所有の株式会社に変更すること

になり、また、今までは郵便公社の独占として留

保されていた国内における１ポンド未満又は３５０

グラム未満の書状の配達について、新たに免許制

が導入されることとなる｡

さらに、独立した規制者として新たに郵便サー

ビス委員会を設置し、委員会には、免許分野にお

ける免許付与権限が与えられるほか、常に郵便市

場の競合を促進することによって利用者の利益を

増進することを求めており、留保分野の範囲の変

更を勧告することにより市場をどの程度開放すべ

きか判断する責任を負うことになる。

また、消費者の立場からは、郵便公社利用者全

国協議会をより強化した郵便サービス消費者協議

会が新たに設置されることとなる｡
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以下、重要と思われる事項につき、具体的に記

述する｡

①　ユニバーサルサービスの定義の法定

ユニバーサルサービスの定義を法定化した｡

具体的には２０kg以下の書状、小包、包装物又は

その他の郵送可能な物品、書留郵便物について、

全国均一料金で、かつ、すべての営業日に少な

くとも１回の取集・配達を行うことをその定義

とする｡

②　免許制の導入

今までは、郵便公社に、１ポンド未満又は重

量３５０グラム未満の英国内の書状を配達する排

他的特権が与えられており、その特権を侵害す

ることは犯罪とされていたが、２０００年郵便サー

ビス法により、この独占分野が免許制に代わ

る｡したがって、免許保持者は、その免許条件

にしたがって、１ポンド未満又は重量３５０グラ

ム未満の書状を運ぶことができるようになる｡

③　郵便サービス委員会（the Postal Services

Commission）の設立

均一料金でのユニバーサルサービスの確保及

び郵便市場の競争促進という責務を負う独立し

た規制機関として郵便サービス委員会を新たに

設立する｡主な関連条文は以下のとおり｡

・常に郵便事業者間の効果的な競争を促進する

ことによって、郵便サービスの利用者の利益

を増進するために最も適合する方法で職務を

遂行しなければならない。

・委員会に免許分野における事業者への免許付

与権限が与えられている｡

・免許保持者にユニバーサルサービス義務を課

すことができる。

・免許保持者が免許条件に違反した場合、委員

会にはその免許保持者に罰金を課す権限が与

えられている｡罰金は免許保持者の売上の最

大１０％に限定される｡

・免許分野の範囲の変更を、政府（貿易産業大

臣）に勧告することができる。但し、勧告を

行う前に、郵便サービス消費者協議会・免許

保持者・その他委員会が適当と考える者との

事前協議を行わなければならない｡この際に、

政府が勧告に基づく行動を行わない場合、貿

易産業大臣はその理由を含む報告書を議会に

提出しなければならない｡

・委員会は、協議会と協議の上、郵便局数・所

在場所・利用者のアクセスの容易さに関する

情報を貿易産業大臣に提供しなければならな

い｡

・委員会は、諸外国の郵便サービスに関する情

報を収集しなければならない。

・委員会は、年次報告書を作成し、貿易産業大

臣（及び郵便サービス消費者協議会）に送付

し、公表しなければならない｡

④　郵便サービス消費者協議会（the Consumer

Council for Postal Services）の設置

郵便利用者の意見を代弁する機関として、新

たに郵便サービス消費者協議会を設置する主な

関連条文は以下のとおり。

・協議会は、貿易産業大臣・委員会・郵便事業

者などに対して、助言及び情報を提供し、郵

便利用者の意見を代弁するほか、郵便事業に

関する提案を行わなければならない。

・協議会は、郵便事業に関する問題・具体的な

郵便サービス・協議会自体の職務に関する情

報を利用者に公表しなければならない｡

・ウェールズ・スコットランド・北アイルラン

ド・イングランドに少なくとも１つの委員会

を設置する。これらの委員会は設置された地
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域に影響を及ぼす郵便問題に関して協議会に

助言及び情報を提供する。

・協議会は、年次報告書を作成し、貿易産業大

臣に提出し、公表しなければならない｡

・利用者からの苦情などに対し、関連する事項

を調査し、その結果、免許条件の違反の可能

性がある場合には、委員会に付託し、審議を

受けるようにしなければならない。

・利用者からの苦情がなくても、協議会が、利

用者利益に関係すると考える事項について調

査する権限がある｡また調査した事項につき

報告書を作成し、公表することができる。

⑤　郵便サービス委員会と郵便サービス消費者協

議会の関係

・ 委員会及び協議会は、職務遂行のために必

要とする情報を、各々に対して要求する権限

をもつ｡

４　郵便公社の組織再編（Post Officeから

Consignia へ）

今までは、白書から２０００年郵便サービス法の制

定にいたるまでの背景、その内容等について記述

してきたが、この章では、イギリスにおける郵便

事業の主たる提供主体である郵便公社が、２０００年

郵便サービス法にどのように対応しているかその

現状について記述する｡

毎営業日８０００万通の郵便物を配達し、２０万人の

従業員を雇用する郵便公社（POST OFFICE）は、

２００１年３月より、その名称をCONSIGNIA（以下、

コンシグニアという。）に変更した。上述したと

おり、今まで、郵便公社の独占とされてきた１ポ

ンド未満又は重量３５０グラム未満の書状送達分野

については、２０００年郵便サービス法に基づき、独

占が廃止され、郵便サービス委員会が発行する免

許が必要な免許分野に変わることとなった｡

これを受けて、コンシグニアは、郵便サービス

委員会に免許を申請し、これに対して郵便サービ

ス委員会は２００１年３月免許を交付した｡

委員会は、この免許を交付するにあたり一定の

条件を課している｡主な条件は以下のとおり｡

・英国内におけるユニバーサルサービスを確保す

ること

・主要サービスの料金については、今後２年間据

え置くこと

・ サービス水準を改善すること

もちろん、このコンシグニアに対する免許の交

付は、コンシグニアの独占を認めるということを

意味するものではなく、他の事業者であっても、

郵便サービス委員会に免許を申請し、免許が交付

されれば、１ポンド未満又は重量３５０グラム未満

の書状送達分野において操業することが認められ

ることとなる。しかしながら、現時点で直ちに他

の事業者に免許を交付することを郵便サービス委

員会は想定していないと考えられる｡

そこで、今後いつの時点で免許分野への他事業者

の参入を認めるのかといった郵便サービス委員会

の具体的な戦略について、最後に概観する｡

５　郵便サービス委員会の戦略　

郵便サービス委員会は、コンシグニアに免許を

交付するにあたり、今後の競争促進、サービス水

準の改善等を見据えた戦略（BUSINESS PLAN）

を公表しているので、以下、その内容について概

観する｡

（郵便サービス委員会の責務）

郵便サービス委員会は、均一料金でのユニバー

サルサービスの確保及び郵便市場の競争促進とい

う義務を負担する｡従って、コンシグニアのサー

ビスの中に、効果的な競争に直面していない分野

がある限り、郵便サービス委員会がそのサービス
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水準及び料金に関して規制圧力をかけていかなけ

ればならない。

しかしながら、ユニバーサルサービスの確保と

郵便市場の競争促進という２つの目標の間には、

明白な対立関係があるといえる｡例えば、

・もし、コンシグニアが料金を引き下げ、あるい

は、サービス水準を改善すれば、競合企業は市

場に入りにくくなってしまう｡

・コンシグニアが行うサービス品質の改善に支出

が伴う場合、その費用分を料金に転嫁するかも

しれない

・郵便を受け取る側の立場からは、配達頻度が多

いこと、あるいは、なるべく早い時間の配達を

求める｡一方、差出側の立場からは、配達頻度

の削減・遅い時間の配達・翌々日の配達などに

より、費用を削減することができるなら、そち

らを好む｡

・競争市場にまったく規制がなければ、競合企

業はより利益率の高い箇所でのいいとこ取り

を行うことになり、コンシグニアは料金値上

げかサービス品質の低下により対応すること

になってしまう。

・郵便市場への新規加入者には、郵便サービス委

員会の監視からはずし、サービスを発展させる

べきという意見がある｡一方、郵便サービス委

員会に、完全な状態での郵便サービスの確保、

免許事業者のサービス水準の明確化、あるいは、

郵便の社会環境的問題への貢献といったものを

求める意見もある｡

・多くの人々は、郵便サービス委員会に、コンシ

グニアがサービス品質・料金に関する目標を達

成するほか、社会環境面からの要望にもこたえ

るサービスを提供するよう監督することを期待

するだろう。しかしながら、これは、競合企業

に比べて、コンシグニアに対する規制監督が重

くなることとなり、コンシグニアへの不公平な

負担を負わせることになりかねない。

（郵便サービス委員会の目標達成に向けた戦略）

郵便サービス委員会は、このような相矛盾する

目標に対する最適な解決方法を策定するために、

幅広い分野にわたる協議・郵便市場の調査・コン

シグニアの業務の理解に努めていくことになるだ

ろう｡

郵便事業者の動向、あるいは、利用者のニーズ

の変化というものを正確に把握するための具体的

な戦略として、郵便サービス委員会は以下のとお

り、時期を区切った３段階のプロセスを設けてい

る｡

【第一段階　～２００１年９月まで】

コンシグニアの提供するサービスの大部分の

料金を据え置くと同時に、サービス水準の改善

を求めていく｡これと同時進行で、コンシグニ

アの業務に関する徹底的かつ詳細な評価を行

う｡この段階では、コンシグニアの既存のサー

ビス分野に競争を導入する（他事業者に免許を

付与する）ことは想定していない｡なぜならば、

ユニバーサルサービスの提供とコンシグニアの

料金との関係を、正確に把握するのは、この段

階では困難と考えられるからである｡

【第二段階 ２００１年秋～２００３年前半】

この時点で、中長期的にみた競争促進の手法に

関する十分な情報を入手する｡しかし、（Ａ）研

究・調査は継続するとともに、（Ｂ）コンシグニ

アの料金規制・サービス水準を具体的に設定する

ことはしない。なぜならば、この時点ですべての

問題を把握することはできないと考えられるから

である｡あくまでも競争導入に関する委員会の決

定は、できるだけ慎重であるべきと考えている｡
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【第三段階 ２００３年３月～】

２００３年３月までには、コンシグニアの業務ある

いは競争が導入された場合の競争圧力に対する対

応能力に関する十分な理解ができる。この段階か

ら、具体的な料金規制手法の決定・サービス水準

目標の設定・ユニバーサルサービスを維持しつつ

競争を促進する最適な免許範囲などを決定してい

く｡

郵便サービス委員会は、この３段階の戦略を以

下の３つのプロジェクトを通じて推進することと

している｡

＜プロジェクト１　郵便事業者間の効果的な競争

促進＞

免許分野（１ポンド未満又は３５０グラム未満の

書状）での競争導入における最適な手法の考察｡

・免許条件（コンシグニアと同様のユニバーサル

サービス提供義務を課す・特定サービスに限

定・特定地域に限定など）

・免許分野の縮小（１ポンド未満又は３５０グラム

未満という免許基準の縮小、ＤＭなど特定の種

別の開放）

・コンシグニアの持つ郵便ネットワークの他事業

者への公平な接続

主に重視すべきことは、どのような形で競争が

導入されるとしても、その際にコンシグニアが健

全な財務状況を維持することができるか否かとい

うことである。具体的に考慮すべき点として、以

下の事項を挙げている｡

・ ユニバーサルサービスコスト

・（競争が促進された場合の変化も含む）現在の

市場構造

・（現在の免許範囲・コンシグニアの特権などを

含む）競争を妨げる障壁

・ 新規事業者の範囲

・新規参入者に要求する効率性・サービス品質・

料金

・新規参入者が事業を開始するまでに要する期限

・競争導入に対するコンシグニアの対応

・競争導入に伴う利用者の反応

・国際的な環境、ＥＵ指令・国際競争の激化・グ

ローバルプレイヤーの登場など

・既に実行されている海外の郵便事業体の効率化、

自由化

第一段階では、ユニバーサルサービスとコンシ

グニアの料金との関連性を完全に把握することは

困難であることから、この時点ではコンシグニア

の既存のサービス分野、すなわち免許分野への競

争は導入しない｡この問題に関して、郵便サービ

ス委員会は、２００１年５月までに、競争導入に伴う

メリット・デメリットを調査した報告書を発行す

る予定である｡

第二段階においても協議を継続し、２００１年９月

に、英国郵便市場の現状に最も適したメカニズム

を策定する基礎となる分析結果を公表する｡これ

は、言い換えれば、実際に委員会がコンシグニア

以外の事業者に免許を付与することにより市場の

開放を開始することができるということを意味す

る｡

そして２００２年の終わりには、将来のコンシグニ

アの料金・サービス水準を考慮した上での、更な

る競争導入範囲に関する具体的な勧告を行うこと

とする。これは、第三段階の戦略に該当する部分

といえる｡

＜プロジェクト２　ポストオフィスのサービス水

準の設定及び実行＞

サービス水準の設定は非常に重要であり、仮に

達成できない場合には、損害賠償の原因になった

り、あるいは郵便サービス委員会からの罰則の適
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用もありうる｡コンシグニアの免許条件には、２

年以内に一定のサービス水準を達成することが含

まれている（具体的な数値は不明）｡さらに、郵

便サービス協議会との協議の上、新たな評価指標

及び損害賠償体系の確立することが求められてい

る｡

郵便サービス委員会は、現時点では認められて

いないサービスの遅延あるいは配達箇所ミスに対

する賠償体系について今後検討することとしてい

る｡

＜プロジェクト３　料金規制＞

郵便サービス委員会は、コンシグニアに対する

免許条件として、免許付与後２年間にわたり、以

下の２段階での料金規制をかける。

第一段階：免許分野で提供するサービスについ

ては料金を据え置くこと｡

第二段階：免許分野以外で提供するファースト

クラス及びセカンドクラスの郵便については、小

売物価指数の増加分を上限として料金値上げを認

めること。

この戦略を適切に遂行していくことにより、郵

便サービス委員会は、均一料金でのユニバーサル

サービスの確保及び郵便市場の競争促進という責

務を負担していくことになる｡

６　おわりに

上述してきたとおり、イギリスの郵便事業にお

ける新たな制度体系は開始されたばかりであり、

例えば、免許分野への他事業者の進出に伴うユニ

バーサルサービスに与える影響がどれくらいある

のか、あるいは、郵便サービス委員会、郵便サー

ビス消費者協議会といった新しく設置された機関

が効果的に運営されていくのかといった事項を含

む今後の動向を注視していく必要があるものと考

えられる｡



１　本稿のメッセージ

昨年末、リテール金融を強みとする米国大手銀

行の経営改革が相次いで報じられた。あるものは

分権型組織への転換であり、あるものは集中型組

織への移行であった。しかしいずれのケースも、

目指す事業モデルの方向性は似ていると筆者には

感じられた。それは、可能なかぎりフラットな組

織体制を整え、地域・顧客に密着したサービスを

重視する「金融サービス業」への進化、という方

向性である。

目を日本の金融業界に転じてみれば、金融機関

に対して近年、伝統的な金融業から「金融サービ

ス業」へ転換する必要性が唱えられることが多い

が、本格的な取組みは今後の課題となっている。

こうした中、「金融サービス業」としての事業の

在り方を、組織という切り口で考えると、上記米

銀が目指す方向性は、日本の金融機関にも大いに

参考となる。

サービス業の組織は、顧客から近い部分に重点

を置かなければ、顧客本位という使命が果たせな

い。その中で、トップや中間管理職がどういう役

割を果たすことにより、効率的な運営が図られる

のか。一つの解に集約できる問題ではないが、本

稿では、昨年末に組織改革に着手したバンク・

ワン、キーコープ、そして既に先行的な取組みを

実施しているウェルズ・ファーゴの事例を取り上

げ、こうした組織の在り方について考察する。さ

らに今後の展望を考える上での一つのアプローチ

として、複雑系理論の応用可能性についても述べ

ることとする。

２　分権型から集中型、そしてまた分権型へ
－　バンク・ワン（Banc One Corp.）

（１） 分権型体制の導入

バンク・ワン（本社シカゴ）は、リテール金融

を得意分野とする大手銀行であるが、１９８６年から

１９９０年代半ばまで、１５０行以上の金融機関を買収

して規模拡大を図ってきた。その中で、州ごとに

銀行事情が異なることに配慮し、買収された銀行

の商品・サービスや顧客とのつながりを尊重して、

分権型の組織体制を採っていた。

バンク・ワンの本部の下には、地域割りの持株

会社２）、さらにその下に各州の銀行子会社が直結
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米国リテール金融における分権型の経営組織1）

第二経営経済研究部主任研究官　　一木　美穂

トピックス

１）本稿の作成にあたり、郵政研究所で開催中の「金融業の進化と経営組織の在り方に関する調査研究会」での議論から示唆を
得ており、田尻嗣夫教授（東京国際大学経済学部）をはじめとするメンバーの諸先生方、ゲストスピーカーの方々に感謝の
意を表するとともに、特に、戸谷圭子代表取締役社長（株式会社マーケティング・エクセレンス）、箭内昇代表（アローコ
ンサルティグ事務所）の御講演の一部を参考としていることを付記したい。

なお、本稿は筆者の個人的見解に基づいて作成されたものであって、上記研究会の見解とは何ら関係ないものである。ま
た、本稿における過誤はすべて筆者の責任である。

２）各州の銀行子会社の資産が２０億ドルを超えた段階で、銀行持株会社を設立する方針を採用。１９９３年６月時点では、５行の地
域持株会社を有していた。



しており、地域の持株会社には自治権が付与され、

地域出身の経営者が経営を任されていた。商品設

計等は本部で実施するが、基準金利は州ごとに設

定され、融資案件の決定は各銀行レベルで独自に

決定していた。

ただし、会計システム、プロセシング業務等、

規模の経済が働き、統一することで効率性が高ま

る分野については、集中型の運営を採用しており、

全体として分権と集中のバランスを追求した事業

モデルとなっていた。

（２） 一極集中型への転換

しかし、州際業務規制の緩和３）、情報通信技術

の進歩といった事業運営環境の変化の中、買収に

よる規模拡大のデメリットとして経営の非効率が

問題となった。このため、１９９５年春に、バンク・

ワンは経営方針「プロジェクト・ワン」を策定し、

業務とシステムを地方分権型から一極集中型へ転

換させている。具体的には、傘下の金融機関を１

州１行に集約し４）、意思決定権限は本店に集中さ

せている。また商品・サービスを標準化すること

により、統一システムを導入し、コスト削減を図

った。この改革で、どの支店でも均一な商品・サ

ービスを享受できるようになったことを、当時の

ＣＥＯであるマッコイ氏（John G. McCoy）は「銀行

界のマクドナルド」との呼称でアピールしている。

以上のような改革後も当初は、マーケティング

については、各地域の特殊性に応じて実施するこ

とを想定していた。つまり、各地域マーケットご

とのバンク・ワンの浸透度に応じて、新規顧客の

獲得活動の優先度をきめ細かく検討することとし

ていた。

（３） 分権型体制への回帰

しかし、こうした当初のコンセプトは有効に機

能せず、中央集権体制の弱点が顕在化することに

よって、バンク・ワンのリテール事業には行き詰

まりが見られるようになった。顧客へのきめ細か

い対応が疎かになり、本部の意思決定を仰ぐこと

によって迅速な対応が図られなくなったのである。

バンク・ワンの主力分野であるクレジットカード

事業を展開する子会社ファーストＵＳＡ（First

USA）が無理な事業拡大によって既存顧客の流出

を招き５）、バンク・ワン本体の業績低迷６）につ

ながったことも、そうした企業文化が背景にある

と言える。この対応として、バンク・ワンでは断

続的な人員削減７）を実施する等、コスト削減策

を打ち出してきたが、リテール業務の弱体化への

根本的な解決策とはなっていなかった。

こうしたことから、２０００年末、バンク・ワンは

リテール事業の組織再編に着手し、地域密着型の

営業体制へと回帰している。顧客密接型の経営を

重視し、リテール部門は、市場規模別の区分から

地域別区分（東部８）、西部９）、南部１０）、中西部１１））
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３） 州際業務規制は段階的に緩和され、１９９４年９月に完全撤廃されている。
４）バンク・ワンの銀行子会社は、１９８８年時点で１１州に８８行存在したが、その後集約され、１９９７年１月時点には９州で１州１行

体制となっている。
５）クレジット支払期間の短縮化、支払遅延に対するペナルティの増加を決定したことにより、１９９９年の１年間に、同社の顧客

の１６％が流出している。
６）バンク・ワンの業績低迷の理由には、ファーストＵＳＡの買収（１９９７年１月発表）後、両社の統合が完全に終わらないうち

に大手銀行ファースト・シカゴＮＢＤ（First Chicago NBD）と合併し（１９９８年４月発表）、合併によるシナジー効果が発揮さ
れていないことも挙げられている。

７）２０００年第２四半期からのリストラで約４０００人の従業員を削減し、その後も人員削減策を講じている。
８）オハイオ、ケンタッキー、ウェスト・バージニア、インディアナの各州。
９）アリゾナ、ユタ、コロラドの各州。
１０）テキサス、ルイジアナ、オクラホマ、フロリダの各州。
１１）ミシガン、イリノイ、ウィスコンシンの各州。



に再編成され、組織を簡略化するために中間管理

職を削減し、地区担当責任者（リテール部門のト

ップに直属）の裁量余地を拡大している。こうし

た改革で、より顧客に近い地域レベルでの意思決

定を可能とし、サービス向上を目指している。

３　効率化に向けた経営の集中化　
－　キーコープ（KeyCorp）

（１） 地域密着型経営の伝統

キーコープ（本社オハイオ州）は、地域密着型

経営が特徴の大手地銀である。その起源はニュー

ヨーク州オールバニを本拠とする小銀行ナショナ

ル・コマーシャル・バンク・オブ・オールバニ

（National Commercial Bank of Albany）であり、常に

ニューヨークの大銀行との競争にさらされてきた

という経営環境から、徹底して小口金融業務（個

人、小規模事業者、中小企業）を重視してきた。

地域密着型の経営姿勢を表す一例が店舗展開で

ある。１９９６年３月に中小企業が集中するオハイオ

州コロンバスに中小企業経営者向け専門の支店

（KeyCenter）を開設したのを皮切りに、高齢者、

新富裕層等、地域特性に応じた支店を開設して、

現在、１３州でリテール業務を展開している。

しかし、商品・サービスを地域ごとに管理する

体制は、地域により提供商品が異なるという状況

を生み、組織運営上も非効率となっていた。

（２）集中型経営組織への移行

このため、２０００年１２月、リテール金融部門と、

リテールと親和性の高い商品部門（住宅ローン、

自動車ローン、教育ローン等）を統合する等、２２

の部署を１１に削減する組織改革を発表した。この

改革は、コスト削減と収益拡大を目標とした経営

改革の一環だが１２）、その結果、地域ごとの商

品・サービス提供体制が見直され、キーコープと

しては初めて、リテール金融における全商品・サ

ービスを一括して管理する部門が誕生した。その

効果としてクロスセルが以前と比べて容易になる

ことから、顧客ニーズへの対応、顧客リレーショ

ンシップの向上が期待されている。

この経営改革では、中央（本部）で集約すべき

部分と地方へ権限委譲すべき部分のバランスが見

直され、より中央集権的な体制へと移行した。地

域特性は若干薄れることになるが、見方を変えれ

ば、組織体制がシンプルになった分、顧客ニーズ

に柔軟に対応するよう、人員・経営資源を重点配

分できるようになり、意思決定の迅速化が図られ

る、とも考えられる。今後、キーコープが「顧客

から近い存在」というブランドイメージを維持で

きるかは、従来の「地域密着」の社内文化を忘れ

ず、改革によってむしろ個々の顧客へのきめ細か

い対応を向上させることができるか、にかかって

いると考えられる。

４　分権型組織の先駆者
－　ウェルズ・ファーゴ（Wells Fargo & Co.）

（１） ウェルズ・ファーゴの組織体制概論

データベースを駆使した小売業のマーケティン

グ手法を銀行経営に導入し、「銀行の衣をまとっ

た小売業（a retailer in bank’s clothing）」１３）と評さ

れた経験を持つ、コバセビッチ氏（Richard M.

Kovacevich）をＣＥＯとするウェルズ・ファーゴ

（本社カリフォルニア州）は、リテール金融分野

を得意とし、顧客密着・対面販売重視の「ハイタ

ッチ（high touch）」経営を展開する代表事例の一

つである。ウェルズ・ファーゴでは、地区担当者
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１２）キーコープでは主なリストラ策として、１９９９年末から１，９７５人の従業員を削減したのに加え、２０００年９月にも、向こう１５ヶ
月の間に２，３００人を削減する旨を発表している。

１３）当時のモルガン・スタンレー（Morgan Stanley）の銀行アナリストの評。



に多くの権限を委譲し、特に最大の顧客市場であ

るカリフォルニア州で、独自の収益管理と意思決

定体制を導入している。顧客にできるだけ近いレ

ベルで判断することは、迅速な意思決定を可能と

し、サービスを他行と差別化することができる。

こうして顧客の満足度、ロイヤリティを向上させ、

顧客の全取引を囲い込むことを目標としている

（図表１）。

この体制で注目すべき点は、「どんな小さい顧

客であっても、取引を１００％囲い込む」「サービス

が向上すれば必ずセールスは向上する」という

トップのメッセージが極めてシンプルであり組織

全体に浸透しやすいこと、また現場の具体的活動

に直結する指針となっていることである。

こうして構築された組織はフラットであり、各

個人・部署の裁量の余地が大きい。個々の構成員

が全体のビションを明確に理解しているため、画

一的なマニュアルにとらわれることなく、責任を

持って柔軟な判断をしている。つまり、ヒエラル

キーの上層部に意思決定をいちいち委ねることが
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図表１　ウェルズ・ファーゴの組織運営

�



なくなるため、対応のスピード、効率が向上し、

顧客にサービス向上というメリットが還元される。

加えて、個々の個性、多様性が組織の強みとして

尊重されている。それでいて組織全体の求心力は

失われていない。

図表２はリテール金融部門に焦点を当てて、そ

の組織体制を図にしたものであり、最大の市場で

あるカリフォルニア州での組織が特に先進的であ

ると考えられるので、再掲している。顧客（個人、

中小企業）との接点となる営業部署は５つの地域

グループ（Community Banking Group）に分かれ

ており、各部署のトップ（Group Head）のもとに、

さらに細かい地区担当であるプレジデント

（Regional President）、その直属のマネージャー

（Regional Manager）がいる。この体制は各地域グ

ループに共通だが、カリフォルニア州だけにはさ

らに、商品、チャネル、企業向けといった分野別

の担当責任者が配置され、各専門分野についての

サポートを行う体制となっている。これは、図表

１で挙げた組織運営の哲学のうち、「組織内の
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図表２　ウェルズ・ファーゴにおけるリテール金融部門の組織体制



パートナーシップの重視」を具体化したチーム営

業体制の一環である。こうした取組みが、本部内

だけではなく、地域レベルの組織においても実現

している点は、地域特性を重視するウェルズ・

ファーゴに象徴的と言える。

こうした組織運営は、金融業には従来あまり見

られなかった「楽しさ」という価値を組織にもた

らす。組織の活性化が図られるという意味だけで

なく、金融機関のブランドイメージにおいても新

しい境地を開くこととなる。

（２） トップの役割

こうした地方分権体制の中で、トップに求めら

れる機能は、組織全体の向かうべき方向や、改革

によって創造される新しい価値を従業員がビビッ

ドにイメージできるようなビジョン、あるいは現

場の行動に具体化できるような戦略の策定である。

そして細かい点にわたり組織を統制するのではな

く、組織の中核が何たるかを組織全体に浸透させ

るリーダーシップである。

また、各個人・部署がそうしたビジョンを理解

して自律的に行動するためにサポートする体制を

整備しなければならない。それはリテール金融で

あれば、例えば優れた商品・チャネルの開発、あ

るいはＣＲＭで活用するような情報共有の促進で

ある。また各個人・部署が各自の業績やリスクを

常にチェックできるような指標や仕組みを整備す

ることも重要である。ウェルズ・ファーゴの事例

に見られる、商品・サービス分野別の担当者が営

業の前線を常に支えるチーム営業体制も、こうし

たサポート体制の一環である。

さらに、各個人・部署の事業への参画意識を高

めるため、評価を重視する文化の形成も、重要な

トップの役割となる。優れた業績、成功事例を評

価していることを本人や当該部署に明示し、組織

内で公表することは、当事者の士気を高めるだけ

でなく、そうした事例を組織全体の知的資産、他

のメンバーの行動指針として活用することにも貢

献する。

さらに、同行の地区担当プレジデントであった

アナット・バード（Anat Bird）１４）がその著書１５）

で言及している点にも着目したい。彼女はスーパ

ーコミュニティバンク１６）がメガバンクとの競争

で生き残るための戦略をゲリラ戦法になぞらえ、

以下の３原則を挙げている。

① 市場セグメントを小さく区分すること

（その地域区分の中ではトップシェアを確保）

② 組織のスリム化・スタッフ部門の削減

（顧客に近い部門に人員を重点配置）

③ 瞬時に撤退できる体制の準備

（不利になった分野・商品に固執しないこと）

①、②については、本稿で既に取り上げた、トッ

プのビション・戦略策定、あるいは各個人・部署

をサポートする体制づくりと密接に関連する部分

であるが、加えて、③の役割も重要である。他行

との差別化をねらって新しい取組みを導入すれば、

失敗の可能性は必ずある。過去に成功した商品・

サービスであっても、時間の経過、環境変化に伴

い、顧客ニーズに合わないものになっているかも

しれない。こうした分野への不必要な投資を削減

することにより、成長性の見込める新分野への投

資が可能となる。そして、成長の見込めない分野

からの撤退の判断は、大局をにらんでいるトップ

に求められる重要な役割の一つである。
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１４）北カリフォルニア担当の前 Regional President。サービス文化の浸透による収益性向上の手法を評価され、２００１年３月１日よ
り、カリフォルニア・コミュニティ・バンクシェアズ（California Community Bancshares）のＣＥＯに就任している。

１５）アナット・バード「金融リテール戦略」 p.１５３～。
１６）進出地域を拡大した地方銀行。一般にはスーパーリージョナルバンクと呼ばれる。



ただし、失敗に対しては制裁が課されることにな

るが、過度な制裁がある場合には、トップや責任

者が撤退の判断を回避し、時には失敗を隠蔽して、

損失を拡大させてしまう恐れがある。そうした事

態を避けるため、合理的レベルを越える制裁を課

さないよう配意するとともに、失敗を犯した責任

者には敗者復活のチャンスが与えられなければな

らない。そうしなければ、萎縮効果が生じ、イノ

ベーティブな取組みは生まれない。

（３）中間管理職の位置付け

フラットな組織へ転換し、権限委譲を実施する

場合、中間管理職の位置付けは大きな問題となる。

中間管理職はできるかぎり削減した方が本当によ

いのか。また中間管理職の階層が重厚な組織の場

合、効率化の中で既存の中間管理職をどのように

位置付ければよいのか。

確かに本稿では、サービス業としての組織はフ

ラットであることが望ましいと述べてきた。しか

し、極端にフラットな組織を追求すると、従来の

中間管理職が担ってきた雑用の多くがトップに課

せられることになり、トップの大局的判断のため

に使われるべき時間と労力がそがれてしまう恐れ

がある。

ヤン・カールソン（Jan Carlzon）元スカンジナ

ビア航空ＣＥＯは著書「真実の瞬間」の中で、中

間管理職を軽視した組織改革が有効に機能しなか

った事例を紹介した上で、中間管理職の使命は、

トップの総合的方針（ビジョン）を現場従業員が

遂行できる形に具体化し、彼らをサポートするこ

とにある、と述べている１７）。中間管理職は従業

員を管理する、という意識では、いたずらに意思

決定の階層が増えるだけである。トップのビジョ

ンや必要な情報を伝え、従業員の自律的な活動を

サポートする役割へと、中間管理職の発想を転換

することが、金融業を「金融サービス業」へと進

化させる過程においても必要である。ただし、簡

単には実現できない課題であって、トップの力量

を問われる部分ではなかろうか。

（４） 複雑系理論と地域密着型リテール金融

以上で概観した組織運営に共通する経営哲学、

今後の在り方を考察する上で、示唆に富む考え方の

一つに、複雑系の理論がある。複雑系の概念は、

様々な定義づけがなされているが、複雑系経済学の

提唱者である米国サンタフェ研究所ブライアン・

アーサー（Brian W. Arthur）教授によれば、「多

くの要素があり、その要素が互いに干渉し、何ら

かのパターンを形成したり、予想外の性質を示す。

そして、そのパターンは各要素そのものにフィー

ドバックする。」とされている１８）。

この理論は企業経営においても、個々の構成要

素が自己組織化１９）して、組織全体の価値を創発２０）

し、組織を進化させていくモデルとして注目され

てきた。日本では１９９７年５月、ソニーの出井社長

（現会長）がミーティングの場で「ソニーは複雑

系である」と公言し、組織運営の先進的な取組み

を次々と実現していることが知られている。金融

業界では、シティバンクが複雑系理論の実践とし

て、意思決定の分散化、各個人・部署の自律を促
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１７）ヤン・カールソン「真実の瞬間」 p.９０～９７。
１８）週刊ダイヤモンド編集部／ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス編集部編「複雑系の経済学」 p.１５。
１９）「自己組織化」は複雑系のキーワードの一つであり、外的な環境変化との相互作用の中で自ら組織を形成すること。人間、

企業等が主体の場合、主体が自ら保有する知的プログラムに従って行動すること、当該プログラム自体が変化する可能性
もあることが、物理学的な自己組織化にない特徴となる。（参照：週刊ダイヤモンド編集部／ダイヤモンド・ハーバード・
ビジネス編集部編「複雑系のマネジメント」 p.１５５～。）

２０）「創発」も複雑系のキーワードの一つであり、個々の構成要素が一定の規則に基づいて自発的に活動するだけで、全体が全
く新しい秩序や構造を形成すること。カオス（混沌状態）から創出された全体の性質は規則的・安定的で、個々の構成要
素へとその影響がフィードバックされる。（参照：「複雑系のマネジメント」（前掲）p.３２～３３。）



進し、１９８０年代後半から１９９０年代の激変する環境

変化と経営危機を乗り越え、世界を代表するメガ

バンクに成長している。

このように、複雑系の概念は、環境変化の激し

い業界、あるいは大規模な組織を抱える組織運用

において、注目されてきた。その中で、ウェルズ･

ファーゴの事例は、こうした業界にとどまらず、

サービス業としてのリテール金融の組織運営にお

いても、複雑系のマネジメントを適用し、現場に

近いセクションの自律性を高めることが、組織を

活性化するためのヒントとなることを示している

のではなかろうか（図表３）。また、シンプルなビ

ジョンを提起するというトップの役割、各末端組

織をサポートする中間管理職の在り方についても、

個々の事例に応用する上で、今後の複雑系理論の

研究成果は大いに参考になると考えられる。

５　終わりに

日本のリテール金融、特に個人金融分野を取り

巻く環境は、従来、金融当局の規制や、横並びの

経営文化の中で、比較的緩やかに変化してきたと

思われる。その中で、金融機関の顧客ニーズへの

感度はそれほど高くなかったのではなかろうか。

しかし今後は、金融ビッグバンの進展、ＩＴ活
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図表３　複雑系理論を応用した経営組織の進化モデル



用による情報流通革命の中で、金融業界の競争激

化、顧客ニーズの多様化が進むものと予想される。

その中で、リテール金融の経営環境が仮に急速に

変化するならば、変化に迅速に対応するための組

織の柔軟性が必要となる。仮に緩やかに変化する

としても、業界への新規参入が進展している現在

では、以前とは異なり、微妙な変化を敏感に察知

して、他社に先駆けて事業を進化させることが、

生き残りの鍵となると考えられる。

本稿では、米国の３銀行の事例を取り上げ、事

業組織の分権と集中のバランスについて考察した。

そもそも、分権と集中のベストバランスは、時代

背景や、事業内容によって、最終的には個別に考

えざるを得ないと思われる。しかし、組織を活性

化するための経営哲学とは普遍的な性格のもので

はなかろうか。また、ウェルズ・ファーゴに見ら

れる「人「財」こそが差別化要因」という、組織

を支える個々人を大切にする経営方針は、終身雇

用制を伝統としてきた日本にも親和性が非常に高

く、大いに参考となろう。
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アンダーセンコンサルティング金融ビッグバン戦略本部（１９９９）「金融業の人材・組織モデル革新」東

洋経済新報社

上野博・藤田哲雄著（２０００）「新世紀のリテール金融機関－顧客中心主義をどう実現するか－」近代セー

ルス社

週刊ダイヤモンド編集部／ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス編集部（１９９７）「複雑系の経済学」ダ

イヤモンド社

週刊ダイヤモンド編集部／ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス編集部（１９９８）「複雑系のマネジメン

ト」ダイヤモンド社

スザンヌ・ケリー＆メアリー・アン・アリソン著、岩山知三郎・夏目大・人見久恵訳（２０００）「シティ

バンク　勝利の複雑系」コンピュータ・エージ社

ヤン・カールソン著、堤猶二訳（１９９０）「真実の瞬間」ダイヤモンド社

Richard M. Kovacevich,‘The Vision & Values of the New Wells Fargo’, Wells Fargo Home Page

アナット・バード「金融サービスの新たなステージ」リテール金融サービス２０００講演資料（２０００．１１．２９）

戸谷圭子・栗田康弘「バンク・ワンの没落（金融リーテイル戦略　カスタマー・セントリックへの道

第１６回）」金融財政事情２０００．４．１０ p.５２～５３

バンク・ワン ホームページ（http://www.bankone.com）

キーコープ　ホームページ（http://www.key.com）

ウェルズ・ファーゴ　ホームページ（http://www.wellsfargo.com）

American Banker

日経金融新聞

日本経済新聞
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はじめに

景気の緩やかな回復にもかかわらず、足元の

２０００年１２月及び２００１年１月の完全失業率は２か月

連続で４．９％と、既往最悪水準で推移している。

一方、需要サイドの雇用関連指標の推移をみると、

新規求人数は９９年７－９月期に増加に転じ、２００１

年１月は増加幅が縮小したものの、依然高水準で

推移している（前年同期比、２０００年７～９月：＋

２４．０％→１０～１２月：＋２６．１％、《２００１年１月：＋

１６．７％》）。産業別ではIT関連や医療・教育・社

会福祉で伸び率（図表１）及び増加寄与度が高い。

限界的な労働需給を示す新規求人倍率（季調値）

も、２０００年６月以降恒常的に１を上回る状況（求

人超の状況）にある（同：１．１０倍→１．１４倍《１．１１

倍》）。このように、新規求人数等が増加する中

で完全失業率が高止まっているという事実は、労

働需給のミスマッチが拡大していることを示唆し

ている。

景気回復期における失業率高止りの要因

第三経営経済研究部前研究官　　土屋　岳宏

トピックス

図表１　業種別新規求人数の推移
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１　失業率高止まり：労働需給のミスマッチが背

景

企業による求人のうちどの程度が満たされてい

ないのかを示す欠員率（［有効求人数－就職件

数］／［［有効求人数－就職件数］＋雇用者数］、％）

と、雇用者ベースの失業率である雇用失業率（完

全失業者数／完全失業者数＋雇用者数、％）の関

係（UV曲線）は、通常、欠員率が上昇（低下）

すれば雇用失業率は低下（上昇）するという負の

相関関係が観察されるが、９９年第３四半期以降は、

過去と比較するとより高い欠員率と失業率が併存

する傾向が見られる。実際に、９０年代後半以降の

UV曲線と７０年代、あるいは８０年代における同曲

線を同一平面上に描いてみると、前者は後者等に

比べ、右上方に位置しており、このことから、９０

年代後半以降、労働市場全体としての需給のミス

マッチが拡大していることが確認される（図表２）。

（UV曲線と４５度線との交点は労働需要（欠員）と

労働供給（失業）が量的に一致した状態と考えら

れるので、そのときの失業率は需要不足がない状

態でも存在する失業率、すなわち構造的・摩擦的

失業率とみなすことができる。また、UV曲線の

右上方へのシフトは失業と欠員が同時に発生する

割合が増えているということで、何らかの要因に

より労働市場の効率性が低下し、構造的・摩擦的

失業率が上昇したということを意味する）

２　総需要不足失業率と構造的失業率

失業率は、労働需給のミスマッチ等構造的要因

に起因する失業率（構造的失業率）と、景気後退

期の総需要不足によって生じる失業率（需要不足

失業率）に分けられる。厚生労働省推計による需

要不足失業率と構造的・摩擦的失業率の推移（図

表３）をみると、需要不足失業率は、９２年第２四

半期に上昇に転じ、９６年第４四半期～９７年第２四

半期にかけて一旦安定したが、９８年にかけて再び

上昇した。その後は、１．３％（９９第２四半期）を

ピークに、直近では１．０％（２００１年１月）まで低

下しているが、過去と比べて依然高水準といえる。

一方、構造的・摩擦的失業率は、９０年代初頭には

２％強の水準で安定していたが、９３年の第３四半

図表２　欠員率と雇用失業率の関係（UV曲線）
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期から上昇基調に転じ、２００１年１月時点では３．９％

に達しており、このことが失業率高止まりの主因

となっている。

因みに総務省の労働力調査特別調査（２０００年８

月）によると、失業者を失業理由別に見た場合、

「条件にこだわっていないがとにかく仕事がない」

など需要不足によるとみられる失業が全体の２０％

弱に止まっているのに対し、「求人の年齢と自分

の年齢とがあわない」、「求人の要求する技術水準

が高い」などの労働需給のミスマッチによるとみ

られる失業が６０％強を占めている。

３　構造変化がもたらすミスマッチ

構造的・摩擦的失業率増加の要因としては、IT

革命等を背景とした産業構造の変化に伴う業種間

のミスマッチが、職種間のミスマッチを伴いつつ

拡大していることが指摘できる。

産業別の常用雇用者数の動向を見ると、情報関

連や福祉関連サービス業では雇用者数の増勢がみ

られる一方で、製造業や、従来は雇用の受け皿だ

った建設業、卸・小売業等の業種では低迷が続い

ている（図表４）。そして、総雇用者数に対する

シェアを見ると、１９９０年～２０００年の間に製造業は

４．５ポイント（２７．０％→２２．５％）低下しているの

に対し、サービス業では企業向けサービスを中心

に４．０ポイント（２３．６％→２７．６％）上昇しており、

雇用面から見て、産業構造は大きく変化している。

そして現在、情報サービス、医療・教育・社会福

祉等を中心にサービス業の新規求人数は大幅に増

加しているが、これらの業種の充足率（就職件

数／新規求人数）は依然として低水準にあり（図

表５）、企業の求人が雇用に結びつきにくいとい

う状況にある。

需要拡大が著しい調査・情報、医療・保健等の

「知識集約型」サービス業は、専門職の割合が他

の業種に比べて高いことが特徴的であり、ミスマ

ッチ拡大の主な要因は、急速な構造変化に対し労

図表３　構造的・摩擦的失業率と需要不足失業率の推移
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図表４　産業別常用雇用者数の推移

図表５　産業別充足率の推移
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働供給側（求職側）の技能が適応できていないこ

とによるものとみられる。その代表的な事例とし

て、今後IT革命が進展するに従い一段と需要が高

まるとみられる情報産業関連の技術者の不足が挙

げられる。また、情報ネットワーク技術の飛躍的

な進歩は、単なる情報の伝達や整理に過ぎない管

理労働・事務労働を減らす一方で、情報の生産や

加工にかかわる知識労働を増やすという、オフィ

スにおける雇用需給の質的変化をもたらすことに

なる。しかしながら、こうした知識労働に対応専

門・技術職の供給が抑制されれば、管理・事務労

働が減少するというマイナス面だけが目立つ結果

となることが懸念される。

実際、職能別の有効求人倍率を見ると、２００１年

１月時点で、専門的・技術的職業は０．９５倍と高水

準な一方で、管理的職業は０．３０倍と１を下回り、

事務職では０．２０倍と相当低い数字となっている。

また、企業内部における職能別の労働者過不足状

況をみると、景気の回復に伴い多くの職種で不足

超過となる中、特に専門・技術職の不足超過が著

しくなっている反面、管理職・事務職の過剰感は

依然として根強い（図表６）。

また、高齢化の進展に伴って、ホームヘルパー

など介護要員の需要は今後ますます高まっていく

ことが見込まれている。厚生労働省は、２０００年度

から５年間の高齢者福祉の整備目標を定めた「ゴ

ールドプラン２１」で。ホームヘルパーを２００４年度

までに３５万人に増員する計画である。同じく高齢

者の保健・福祉インフラの整備計画として推進し

た「新ゴールドプラン」（９９年度に終了）ではホー

ムヘルパーの目標、１９９９年度１７万人を掲げていた

が、最終的には約１７万８５００人を確保した。しかし、

現在でも供給不足が目立っているうえ、パートな

どが大半を占めており、依然として十分なヘルパ

ーが確保されたとは言い難いといえる。ちなみに、

福祉先進国であるスウェーデンのホームヘルパー

数は、人口１万人当たり８７．７人（１９９２年）である

のに対し、日本のヘルパー数は「新ゴールドプラ

ン」で目標値を達成したとはいえ、人口１万人当

たりでは１４．１人とスウェーデンの１６％に過ぎない。

図表６　職種別過不足状況判断の推移
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こうしたヘルパーの供給不足の背景には、労働条

件が悪いことが大きく、福祉施設・福祉機器の整

備のみならず労働条件の整備が進まなければ、潜

在的には大きい福祉関連雇用が顕在化しない可能

性が高い。

また、産業構造の変革に対する調整が労働市場

への新規参入者による調整で対応しきれない状況

においては、既存の雇用者の移動による調整が必

要とされる可能性が大きいが、業種間の労働移動

率で現下における転職の実態をみると、製造業か

らサービス業に向けた労働移動率は０．７％と、製

造業内部（２．８％）や、サービス業内部（１．６％）

に比べてかなり低い状態にある。また、全体的に

も業異種や職種を越えた転職は非常に少なく、雇

用の流動化は必ずしも円滑に進んでいないことが

窺える（図表７）。

４　若年層で高まる労働需給のミスマッチ

９０年以降における失業率の動きを年齢階層別に

みると、１５歳から２４歳までの若年層労働者の失業

率が一貫して高く、また近年著しく上昇している

（図表８）。一方、４０歳から５４歳までの失業率は、

総体的に低水準で推移している。２５歳から３９歳ま

でと５５歳以上の失業率は、ほぼ同水準で推移して

いるが、２５歳から３９歳の失業率が５５歳以上の失業

率を若干上回る形となっている。そして、年齢階

図表７　産業間及び職業間の労働移動性向（２０００年上半期）

区　　　分

生産工程・労務

前　　　　　　　　　　　　　　　　職

運輸・通信サービス販　売事　務管　理

0.120.070.260.14

鉱　業 建　設 製　造 運輸・通信 卸売・小売 金融・保険 不動産 サービス

現

職

鉱　　　　　業 0.00 2.53 2.04 2.38 0.00 1.89 0.00 0.00

0.12

建　　　　　設 0.44 5.03 0.49 0.18 0.37 0.66 0.31 0.36

0.15

製　　　　　造 0.97 0.40 2.83 0.64 0.70 0.38 0.56 0.52

0.03

運 輸 ・ 通 信 0.76 0.46 0.65 5.64 0.44 0.77 0.89 0.62

0.04

卸 売 ・ 小 売 1.28 0.44 0.66 0.55 2.01 0.95 0.74 0.94

0.04

金 融 ・ 保 険 0.00 0.08 0.50 0.35 0.85 5.38 0.82 1.45

0.09

不　　動　　産 0.00 0.65 0.23 0.34 0.35 0.65 27.91 1.59

0.05

サ ー ビ ス 1.27 0.51 0.70 0.58 0.70 0.94 0.76 1.65

区　　　分

3.22

前　　　　　　　 職 業

0.100.030.250.292.150.45

0.150.130.56

専門・技術

1.750.370.21

0.260.351.470.31

現

職

業

専 門 ・ 技 術 2.31

0.290.12

0.133.090.130.180.040.08

管　　　　　理 0.06

1.940.310.370.300.120.12

事　　　　　務 0.14

販　　　　　売 0.18

サ ー ビ ス 0.21

運 輸 ・ 通 信 0.10

生産工程・労務 0.14

（備考） 算出方法
Ａ産業からＢ産業に移動する場合
（Ａ産業からＢ産業に移動した労働者数／Ａ産業から移動した労働者数合計）

／（Ｂ産業に移動した労働者数合計／全産業労働移動者数合計）
（出所） 厚生労働省「雇用動向調査」
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層毎の失業率は、９０年代にはその格差が大きくな

っている。９０年から２０００年にかけての失業率の上

昇幅を見ると、４０－５４歳層が１．９％ポイントと最

も小さく、次いで５５歳以上の層が２．６％ポイント、

２５－３９歳層が２．７％ポイント、１５－２４歳層では

５．２％ポイントとなっている。１５－２４歳の失業率

の上昇幅は、４０－５４歳の失業率上昇幅の２．７倍に

も達している。失業率の長期的な上昇については、

若年層の失業率上昇による面がかなり大きいと言

える。

そこで、前途のUV分析を用いて、各年齢階層

における失業率の上昇が、どのような要因によっ

て起きているのかを分析してみた（図表９）。ま

ず、図表右上の２５－３９歳層についてみると、UV

曲線は年齢計とほぼ同じ位置にあるが、最近は

２５－３９歳の方がやや右上方に位置しており、構造

失業率が年齢計よりも若干高くなっていることを

示している。４０－５４歳のUV曲線は常に年齢計よ

りも左下方に位置している。この年齢層の構造失

業率は全体よりも低い状態が続いている。５５歳以

上の高年齢層では一貫して４５度線の左上方に位置

しており、欠員率が低く失業率が高い状態が続い

ている。この高年齢層では常に労働需要不足の状

態が続いているということである。

一方、若年層（１５－２４歳）のUV曲線の大きな

特徴は景気局面にかかわらず他の年齢層と比べて

最も右上方に位置していることである。これは需

要と供給が量的に一致していても存在する構造失

業率が他の年齢層に比べて高いことを表している。

７９年以降について１５－２４歳のUV曲線を詳細に見

ると、７９年から９５年の比較的UV曲線の安定的な

期間について、UV曲線の傾向線を引き、９９年か

ら２０００年にかけての動きと比べてみると、UV曲

線そのものが上方にシフトしていることが分かる。

また、傾向線と４５度線の交点、すなわちそれぞれ

の期間の構造的失業率の水準を算出（後出の「参

考」を参照）すると、７９年から９５年においては平

均４．０％程度であったのに対して、９９年から２０００

年においては、平均７．３％程度まで上昇している

（図表１０）。これは、９０年代後半、若年労働市場に

図表８　年齢階級別完全失業率の推移
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：
�

図表９　UV分析（雇用失業率と欠員の推移）

図表１０ 年齢階級別構造的失業率の推移
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雇用失業率を上昇させるような構造的な変化があ

ったことを示していると考えられる。（労働市場

の構造変化等により構造的失業率が上昇した場合、

UV曲線そのものが上方にシフトすると考えられ

る）。一方、９７年から９９年については、景気の急

速な悪化を受けて、欠員率が低下するなかで雇用

失業率が一段と上昇しており、UV曲線が左上方

にシフトしていることが窺われる。（景気の低迷

などにより総需要不足失業が増加する場合には、

欠員率が低下すると同時に失業率が上昇するので、

UV曲線上を左上方に移動することになる）。９７年

から９９年の期間で構造的失業率を試算すると、

６．４％程度に上昇している。以上により、９０年代

後半の雇用失業率上昇については、景気低迷の長

期化を背景とする総需要不足による失業の増加に

加え、構造的な変化によってもたらされた面があ

ると考えられる。

４．１　参　考

年齢階級別の失業率を構造要因と景気循環（需

要不足）要因に分解するため、構造的失業率を以

下の手順により推計する。

①雇用失業率と欠員率の相関（欠員率上昇矢印雇

用失業率低下）を以下の式により推計する。

Ut＝α＋βxVt

Ut：雇用失業率（年齢階級別）

Vt：欠員率（年齢階級別）

年齢階級区分：１５～２４歳、２５～３９歳、４０～５４歳、

５５歳以上

α β Ｒ２

年 齢 計
2.039

（24.967）
－0.882

（－9.014）
0.385

（ ）内はｔ値

推計期間：９０年１月～２０００年１２月

４．２　推計結果

②「構造的失業率」は雇用失業率と欠員率が一致

する失業率と定義されるため、以下の式により

定義される。

Ut*＝（Ut－βxVt）／（１－β）

Ut*：構造的失業率

このようにして求めた構造失業率（均衡失業率）

と実際の失業率との差は需要不足による失業率と

考えられる。すなわち年齢階級別にUV曲線を推

計することにより、年齢階級別の失業率を構造部

分と需要不足部分に分解することができるのであ

る。

上記の方法で求めた年齢階級別の構造的失業率

の動きをみると、すべての年齢階級で上昇傾向に

あるが、特に１５－２４歳の若年層でその上昇幅は大

きく、水準もきわめて高い（図表１０）。若年層の

構造失業率は、９０年代前半は４％台から５％台前

半であったが、その後急上昇し、２０００年には７．５％

となった。これは、景気が回復して労働需要と労

働供給が量的に一致したとしても、失業率が７．５％

程度からは下がらないことを意味している。

４０－５０歳、５５歳以上の高年層の構造失業率は、上

昇傾向にあるものの、水準としては全体よりも低

く、２０００年１２月時点でも、４０－５４歳で２．３％程度、

５５歳以上で２．７％程度である。

一方、需要不足失業率は、このところの緩やか

な景気回復傾向を反映して全ての年齢階級で低下

傾向にあるものの、５５歳以上の高年齢層と１５－２４

歳の若年層は依然高水準といえる（図表１１）。た

だし、高年齢層では慢性的に重要不足が存在して

いるのに対して、若年齢層では、好景気に時には

需要不足失業が完全に解消され、景気が悪化する

と高まるという特徴をもっており、その性質は異

なっている。若年層の需要不足失業率はバブル崩

壊以降の景気後退期に急速に高まっている。ただ
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図表１１ 年齢階級別需要不足失業率の推移

図表１２ 年齢階級別需要不足失業割合



り、これが構造失業率の押し上げ要因になってい

るというものである。労働市場全体で考えれば、

このような年齢間ミスマッチの拡大が構造失業率

を大きく押し上げていると考えるのは妥当である。

しかし、それぞれの年齢階級で考えた場合、求人

数が相対的に多い若年層の構造的失業率が最も高

くなっており、年齢間ミスマッチの問題で構造失

業率を説明することはできない。

若年層における構造失業率の上昇要因としては、

企業が中途採用を増加させていることが挙げられ

る。１年間に企業が採用した労働者数の伸び率に

対する職歴別の寄与度をみると、９５年以降転職者

の寄与度が新規学卒者の寄与度を上回っている

（図表１３）。特に９８年については、全体の伸び率が

マイナスとなるなか、転職者の寄与度がプラスと

なっている。こうした調査結果を見る限り、企業

は新規学卒者の採用を抑制する一方、中途採用を

積極的に行っていることが窺われる。このように

中途採用が活発化したことにより、新規学卒者は
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し、若年層の需要不足失業率は高水準にあるもの

の、同年齢層の失業者全体に占める割合で考える

と他の年齢層に比べて決して高くはない。年齢階

級別の失業者全体に対する需要不足失業率の割合

を９８～２０００年平均でみると、５５歳以上では約５８％

になっているのに対して、若年層では約２３％と半

分以下である（図表１２）。

なお、構造的失業率については、労働市場全体

（年齢計）でみる場合と年齢階級別でみる場合と

ではその要因を区別して考える必要がある。構造

失業率の押し上げ要因として、企業（求人側）が

求めるものと労働者（求職側）がもっている特性

が一致しないために生じる求人・求職間のミス

マッチ、特に年齢間のミスマッチの問題が挙げら

れることが多い。日本の場合、企業側が比較的若

年層の労働者を多く求めている一方で、職を求め

ている労働者が高年齢層に偏っているため、労働

市場全体の需要と供給が量的に一致していたとし

ても、失業率があまり低下しないという傾向があ

図表１３ 入職者伸び率に対する職歴別寄与度
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実務経験を持つ転職者との競争を余儀なくされ、

実務経験が乏しい若年層の失業が増加している面

もあるとみられる。

若年層において構造的失業が増加している要因

としては、この他に、若年層の就業意識の変化等

に起因する転職率の高さが挙げられる。転職がス

ムーズに行われていれば失業率は高くならないが、

実際にはいったん会社を辞めた後の再就職率は必

ずしも高くない。そのため、若年層の離職率の高

さは失業頻度の高さにもつながっている。若年層

の失業継続期間は他の年齢層に比べて短いものの、

失業頻度が非常に高いためストックとしての失業

者が増加し、失業率も高くなっているのである。

５　失業率の行方

需要不足失業率は、中長期的には低下に向かう

とみられるが、足元の生産・在庫調整を背景にそ

の低下ペースは一旦鈍化する可能性もある。一方、

構造的・摩擦的失業率は、労働需要の質的な変化

等が進行するなかで、引き続き上昇傾向を辿る可

能性が高い。このため、失業率は、当面需要不足

失業率の低下を構造的・摩擦的失業率の上昇が相

殺するかたちで、高水準に止まらざるを得ないと

思われる。
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Ⅰ．「環境問題」と郵政事業

１．はじめに～「環境問題」をめぐる急激な変化～

１９９０年代になって顕在化した「環境問題」とは、

オゾン層破壊、ＣＯ２排出増加による温暖化など、

地球規模の命題である１）。しかし１９６０、７０年代の

公害問題と違って「いまそこにある危機」ではな

いためか、政府や企業の組織立った取り組みが確

立するまでには至っていない。個人的には漠然と

した不安を抱えていても、現代の環境問題には原

因の発生と影響の発現の間にタイムラグがあるこ

と、またその影響が広範かつ長期間に及ぶため、

因果関係を実感しにくいという特徴がある。

郵政研究所通信経済研究部（技術開発研究担当）

では、現在「郵便局における環境負荷評価手法の

調査研究」を進めている。本研究に着手した２０００

年７月時点では、「環境問題」はしばしば新聞紙

面等をにぎわせることがあっても、本格化には未

だ動機づけがはっきりしていない、というのが率

直な印象であった。しかし、情勢は急激に変化し

ている。この数か月だけで以下のような動きが見

られた。

このように、外在的には環境保全対策への機運

が高まっている。郵政事業は２００３年の新たな国営

公社化に向けて再編、効率化を急いでいるが、公

社時代において、環境対策の有無は「いまそこに

ある危機」となるかもしれない。本稿では、国内

外各事業体５）の環境施策をその動機づけと実施

状況について検討し、最後に研究成果の一端とし

事業体と環境施策～その動機づけと実施状況～

通信経済研究部研究官（技術開発研究担当） 大村　紋子

トピックス

① 日本通運、ヤマト運輸「環境報告書」２）発表

（２０００年９月、佐川急便も2001年２月に発表）

②東京都で排ガス規制および低公害車導入促

進を強化する「環境確保条例」が成立（２０００

年１２月）

③ＣＯＰ６ハーグ会議３）以降、ＣＯ２排出権取

引４）の動き本格化（２０００年１２月）

1 ）「郵政省環境基本計画」（１９９７）では「環境問題」を次のように定義している。「オゾン層の破壊、地球温暖化、熱帯雨林の
減少、酸性雨、海洋汚染等地球規模での環境問題及び資源保護等の問題」。本研究ではこの定義を援用する。

２）事業体年次報告書の環境版であり、隔年または年１回発行される。環境問題に対する社会的関心の高まりに呼応して、取
引先や消費者、投資家、地域住民などの利害関係者に対する「環境コミュニケーションツール」として作成されるように
なった。

３）１９９２年リオデジャネイロ地球サミットで署名が開始された「気候変動に関する国際連合枠組み条約」の先進締約国による
第６回会議。２０００年１２月オランダ・ハーグにて開催。ＣＯＰ３会議は１９９７年に京都で開催された。

４）ＣＯ２は地球温暖化を促進する大きな要因とされ、その排出量が環境負荷単位のひとつになっている。ＣＯ２排出権取引は
「温暖化対策が進まず削減目標を達成できなかった国が、対策が進んで目標以上にＣＯ２を削減した国から排出権を買い取
るイメージ」（日経産業新聞２０００年１２月６日付）。

５）本稿では、民間企業、地方自治体、国営事業体の総称として「事業体」という文言を使う。



て郵便局活動の環境負荷総量とその概要を述べる。

２．なぜ「郵便局」と「環境」か～研究の意義～

○率先実行／類似業種事業体との競争

郵政省（当時）では、２０００年末までに以下のよ

うな環境保全対策を行ってきた。

①「郵政省環境基本計画」にもとづき、管理部門

（本省、各地方郵政局）における光熱水量およ

び廃棄物量削減の数値目標を設定、達成状況

フォローアップ毎年実施６）（平成９～１２年度）

②更改年限を迎えた局用車１７３両にハイブリッ

ド車を配備（平成１１、１２年度）

③全国集配普通局舎の運用エネルギー消費量把

握調査を実施、環境配慮型モデル郵便局試行

（平成１０～１２年度）

このうち、①、②は政府の「環境基本計画」に

基づく率先実行計画の一環として、民間事業体に

範を示す目的で実施されている。今回の研究は２

つの点でこれまでの取り組みと一線を画している。

まず、対象範囲を無集配特定局まで含めた全ての

局舎、および全ての内外務・営業、集配・輸送業

務に広げて郵便局活動のほとんど全てを網羅して

いる点。そして、国営事業体として「模範例を示

す」ための調査研究というよりもむしろ、郵政事

業体を「今後競争市場において、より厳しく民間

企業との比較対照にさらされる立場の事業体」と

して捉えている点である。

○郵政事業はクリーンな業態か

郵政事業は、類似業種の組み合わせで捉えると

物流業、金融業、保険業そして行政サービスを伴

う非製造部門・公共サービス業といえる。資源と

エネルギーを消費して新たな財を生産する製造業

と比較すると、環境へ与える負荷量は小さい。し

かし、９０年代以降の環境問題は、当事者の概念を

拡大した。郵便事業は、資源を収奪して生産され

た「紙」に書かれた情報や消費財を運び、区分、

輸送時には燃料などの大量のエネルギーを消費し

ている。貯金・保険事業も外務職員の営業業務で

ガソリンを消費し、オフィスワークでの照明、電

力、空調利用等でエネルギーを消費している。こ

のように、環境側面から事業形態を捉え直すと郵

政事業は完全にクリーンな業態とはいえない。

○先行研究より　～社会的存在としての事業体の責任～

「環境をにらんだ企業活動－環境情報のディス

クロージャーと環境会計に関する一考察」（山根

浩三　郵政研究所月報１９９９年１２月号）では、環境

報告書を「企業のステークホルダー（利害関係者）

に対する環境情報開示する手段」と定義し、事業

体（同論文では民間企業を想定）が環境情報開示

を行う必然性として利害関係者への報告責任と社

会に対する自らの正統性の確保を挙げている。後

者については「社会的存在としての組織や行為者

がその社会において受容されるように自らを正当

化する手段」と位置づけ、とくに公共性が強い企

業、規模が大きな企業、公害に関連する企業は、

社会に受容されるために、積極的に正確な報告を

行う必要があると述べている。これらの企業特性

はいずれも郵政事業体にあてはまる。

○大規模事業体の社会責任と影響力

非製造業部門であっても、職員数約３０万人、郵

便局数約２４，７００、総延床面積約１，２８７万㎡、郵便

線路の１日あたり延べ走行距離が約１５０万km７）に
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６）省庁再編に伴い、フォローアップは２０００年１２月を持って終了した。廃棄物量削減は達成したが、光熱量、公用車給油量の
削減は目標値に及ばなかった。ＯＡ機器の増加が原因と見られる。

７）「郵便線路統計報告表」（平成１２年）、「日本の郵政」（平成１２年度版）による



のぼる事業規模をもつ郵政事業体が地球環境へ及

ぼす負荷は相当量にのぼる。

だからこそ、郵政事業が環境保全対策に本格的

に取り組んだとき、その波及効果は多岐に渡るだ

ろう。影響範囲は物流業部門だけではない。例え

ばノルウェイ政府株式会社は、北海油田開拓にお

ける余剰資産の投資先を後述するエコファンド８）

に限定するなど、とくに社会的責任投資（ＳＲＩ）９）

を重視し、環境保全思想を制度的に取り込もうと

している。企業社会全体を環境配慮型に誘導する

ためには、郵政事業体を含めた金融機関が社会的

責任を備えたお金の流れに価値を付加するという

倫理的役割は決して小さくない１０）。

○環境問題と事業体への投資リスクとリターン

「環境問題」は、事業体の経済活動から個人の消

費生活までさまざまな社会レベルでの価値観の変化

を促している。例えばエコファンドは、「環境配慮

対策」の進捗状況を事業体への投資リターンを測る

新しい判断基準として組み込んだ金融商品である。

一方、投資リスクの観点からは「環境リスク」

の代表例として土壌汚染などが原因で工場跡地の

不動産価値が下落する危険性が挙げられる１１）。ま

た、このような直接原因ばかりでなく「環境無策」

企業のイメージ低下もまたリスクに含まれる１２）。

郵便局のような非営利事業体が、環境保全対策を

講じずに事業運営を続ければ、利用者の眼は今後

民間企業以上に厳しくなると考えられる。

以上のような社会環境の変化からも、早晩環境

関連情報のディスクロージャーが郵政事業の「社

会的責任」とされることは間違いない。それでは

どのような契機によって組織的な取り組みは始め

られるだろうか。

３．郵政事業が環境問題に取り組む動機づけ

今後、郵政事業体の環境情報開示が必要となる

動機づけとして以下の２点が考えられる。

ヨーロッパ諸国においては、非製造部門企業に

おいても「環境に配慮した経営」の重視が企業の

社会責任として一般化している。後述するように、

北欧の郵便事業体は綿密な環境報告書を発表し、

開示に努めている。また、ドイツでは金融機関向

けの環境経営ガイドラインがあり、これに準拠し

た経営を行うことが金融機関の「エコマーク」的

な扱いとなる。

我が国においても、前述したように日本通運、

ヤマト運輸、佐川急便が相次いで「環境報告書」

を発表した。
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②　規制強化

ＣＯＰ３京都会議（１９９７）によって定められた

２０１０年時点の我が国のＣＯ２排出量削減目標達

成に向け、厳しい規制や新しい税制が敷かれ、

従来の物流システム、局舎運用システムが通

用しなくなる場合。

８）エコファンド：「環境保全活動に前向きに取り組んでいる企業を対象銘柄として投資する金融商品」（前出　山根研究　に
よる）

９）社会的責任投資（Socially Responsible Investment（SRI））企業は社会的存在であり、社会的に責任もあるという認識から利
益だけにとらわれず、自分の価値観や倫理観を反映させた預金や投資。軍需産業や人種差別国企業への投資忌避やエコフ
ァンドなどを指す。９０年代以降インターネットの普及と共に企業の社会責任を評価する動きは個人投資家・個人消費者へ
と飛躍的に拡大した。

１０）久富健治「環境と金融問題」「環境文化を学ぶ人へ」世界文化社（２０００）、
１１）大田区の民有地において不法廃棄のＰＣＢが原因で大量のダイオキシンが検出された問題で、東京都は原因者である業者に

対し、処理費用を負担させる方針を固めた。（日本経済新聞２００１年４月２０日付）
１２）これは「評判リスク」とよばれることがある。（久富健治「金融機関の環境配慮型経営のインセンティヴについて」環境政

策学会，２０００）

①　同業他企業との競争

利用者の意識向上に伴い、競合他企業の環境

情報開示が本格化し、「環境対策」が企業体の

経営健全度を測るものさしとなる場合。



２０００年１２月に行われたＣＯＰ６ハーグ会議以降、

各国の目標ＣＯ２削減数値の達成方法を巡って論

議が本格化している。負担分達成が困難と見た国

内民間企業はいち早くＣＯ２排出権取引の検討に

入った。また、産業界を中心に抵抗は根強いが、

ガソリンなどに課税する炭素税構想もある。環境

問題の放置は後になって多大なコストを要する危

険を秘めている。

さらに、①と②の相乗作用も考慮する必要があ

る。東京都がディーゼル車両の規制を施行した際、

民間物流企業はこれに即応して大量のクリーンエ

ネルギー車両導入を決めている。対応策の即断を

アピールして、企業イメージの向上につなげてい

る。迅速な対応は評価をあげ、一方で競合事業体

の対応のおくれが比較される。

Ⅱ．事業体の環境への取り組み：

その動機づけと実施状況

事業体環境施策の先駆性、取り組みの深度を測

る手だてとして、環境関連用語として頻繁に使わ

れる３語「環境報告書」、「環境マネジメントシス

テム」、「ＩＳＯ１４００１」があるが、本稿では「環境

マネジメントシステム（Environment Management

System: 以下ＥＭＳ）」を重視して論考する。この

３語の概要と、ＥＭＳとの関連性を以下に示す。

１．事業体の取り組みを測る指標の実際

～環境報告書・ＥＭＳ・ＩＳＯ14001～

図表１は環境報告書、環境マネジメントシステ

ム、ＩＳＯ１４００１の３語をもとに事業体の取り組

みの現状を模式化したものである。中心部に位置

する事業体ほど環境保全への取り組みが本格的と

いわれている。

「環境報告書」のない企業は今や時代に取り残

された企業、環境に関して何の理念もない自己中

心的企業とのイメージを与えてしまうほどである

という１３）。従って中には一過性の環境対策をア

ピールするためのイメージ先行型のものもあり、

報告書を作成している全ての事業体が環境保全対

策を積極的に実施しているとは言い難い。「環境

報告書ガイドライン（２０００年度版）～環境報告書

作成のための手引き～」（環境省 ２００１．２）では、

環境報告書の中に「環境マネジメントに関する状

況」についての記述を求めており、ＥＭＳ構築を

環境報告書の前提としている。本来であればこれ

が理想であるが、そこまで至っていないのが現状

であるといえる。

「ＥＭＳ」とは、環境面から事業経営方針を捉

える概念であり、日常業務の詳細を見直す発想が

根底にある。環境報告書の発行にとどまらず、よ

り高次のレベル、すなわち環境対策を事業理念や

経営手法に関係づけた枠組みであり、適切な運用

をおこなえば環境対策がコスト増ではなく経済的

な利益をもたらすこともあきらかになっている。

「ＩＳＯ１４００１」はＥＭＳの国際認証規格であり、

いわばＥＭＳの公式ブランドといえる１４）。しかし

ながら、ＩＳＯの認証をどの部門で（どの範囲で）
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１３）前出　山根研究による
１４）「ＩＳＯ１４０００シリーズ」は国際標準化機構により統一された環境保全に関する世界統一規格の総称であり、一般的に企業が

取得するのはＩＳＯ１４００１（環境マネジメント）である。規格に適合し、かつ十分に運営できるシステムを構築した事業体
が審査登録機関の審査を受けて認証を取得する。
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図表１　　環境保全対策に取り組む事業体の位置づけ（現状）



取得するかは任意であり、すべての事業所で包括

的に取得している企業もあれば、本社のひとつの

課だけが取得しているケースもある。我が国では

ＥＭＳといえば即ＩＳＯ１４０００ｓ取得という定式が

定着しＩＳＯのブランドイメージばかりが先行し

て、その取得範囲は問われない傾向があるように

感じられる１５）。サイト（事業所）数の多い事業

体が包括的なＥＭＳ導入を検討する場合、全サイ

トでのISO認証取得には労力とコストがかかるた

め、認証取得がもたらすメリット・デメリットを

熟考する必要がある。一方、ISOの認証を取得せ

ずに独自のEMSを構築している事業体もある

（マイカル、イトーヨーカドーなど）。

このように、３語の定義とその現状は異なって

いる。「環境報告書」を作成した企業すべてが十

分に環境への取り組みを行っているとはいえない。

一方で、「ＩＳＯ１４００１」の認証取得は環境対策に

本格的に取り組む事業体のシンボルとなりつつあ

るものの、これによって取得事業体の環境経営全

体を評価できるとは限らない。

しかし、次節以降に示すように、環境報告書の

開示情報はその内容の充実度まで含めて企業の環

境施策の姿勢を示す貴重な資料である。また、ひ

とたびＣＯ２排出量や廃棄物量を公表すると、次年

度以降の報告書に改善状況を示さざるを得なくな

り、必然的にＥＭＳの導入が必要になる。なぜなら、

次段階の取り組みに向けて持続的活動の仕組みな

しでは数値の削減にはつながらず、報告書自体が

イメージ向上に寄与しなくなるからだ。同じこと

はＩＳＯ１４００１にもあてはまる。３年ごとの認証更

新のためには持続的な取り組みが必要になる。

従って、現在は図表１に示したように３語がカ

バーする領域にはブレがあるが、今後はＥＭＳの

領域に収斂していくと考えられる。つまり、しっ

かりした「ＥＭＳ」を構築しているか否かが事業

体の環境への取り組みを測るものさしということ

ができよう。そこで本稿ではＥＭＳの構築状況お

よびその動機づけを中心に各事業体における環境

保全対策の事例を見ていく。

２．ＥＭＳ構築への動機づけ

～環境保全対策はコスト増か？～

環境施策は公害対策と混同されることが多く、

経営者にはいまだに「コスト増」を連想する傾向

がある。もちろん、ＥＭＳ導入当初は職員の業務

量増加など負担増となる面もあるが、特別な設備

投資は必要ではない。コスト面を無視してまで行

うＥＭＳはあり得ず、また先に述べたようにＩＳＯ

１４００１認証取得をせずにＥＭＳ構築は可能である。

反対にＥＭＳを事業体の意識改革の動機づけとし

て利用できれば、結果的には事業運営の効率化に

つながるなどメリットは大きい。ＥＭＳ導入の経

緯として２事業体の事例を以下に示す（ヒアリン

グ調査による）。

○西武百貨店：全事業所でＥＭＳ導入（ＩＳＯ１４００１取得）

西武百貨店でのＥＭＳ導入の動機は２点；近年

の環境関連法制度整備化と同一グループの西友が

ＩＳＯ１４００１認証取得をしたこと、であった。西武

百貨店の場合、全事業所でのＩＳＯ認証取得を目

指したため、取り組みにあたっては経営陣に業務

効率化のメリットを示してＥＭＳの概念を説明、

説得する必要があった。ＥＭＳ構築後の成果とし

ては、環境側面からのマネジメントを通じて、従

業員からの環境保全の提案活動が活発になり、

「大衆運動化」してきたことが挙げられるという。

ＥＭＳが環境学習の場となり、また廃棄物処理、
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１５）ＩＳＯ１４００１の認証取得件数では日本が世界各国の中で群を抜いている。２００１年１月現在で日本は２位のドイツ（約２４００件）
を大きく引き離し５３００件。http://www.ecology.or.jp/isoworld/iso14000/registr1.htm   による。（２００１年４月３日現在）



エネルギー、運送委託費などのコスト削減達成に

つながった。

○千葉県庁：ＣＯ２排出量数値削減のためＥＭＳ導入

千葉県庁は、県民や県内事業者に対する自治体

としての率先責任を重視し、ＣＯ２排出量削減を

数値で示すことを第一目標としてＥＭＳ構築にと

りかかり、平成１３年度より本格実施している。先

行していた「エコオフィス計画」１６）が、責任

者・推進者の所掌が不明確なままデータ取りに終

始してしまい、数量削減に至らなかったという経

験を経て、「データ取り意識」を打破するため

ＥＭＳ構築へ移行したという。もう一点、東京都

など隣接行政体に比べて環境保全への取り組みが

おくれていたことが、より抜本的な試みを行う動

機となったとも考えられる。ＥＭＳ実施によって

ＣＯ２削減とともに庁舎での光熱費削減も見込め

るため、経営のスリム化と併せて一石三鳥を図っ

ている。

３． 事業体の取り組み事例

本節では主に環境報告書の分析を通して国内外

の郵便関連事業体、金融・保険機関の環境施策事

例を紹介する。

①海外郵便事業体

○ＵＰＵの取り組み～各国郵便事業体への働きかけ～

ＵＰＵ（万国郵便連合）では、北京大会会議

（１９９９年）において採択された「環境保護に関す

る北京宣言」に基づき、郵便業務理事会の下に

「郵便と環境」プロジェクトチームを設置し活動

を開始した。日本はメンバー国の一員である。同

プロジェクトチームは、２０００年に「郵便と環境・

実践ガイドブック」を作成、また加盟国向けに

「郵便と環境」に関する取組状況のアンケート実

施などの活動を行っている。また、２００１年春以降

には環境関連のウェブサイトをＵＰＵ公式サイト

上に公表する予定である。

○北欧郵便事業体

北欧諸国は環境問題に対する市民意識のレベル

が高く、事業体の環境対策への評価も厳しい。以

下に示すデンマークとフィンランド郵便事業庁の

環境報告書でも、利害関係者に対する明朗な情報

開示が志向されている。なお、両国の郵便事業庁

はいずれも国営で、近年輸送ネットワークの改編

や拠点数の整備など業務効率化を推進している。

・デンマーク郵便庁

１９９８年版環境報告書は１９９９年１０月にウェブサイ

ト上に公表された１７）。報告書ではＣＯ２排出量、

窒素化合物（ＮＯＸ）排出量、酸性化物質排出量

などの環境負荷項目について２００１年時点での目標

削減率を示している（図表２）。

本論では１・輸送（transpor t）、２・建物
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１６）エコオフィス計画：平成９年度、行政体の率先実行計画に基づき、庁舎管理に要する光熱水量、廃棄物量等の削減を目指
して始められた。旧郵政省の「郵政省環境基本計画」と同様の位置づけ。

１７）http://www.postdanmark.dk/sogning/index.asp?mm=&afsnit=
ただし、２００１年４月時点ではメンテナンス中のためアクセス不能。

環境負荷項目 対策（2001年） 達 成 状 況

CO2排出に

よる温室効果

1996年排出量

の20%削減
部分的達成

NOXによる

大気汚染

1996年排出量

の30%削減

廃　棄　物
1999年に廃棄物

管理システム確立
達　成

図表２　デンマーク郵便庁の１郵便物あたり

環境負荷削減目標（環境報告書より抜粋）



図表３　総排出ＣＯ２量内訳

及び委託輸送量（ton・km/day）の内訳

（デンマーク郵便庁環境報告書より筆者作成）

（buildings）、３・購入と廃棄（purchasing and waste）

の３部門について環境負荷削減策の成果を示して

おり、排出ＣＯ２の内訳では約５割強を輸送部門

が占める結果となっている（図表３）。
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輸送部門では、事業体所有車両による配達・取

集輸送分だけでなく基幹輸送（トラック、鉄道、

航空、船舶）についても委託会社データを収集、

ＣＯ２排出量を積み上げている。事業体所有車両、

委託分ともにデンマーク交通省による換算モデル

「ＴＥＭＡ」の値が原単位として使われており、国

家規格の換算基準によって積み上げられた値は明

快で信頼性が高い１８）。

局舎管理においても、デンマークエネルギー庁

による基準値を使用して、電気・暖房燃料消費量

をＣＯ２排出量に換算している。電力使用量は直

営局でのみ実績値把握が可能なため、その他の局

は供給会社からのヒアリング等をもとに見積値を

採用している。局舎消費エネルギー量削減の推進

は、物量の増加に伴う郊外部への局舎移転を契機

としており、業務効率化と消費エネルギー削減が

同時に進められている１９）。

報告書にはＥＭＳ構築やＩＳＯ認証取得について

は触れられていない。しかし事業庁所有全車両に

走行距離・給油量管理システムが構築されている

など、ＥＭＳの体制づくりが進められている。

事業体全体のエネルギー消費総量は増加してい

るが取扱郵便物数も増加しているため、１郵便物

当たりに換算すると輸送時ＣＯ２排出量は１９９６年

比で７％減、局舎管理ＣＯ２排出量では４％の削

減を達成している。開示データ個々の精度はあま

り高くないが、あいまいな部分も含めて現在把握

できている環境情報を出来るかぎり開示し、今後

持続的に数値の精緻化に努める、という事業体の

姿勢がうかがえる。

・フィンランド郵便庁

環境報告書は１９９９年の実績値をもとにまとめら

れており、２００２年に向けた目標値を掲げている２０）

（図表４）。

図表４　フィンランド郵便庁単位あたり環境負荷

削減目標（環境報告書より抜粋）

フィンランドでも輸送車両に記録保護装置付きの

携帯端末を配備し、燃料消費量を把握するシステム

が構築されている。また、１５年前から都市部の配達

車両に電気自動車を導入しており、現在５８台が稼働

中である。（フランス、スイスでも低公害車を導入。）

１８）我が国では、トラックなどの貨物車は車両重量及び積載状態、走行速度によってＣＯ２排出量が大きく異なることを理由に
車種別燃費（km／ｌ）、排出原単位の平均値が公表されていない。本研究では、運輸省（当時）「運輸関係エネルギー要覧」
の区分別（普通・小型・軽自動）走行キロ燃費（ｌ／km）のデータを使用している。

１９）デンマーク郵便庁への照会によれば、この局舎移転に伴う消費エネルギー管理が環境報告書作成の動機づけにもつながっ
たとのことである。

２０）http://www.posti.fi/vuosikertomus/pdf/englantiesite.pdf

影響負荷 対　　策

CO2排出による
温室効果

2002年に1999年施設運用エネ
ルギー消費量５%削減

NOXによる
大気汚染

2002年に1999年給油量の６%
削減



取集から配達まで、局舎管理も含めて積み上げ

られたＣＯ２排出量は図表５のように書状１通あ

たりの排出量に換算して示されている。計算によ

るとＣＯ２排出量は３６ｇであり、これはファミリ

ータイプの自家用車（新車）が２００ｍ走る距離に

等しい。

図表５　郵便物一通あたりのＣＯ２排出量

（出典：フィンランド郵便庁環境報告書２０００年版）

ＣＯ２排出量内訳は明示されていないが、デン

マーク郵便庁と同様に委託輸送も含めたＣＯ２総

排出量把握を行っている。１９９９年の年間ＣＯ２総

排出量は１０万８０００トン、フィンランド国内総排出

量の０．２%を占めるとされている。

ヤマト運輸が２０００年９月に発行した環境報告書

には５つの重点取り組み事項が示されている（図

表６）２１）。

このうち、「５．環境保護活動の取り組みの数

値、数量把握」では、低公害車導入による空気汚

染物質削減効果や廃棄物量把握などは数量が明示

されているが、全ての数量開示が志向されていな

い点は海外郵便事業体との相違である。非開示項

目（数値）は、本格実施に向けて検討中の項目で

あると想像される。前述したように、あいまいな

数値データを公表するかどうかは現在のところ事

業体の判断に委ねられている。

また、環境報告書からはＥＭＳの構築状況を判

断することはできない。しかし重点取り組み事項

のひとつである「全直営事業所での廃棄物数量の

把握、削減」のためにはＥＭＳ的なアプローチが

不可欠であり、ＥＭＳ構築への準備が整えられつ

つある、と推測される。

図表６　ヤマト運輸の重点取り組み事項

（出典：ヤマト運輸環境報告書２０００年版）

73

２１）「ヤマト運輸　環境報告書２０００年版」（２０００）

１． 大気汚染防止対策の推進
・改正東京都公害防止条例に対応したディーゼル車排出

ガス削減に向けた具体的な取り組みを推進。
・低公害車は、支社・事業本部の計画台数を着実に導入

する。
・アイドリング・ストップ運動を徹底して推進する。
・低 公 害 車 の 円 滑 な 導 入 に 向 け た 燃 料 供 給

インフラの情報収集と当社独自のインフラの導入の可
否について調査研究する。

２． グリーン調達を推進する
・当社の「環境マーク」の認定基準により、既存物品を

含めた購入物品の判定と改良を行う。
・前記の認定基準をクリアした省資源・リサイクル製品

の購入、活用を推進する。
３． 廃棄物の分別によりごみの排出量を削減

（ゼロエミッション）する
・分別の種類と精度を高め、廃棄物を資源化し、ゴミの

排出量を削減する。
・前記を推進するため、分別方法に見合った回収容器を

配備する。
・利用可能な事務用品、作業機材の再利用（再使用）を

徹底する。
４． 法令を遵守した廃棄物の適正処理を行う

・改正廃棄物処理法、家電リサイクル法等、リサイクル
関連法令による廃棄物の処理を徹底する。

・廃棄物処理の許可を受けた適正業者の確認を各廃棄物
ごとに改めて行う。

５． 環境保護活動の取り組みの数値、数量を把握する
・各委員会は、環境対策費、廃棄物処理費及び環境活動

による費用の低減額を把握し、本委員会に報告する。
・環境報告書を作成する。
・前記の数値を定量的に把握・公表するための仕組みで

あり、環境情報システムとしての環境会計の導入に向け
た取り組みを始める。



○日本通運

２０００年に公表された日本通運の環境報告書は、

所有輸送車両によるＣＯ２排出量を数量で明示し

ている２２）。換算方法は燃料実績からの一括算出

であるため、９９年度実績（９０年度に比べ２６％減）

が負荷削減努力によるものか総走行距離の減少に

よるものかは不明である。また、海外市場を視野

に入れて航空事業部等３サイトでＩＳＯ１４００１の

認証取得をしている。これが全社的なＥＭＳ導入

へ広がるかどうかは定かでない。しかし、環境報

告書の発行を持続する以上は前年比を明示する必

要が生じるため、ＥＭＳ構築への有効な動機づけ

となる。

○佐川急便

２００１年２月に環境報告書を発表した佐川急便は、

空気の清浄化を第一の目標に掲げ、天然ガス車を

はじめとする低公害車の導入を積極的に進めてい

る２３）。ドライバーのベルトにエンジンキーをつ

なぐ独自のアイドリングストップ実行策だけでな

く、エコドライブなど個人で出来る環境活動の実

践教育にも力を入れている。１９９９年４月に運輸業

界初の自社ＣＮＧ（圧縮天然ガス）スタンドを設

置し、同社所有の天然ガス小型トラック台数は全

国普及台数の約１３%を占めている（２０００年１１月現

在）。しかし、同社所有の小型トラック台数に対

する低公害車割合は示されていないなど、総量が

明示された数値データは多くない。

施設管理面では一宮流通センターに世界最多数

の氷蓄熱式空調システムを導入し、夜間電力の利

用によってコスト削減とピークカットによるエネ

ルギー使用量調整の両方を達成している。

以上、国内外物流業事業体の環境報告書開示内

容および本研究の調査対象を図表７に示す。
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２２）「日本通運　環境報告書 ２０００」（２０００）
２３）「みずいろレポート：佐川急便環境報告書２０００」（２００１）

図表７　国内外物流業事業体の環境報告書開示内容および本研究の調査対象

輸
送

保有車両 排出CO2量 ◎ ◎ × ◎ × ◎
削減実績 ◎ ◎ × ◎ × －
全車両数 ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎
車種内訳 × × △ × × ◎

走行距離把握システム ○ ○ × × × －
低公害車台数 × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
その導入効果 × × ◎ × ◎ －
その導入計画 × × ◎ × ◎ －

委託輸送 排出CO2量 ◎ ◎ × × × ◎
モーダルシフト☆ ◎ ◎ ◎ ◎※１ × －

そ の 他 エコドライブ講習 ○ × ○ ○ ○ －

建
物
管
理

事 業 所 排出CO2量 ◎ ◎ × × × ◎
事業所数 ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎

事業所延床面積 ◎ ◎ × × × ◎
消費電力量 ◎ ◎ × △ × ◎
消費燃料量 ◎ ◎ × × × ○
消費水量 △ × × △ × △

そ の 他 エコ実践建物 × × × × ○ ○

そ
の
他

廃 棄 物 物量把握 ○ × ◎ × × △
リサイクル ◎ ◎ ◎ △ ◎ △

車両リユース × × ◎※２ × ◎※２ ○
購　　入 グリーン購入 ○ ○ ◎ × ○ －
そ の 他 植栽推進 × × × ◎※１ × ◎

ISO14001取得 × × × ○ × －
エコビジネス × × ○ ◎※１ ○ －

本研究の
調査対象佐川急便日本通運ヤマト運輸フィンランドデンマーク項　　目区　分

◎：開示（数値） ○：開示　　△：一部開示（数値） ×：非開示　　　－：調査対象外
※１：投資額　　※２：海外への寄贈台数　　☆貨物輸送手段を現行の主流のトラックから、鉄道や船舶などの負荷の

低い輸送形態に転換すること。



③海外金融機関

○ＵＮＥＰをはじめとする国際的な取り組み

１９９２年のリオサミットでＵＮＥＰ（国連環境計画）

が環境問題に熱心な銀行機関とともに「環境と持続

的な発展に関する銀行声明」を採択したのをきっか

けに、「持続的成長のための環境保護は人類全体

の責任であり、よって金融部門を含む企業体にと

っても大きな課題である」２４）、との認識が生ま

れた。これに続いてＵＮＥＰは１９９５年に「環境と

持続的な発展に関する保険業界声明」を採択、

２０００年３月時点で前者に１７１社の金融機関が、後

者に８７社の保険機関が署名している２５）。ＵＮＥＰ

宣言への署名は、規模・所在地域を問わず全ての

金融・保険機関に開かれており、郵便貯金・簡易

保険事業も参加可能である。しかし、署名機関に

は組織的な環境保全対策の推進が課せられており、

同声明の実効性を評価するため、ＵＮＥＰは第三

者機関に評価作業を依頼して各署名機関の環境施

策取り組み状況をモニタリングしている。

○ドイツ金融・保険機関

１９９４年にドイツで設立された「金融・保険機関

環境マネジメント協会（以下「ＶｆＵ」という。）２６）」

は連邦環境省２７）の援助を受け、金融機関向け環

境マネジメントガイドライン「Time to Act」を作

成した。本ガイドラインでは金融機関が取り組む

べき実践的環境対策を、まず「現状把握と情報開

示」とし、以下に示す「業務運営上の環境配慮

（Operating Ecology）」に関する現状把握を促進し

ている（図表８）。

図表８の各分野で現状把握をおこなった後に開

示すべき環境情報として、図表９の指標を掲げて

いる。最も環境情報把握が進んでいると言われる

電子・電機業界も含めて、これら全ての情報開示

を行っている企業は、日本国内には見あたらない。
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２４）'Time to act: Environmental Management in Financial Institutions' VfU, （１９９８？）
２５）http://www.unep.ch/etu/fi/fimenu.htm , 久富健治「環境と金融問題」「環境文化を学ぶ人へ」世界文化社（２０００）、日興證券株

式会社・日興アセットマネジメント株式会社「サステナビリティレポート２０００」による。訳語については後者の資料を参
考にした。

２６）英語名：Association for Environmental Management in Banks, Savings Banks, and Insurance Companies、ドイツ語名：Verein fur
Umweltmanagement inBanken（VfU）

２７）英語名：Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

分　　野 インプット例 アウトプット例

１ 不動産
敷地、建物面積、設
備機器台数

２ 消耗品購入
紙、オフィス製品、
到着書状数、包装物、
食品など

会社出版紙、
販促ＰＲ紙、
電子データ、贈答品

３ 水消費
飲料水、雨水、
地表水

下水、蒸発、浸出量

４
エネルギー
消費

電気、地域熱、ガス、
油、再生エネルギー

エネルギー損失、

５ ガ　ス CO2排出量

６ 廃棄物
再生紙用、
リサイクル用廃棄物
量、廃棄物量

７ 交　通
飛行機、鉄道、
自動車

図表８　ＶｆＵ環境マネジメントガイドライン・業務運営上の環境配慮分野

（出典：Time to Act）

環境行動指標 絶対値 比率（単位）
（１） 電力消費量 KWh KWh/従業員数
（２） 燃料消費量（暖房） KWh KWh/㎡
（３） 水消費量 立米 L/従業員数/日
（４a） 紙消費量 トン T/従業員数
（４b） 紙質（再生紙、上質紙など） %
（４c） コピー紙消費量 A4枚数/従業員数
（５a） 廃棄物量 トン Kg/従業員数
（５b） 廃棄物組成 %
（６a） 総通勤距離 百万km Km/従業員数
（６b） 通勤手段割合 %
（７） CO2排出量 トン Kg/従業員数

図表９　ＶｆＵ環境マネジメントガイドライン・開示すべき環境関連数値

（出典：Time to Act）



○国内金融・保険機関

製造業部門に比較すると質、企業数ともに少ない

ものの、環境保全対策に取り組む金融・保険機関の

数は増加している。２０００年９月に日経リサーチが行っ

た環境経営度ランキングでは環境報告書／環境会計

部門５１社のうち１０社がＡレベルにランキングされ２８）、

環境関連ウェブサイト「環境ｇｏｏ」による環境報

告書データベース「金融・銀行・保険」部門には滋

賀銀行、東京海上火災保険、日興證券（日興アセッ

トマネジメント）、安田火災海上保険計５社の環境

報告書がカテゴリー別に評定されている２９）。

○安田火災海上保険

ＩＳＯ１４００１認証取得済みの金融機関であっても、

その認証範囲は本社のみが大半であり、全ての事

業所にＥＭＳが網羅されていないのが一般的である。

このような中で安田火災海上保険ではユニークな

ＥＭＳ導入を行っている。紙・エネルギー使用量の

多いコンピュータセンター（事務本部ビル）と、

全社への影響が大きい本社ビル（営業・サービス

センター部門、資産運用部門、業務部門、システ

ム部門）の２サイトでＩＳＯ１４００１の認証を取得

し、その他の地区本部ビル・支店ビル・支社ビル

ではＩＳＯ１４００１のエッセンスを取り入れた独自の

ＥＭＳを構築している。「ＹＳＯ（Yasudakasai’s

System for Original Environmental Management）」と名

付けられた独自のシステムにより、全事業所分の

紙使用量、電力使用量を把握・公表している３０）。

○日興證券、日興證券アセットマネジメント

この２社は２０００年に前述のＵＮＥＰ「金融業界

環境声明」に日本の金融機関として初めて署名し

た。環境報告書の情報開示範囲は本店、本社事務

所、分室１、支店１、日興アセットマネジメント

の本館、別館の６サイトであり、電気・ガス・水

使用量、廃棄物排出量を「環境パフォーマンス」

として開示している。同社の全国事業所規模は本

支店１１７店９営業所であり、開示されている情報

は十分とはいえないものの、声明への署名企業と

して可能な範囲での環境情報開示を試みている３１）。

以上のように、各事業体の取り組みおよびその環

境情報の開示状況は様々であり、扱うサービス・業

種によって開示する環境情報の内容は異なっている。

各事業体の取り組みを業種別に比較する手段も確立

されていない。しかし、開示情報の分析のみからも

各事業体の姿勢の違いを垣間見ることができ、郵政

事業体の業務を環境側面から捉え直す際に貴重な参

考事例となる。

類似事業体の取り組み事例の分析をもとに行っ

た郵便局活動環境負荷の総量把握を次章に示す。
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２８）日経産業新聞　平成１２年１２月６日付　による。
２９）http://eco.wnn.or.jp/env_report/index.html を参照のこと。 （アクセス日　平成１３年４月３日）
３０）安田火災海上保険株式会社「環境・社会貢献レポート ２０００」による。なお、電力使用量は全社の光熱費を１kwhあたりの

平均的な電力料金で除した値を採用している。
３１）日興證券株式会社・日興アセットマネジメント株式会社「サステナビリティレポート２０００」



Ⅲ．郵政事業体の場合（環境負荷の総量把握）

１．研究成果～環境側面から捉えた郵便局活動～　

郵政事業体はこれまでに環境保全対策として局

用車のアイドリングストップ、省エネルギー郵便

局舎建設の試行や太陽光発電の導入、局舎内の節

電、節水などを実施してきた。しかし、これらの

取り組みはプロジェクト単位あるいは地方郵政

局・郵便局の独自施策という性格が強く、包括的

な検討は行われてこなかった。

そこで本研究では、前述した各事業体の環境施

策の取り組み調査に併せて、郵政事業体の包括的

取り組みとなるＥＭＳ導入に先立って必要な環境

負荷の洗い出しを行い、事業活動の総エネルギー

消費量把握を行った。具体的には、郵便局活動を

輸送業務と局舎管理の２つに分け、集配・輸送、

外務・営業から窓口業務まで、局舎内外多岐にわ

たるすべての郵便局業務を網羅してエネルギー消

費量をＣＯ２量に換算した（図表１０）。

77 郵政研究所月報 ２００１．５

図表１０ 郵便局活動の流れと各段階での業務区分



総エネルギー消費量把握にあたっては、本省

（当時）、北海道、関東、東京郵政局および管内郵

便局、委託運送会社の協力を得てデータを収集し

た。

具体的には、輸送部門は取集、輸送（委託）、

配達に分けて給油量・走行距離を積み上げ、概算

ＣＯ２排出量を求めた。貯金・保険外務のバイク

走行によるＣＯ２排出量は配達の項目に含まれて

いる。局舎管理部門は、地域区分局、集配普通局

に関しては先行研究の成果を援用し３２）、集配特

定局、無集配特定局についても関東、北海道郵政

局管内の郵便局データ解析により、全国の郵便局

におけるエネルギー消費量（光熱量）の概算値へ

展開した（簡易局については検討対象外）。また、

玉川局（東京）、秩父局、志木局（埼玉）にて詳

細調査を行い、廃棄物量やバイク走行のデータ収

集を行った（図表１１）。

現在、排出量割合を分析中であるが、デンマー

クと比較して国土が広く、輸送距離が長いにも関

わらず、局舎管理部門が大きな割合を占めること

がわかった。同部門は立地・設備の種類・築年数

等に影響されるものの、各郵便局の局舎管理方法

が負荷削減量を直接左右する。図表１１に示すとお

り推計項目が多いので、さらなるデータ収集およ

び詳細検討が必要である。
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３２）「環境を考慮した郵便局舎研究報告書」 （１９９９、日本建築学会）

図表１１ 負荷量把握フロー図　（フィンランド郵便庁環境報告書フロー図を参考に筆者作成）



２．本研究成果の活用法

本研究の成果は、郵政事業体が環境への取り組

みを本格化させる際の基礎資料となる（図表１２）。

管理部門（郵政局・本庁）では、今回調査の結果

をもとに局種別、地域別の平均消費エネルギー量

を算出できるため、これの数値を参考に各局の消

費量比較や地域気候別の特性把握が可能になる。

本研究では、各部課から提供された既存データを

加工分析したが、将来的に環境報告書作成、環境

会計を実施する際には、管理部門各部課がこれら

のデータを「環境負荷データ」として定期的に流

通させるしくみづくりが必要になるだろう。

３．おわりに～ＥＭＳ構築に向けて～

今日、環境問題の影響範囲は地球全体に広がっ

ているが、このグローバルな問題への対処方法は、

今のところ極めてローカルな手法しか見つかって

いない。環境保全対策は特効薬はなく、各事業体、

各サイトでの負荷削減努力の積み重ね、すなわち

ＥＭＳ実施に頼ることが最も確実な保全手法とさ

れている。

調査で明らかになったように、ＥＭＳ成功の可

否は、経営陣がその導入メリットを認識して決断

すること、そしてそれぞれのサイト（郵政事業体

の場合は各郵便局）の職員が当事者意識をもって

積極的に取り組めるかどうかにかかっている。初

期の検討段階、つまり事業を環境側面から見直し、

目標を設定し、対策を練る段階から積極的な参加

が行われている場合ほど成功率は高まるという。

現在、研究所では局ごとに独自に取り組む自己

診断マニュアルの作成段階に入っている。これま

で各郵便局では実行予算額をもとに省エネルギー

対策を実施してきたが、当然のことながら年々コ

ストダウンは厳しくなっている。より一層の省エ

ネルギー策を実践するには、これまでのデータを

詳細に検討し、削減しやすい項目を見極めていく

ような工夫が必要となる。同マニュアルは、各郵

便局の自主的な環境負荷把握、データ管理、さら

には局独自のＥＭＳ構築にむけての支援ツールと

なることを目指している。
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本調査にご協力いただいた関係各位にこの場を借りて御礼申し上げます。本稿についてお気づきの点、ご意見等ございました
ら右記までお寄せください。 a-oomura@soumu.go. jp

図表１２ 負荷量把握フロー図（フィンランド郵便庁環境報告書フロー図を参考に筆者作成）
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