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創業期の集配用かばん

郵便創業期には新しい技術や用具類が導入されましたが、集配用かばんも
そのひとつでした。このかばんは収集や配達の際に郵便物の遺失や濡損を防
ぐための必需品で、現在でもその基本的な機能は変わっていません。
写真のかばんは明治４年の郵便創業時のもので、書状通箱と呼ばれていま
した。当時かばんは大変珍しく、肩から集配用かばんをかけた法被姿の集配
員は町中の注目を集めたようです。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内　由井　薩 嶺

由井正雪の生家がある宿を過ぎ興津へ向かう途中に薩 峠の難所がある。この図

は、興津側から薩 峠越しに田子の浦を隔て富士の遠景を描いたもので、旅人がへっ

ぴり腰に崖から望むその風景の美しさは今も変わらない。

薩 峠を越える道は当初海沿いの古道で、波打際は「親しらず子しらず」と呼ば

れるほど危険であったが、明暦元年（１６５５）の朝鮮使節来朝を機に山中を通る新道が

開かれた。

（資料紹介・表紙解説　附属資料館　井上卓朗）

ていぱーく所蔵資料紹介�
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情報通信技術（ Information and Communication Technology）をめぐる政策につい

ては、２０００年以降、特に国の政府の重点政策としての取り組みが進められてきている。

そのＩＴ関連政策を進めていく上での基本となる「情報通信ネットワーク社会形成基

本法（通称ＩＴ基本法）」策定に向けて国会での積極的な審議が行われた際、筆者は

参議院交通・情報通信委員会において、４人の参考人の一人として意見陳述をする機

会に恵まれた。筆者は、急激な少子高齢化を特徴とする日本社会にあっては、高齢者

や障害者の生活や社会参加にＩＴが生かされる有効性が大きいので、高齢者や障害者

を含む誰もにとって、その利用の阻害要因を取り除き、ＩＴの有効な利用を促進する

法律と政策が有意義との意見を表明し、委員と質疑応答をさせていただいた。

この法律は２０００年１１月２９日に参議院を通過し、２００１年１月６日に施行されている。

成立したＩＴ基本法においては、第３条では、「すべての国民が情報通信技術の恵沢

を享受できる社会の実現」が掲げられ、「高度情報通信ネットワーク社会の形成は、

すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主

体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限

に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会

が実現されることを旨として、行われなければならない」と定めている。「すべての

国民」の中には、当然のことながら障害者も含まれるし、文字通り子どもから高齢者

まで、この国で、共に生きて住まうすべての人々がＩＴの利用主体として認識されて

いるはずである。

そして、第８条には「利用の機会等の格差の是正」が明記されている。すなわち、

「高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的

な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力におけ

る格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害する

おそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない」と明確

ＩＴ基本法を基礎として、
「情報バリアフリー推進」の一層の強化を

東京工科大学メディア学部　　清原　慶子

巻 頭 言
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に規定されている。

景気が低迷している現況では、国際的にも、国内的にも、ＩＴはとかく産業経済の

復興・再生の起爆剤として期待されがちであるが、ＩＴ基本法においては、同様の重

み付けで、生活において、格差なく、障害者を含めて誰もが活用するための条件整備

を、民間主導としつつも、国と地方公共団体の責務として行うと規定されていること

に注目したい。しかし、法が制定されても、それが具体的な施策や事業の実効性を持

つためには、実証的な研究に基づく取り組みが不可欠であり、情報通信技術が社会の

重要部分を担うとされる時代にあって、利用者の視点、市民の視点に立った研究が緊

要である。すなわち、情報通信技術開発やその利用に当たっては、工学系の研究のみ

でなく、利用場面の実証的実験の取り組みや、それを円滑に利用して行くための法学、

政治学、社会学、経済学等の社会科学の研究に基づく制度的整備が不可欠である。特

に、相対的に声が小さいことが懸念される「利用者」の行動、意識等を実証的に明ら

かにするとともに、利用場面に存在する諸課題を策出する機能がますます期待される。

郵政研究所におかれても、これまでの蓄積を生かして、今後も情報通信技術の「利用」

をめぐる課題を積極的課題として位置付け取り組んでいただきたい。

さて、筆者は情報格差是正のための政策を検討するために設置された「総務省ＩＴ

推進有識者会議」で、個人間、国際間の情報格差是正策を検討するワーキンググルー

プの主査を務めさせていただき、７月に報告書を総務大臣に提出した。そこでは、情

報バリアフリー促進のための技術開発とともに、利用者の視点に立った情報アクセシ

ビリティ基準の見直し、字幕放送の充実や情報リテラシーの育成等が具体的に提言さ

れている。このように基礎的政策提言はすでになされてきている。後は情報バリアフ

リーを具体的に実行するための社会システムの有効な構築が求められている。ＩＴ基

本法を現実社会でいきいきと生かすべく、筆者は特に「情報バリアフリー」の前進と

強化をＩＴ基本法の理念実現に宿る魂として吹き込みたい。
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昨年に引き続き、本年１月に実施したアンケート調査をもとに、移動体通信の状況を調

査した。

�関東の世帯における移動体通信の普及率は、携帯電話が６６．３％、PHSが１４．６％、ペー

ジャーが１．１％であった。関東全体の世帯においては携帯電話の伸び幅はマイナスに転

じ、上昇がとまった。PHSは微増、ページャーは減少となった。また個人普及率は、携

帯電話が４１．８％、PHSが６．２％、ページャーが０．５％であった。いずれも携帯電話が前

回に比べて増加、PHSがほぼ横這いではあるが微増、ページャーは減少となった。

�男女・年齢別の普及率は、携帯電話が男女とも２０代が最も多く、それぞれ８４．６％、７４．４％

であった。ただし伸び幅で見ると、男性が１０代で＋１６．５ポイント、女性が４０代で＋１２．６

ポイントで、最も大きくなっており、前回と異なった状況になった。PHSも前回と違っ

て、男性は１０代、女性は２０代でもっとも普及率が高くなっていたが、今回は男性が３０代

７．８％（＋４．９）、女性も３０代１１．９（＋４．４）であった。ページャーは前回同様非常に

低い水準の普及率になった。もっともページャー普及率が高いのは、男女とも６０代であ

り，それぞれ男性が２．６％（＋０．６）、女性が１．４％（１．４）と他の年代で全て減少傾

向にあるものの６０代だけ上昇傾向が見られた。

�加入プラン（料金プラン）については、携帯電話についてはローコールプランが４８％と

一番多く、標準プランは３０％であった。PHSは、標準プランが３２％と最も多かったもの

の、前回と同様に比率は大幅に減少した。

�自営業を除いた世帯における世帯平均支出額は、携帯電話が１１，６２８円，PHSが４，９２８

円であった。

調査研究論文

移動体通信の普及動向

通信経済研究部研究官 中村　彰宏
研究官 吉田　　誠

［要約］



はじめに

数年前よりはじまった、移動体通信１）の爆発

的普及は今もなお続いており、１９９６年から約１０００

万単位で加入者が増え続けている。２０００年３月末

における加入数は５１１４万であり、２０００年８月末に

は、遂に加入電話の加入数を追い越し、２００１年３

月時点で６０９４万になり、電気通信市場の産業構造

を根本的に変えるかのようである。移動体通信の

約９０％を占めるのが、携帯電話である。NTTド

コモが提供するi－modeによりその伸び率は増加

傾向を維持している。一方、１９９５年に登場した

PHSは、初期の段階では爆発的に普及したが、加

入数が１０００万台になる前の、１９９７年の９月をピー

クに減少がはじまった。ここ２～３年は５７０万加

入前後で推移しており、ほぼ横ばいの傾向を示し

ている。ページャーについては、携帯電話の普及

やPHSの登場に合わせて、年々加入数が減少し続

けている。このように一口に移動体通信と言って

も、携帯電話・PHS・ページャーのそれぞれの動

向はさまざまである。そこで、本稿では、郵政研

究所で過去３年間毎年ほぼ同時期（１～２月頃）

に実施しているアンケート調査をもとに移動体通

信の動向を報告することとする。

１．アンケートの概要

今回実施したアンケートの概要は以下のとおり

である。

１）調査対象

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県）の単身世帯を含む

全世帯とする。ただし東京都の離島は含まな

い。

２）発送、回収

発送、回収とも郵送による。発送は平成１３年

１月初旬

発送から回収までの期間は約１ヶ月

３）配布数、回収数

１２，０００世帯に配布、１，０３３世帯より回収

（回収率：約８．６％）

図表１～３に標本属性を示す。なお、性別及び

年齢に関しては、参考までに「住民基本台帳人口

要覧　平成１２年度」（自治省行政局）に基づく平

成１２年３月３１現在の関東と全国の平均値を併記し

ておく。
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１）本稿では、自動車電話を含む携帯電話・PHS・ページャーを「移動体通信」と称する。また、自動車電話を含む携帯電話と
PHSを「移動電話」と呼ぶこととする。
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図表１　性別属性

図表２　年齢属性

図表３　職業属性

人数（世帯主再掲） シェア 関東平均 全国平均

１０歳未満 333（ 0） 11.4% 9.1% 9.5%

１０代 339（ 5） 11.6% 10.5% 11.2%

２０代 394（ 105） 13.5% 16.2% 14.6%

３０代 524（ 245） 17.9% 14.6% 13.2%

４０代 433（ 222） 14.8% 13.3% 13.4%

５０代 373（ 199） 12.8% 15.6% 15.1%

６０代 295（ 170） 10.1% 11.1% 11.6%

７０歳以上 202（ 74） 6.9% 9.6% 11.5%

不明 28（ 13） 1.0%

合計 2,921（1,033）

人数（世帯主再掲） シェア

全体 2,921（1,033）

自営業 230（ 146） 7.9%

会社員・公務員 994（ 664） 34.0%

アルバイト 180（ 41） 6.2%

無職 740（ 137） 25.3%

小学生以下 392（ 0） 13.4%

中学生 83（ 0） 2.8%

高校生 105（ 0） 3.6%

大学・短大等 61（ 21） 2.1%

不明 136（ 24） 4.7%

人数（世帯主再掲） シェア 関東平均 全国平均

男　性 552  （ 910） 29.2% 29.2% 49.0%

女　性 1,306  （ 110） 69.2% 69.2% 51.0%

不　明 30  （ 13） 1.6% 1.6%

合　計 1,888 （1,033）



図表１及び２を見ると、全国値と今回調査対象

の関東の値では、デモグラヒックな特徴が多少こ

となることがわかるが、本稿では特に全国値に修

正するようなことはせず、アンケートの対象であ

る関東の値として分析を行うこととする。

２．普及動向

まず、参考として全国の加入数の推移を図表４

に示す。この図表からもわかるように、携帯電話

の普及率は増加し、PHSの普及率は前年度とほぼ

同等、ページャーは減少傾向が見られる。以下、

普及率について、関東のアンケート結果からより

詳細な分析を行っていくこととする。

２．１　移動体通信の世帯普及動向

図表５のとおり、関東の世帯における移動体通

信の普及率は、携帯電話が６６．３％（▲１ポイン

ト（ポイント：前回調査からの増減。以下数字の

み記述））、PHSが１４．６％（＋０．６）、ページャー

が１．１％（▲１．７）であった。携帯電話は前回調

査時には＋８．５ポイントであったので、プラスか

らマイナスに転じており、全国では増加傾向にあ

るものの関東においては普及率の増加が落ち着い

てきたと推察できる。

関東全体で見ると、移動体通信をいずれか保有

している世帯は７２．３％（▲１．３）となっている。

一方、携帯電話を複数台保有する世帯は３３．７％

7 郵政研究所月報 ２００１．９

図表４　全国の移動体通信の加入者の推移
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（＋６．５）、PHSを複数台保有する世帯は３％（＋

０．９）であった。前年度の調査時と同様、移動電

話の同一世帯内における複数保有率が加入数の増

加に伴い、増大していることが見られる。また、

PHSも、前年度調査時の伸び率が＋０．３ポイント

であったのに引き続いて増加傾向にあった。

次に都県別に移動体通信の世帯普及率を比較し

よう。都県の世帯普及率の格差は携帯電話が最大

１２．６ポイント（＋０．２）、PHSが最大２０．５ポイン

ト（＋２．５）となっており、各都県の格差をポイ

ント数だけで見た場合、携帯電話については前年

度調査時と格差はあまり見られず、PHSでも前回

の調査と比較して多少格差が開いたにとどまった。

最も世帯普及率の低い栃木県ではPHS保有世帯数

は０となってしまったため、PHS保有世帯数が１０

世帯以上の埼玉県、神奈川県、千葉県、東京都だ

けで都県間格差を見ると、都県の格差は最大６．６

ポイント（▲２．３）となり、例年の格差が広がる

傾向から一転縮小傾向になった。PHSでは全体で

は微増傾向にあるものの地域によってはその普及

にばらつきがあることが窺える結果となった。
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図表５　移動体通信の世帯普及率
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２．２　移動体通信の個人普及動向

次に、移動体通信の個人普及率を見てみよう。

移動体通信の都県別個人普及率を図表６に示す。

まず、関東全体でみてみると、移動体通信の個

人普及率は、携帯電話が４１．８％（＋５．８）、PHS

が６．２％（＋０．５）、ページャーが０．５％（▲０．４）

であった。ここでも携帯電話増加、PHS・ページ

ャーの減少という傾向は変わらない。移動体通信

のいずれかを保有しているのは、４６．９％（＋４．８）

であった。また保有者のうち、移動体通信の複数

保有率は３％（＋１．７）となっており、増加傾向

を示した。

次に、各都県における移動体通信の個人普及率

を見てみよう。携帯電話の世帯普及率が最も高か

ったのは、群馬県であった。東京、神奈川では携

帯電話の世帯普及率は他県と比較して低かったが、

個人普及率でみると高い数字を示した。東京に関

して言えば前年度調査時と比較して個人の普及率

が＋８．７ポイント上がった。

次に移動体通信の個人普及率を性別、職業別な

ど個人属性別に見てみよう。
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図表６　移動電話の個人普及率
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a）性別年代別普及率

個人普及率を性別で見てみると、携帯電話で男

性が５０．８％（＋６．５）、女性が３３．５％（＋６．２）と

なっており、前回調査時と比較すると男女の伸び

幅の差が小さくなる結果となった。PHSの普及率

では男性が７．０％（＋１．２）、女性が５．４％（▲

０．１）となり、前年度調査時と比べ、男性は増加

傾向を持続している一方で、女性は微減となった。

女性へのPHS普及率は昨年まで減少傾向が続いて

いたが、今年度の調査では減少傾向に歯止めがか

かった形となった。ページャーについては、男性

が０．８％（▲０．３）、女性が０．３％（▲０．４）と

ともに減少しており、減少傾向が続いている。

移動体通信いずれかの保有では、男性が５５．５％

（＋６．３）、女性が３３．８％（＋５．７）となっており、

前年度調査と同様に男性の方が高くなった。

次に性別、年齢別の個人普及率を合わせて見て

みよう。図表８は性別年齢別移動体個人普及率の

グラフである。

どの移動体通信普及率も前年度の調査結果と傾

向は非常に似通っているものとなった。携帯電話

においては、全体的に普及率が底上げされた形に

なった。その中で伸び率は、１０代男性の３９．８％

（＋１６．５）が最も大きくなっており、つづいて４０

代女性の４２．９％（＋１２．６）となった。普及率自

２０代の男女が前年度調査時と同様、もっとも高く、

それぞれ８４．６％（＋９．７）、７４．４％（＋８．６）と

なった。一方、PHSの普及率は、年齢、性別に関

して差異は小さい。つまり、PHS普及率は普及率

の比較的高かった２０代以下では男女とも普及率が

減少し、逆に３０代、４０代以上の男性と３０代の女性

で上昇している。前年度調査と異なっていた点と

しては、前年度調査時点では男性は１０代、女性が

２０代でもっとも普及率が高くなっていたが、今回

の調査では、男性では３０代７．８％（＋４．９）、女

性も３０代１１．９（＋４．４）がもっとも普及率が高い

結果となった。ページャーは前回調査同様非常に

低い水準の普及率で、もっとも普及率が高く、伸

び幅が高いのは、男女とも６０代で，それぞれ男性

が２．６％（＋０．６）、女性が１．４％（１．４）と他

の年代で全て減少傾向にあるものの６０代だけ上昇

傾向が見られた。
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図表７　性別普及率
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b）職業別普及率

次に学生以外の移動体通信個人普及率を職業別

に見てみてみよう。

図表９は学生以外の職業別移動体通信普及率で

ある。前回調査時と同様、会社員・公務員が携帯

電話においてもPHSにおいてももっとも普及率が

高く、それぞれ６５．５％（＋３．９）、９．３％（＋１．２）

であった。一方、前回調査との伸び率でみてみる

と、携帯電話では自営業が５３．９％（＋６．３）ともっ

とも上昇し、次にアルバイトが４７．２％（＋４．１）

であった。会社員・公務員は伸び率においては、

自営業、アルバイト、無職というグループの中で

一番伸び率が＋３．９と低く普及率は頭打ちという

見方もできるかもしれない。PHSを伸び率でみる

と、前回調査と比べアルバイトが７．８％（＋４．６）

ともっとも上昇していた。
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図表８　性別年齢別普及率
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図表９　移動体通信の職業別個人普及率
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２．３　非音声系サービスの利用について

平成１０年頃より、携帯電話やPHSの端末間で、

簡単な文字メッセージをやりとりする、簡易文字

メッセージサービスとよばれるサービス等が利用

されるようになってきた。最近では i－modeや

EzwebやJ－skyなどのインターネット接続サービ

スにより電話機単体でメールや情報サービスを利

用できるようになり、その普及に拍車をかけてい

る。また、移動通信端末とパソコンを接続し、パ

ソコン通信やインターネットのサービスを利用す

る人口も増え続けてきている。今回の調査でも前

回調査時と同様に音声通話だけではなく、非音声

系サービスの利用動向に関する調査を行った。図

表１１に非音声系サービス全体の利用動向を示す。

母数は移動電話の保有者全員である。

図表１１の中で、メール・情報サービスとは、前

述の文字による情報提供サービスや、i－modeや

EzwebやJ－skyなど電話機のみでのインターネッ

トを利用したサービスやネットバンキング、ネッ

トショッピングなどを提供するサービスのことで

あり、データ通信とは、移動電話をパソコンや

PDAに接続し、インターネットサービスプロバ

イダを経由して、ホームページの閲覧やe－mail等

をすることである。図表１１からは、現行では圧倒
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次に学生への移動体通信普及率を小学生以下、

中学生、高校生、大学・短大生等との区分で比較

を行った。

学生への普及率を図表１０に示す。携帯電話につ

いては、傾向としては前回調査時とあまり変わら

ず、全体的に普及率が上がり、大学・短大生等が

もっとも普及率が高く８２．４％（＋１７．１）であった。

一方、PHSについては、高校生がもっとも普及率

が高く８．６％（▲７．７）であった。ここで、携帯

電話について前回調査と比較した伸び率について

見ると、高校生が普及率６９．５％で前回調査時か

ら＋２８ポイントと大幅成長を続けている。これは、

高校生のPHS普及率の減少分をはるかに上回る伸

びであり、その結果、高校生に最も普及している

移動体通信がPHSから携帯電話に移っていること

がわかる。なお、今回の調査対象内では、ペー

ジャーを保有している学生は０であった。

図表１０ 移動体通信の学生への普及率
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的に電話機単体でのメール・情報サービスが利用

されていることが分かる。また、データ通信の利

用率が最も低くなっているが、これは他のサービ

スが移動電話単体でサービスを利用することが可

能であるのに対して、パソコンやPDA等に接続

する必要性がある分、手軽さに欠ける事が理由で

ある可能性が推測される。郵政省が平成１２年１２月

に発表した【トラヒックから見た我が国の電気通

信利用状況「平成１１年度」】によると、PHSの平成

１１年度における１回当たりの平均通話時間は７６．１

秒で平成１０年度の８４．２秒と比べて減少しており、

通話時間別通話回数では全体の約５０％が１０秒以下

の通話であることがわかる。PHSでのデータサー

ビスはみなし音声となっていることから、この１０

秒以下の通話において、かなりの割合を簡易文字

メッセージサービスが占める可能性がある。

次に、もっとも利用率の高いメール・情報サー

ビスについて、もう少し詳細に見てみよう。まず、

性別年齢別の利用率を図表１２に示す。

図表１１ 非音声系サービスの利用

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

メール・　　 
情報サービス 

データ通信 
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5.1％ 

図表１２ メール・情報サービスの性別年齢別利用率
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２．４　加入形態について

現在、ますます加入プランは増えており、加入

時には、どの加入プランにするか、悩むほどであ

る。ここでは、様々な事業者から出ているプラン

を　１）標準プラン、２）ローコールプラン、３）

ハイコールプラン、４）その他の４つに大別して

みた。ここで、「標準プラン」とは、各事業者の

サービスの標準のプランであり、「ローコールプ

ラン」とは、基本料金を低めに設定する代わりに

通話料金が標準プランよりも高く設定されており、

通話料の少ない人向けのプランである。逆に「ハ

イコールプラン」とは、基本料金が高く設定され

ている代わりに、通話料金が安くなっている、ま

たは高額の無料通話が設定されるなど、通話料の

多い人向けのプランである。「その他」はこの３

つのカテゴリにはいらないものを「その他」とし

た。携帯電話とPHSの加入形態比率を図表１４に示

す。
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前回調査時と比較して新たな傾向が表れている。

前回１０代、２０代では男性の方が利用率が高く、３０

代から５０代では、女性の方が利用率が高くなって

いたが、今回の調査では１０代２０代３０代では女性の

利用率が高く、４０代５０代６０代以上では男性の利用

率が高くなるという逆転現象が起った。もっとも

メール・情報サービスの利用率が高かったのは、

男性では３０代、女性では２０代であり、それぞれ

３１．２％、３６．８％となった。全年齢平均で見ると、

男性が２４％、女性が２８％と、女性のメール・情報

サービス利用率の方が高くなった。

次に職業別のメール・情報サービス利用率を見

てみよう。

図表１３からは、メール・情報サービスの主な利

用者層は、高校生、大学・短大生等やアルバイト

であることがわかる。利用率はアルバイトが

３４．７％、中学生が２５％、高校生が３０．５％、大学生・

短大生等が３４．７％となった。また、会社員・公務

員においても２６．５％と比較的高い利用率となって

いる。

図表１３ メール・情報サービスの職業別利用率
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携帯電話の加入携帯比率については、一番比率

が高いのは、ローコールプランの４８％で、標準プ

ランの３０％がそれに続いている。昨今、携帯電話

の通話時間や通話回数が増加しており、支出割合

も高くなっていることから利用に適した加入プラ

ンを選別し始めているということが窺える。PHS

については、標準プランの比率が最も高く３２％で

あった。

ところで、最近の移動電話の加入プランには無

料通話を含むプランが多くなってきている。そこ

で、次に、無料通話分に焦点をあてて利用動向を

見てみよう。図表１５は各加入プランに付属する通

話料無料分で区別した、携帯電話、PHSの加入比

率である。
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図表１４ 各移動電話のプラン別加入比率
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図表１５ 携帯電話・PHSの通話量無料分別の加入比率
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まず、携帯電話でもっとも利用されているのは、

無料通話が１０００円未満の加入プランで４３％を占め

た。つづいて、無料通話１０００～２０００円の加入プラ

ンが１９％、３０００～４０００円で１０％、２０００～３０００円で

９％の順となった。携帯電話の利用は増加してい

るが、比較的少額の無料通話分のプランを利用者

が選択している結果となった。一方、PHSは携帯

電話と比較してプラン数も少なく、無料通話を含

むプランがさほどないことから、無しの加入比率

が６７％と、もっとも高くなった。PHSのプランで

は無料通話分が１０００円未満のものがないため、

２０００円未満とレンジを設定したが、無料通話分無

しに続いて比率が高いのが２０００円未満の２１％で

あった。

３．移動電話への世帯支出額について

次に、各世帯の移動電話への支出額について簡

単に見ていこう。

まず、携帯電話、PHSの一ヶ月あたり支出額を

図表１６に示す。ここで、支出額には基本料金が含

まれている。また、世帯主が自営業の場合は、業務

に使用している場合が考えられるので、世帯主が

自営業以外の職業の世帯のみについて集計を行っ

た。なお、世帯主が自営業以外の世帯ではぺー

ジャーに加入していた世帯が５件で、いずれも１

台契約で５，０００円未満となっていた。

まず携帯電話について見てみると、もっとも多

いのは前回調査時と同様、５，０００円から１０，０００円

の間で３８％であった。次に多いのは、前回と同様

に５，０００円未満の支出世帯であった。また、平均

支出額は、１１，６２８円であり、前回調査時の平均支

出額が９，０４１円であったことを考慮すると、携帯

電話への世帯支出額は上昇傾向にあることがわか

る。世帯における携帯電話の保有率が増加（１世

帯で所有する携帯電話の台数が増加）したことと、

世帯全体の通話時間が増加したこと等が原因とし

て推測される。

次にPHSの世帯支出額について見てみると、基

本的な傾向は前回調査時と変わらず、５，０００円未

満の支出世帯の比率が高い結果となった。今回調
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図表１６ 移動電話の世帯支出額
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査のPHS平均支出額は４，９２８円であり、前回調査

時の支出額５，５００円と比較すると、減少傾向にあ

る。支出額低下の原因は、通話時間の短い簡易文

字メッセージサービスの全通話量に占める割合が

大きくなっていることなどが影響していると推測

される。

４．まとめ

本稿では、２０００年１月に実施したアンケートの

結果を用いて、関東地方における移動体通信の普

及状況や利用状況について分析を行なった。２０００

年１月に実施した前回の調査では、PHS普及率の

減少に歯止めがかかることが予想されたが、実際、

加入数はプラスに転じ微増している。しかしなが

ら、PHSの中心的な利用者層であった学生への普

及率は減少を続けている一方で、中高年齢層の普

及率に若干の回復傾向が見られることから、PHS

の利用層、利用形態が変わりつつあることが示唆

されている。携帯電話については、i－modeに代

表される多種多様なサービスの提供、料金体系の

多様化により、各事業者が熾烈な競争を繰り広げ

た結果、サービス品質の向上・料金低廉化が実現

し、加入数や普及率の増加が引き続きもたらされ

ているものの、今回の調査では関東において普及

率が前回からマイナスに転じ、落ち着いた形と

なった。

さて、移動体通信の普及率が４６．９％に達してい

る現在、音声通話を中心とした従来型サービスに

固執していては事業の成長がそれほど見こめない

可能性があるため、携帯電話の事業者は、新たな

需要を開拓する手段として、非音声系サービスに

力を入れてきている。高速データ通信の実現が特

徴の一つであるIMT－２０００の登場を視野にいれた

場合、このことは新規市場の開拓であるとともに、

潜在的ユーザの早期囲い込みとして捉えることも

できよう。そもそも、非音声系のデータ通信につ

いては通信速度の面からPHSが優位性をもつ分野

ではあったが、データ通信に適したパケット交換

方式を採用する携帯電話事業者も現れている。実

際、NTTDoCoMoが提供するiモードサービス

（携帯電話を利用したパケット交換方式によるコ

ンテンツサービス）は、平成１３年６月現在で

２４，９８９，０００の契約を達成している。他方、PHSに

おいてもPHSの優位性をフルに活かしたDDIポ

ケットが提供するH”LINK等の定額制インター

ネット接続サービスなどが提供されており、今後

の展開が期待される。

今年の５月３０日からNTTDoCoMoから提供さ

れる次世代移動通信サービスFOMAの試験サー

ビスが開始され、色々なサービスが検証される。

それに応じて適切な政策決定を行なうためには、

音声系サービスのみならず非音声系サービスにも

注目した普及動向調査が生み出すデータや分析結

果が重要となってこよう。
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１ ここ数年、パソコン・プリンタの高性能化・低価格化、デジタルカメラ・葉書作成用

ソフトの普及などが相まって、年賀状等の作成手段にインクジェットプリンタを活用す

る割合が確実に増加してきている。

こうした状況にあわせ、総務省（旧郵政省）は、プリンタ向けの年賀状として、平成

９年度（平成１０年用）において初めて、４１億７，６８０万枚の年賀葉書のうち２億枚（全発

行枚数の約４．８％）について、「コート紙」と称する新しいタイプの年賀葉書（現在の

「インクジェット用年賀葉書」）を発行し、翌平成１０年度（平成１１年用）からは、名称を

「インクジェット紙」に改め、現在に至るまで順調に発行枚数を伸ばしてきている。

ちなみに、直近の平成１３年用の発行枚数は、発行当初の３倍強に当たる６億６，１９９万

枚（発行枚数４２億２，５００万枚の約１５．７%）を数え、さらに、平成１４年用は約６倍に当た

る１１億８，７４６万枚の発行が予定されている。

２ 初年度においては、その前年度（平成９年用）の「版画用」仕様から１８０度転換した

ことから、お客さまから紙質等に関する苦情や照会を多数いただく一方で、PR不足から

販売が伸び悩み、無地の年賀葉書を求められるお客さまに、「コート紙」に関する説明

を行って購入していただくなど、今日の利用状況とは隔絶の間がある。

当初は、にじみ、発色濃度、コート層の形成などの葉書品質にバラつきが散見され

（用紙の抄造が複数メーカによって行われていることによる）、また、平成１２年用のもの

については、コート面（通信面）の色合いに微妙な品質差（クリーム色に見えるものと

白色に見えるのものとが存在する）が発生するなど、より一層お客さまにご満足いただ

くために品質を向上させていくことが必要である。

３ こうした状況に対応するため、インクジェット用年賀葉書に求められる品質の確保と

均一化を目的として、お客さま意見・要望の把握、品質格差の分析、研究会を開催して

調査研究論文

インクジェット用年賀葉書の課題と仕様改善への取組
－より一層お客さまにご満足いただくために－

通信経済研究部技術開発研究グループ主任研究官 細川東洋一
研究官 北島　光泰　

［要約］



はじめに

１　研究の背景と目的

ここ数年、パソコン・プリンタの低価格化、イ

ンクジェットプリンタの性能の向上、デジタルカ

メラ・葉書作成用ソフトの普及などが相まって、

年賀状等の作成手段にインクジェットプリンタを

用いる割合が増加してきている。

こうした状況を見据えて、平成９年度、総務省

（旧郵政省）は年賀葉書４１億７，６８０万枚のうち２

億枚（全発行枚数の約４．８％）について、「コート

紙」と称する新しいタイプの年賀葉書（現在の

「インクジェット用年賀葉書」）を発行した。

翌平成１０年度には、名称を「インクジェット紙」

に改め、その後、毎年発行枚数を伸ばし、３年後

の平成１２年度においては、当初の３倍強に当たる

６億６，１９９万枚（全発行枚数４２億２，５００万枚の約

１５．７％）のインクジェット用年賀葉書を発行する

までに至った（図１）。
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の規格の検討、試作見本の調製などを経て、新しい性能書の作成に取り組んできた。

その結果、７項目の新規格〔（色合い、裏抜け、表面強度、にじみ・はじき、粉落ち、

裁断、見本品の提出（発色・濃度・紙詰まりを確認する）〕を加えた新しい性能書を作

成するに至った。中でも、コート面の色合いについては、「標準色スケール」による色

合わせ方式の導入を提案している。

４ このような取組にあわせて、私製のインクジェット用葉書の販売実態、品質等に関す

る調査も進めてきた。

私製のものには、マットタイプ（インクジェット用年賀葉書と同タイプ）と光沢タイ

プがあるが、販売は光沢タイプが主流になっている現状にあり、一部の光沢タイプにお

いては原紙に「ポリエチレン両面ラミネート紙」を使用した写真向けの高品質のものも

販売されていることが分かった。一方マットタイプのものについても厚さ、坪量、コー

ト面の色合い、あて名面（コート化）などに多くの違いがあることが分かった。

５ さらに、インクジェット用年賀葉書の品質等についてお客さまがどう評価しているか

を確認するため、インクジェットプリンタを使用して、平成１３年用インクジェット用年

賀葉書により年賀状を作成された方々を対象としたアンケート調査を実施した（平成１３

年１月１６日～１月２９日　有効回答数１，０２９票）。

その結果、コート面の色、発色、にじみなど品質評価８項目すべてにわたり、８０％以

上の方に「満足している」との評価をいただいたほか、９７％の方からは「来年も使用し

たい」との回答をいただいた。



図１　インクジェット用年賀葉書の年度別
発行枚数と全体に占める割合

初年度においては、その前年（平成８年度）の

版画用仕様からコート紙仕様に１８０度転換したと

いうこともあって、品質にバラつきがみられ、お

客さまからも多数の照会をいただいたほか、平成

１１年度においては、新たに、抄造メーカにより

コート面の色相に違いが見られる状況が発生する

など１）、より一層品質の安定性・均一性の確保が

求められている。

こうした状況を踏まえ、本研究では、インク

ジェット用郵便葉書２）に求められる品質の安定

化と均一化を図る観点から、インクジェット用年賀

葉書を対象として利用者の意見を把握するととも

に、抄造メーカの違いによる品質格差の検証、品

質改善に向けての規格項目の検討、新規格に基づ

く抄造見本の調製・検証を行い、最終的には、新

たな性能書（仕様原案）を作成することを目標に

研究を進めてきたものである。

本稿では規格改善に向けての取組のほか、市販

されている私製インクジェット用葉書との物性比

較及び利用者アンケート調査（直近のインクジェ

ット用年賀葉書〈平成１３年用〉についてのお客さ

ま評価）についても紹介する。

２　研究の内容と方法

研究方法は次のとおりである。

� 現行インクジェット用年賀葉書に関する情報

収集

インクジェット用年賀葉書における品質上の

課題を明確にするため、必要な情報を収集した。

ア 地方郵政局（お客さま相談所等）を通じて

のお客さま意見・要望の収集・分析

イ プリンタメーカからの情報収集（利用者意

見・要望）

ウ 「平成１３年用年賀葉書」に対するプリンタ

メーカの品質評価

� 研究会の開催

課題に対する改善策を検討するため、インク

ジェット用年賀葉書の抄造メーカ等をメン

バーとする研究会を開催した。

ア　課題の整理と絞り込み

イ　規格に対する改善策の検討

ウ　規格項目、スペックの検討

� 試作品の調製・評価

新規格に基づく試作品を調製し、検討仕様が

インクジェット用年賀葉書の品質確保と均一化

に十分機能するかを検証した。

� 私製インクジェット用葉書の紙質等調査

インクジェット用葉書と仕様面でどのような

違いがあるかを検証するため、私製インク

ジェット用葉書の仕様等について分析を行った。
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１）蛍光灯下において、コート面の色相が「クリーム色」に見えるものと「白色」に見えるのものとが存在する。
２）現在発行されているものとしては、「年賀葉書」をはじめ「かもめーる」及び「通常葉書」の３種類がある。
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� アンケート調査の実施

新しい性能書を設定する上での資料とするた

め、インクジェット用年賀葉書（直近の平成１３

年用）に対するアンケート調査を実施した。

ア 対 象 者：インクジェット用年賀葉書を使

用し、プリンタで年賀状を作成した方

イ　調査方法：インターネット調査

ウ　アンケート回収件数：１，０２９件

� 新しい性能書の作成

前記�～�の結果を踏まえ、新しい性能書を

作成した。

Ⅰ　現行インクジェット用年賀葉書に関する情報

収集

１　お客さまからの要望等情報分析

地方郵政局等に照会し（郵政〔お客さま〕相談

所を窓口として、郵務部業務課及び営業担当課か

らも情報を収集）、平成１２年用インクジェット用

年賀葉書に対するお客さまの意見・要望を取りま

とめたところ、図２のとおり、記録に残されてい

るものとして４０数件上げられていることが判明し

た。

件数の多寡で課題の大きさを判断することは難

しいが、想像した件数を下回るものであった。こ

の点については、問題があっても苦情申告までに

は至らなかったお客さま、あるいは郵便局に苦情

申告を行ったお客さまからの意見・要望は集約で

きなかったためと認識しており、今回収集した意

見・要望については、お客さまを代表するものと

位置づけた。

図２「郵政お客さま相談所」に上げられた平成１２
年用インクジェット用年賀葉書に対する要望

内容をみると、全体の約７８％に当たる３１件が販

売枚数の不足に対する苦情・要望であり、残り約

２２％の９件が品質に関するものであった。

２　プリンタメーカからの情報収集

インクジェット用年賀葉書はプリンタ使用を前

提としていることから、インクジェットプリンタ

における市場占有率の高いメーカ３社に年末・年

始時期における利用者からの照会・苦情等におい

て、インクジェット用年賀葉書に関するものにつ

いての情報提供を依頼した。

各社からの回答は、インクジェット用年賀葉書

に関しては、特段記録に残されている苦情・要望

はないとのことであった。

プリンタメーカへの照会等の大部分は、用紙の

選択や印刷モードの設定が的確に行われなかった

ため、本来の印刷品質が得られないことに対する

ものが中心とのことである。

関連する情報として、２社からは、インクジェッ

ト用年賀葉書の使用割合が年々高くなってきたこ
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とから、次期の年末商戦（平成１３年秋口）には、

プリンタドライバーへ「官製インクジェット葉書」

モードを設定して販売する意向である旨の情報提

供があった３）。

併せて、プリンタメーカが独自仕様で提供して

いるインクジェット用私製葉書については、より

色鮮やかな発色を引き出すため、コート面に蛍光

染料４）を入れるのが一般的であるとの情報提供

があった。

３　プリンタメーカにおける印刷評価

前項１及び２に加え、インクジェット用年賀葉

書のコート面の品質をプリンタメーカはどう評価

しているかを確認するため、直近の平成１３年用イ

ンクジェット用年賀葉書（見本品）を使って、市

場占有率の高いプリンタメーカ３社（前項２と同

一メーカ）に依頼し、搬送力、印字品質等に対す

るテストを行ったところ、次のような結果を得る

ことができた（ただし、３社中１社については、

諸般の事情によりテストが実施できなかった。）。

� Ｃ社における品質評価テスト

ア　テスト用プリンタ

搬送性のテストについては、BJ－F１２０、BJ－

F３６０、BJ－F８７０及びBJ－S６００の４機種。

これらの機種は、インクシステム、搬送系を

異にするもので、Ｃ社におけるテスト機器に選

定されているものである。

一方、印刷品質のテストについては、BJ－F

１００、BJ－F２１０、BJ－F３００及び BJ－F８５０の

４機種及び高速のカードプリンタP－４００CⅡ及

び P－１００Mの２機種。

イ　テスト環境

１５℃・湿度１０％

これは、Ｃ社におけるインクジェットプリン

タの品質基準に設定されている環境で、低温下

では紙の剛度が高くなり、また、紙のカールが

大きくなることを想定した設定であり、搬送性

を評価する基準としては、厳しい基準といえよ

う。

ウ　評価方法

（ア）各プリンタに対し、４０枚１セットで裏面、

あて名面の順で印刷・評価

（イ）各プリンタに対し、２００枚連続印刷・評価

エ　評価項目

（ア）給紙力

（イ）搬送力

（ウ）送り精度

（エ）印刷品質（発色性、にじみ、均一性、文

字品質）

オ　テスト結果

給紙力、搬送力及び送り精度に関するインク

ジェット用年賀葉書の品質については、全抄造

メーカのものが満足できるレベルにあり、特段

問題はない旨の回答を得た（表１）。

一方、印刷品質については、B社製、C社製

については、ほぼ同レベルであるが、A社製に

ついては、均一性について対応の必要性が認め

られたほか、シアン系の発色性及びにじみにつ

いての指摘があった（表２）。

なお、高速のカードプリンタに対する評価は

表３のとおりである。
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３）Ｈ社製のインクジェットプリンタにおいては、既に HP 970 Cxi、955 C等の機種において、「インクジェット用官製ハガキ」
モードが設定されているほか、Ｃ社製のインクジェットプリンタにおいても２０００年に発売された BJ－F360、BJ－F660 等にお
いて同様モードの設定が行われている。
４）インクジェット用のインクとして、「白」のインクは設けていないことから、インクジェット用紙をより白くして発色を際
だたせるための工夫である。



� Ｅ社における品質評価テスト

ア　テストプリンタ

搬送性のテストについては、PM－７８０C及び

PM－７７０Cの２機種（両機種とも耐久評価後６）

のプリンタ）、印刷品質のテストについては、

PM－９００C（染料系）及びMC－２０００C（顔料系）

の２機種の計４機種。

搬送性のテストに選定されている２機種は、

それぞれ給紙機構を異にするもので、この２機

構を有する機種がE社の９０％以上を占めること
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表１　給紙力、搬送力、送り精度に関する評価

注：表中の記号は評価度合いを表す……◎最良、○良、△可、×不可

表２　印刷品質に関する評価

注：表中の記号は評価度合いを表す……５最良、４良、３可、２要改善、１採用不可

抄造メーカ
あて名面・裏面（コート面）

給紙力 搬送力 送り精度

Ａ社 ○ ○ ○

Ｂ社 ○ ○ ○

Ｃ社 ○ ○ ○

抄造メーカ
裏面（コート面） あて名面

発色性 にじみ 均一性 文字品質

Ａ社 ３ ４ ２ ４

Ｂ社 ４ ４ ４ ３

Ｃ社 ４ ４ ４ ４

コメント
Ａ社製はシアン系
の発色性が低い

３紙共に同レベル Ａ社製は均一性へ
の対応が必要

Ｂ社製はフェザリン
グ５）への対応が必要

表３　高速プリンタに対する評価

注：表中の記号は評価度合いを表す……５最良、４良、３可、２要改善、１採用不可

抄造メーカ
裏面（コート面）

発色性 にじみ 均一性 裏移り

Ａ社 ４ ３ ３ ３

Ｂ社 ４ ４ ４ ４

Ｃ社 ４ ４ ４ ３

コメント
３社共に同レベル Ａ社製はにじみへ

の対応が必要
Ａ社製は均一性へ
の対応が必要

Ｂ社製はインクの吸
収性が優れている

５）フェザリングとは、印字した文字等が紙の繊維に添ってにじみ広がること。エッジ部分がシャープでない意。
６）相当期間継続使用して、ゴムローラなどの消耗が使用の限度に達している状態である。



表５　搬送性に対する評価（PM－770C）

注：表中の記号は評価度合いを表す……◎最良、○良、△可、×不可

表４　搬送性に対する評価（PM－780C）

注：表中の記号は評価度合いを表す……◎最良、○良、△可、×不可

から、この機種でのテストでほぼ全体の傾向を

把握することが可能となる。また、印刷品質に

選定されている２機種は、インクの種類を異に

する（染料系と顔料系）もので、かつ、市販さ

れている機種の最高位にランクされているもの

である。

イ　テスト環境

１３℃３５％、１３℃６５％、２７℃３５％及び２７℃６５％

の４条件。

この４条件は、Ｅ社が独自に設けている試験

環境で、通常使用される環境を考慮して設定さ

れているものである。

ウ　評価方法

（ア）各プリンタに対し、３０枚１セットで裏面、

あて名面の順で印刷・評価

（イ）各プリンタに対し、１２０枚連続印刷・評価

エ　評価項目

耐久評価後のプリンタという環境下において、

次のテストが行われた。。

（ア）搬送性

（イ）印刷品質（印字濃度、テカリムラ、あて

名面耐水性、コート面耐水性）

オ　テスト結果

（ア）搬送性

次に示す評価となったが、E社からは、両機

種とも耐久評価後という厳しい条件の下で行わ

れたものであり、この現象が即一般のお客さま

が所有するプリンタに発生することは考えにく

いとしている（表４～表５）。
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７）剛性とは、紙のこしの強さをいう。

抄造メーカ
搬　送　性 剛　性７）（ガーレー：mgf）

あて名面 通信面 あて名面 通信面

Ａ社 ○
低温で給紙不良
２～３割発生

△
１６００ １８９２

Ｂ社
給紙不良多発
全環境ほぼ１００％

△～×
○ １７８０ １３８４

Ｃ社 ○ ○ １３４０ １６７６

抄造メーカ
搬　送　性 剛　性（ガーレー：mgf）

あて名面 通信面 あて名面 通信面

Ａ社 ○ ○ １６００ １８９２

Ｂ社 ○ ○ １７８０ １３８４

Ｃ社 ○ ○ １３４０ １６７６



Ａ：PM－７８０CにおけるＡ社製の通信面給紙不

良原因は、用紙の剛性が高過ぎるため、通紙

負荷が大きくなり、搬送不良が発生したとの

見解である。

現象的には、圧縮度の高い通信面は滑りや

すく、反対に圧縮度の低いあて名面は滑りに

くいため、ローラー部分に接する通信面には

適当な通紙負荷が掛からず、次の葉書と接す

るあて名部分には高い負荷が掛かったためと

の診断である。

Ｂ：PM－７８０CにおけるB社製のあて名面給紙

不良は、あて名面の剛性が高く、併せて通信

面との剛性格差が大きいことによるほか、通

信面側の端面にバリが発生（写真１参照）し

ており、通紙負荷が特に大きかったためとの

診断である。

（イ）給紙不良の対応策

Ａ：用紙剛性対応

剛性スペックの見直しと表・裏の剛性バラ

ンスについての対応が必要（Ａ社）。

Ｂ：用紙端面のバリ対応

抄造過程における断裁処理で発生したもの

か、印刷過程における断裁処理で発生したも

のかが明らかでないため、抄造メーカ、印刷

メーカ双方においてショット数管理の徹底が

必要。

（ウ）印刷品質評価

印刷品質評価においては、テカリムラの項で

各抄造メーカとも「△＝可」が出ている。これ

はコート面を斜め横から見た場合、円形状のテ

カリが部分的に発生しているものである（表

６）。

特に顔料系のインクを使用するPM－２０００Cに

おいて、Ｃ社製のものは全サンプルに△が発生

しており、今後の技術的課題といえる（表７）。
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写真１　最断面バリの発生

コート面にバリの
存在が認められる

Ａ社　　　　　　　　Ｂ社　　　　　　　　Ｃ社

←

コ
ー
ト
面
　
あ
て
名
面→

表６　印字濃度等に関する評価（PM－900C・染料系）

注１：表中の記号は評価度合いを表す……◎最良、○良、△可、×不可
注２：印字濃度の最高値はマットタイプで２．０程度とされている。

抄造メーカ 印字濃度 テカリムラ あて名面耐水性 コート面耐水性

Ａ社 ＢＫ1.87 シアン1.83 △～○ ○ ○

Ｂ社 ＢＫ1.80 シアン1.73 △～○ ○ ○

Ｃ社 ＢＫ1.81 シアン1.60 △～○ ○ ○
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Ⅱ　研究会の開催

インクジェット用年賀葉書における課題を検討

する場として、インクジェット用年賀葉書の抄造

メーカをメンバーとする「インクジェット用葉書

の品質向上のための研究会」を４回にわたって開

催した。各回の検討事項は次のとおり。

ア　第１回研究会

□　研究会の位置づけ

□　研究会におけるアプローチ方法

□　研究会における検討内容

・課題の整理・分析

・新たに追加すべき規格項目の検討

イ　第２回研究会

□　第１回研究会における検討課題の整理

□　新しく追加すべき規格項目の再検討

ウ　第３回研究会

□　試作品の試験結果

□　プリンタメーカにおけるテスト結果

□　新しい性能書の検討

エ　第４回研究会

□　新しい性能書の整理

□　標準色票（スケール）の導入

１　課題の整理と具体的対策

インクジェット用年賀葉書の課題と具体的対策

は表８のとおりである。

表７　印字濃度等に関する評価（PM－2000C・顔料系）

注：表中の記号は評価度合いを表す……◎最良、○良、△可、×不可

抄造メーカ 印字濃度 テカリムラ あて名面耐水性 コート面耐水性

Ａ社 ＢＫ1.42 シアン1.30 △～○ ○ ○

Ｂ社 ＢＫ1.41 シアン1.38 △～○ ○ ○

Ｃ社 ＢＫ1.27 シアン1.26 △ ○ ○
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表８　インクジェット用年賀葉書の課題と対策

項　　　　　目 課　　　　題 具体的な対策

色合いの統一 コート面の色合いが「白色」
に見えるものと「クリーム色」
に見えるものとがある（インク
ジェット用年賀葉書としての色
合いを統一する）。

「色相」、「蛍光染料」項目の新
設

裏抜けの防止 印字した文字等が反対側から
透けて見える場合がある

「不透明度」項目の新設

インクの乾燥性向上 高速の業務用カードプリンタ
で印刷した場合、にじみの発生
や次の葉書への裏移りが発生す
る場合がある

「乾燥性（裏）」、「印刷品質【裏
面の発色、濃度、にじみ（裏）】」
項目の新設

他の葉書性能項目との整合性 他の葉書用紙にある「表面強
度」、「ペン引きサイズ度」に関
する仕様が定められていないな
ど、仕様項目に整合性がない

「表面強度（表）」、「ペン引きサ
イズ度（表）」項目の新設

コート層を有する特性に合わせ
た性能項目の設定

コート層の特性部分（「粉落
ち」、「紙詰まり」）に関する仕
様が定められていない

「コート層の粉落ち（裏）」、「給
紙性能」項目の新設



２　新しい性能項目の設定

新しく追加すべき性能項目を整理したものが次

表である（表９）。
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表９　新しい性能項目の設定

※網掛け部分が追加項目
※蛍光染料（裏）項目は、最終性能書ではコート面の色相項目の中に組み込んでいる
※現行性能項目の規格値については省略している

規格案

○○±○％

△△±△

□□±□

××±×

９４以上

◎◎以上

▽▽以上

指定標準紙に合わせる
（色差ΔE=1.5以内）

１０以上

インクでにじみ、はじきの
ないこと

粉落ちが僅少であること

蛍光染料はコート面の性能、
色相を調整する範囲内で使
用すること

プリンタにより印字テスト
を行い、コート面の発色、
濃度、にじみ、乾燥性及び
紙詰まりに問題がないこと
を確認するとともに、印字
見本を提出すること

検　討　内　容

現行規格値

現行規格値

現行規格値

現行規格値

新規規格値の設定
（郵便書簡を参考）

現行規格値

現行規格値

平成１３年用年賀の平均

新規規格値の設定（再生５５面を
参考）

新規規格値の設定（再生５５面を
参考）

簡易テープはがし法による確認

用紙の明度・色度を調整する範
囲内での使用を認める

「印刷【裏面の発色、濃度、に
じみ（裏）】」、「乾燥性（裏）」
及び「給紙性能」を「印刷見本
の提出」項目に集約

性　能　項　目

坪量（g/㎡）

厚さ（㎜）

白色度（％）

不透明度（％）

平滑度（秒）

色相
（コート面）
明度・色度

表面強度（表）

ペン引きサイズ度（表）

コート層の粉落ち（裏）

蛍光染料（裏）

印刷見本の提出

表

裏

表

裏

Ｌ*

ａ*

ｂ*



Ⅲ　試作品の調製･評価

コート面の色合いの統一、裏抜け防止等の課題

改善を目的として、新しい性能書に基づく試作品

を調製し、性能書に盛り込まれた規格値での調製

が可能かどうか検証を行った。

規格に新たに加えた項目は、「コート面の色相」、

「不透明度」、「表面強度（表）」、「ペン引きサイズ

度（表）」、「コート層の粉落ち（裏）」、「蛍光染料

（裏）」及び「印刷見本の提出」の７項目で、従前

の４項目と合わせて１１項目としたものである。

この中で、特に重視したのは、「コート面の色

相」である。これはメーカ間で最も格差が生じた

事項であり、お客さま及び所管元において問題視

されていた事項であったからである。

� 標準色の設定

インクジェット用年賀葉書のコート面の色相は、

ベースとなる原紙（再生紙）の色合いの影響を受

けることから、高白再生年賀（無地の年賀葉書）

のスタンダードとされているＮ社製の平成１３年用

年賀を「原紙」のスタンダート色にするとともに、

コート面の色合いについては、インクジェット用

年賀葉書の仕様を設定する際に標準色とされたＮ

社製のもの（平成１０年度当初のものは退色してい

ることから、現実の対応としては、直近の平成１３

年用インクジェット用年賀葉書Ｎ社製のもの）を

スタンダード色とし、当該葉書の数値を盛り込ん

だものをスタンダード紙の性能書とした。

� 試作見本の調製

新しい性能書に基づく適合用紙を試作すること

を目的とし、特に、「色合い」の検証を中心とし

たものである。

なお、本試作品は、製紙メーカの研究所レベル

での調製であり、試作見本の種類は次のとおりで

ある。

・Ａ社（積層原紙）

・Ｂ社（単層原紙）

・Ｃ社（積層原紙）

・Ｄ社（単層原紙）

各社における試験抄造の結果は表１０のとおりで

ある。

抄造したインクジェット用葉書用紙の物性を検

証すると、課題であったコート面の色相は、色差

（ΔE値）が最も小さいもので０．４２、最も大きい

もので１．２７といずれも規格値であるΔE=１．５以

内に収まっているものであった。また、目視によ

る色合わせにおいても、ほとんど同じ色合いに見

えることを確認した。
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表１０ 試作品の物性比較

注：表中の記号は次の内容を表す・・・・・◎極めて良好、○良好
（参考）表中の L* a* b* （エルスター、エースター、ビースターと呼ぶ）について

物体の色を表すのに、あらゆる分野で最もポピュラーに使用されている表色系として L* a* b* 表色系がある。この表
色系では明度（明るさ）L* 、色相と彩度（色の方向とあざやかさ）を示す色度 a*、b* で表す。

仕様項目 性能値 スタンダード Ａ社 B社 Ｃ社 D社

坪　量（g/㎡） ○○±○％ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

厚　さ（㎜） △△±△ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

白色度（％）
□□±□ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

不透明度（％） 94以上 96.9 97.0 94.8 95.7

平滑度（秒）
◎◎以上 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

色相（コート面）

指定標準紙に合わせる
こと

色差ΔE=1.5以内

L*=94.98
a*=－0.23
b*=3.35
0

L*=95.21
a*=－0.55
b*=3.14
0.45

L*=95.38
a*=－0.18
b*=3.27
0.42

L*=95.66
a*=－0.30
b*=3.08
0.74

L*=96.15
a*=－0.70
b*=3.22
1.27

表面強度（表） 10以上 14～16 13～14 14～16 14～16 14～16

ペン引きサイズ度
（表）

インクでにじみ、はじ
きのないこと
（評価５以上）

6 6 6 6 5～6

コート面の粉落ち
（裏）

粉落ちが僅少であるこ
と

○ ◎ ◎ ◎ ○

表

表

印刷見本の提出
指定するプリンタによ
り印字し、問題のない
ことを確認する

◎ ○ ◎ ◎ ○

裏 ××±× ◎

95.8

◎ ◎ ◎ ◎

裏 ▽▽以上 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎



なお、図３は平成１２年用インクジェット用年賀

葉書と試作品のコート面の色差を比較したもので

あるが、グラフの三角形の大きさから分かるよう

に、試作品の三角形の方が小さくなっており、色

の差が少なくなっていることが分かる。

図３　平成１２年用インクジェット用年賀葉書の
コート面の色差

試作インクジェット用年賀葉書のコート面の色差

Ⅳ　私製インクジェット用葉書との比較

� 種類と構造

私製インクジェット用葉書を大別すると、図４

のように用紙の表面に半光沢のコート層を設けた

マットタイプと、つやのある光沢層を設けた光沢

タイプがあり、また、各タイプは構造の違いから

次のように分類される。

ア　マットタイプ

①裏面コート紙／あて名面普通紙

②両面コート紙（あて名面の画質と耐水性

の向上）

イ　光沢タイプ

③裏面コート紙／あて名面普通紙

④両面コート紙（あて名面の画質と耐水性の

向上）

⑤写真用（ポリエチレン両面ラミネート紙を

使用）

図４　インクジェット用葉書の構造

①③タイプ

②④タイプ：市場で多いタイプ

⑤タイプ：防水加工、光沢付与、白さ向上

このうち、①のマットタイプがインクジェット

用葉書と同タイプのものであるが、市場での種類

が最も多いのは②④のタイプで、あて名面につい
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てもマット層を設けて、インクジェット適性を高

めたものとなっている。

また、パソコン、デジタルカメラ等の高性能

化・高画質化の傾向から、今後の市場での動向は

⑤の写真画質の得られるタイプへの移行が急速に

進むものと見られる。

� 私製インクジェット用葉書の発売状況

実際に、店頭に並んでいる入手しやすいものの

数において、マットタイプのものは１２種類を、光

沢タイプのものは２０種類を入手することができた。

販売されている種類からみて、市場のニーズは光

沢紙の方が高くなっているといえる。

また、マットタイプの種類は一般的なものとハ

イグレードなものの２種類程度であるが、光沢タ

イプはフォト向きのもの以外に、絹目のもの、超

厚手のもの、両面光沢のもの、耐水光沢のものな

ど、多種類が発売されている。

� 私製インクジェット用葉書の実売価格

量販店で実際に売られている価格について調査

した結果は次のとおりである。

ア　１枚当たりの単価

図５のようにマットタイプでは１枚当たりの

平均は８．２円で、切手代を入れると５８円相当に

なる。

一方、光沢タイプでは１枚当たりの平均は

１６．７円で、マットタイプの２倍を超えている。

また、一概に光沢タイプといっても、１枚当た

り８．３円～３１円まで価格差があり、２０円以上の

ものは写真画質タイプである。

イ　１セット当たりの販売枚数

マットタイプのものは１セット５０枚で販売さ

れているのに対し、光沢タイプのものは１セッ

ト２０～３０枚で販売されている。

図５　実売価格

これは、光沢タイプの単価はマット紙に比べ

約２倍となっていることから、販売価格を５００

円程度に押さえるために枚数を調整しているも

のと思われる。

� 私製インクジェット用葉書の物性

次に、私製インクジェット用葉書の物性（厚さ、

坪量、コート面の色、白色度）について調査した

結果は次のとおりである。

ア　厚さ・坪量

マットタイプの平均は、厚さ０．２２０㎜、坪量

１７８．０gで、官製のインクジェット用葉書（図

６中の▲）に比較して薄く、軽いものが多い。

一方、光沢タイプは、マットタイプに比べて

幅があり、平均は０．２３３㎜、２０１．６gで、厚く、

重いものが多い。また、インクジェット用葉書

に比べても厚く、重いものとなっている。
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図６　厚さ・坪量（マットタイプ）

厚さ（㎜）

厚さ・坪量（光沢タイプ）

厚さ（㎜）

イ　コート面の色

図７はコート面の色を明度（L*）、色度（a*、

b*）で比較したものである。

この図から分かるように、マットタイプでは、

インクジェット用葉書（▲印）に比較して青赤

方向に集中しており、見た目青白く見えるもの

が多い。

一方、光沢タイプは、同じ青赤方向に向かっ

ているものの、マットタイプほど集中しておら

ず、ばらつきが見られる。

図７　コート面の色（マットタイプ）

コート面の色（光沢タイプ）

ウ　白色度

マットタイプの平均は８６．３％で、インク

ジェット用葉書に比較すると白いものが多く

なっている（図８）。

一方、光沢タイプの平均は８６．７％であるが、

７９．６％から９２．４％と幅広く、概ね８０％台前半、

８０％台後半、９０％台前半の３つグループに分け

られる。

図８　白色度

33 郵政研究所月報 ２００１．９

マ
ッ
ト
タ
イ
プ�

70 80 90 100（％）
89.2
89.1
88.8
88.7
88.1
87.9
86.8

84.7
84.4
83.4
82.5
82.5
82.5

光
沢
タ
イ
プ�

70 80 90 100（％）
92.4
92.4
91.9

89.4
89.3
88.5
88.5
88.3
88.3
87.9
87.9
87.7
87.0

84.1
83.4
83.1
82.9
82.3
81.6
80.8
79.6

5

0

-5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

黄色方向�

青方向�

赤
方
向�

緑
方
向� -10 10

-10

10

a*→�

←
b*

5

0

-5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

黄色方向�

青方向�

赤
方
向�

緑
方
向� -10

10

10

-10

a*→�
←
b*

坪
量
（
g/
㎡
）
�

坪
量
（
g/
㎡
）
�



Ⅴ　アンケート調査の実施

１調査概要

� 調査方法

ア　地域：全国４７都道府県

イ 対象者：１０～６９歳までの男女／インク

ジェットプリンタの保有者／平成１３年用イン

クジェット用年賀葉書による年賀状の作成者

ウ　調査方法：インターネット調査

エ 対象者の選定方法：インターネット・ユー

ザーのマスターサンプル使用

オ　回収状況：有効回答者数１，０２９票

� 調査項目

ア　年賀葉書の購入枚数（本人・世帯）

イ インクジェット用年賀葉書の購入枚数（本

人・世帯）

ウ インクジェット用年賀葉書の購入場所、予

約状況、予約の時期、受取りの時期、購入時

の問題点

エ インクジェット用年賀葉書裏面の作成ツー

ル、あて名部分の作成ツール、使用プリンタ

メーカ

オ 葉書の品質評価（コート面の白さ、発色、

にじみ、乾燥の速さ、紙粉の発生度合い、葉

書の柔らかさ、コート面の滑らかさ、葉書の

厚さ、その他不満点）

カ 来年の年賀状としての使用意向、光沢の年

賀状の使用意向、光沢の年賀状の許容価格

キ　電子年賀状の利用状況　

� アンケート調査期間

平成１３年１月１６日～１月２９日

２　調査結果

アンケート調査項目のうち、インクジェット用

年賀葉書の仕様に関する項目について分析・検討

した結果は、次のとおりである。説明に入る前に、

年賀葉書の裏面をどのようなツールで作成してい

るかを見ておくこととする。

� 葉書裏面の作成ツール

インクジェット用年賀葉書の裏面（コート面）

の作成ツールは、予想していたとおり「パソコン

の年賀状作成ソフト」使用が圧倒的に高い

（１，０２９票中８６４票、約８４．０％）ことが判明した。

この状況をイメージで言い表すと、市販の年賀

状作成ソフトを使用して住所入力を行い、そのデ

ータを使ってあて名面の印刷を行い、裏面は同じ

年賀状作成ソフトのイラスト集から題材を選択し

印刷を行うという姿といえよう。

こうした年賀状作成ソフトを使って年賀状を作

成する場合にあっては、マット調の仕様の方が、

発色度合い、色の落ち着き、雰囲気などの面で、

光沢タイプのものに比べて優れた面を持っている

といえるであろう。

一方、デジタルカメラで撮影した画像を使用し

て年賀状を作成している割合は、アンケート結果

において２３％にのぼっている。トップの「パソ

コンの年賀状作成ソフト」使用の８４．０％、第２位

の「素材集ソフトなどのイラストソフト」使用の

２３．１％に次ぐ第３位となっており、今後ますま

す光沢タイプの利用の拡大が進んでいくものと推

測される。アンケートの品質評価項目別の満足度

等は、表１１のとおりである。

郵政研究所月報 ２００１．９ 34



表１１ 品質評価項目別の満足度

注：満足の項（ ）括弧内数値は、「どちらとも言えない」
の回答数を加えた数値である。

� コート面（裏面）の白さ

「大変満足している」及び「満足している」の

割合は全体の８７．１％。それに「どちらとも言えな

い」の７．８％を加えると９４．９％に上っている。

一方、「やや不満である」及び「不満である」

の割合は全体の５．０％となっている。この数値か

ら判断すると、大部分のお客さまは、現行インク

ジェット年賀葉書の「白さ」に関しては満足いた

だいているものといえる（表１２）。

表１２ はがき裏面の白さ

� 印刷したときの色の出方（鮮やかさ、色合い

など）

「大変満足している」及び「満足している」の

割合は全体の８１．５％。それに「どちらとも言えな

い」の９．４％を加えると９０．９％に上っている。一

方、「やや不満である」及び「不満である」の割

合は全体の９．１％となっている。

９０．９％という結果からみれば、大部分のお客さ

まは現行の葉書用紙の発色に満足いただいている

ものといえる。ただし、およそ１割のお客さまは、

もっと鮮やかに印刷できる品質を望んでおり、特

に写真を印刷した場合の発色性の向上を望んでい

る。こうした要望におこたえするためには、現行

のインクジェット用年賀葉書に加え、写真に適し

た光沢タイプの年賀葉書について検討していくこ

との必要性が認められる（表１３）。

表１３ 「印刷したときの色の出方」に対する取
りまとめ

� インクのにじみ

「全く発生しない」及び「ほとんど発生しない」

の割合は全体の８７．２％である一方、「多少発生し

ている」及び「かなり発生する」の割合が全体の

１２．７％となっており、「にじみ」に対する検討の

必要性が認められる。

「にじみ」に対するフリーアンサーを見ると、

「にじみが多少発生する」が１０件、「あて名面」に

にじみが発生するが６件、「コート面」ににじみ

が発生するが３件となっている。

「多少にじみが発生する」との回答は、にじみ

がコート面に発生したものかあて名面に発生した

ものか判断はできないが、あて名面に対するコー
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項　　　　目
満　　足
（％）

不満足
（％）

コート面の白さ 87.1（94.9） 5.1

色の出方 81.5（90.9） 9.1

インクのにじみ 87.2（－） 12.7

インクの乾燥の速さ 81.6（95.9） 4.1

紙粉の発生度合い 96.4（－） 3.6

用紙の柔らかさ 80.7（91.2） 8.8

用紙の滑らかさ 81.3（95.4） 4.6

用紙の厚さ 81.5（89.8） 10.2

項　　　　目 回答数 構成比

大変満足している 209 20.3％

満足している 688 66.8％

どちらとも言えない 80 7.8％

やや不満である 47 4.6％

不満である 5 0.5％

合　　　計 1029 100.0％

項　　　　目 回答数 構成比

大変満足している 201 19.5％

満足している 638 62.0％

どちらとも言えない 97 9.4％

やや不満である 85 8.3％

不満である 8 0.8％

合　　　計 1029 100.0％



ト化の希望が多いことを考えると、多くの場合、

あて名面における手書きあるいはプリンタによる

印字の場合に発生しているものと推測される。ま

た、若干ではあるがコート面の印刷時ににじみが

発生している状況も報告されている（表１４）。

表１４ インクのにじみ

� インクの乾燥の速さ

「大変満足している」及び「満足している」の

割合は全体の８１．６％。それに「どちらとも言えな

い」の１４．３％を加えると９５．９％に上る。一方、

「やや不満である」及び「不満である」の割合は

４．１％となっている。

９５．９％という結果からすると、大部分のお客さ

まは、現在の乾燥度合いに満足いただいているも

のといえる。フリーアンサーにおいても「乾燥が

遅い」とする回答は３件であった（表１５）。

表１５ インクの乾燥性の速さ

� 紙粉の発生

「全く発生しない」及び「ほとんど発生しない」

の割合は全体の９６．４％と極めて高く、「多少発生

する」及び「かなり発生する」の割合は全体の３．

６％となっている。

９６．４％という数値から判断すると、大部分のお

客さまは、紙粉の発生に満足いただいているもの

といえる。フリーアンサーにおいても「紙粉の発

生」が認められたとの回答は３件であった（表

１６）。

表１６ 紙粉の発生

� 葉書の柔らかさ

「ちょうどよい」の割合が全体の８０．７％。それ

に「どちらとも言えない」の１０．５％を加えると

９１．２％に上っている。一方、「硬すぎる」又は

「柔らかすぎる」の割合はほぼ均衡していて、硬

すぎるが４．８％、柔らかすぎるが４．０％となって

いる（表１７）。９１．２％という数値から判断すると、

大部分のお客さまは葉書の柔らかさに満足いただ

いているものといえる。

表１７ はがきの柔らかさ
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項　　　　目 回答数 構成比

全く発生しない 276 26.8％

ほとんど発生しない 621 60.4％

多少発生する 129 12.5％

かなり発生する 2 0.2％

無回答 1 0.1％

合　　　計 1029 100.0％

項　　　　目 回答数 構成比

大変満足している 245 23.8％

満足している 595 57.8％

どちらとも言えない 147 14.3％

やや不満である 40 3.9％

不満である 2 0.2％

合　　　計 1029 100.0％

項　　　　目 回答数 構成比

全く発生しない 444 43.1％

ほとんど発生しない 548 53.3％

多少発生する 33 3.2％

かなり発生する 4 0.4％

合　　　計 1029 100.0％

項　　　　目 回答数 構成比

ちょうどよい 831 80.7％

硬すぎる 49 4.8％

柔らかすぎる 41 4.0％

どちらとも言えない 108 10.5％

合　　　計 1029 100.0％



� 葉書表面の滑らかさ

「大変満足している」及び「満足している」の

割合は全体の８１．３％。それに「どちらとも言えな

い」の１４．１％を加えると９５．４％に上っている。

「やや不満である」及び「不満である」の割合は

全体の４．６％となっている。

９５．４％という数値から判断すると、お客さまの

大部分は、葉書表面の滑らかさに満足いただいて

いるものといえる。フリーアンサーにおいても

「滑らかさが足りない」とする回答は２件であっ

た（表１８）。

表１８ はがき表面の滑らかさ

	 葉書の厚さ

「ちょうど良い」の割合は全体の８１．５％。それ

に「どちらとも言えない」の８．３％を加えると８９．

８％に上る。一方「厚すぎる」及び「薄すぎる」

の割合はそれぞれ５．３％及び４．９％となっている。

全体的にみれば、ちょうどよい、どちらとも言

えないとの回答が８９．８％であることから、多くの

お客さまは、現在の葉書の厚さに満足いただいて

いるものといえる（表１９）。

表１９ はがきの厚さ


 品質面の不満点

品質面に対する意見は、�～	までの項目に関

するものも入れて、全部で２３３件に上っており、

前記の�～	までの項目以外で主な意見としては、

５１件（２１．９％）が「光沢（写真画質）タイプの葉

書用紙の発行」を希望していることである。

また、これと類似する内容として、「あて名面

のコーティング化」についても９件（３．９％）の

要望がある。今後より一層インクジェット用年賀

葉書の利用増が見込まれる状況にあることから、

写真の印刷に適する光沢タイプの葉書用紙の開発

に向けた取組の必要性が認められる。

これに続くものとしては、ボールペン、サイン

ペンで手書きした場合、滑りやすく書きにくい、

あるいはにじみが発生するとの意見が３２件上がっ

ている。これは、あて名面に手書きした場合と、

コート面に手書きした場合の２つの意見がある。

前者の場合は、一般の年賀葉書あるいは通常葉

書と比較してどのような差があるかを検証するこ

とが必要であり、また、葉書そのものの紙質とし

てどの程度の厚さが最適なのかを検証していくこ

とも必要である。

一方後者の場合は、コート面の作成はプリンタ

だけで行われているものではなく、近況等手書き

で書かれる場合も多いことから、ボールペンなど

でも書きやすく、また、にじみが少ない仕様が望

ましい。しかし、手書きを重視することは浸透乾

燥重視の仕様を目指すこととなり、コート面の品
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項　　　　目 回答数 構成比

大変満足している 187 18.2％

満足している 650 63.1％

どちらとも言えない 145 14.1％

やや不満である 39 3.8％

不満である 8 0.8％

合　　　計 1029 100.0％

項　　　　目 回答数 構成比

ちょうどよい 839 81.5％

厚すぎる 55 5.3％

薄すぎる 50 4.9％

どちらとも言えない 85 8.3％

合　　　計 1029 100.0％



質低下につながらないようバランスをとる必要が

あると考える。

表２０は、�～	以外の意見を取りまとめたもの

である。

表２０ �～	以外の項目に対する意見

３　新仕様書案への反映

アンケート結果を基に、性能書を検証してみた。

不満足が１０％を超えている項目に目を向けると、

「インクのにじみ」と「葉書用紙の厚さ」がある。

当該項目のみ抜き出した満足度が表２１である。

表２１ 不満足が１０％を超える項目

� インクのにじみ

インクのにじみについては、一定の基準を設け

るため、性能書では「ペン引きサイズ度（表）」

と「印刷見本の提出」の２項目を新たな項目とし

て設定している。

ペン引きサイズ度（表）は、日本紙及び紙製品

技術標準８）に定める「評価５以上」の基準を設

定したことから、あて名面における「にじみ」度

合いは、他の葉書用紙と同様の水準に引き上げら

れる。評価５における「にじみ」の程度について

は、写真２を参照されたい。

写真２　にじみ評価

なお、ペン引きサイズ度（表）は、これまで他

の葉書用紙（通常葉書、インクジェット以外のさ

くらめーるやかもめーる）では、「インキ等でに

じみ、はじきのないこと」という表現にとどまり、

具体的な評価基準が示されていなかったものであ

るが、インクジェット用の年賀葉書については、

評価基準を「日本紙及び紙製品技術標準の５以上」

と明確にした。

また、インクのにじみについては、「印刷見本

の提出」項目を設定しカバーすることとした。こ

の項目は、指定のプリンタを使用して印字テスト

を行い、コート面の発色、濃度、にじみ、乾燥性

及び紙詰まりについて抄造メーカ自身に一定の水

準を確保していることを確認させ、規格値をクリ

アした用紙の搬入を義務づけるとともに、発注者

側においても、当該印刷見本を見て確認すること
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５１件 写真画質対応を希望

３２件
ボールペン、サインペンでうまく書け
ない

９件 あて名面のコーティング化

７件 無地の年賀葉書と差がない

３件 郵便番号の位置ずれ

２件 きめが粗い

１７件
その他（鉛筆の線が消えない、葉書の
カール等）

項　　目 満足（％） 不満足（％）

インクのにじみ 87.1（－） 12.7

用紙の厚さ 81.5（89.8） 10.2

８）Japan Technical Association of the Pulp and Paper Industry 紙パルプ試験方法　No.12－76：標準インキ、標準ペンを用
いて罫線を引き、標準にじみ見本と対比して最も近い等級（０～６）を求め、ペン書きサイズ度とする。

評価６　　　　　　　　　　　評価５

評価４　　　　　　　　　　　評価３



ができ、より徹底した品質管理が行えることとな

るものである。

� 用紙の厚さ

用紙の厚さについては、「薄すぎる」との回答

が１５件、反対に「厚すぎる」との回答が４件あっ

た。インクジェットの葉書用紙の厚さは仕様書で

定められており、通常葉書よりも若干薄い仕様に

している。

その理由としては、一般葉書が手書きを前提と

しているのに対し、インクジェット用年賀葉書に

ついてはプリンタによる印刷を前提としているこ

とから、プリンタでの給紙が確実に行われること

が必要となる。そのためには、プリンタで一般的

に使用されるＡ４普通紙などを考慮し、現行の通

常葉書より若干薄くして、引っかかりを起きにく

くしているものである。

私製のマットタイプのインクジェット用葉書と

比較すると、私製のものの厚さは平均で０．２２０㎜

であるのに対し、インクジェット用年賀葉書は

０．２２８㎜（平成１３年用実査値）と厚くなっている。

また、私製１２銘柄の厚さと比較すると、インク

ジェット用年賀葉書に比べて厚いものが３銘柄、

同等及び薄いものが９銘柄と、当方のインクジェッ

ト用年賀葉書の厚さは私製のものに比べ薄いもの

でないことは明らかである。

また、アンケート結果においても、厚い・薄い

の相反する意見があることから、厚さの仕様につ

いては、これまでの規格を継続することとが適当

と判断し、見直しは行わないこととした。以上の

結果において、新しい性能書は、アンケート結果

における意見に対しても十分対応できるものと判

断しているところである。

Ⅵ　新しい性能書の作成

１　新性能書の概要

お客さまからの意見・要望、研究会の開催、性

能書に基づく試験抄造を通じて得たデータを基に

内容を整理し、最終的な性能書を表２２のとおり取

りまとめた。

取りまとめの段階で整理した事項は次のとおり

である。

� コート面の色相

色相を具体的な数値で示す方法もあるが（例：

L*=95.0、a*=－0.3､b*=3.3）、すべての数値を規格

値に合わせることは極めて困難であることが検証

できたことから、色相を具体的な数値で示すこと

は行わず、図９に示す標準色スケールの色に合わ

せる方向で整理した。

� 断裁

プリンタメーカにおける平成１３年用インク

ジェット用年賀葉書の品質評価テストにおいて、

Ｅ社製のプリンタで給紙不良が発生し、原因の一

つに用紙端面に「バリ」の発生が認められたこと

から、その対応策として、断裁に関しての仕様を

盛り込むこととした。

２　新性能書における今後の対応

新しい性能書の特徴としては、コート面の色相

の統一を図るため、標準色スケールという新しい

方法を取り入れたことである。

この方法の特徴は、メーカにおける抄造過程に

おいて、常に標準色スケールと対比して色合わせ

が行えることにある。

反面、標準色スケールは、退色性の極めて少な

いインクを用いて調製されてはいるものの、経年

による退色は避けられず、標準色を常に現行化し

ておくためには、２年サイクルでスケールを再調

製していかなければならないという課題がある。

また、標準色スケールは、退色の進行を押さえ

るために、蛍光染料を入れずに調製している。こ

のため、蛍光染料が入っているタイプのインク

ジェット用年賀葉書とは厳密には色合いが異なる
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ことになるが、見た目での色合いに違いが生じな

いよう微調整を行って調製している。

このような事情から、この性能書をもとに仕様

書を作成した場合、２年サイクルで標準色スケー

ルの再調製が必要となる。
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表２２ 性能書

現行性能部分

注：現行性能部分の数値については表示していない

追加性能部分

紙料配合
割合（％）

坪量（g/㎡） 厚さ（㎜）
白色度（％） 平滑度（秒）

表 裏 表 裏

○○
○○
公差
±○％

△△
公差
±△

□□
公差
±□

××
公差
±×

◎◎以上 ▽▽以上

コート面の色相 不透明度（％） 表面強度（表） ペン引きサイズ度（表）

添付の色票No3に合わ
せること。（注）
なお、蛍光染料を使用
する場合にあっては、
コート面の性能及び色
相を調整する範囲内と
する。

９４以上 １０以上

インキ等でにじみ、は
じきがないこと
（J.TAPPI No12－76に
よる試験において評価
５以上）
※ J.TAPPI（Japan
Techical Association
of the Pulp and Paper
Indastry）

コート層の粉落ち（裏） 断　 裁 印刷見本の提出

粉落ちが僅少であること
基準角は、ほぼ直角で、
裁断に平行なこと。ま
た、切り口は整一で湾
曲やカッターダストの
発生のないこと。

指定するプリンタにより印字テストを行い、コ
ート面の発色、濃度、にじみ、乾燥性及び紙詰
まりに問題がないことを確認するとともに、印
字見本（プリンタごとに２枚）を提出すること。
なお、印刷パターンはJIS X9201「高精密カラー
ディジタル標準画像」（N1ポートレート、N5自
転車）及びカラーパターンとする。

注：標準色票No3の測定値（L*a*b*）は、ミノルタ分光測色計CM－503dにおいて、
L*=95.10、a*=－0.35､ b*=3.71である。
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図９　標準色カラースケール

注：合否判定、色差、色差度合い、L* a* b*等の文字・数値は実際の標準カラースケール上には記載されていない。

× 

色差2.0 

↑ 

感知し得る色差 

○ 

色差1.5 

 

↑ 

わずかな色差 

◎ 

標準 

 

 

↑ 

 

○ 

色差1.5 

 

↑ 

わずかな色差 

× 

色差2.0 

↑ 

感知し得る色差 

�

�

�

�

�

L*=95.10、a*=-0.35、b*=3.71

官製インクジェット用葉書標準カラースケール 

No.1　　　　　No.2　　　　   No.3   　　　　No.4　　　　　No.5 平成１３年３月１６日 
発行　郵政事業庁 
製作　�日本色彩研究所 

黄
方
向 

青
方
向 

合否判定　 

おわりに

以上のように、本研究により、最終的には現行

性能項目に新たに７項目（色合い、裏抜け、表面

強度、にじみ・はじき、粉落ち、裁断、見本品の

提出）を加えた新しい性能書を作成するに至った。

中でも、コート面の色合いについては、「標準色

スケール」による色合わせ方式の導入を提案する

こととしたものである。

冒頭で述べたように、プリンタの普及、お客さ

まのニーズ等を考え、平成１４年用インクジェット

用年賀葉書は、約１２億万枚の発行が予定されてい

る。本研究の成果は、既に調達元において新しい

仕様書に取り入れられ、平成１４年用インクジェッ

ト用年賀葉書に活かされていることとなったこと

を研究に携わったものとして大変うれしく思う次

第である。

ところで、私製インクジェット葉書の項で述べ

たように、私製インクジェット用葉書の流れは、

より高精細な写真画質の印刷を実現できる光沢タ

イプへと変化してきている。

今回の利用者アンケートにおいても、官製のイ

ンクジェット用年賀葉書に光沢タイプを出してほ

しいとの意向は全体の７２％と高く、写真画質への

対応が望まれている状況にある。

このような状況を踏まえ、本年度は調達元から

の依頼を受けて、光沢タイプのインクジェット用

葉書についての研究を進めていくこととしている。

私製の光沢タイプインクジェット用葉書の市場

調査をはじめ、インクジェット光沢タイプの需要

見込み、官製として求められる性能（紙質、色相、

コート面の品質など）等について検討し、お客さ

まニーズに合致した商品開発につなげたいと思っ

ている。

参考文献

・J. TAPPI「紙パルプ試験方法NO.12－76」

・JIS Z8729「色の表示方法－L*a*b*表色系及び

L*u*v*表色系」（日本規格協会）

・JIS Z8730「色の表示方法－物体色の色差」

（日本規格協会）

・「色を読む話」ミノルタ株式会社



「メタデータ・ネットワーク時代の

セキュリティと保護」（１）

東京大学　国際・産学共同研究センター　教授 安田　　浩

視 　 点

１． はじめに

２１世紀はネットワーク基盤の時代と言われ、

Everything on IP とも言われている。ディジタ

ル化され、ネットワーク化されると格段に便利に

なるが、それと裏腹に対面コミュニケーションの

時代には考えられなかった危険が生じてくる。本

「視点」では、第一編でネットワークやその上に

流れる情報にどのような変化が生じているのかに

ついて分析し、特徴を抽出する。第二編では、デ

ィジタルコンテンツ流通が２１世紀産業の基盤とな

るところから、コンテンツ流通に関わる安全性、

特に知的財産権の保護について現状と将来展望を

示す。最後の第三編ではセキュリティ、プライバ

シー保護などにかかわる状況について検討する。

人年（通常歴）が犬年（ドッグイヤー）となり、

今や鼠年（マウスイヤー）とも言われるほどのス

ピードで進歩する技術を捕らえて固定しようとい

うのは無謀であり、不可能とも言えるが、文章化

のためにやむをえず筆者の独断と偏見による分

析・解釈となっていることをお許しいただきたい。

２．２０世紀末の特徴：モバイルインターネットと

メタデータの台頭

１９６９年にその原型が運用を開始したインター

ネットは、１９９２年のWebの開発以来、１９９５年ご

ろから、まず有線の世界で急速に利用が拡大した。

一方１９９６年以来驚異的な伸びをみせている我が国

移動通信網では、１９９９年から世界に先駆け携帯電

話でインターネットを通したWebアクセス、電

子メール、オンライン取引などを行うサービスが

開始され、１年とたたずに４００万を超える加入者

を数え、２００１年にはすべての携帯電話端末がこの

サービスを利用すると見込まれている。試行運用

を開始したIMT－２０００は、通信の高速化とマルチ

メディア化を指向しており、モバイルインター

ネットのさらなる大きな発展と、ファイバーツー

ザホーム（FTTH）および放送のディジタル化・

双方向化を組み込んだユビキタス通信環境は、ビ

ジネスや社会生活を画期的に高度化すると期待さ

れている。

一方、インターネットの爆発的な普及、ブロー

ドバンド・ユビキタス化の浸透、そして、蓄積デ

バイスの低価格化・大容量化により、映像や音楽
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などのマルチメディアコンテンツが流通する環境

が整ってきた。この環境は同時に、情報発信を大

衆化し、ネットワーク上での井戸端会議・ミニコ

ミ（：以下ネットマイクロコミュニティと称する）

を活発化する。多種多様なコンテンツとネットマ

イクロコミュニティが世界中に大量に溢れるであ

ろう将来、必要とするコンテンツや参加したい・

発信したいネットマイクロコミュニティを選択す

るための重要な役目を演じるのが、「データに関

するデータ」と定義されるメタデータである。最

近、コンテンツの識別のためのID付けや、メタ

データの標準化に関する動きが世界的に活発であ

る。メタデータこそユビキタス通信環境を真に有

効化する魔法の杖である。

２１世紀は、ユビキタス通信環境（中でもモバイ

ルインターネット）とメタデータの緊密な結びつ

き抜きでは、成り立ちえないとも言えよう。

３．メタデータの役目と性質

コンテンツに欠かせないメタデータ（権利管理も

含めて）

現在、インターネットの情報提供の中心的存在

となっているＷＷＷ（World Wide Web）の各ペー

ジコンテンツは、人間が閲覧することを前提に制

作されているため、コンピュータによる自動処理

にはあまり向かない作りになっている。このため、

インターネットサーチエンジンなどのソフトウエ

アに、各Webページコンテンツの情報内容やマ

ルチメディアコンテンツの内容や属性情報を理解

させるためには、すべてのコンテンツにわたって

統一され、コンピュータが扱うのに適した一定の

規則に基づいた説明文を各コンテンツにつける必

要がある。これが、コンテンツに対するメタデー

タである。

コンテンツにつけられるメタデータは、検索用

だけではなく色々な働きもする。ディジタルコン

テンツでは、その再利用の容易性のため多くの別

のコンテンツを部品として組み合わせたり、原作

コンテンツを再編集したりすることによって、新

コンテンツが制作される場合も少なくない。その

場合、メタデータはその集めた部品コンテンツを

登録したり、コンテンツの編集履歴を記録したり

する場合の、モジュレータの役目をすることにな

る。

また現状では、音楽や映像などのコンテンツは、

少数のプロフェッショナルが制作して大衆が消費

するというパターンが主流であるが、今後イン

ターネットの普及がさらに進むと、コンテンツ素

材制作者、コンテンツ加工編集者、コンテンツ再

編集者などが大衆化し、多くの一般の人々が少し

ずつコンテンツ作成過程の一部に関与するような

時代がくる。このような「マイクロコンテンツ時

代」においては、メタデータにより権利関係を記

述していくことが非常に重要となってくる。なぜ

ならば、コンテンツの権利関係が明確になってい

ないコンテンツは、ものが存在していても利用す

ることができず、無価値なコンテンツということ

になるからである。近い将来、このメタデータを

利用した権利処理自動トランザクション処理も開

始されることであろう。

人間にも欠かせないメタデータ（ユビキタス環境

でのサービスのために）

ネットマイクロコミュニティの例として、ネッ

ト上の趣味のサークル（絵画サークル等）を考え

てみよう。ネット上の最も大きな特色はユビキタ

ス性であり、重大支障が無い限りサークル活動に

いつでもどこからでも参加できることが活発化の

原動力である。参加すべきサークルを探すために、

サークルに参加してもらいたい人を探すために、

今開かれている会合に参加するあるいは参加して

もらうためには何が必要になるか。それは人間の
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ためのデータ、やはりメタデータと言うべきもの

が必要となる。「いつ（When）、誰が（Who）、ど

こで（Where）、何を（What）、なぜ（Why）、ど

のように（How）」が解れば、ネットで必要な人

を捜し・つなぎ、サークル活動を始めることが可

能となる。従来の狭帯域電話ネットワークでは、

「誰が、何を、なぜ」はできたが、「いつ、どこで」

は大きく限定され、また「どのように」は映像の

ない暗闇の中での手探りとなっていた。次世代モ

バイルインターネットの常時接続性、位置同定性

および高速性（許容品質映像サービス可能）は、

上記５Ｗ１Ｈメタデータを転送可能とすることか

ら、ネットマイクロコミュニティ発展の基礎が与

えられたことになる。

更新性、常時性、一覧性、同報多数性、ターゲッ

ト適合性、コンテンツ密着性：これらがメタデー

タの秘密

コンテンツのためのそしてネットマイクロコ

ミュニティのためのメタデータは、ネットワーク

上でどのような性質を持たなければならないだろ

うか。従来のメタデータの代表的な例である、ラ

ジオ・TVコンテンツに対する新聞紙上のラテ欄

（ラジオ・TV番組欄）から類推して検討する。

ここから出てくる答えは、更新性、常時性、一覧

性、同報多数性ならびにターゲット適合性である。

今どんなコンテンツがネット上にあるのか、今

誰と出会えるのかが解るためには、最新の情報が

いつでも手に入らなければならない。ラジオ・

TVコンテンツは事前に仕組まれているために、

新聞のラテ欄でも更新性・常時性をかろうじて確

保できるが、それでもナイター中継が延びれば更

新性は失われてしまう。また、今の瞬間世界中で

並列進行していることがすべて情報として与えら

れなければ、大事なこと、意図する人との出会い

を逃してしまうことになる。この意味で、今後メ

タデータの更新性・常時性は、最も重要な性質と

なると考えられる。

ラテ欄は、新聞の一面全部にメタデータを並べ

る形で一覧性を確保しているが多チャネル時代で

は限界があり、動画的手法によりさらに多くの一

覧性を確保することが課題になりつつある。一方、

メタデータの面白い一面として同報多数性があげ

られる。メタデータの配布されている範囲が広く

普遍的かどうかが問われる訳である。信用度と話

題性とも言うべきかと思われる。多くの人の目に

触れない仕組みのメタデータは注目されなくなり、

結局メタデータとしての役割が果たせなくなって

しまう。

ユーザ対応という同じ観点で、ターゲット適合

性がある。ローカルニュースや交通情報を考えて

みると、その意義は明確となる。北海道の商店街

の特売情報を九州に流しても無意味だし、道路渋

滞情報を駅で電車を待っている人に流しても無意

味である。ラテ欄をなぜ新聞に載せるか。それは

新聞を見る人こそ、ラジオ・TVを視聴する人だ

からである。幼児番組のメタデータは、新聞では

なくもっと別な手法で配布しなければ、結局無用

のデータとなってしまう。的確なターゲットに最

も適した内容とタイミングでメタデータを見ても

らえるかが、メタデータ配信の最大の課題である。

上記では配信側からの観点で、メタデータの持

つべき性質を述べたが、受け取ったユーザ側から

の要求条件もある。メタデータを手にすればコン

テンツに到達することは容易であり、上述の性質

が完備していればユーザが必要とする内容のメタ

データを必要とする時間に得られることは明らか

である。ユーザはコンテンツを取り込むだけか？

明確に否であり、ユーザはコンテンツをしばしば

蓄積する。特に蓄積コストが下がり、場所も取ら

ず、検索エンジンも発達してきた状況では、多く

のコンテンツを取り込み蓄積する傾向に拍車がか
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かることは明らかであろう。コンテンツ取り込み

時にはまずメタデータのお世話になるので、その

コンテンツの由来、構造、権利関係さらには信頼

性まで明確にできるであろう。では、一旦取り込

んだコンテンツについてはどうであろうか。多く

の人はメタデータをコンテンツと一緒に記録する

ことの重要性を思わず、簡単な操作でコンテンツ

（とメタデータ）を保存する操作を行うことにな

ると思われる。後日、コンテンツを呼び出しその

ルーツを見ようとして、メタデータが失われてい

ることに気がつく羽目になる。メタデータへのも

う一つの大きな要求条件は、コンテンツといかに

密着しているかということである。何らかの形で

コンテンツ自体に埋め込まれていれば、適当な操

作やうっかりミスが起こってもいつでもメタデー

タを復元でき、権利関係の読みとりやコンテンツ

の信頼性の目安に使用することが可能である。メ

タデータのコンテンツ密着性は、コンテンツの信

頼性・ビジネス性を向上するものである。

上記でのべたように、大量に発生するメタデー

タに対し、更新性、常時性、一覧性、同報多数性、

ターゲット適合性さらにはコンテンツ密着性をい

かに与えるかが、２１世紀の最大の課題であり、ビ

ジネスの中心となろう。

４．ユビキタス通信環境の成立とメタデータイン

パクト

ユビキタス通信環境は日本が世界でトップ

２００１年４月１９日米国FCCは、ディジタル放送

に関する公聴会を開催した。２００２年５月から開始

して２００６年中には全放送をディジタル化しようと

言うFCCに対し、集まった産業人はこぞって反

対をした。ディジタル放送受信可能な端末は現状

ほぼゼロであり、２億５千万台の米国中の端末が

ある日突然ディジタルＴＶになるわけではない。

FCCの示す期間は５年であるから、平均年５千

万台ずつ買い換えられて行かなければならない。

しかしながら、ディジタルTVは効用の割に値段

が高いと言われており、爆発的な普及が見込めず、

端末のないディジタル放送への転換、放送局のな

い端末製造という図式で、どちらの側もディジタ

ル放送化に反対しているのも理解できるわけであ

る。しかしながらFCCは実施を強硬に主張して

いる。その理由は、放送のディジタル化によって

電波の空きをつくり、モバイルインターネットの

活性化とFTTH・ディジタル放送・モバイルイン

ターネット三位一体による、可能性無限大のユビ

キタス通信環境の構築を目指しているからと推定

される。

我が国の状況はいかがであろうか。幸いなこと

に、第二世代携帯電話の爆発的な普及がモバイル

インターネットへの環境を作り、ｉ－モードを牽

引車としてモバイルインターネットの普及は世界

一である。また第三世代携帯（生まれながらの将

軍徳川家光のように、生まれながらモバイルイン

ターネット）についても、すでに試行サービスは

世界に先駆けて始まっている。放送のディジタル

化についてもハイビジョンが先駆となり、現在の

計画は結果的に世界で最も早く地上波ディジタル

化に向かうシナリオとなって来ている。FTTHに

ついては、すでに１９９０年代前半から精力的な取り

組みがなされており、モバイル、xDSL、ケーブ

ルモデム（CATVのディジタル化）等の議論の

中で、意識が低下したかに見えていたが、２１世紀

とともにコスト的に使えるFTTH時代が到来した。

すなわち我が国は、世界に先駆けてモバイルイン

ターネット＋ディジタル放送＋FTTHと言う三位

一体ユビキタス通信環境を手にしつつあると言え

よう。

このような環境ができて初めて、メタデータの

魔法の杖ぶりが発揮されるのであり、メタデータ

活用に関わるビジネスモデル構築のチャンスであ
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り、日本発信の新サービス・新技術を生み出す絶

好の機会が与えられていることになる。

ネットワーク・コンテンツ配信へのインパクト

メタデータの内容、有用性、持つべき性質を今

まで述べてきた。更新性、一覧性を確保するため

には、メタデータは重たいデータであってはなら

ないことは明らかであろう。コンテンツやコミュ

ニティに対し、その特徴を表す簡単な情報をメタ

データとして作り出すことが、これからは重要で

ある。これと同時に、常時性（いつでも、どこで

もの２要因を同時に満足）、同報多数性、ターゲッ

ト適合性を確保することも、重要なこととなる。

従来技術では、これらの特性を実現することは困

難であったため、逆に本当の姿をしたメタデータ

が現れなかったと言えよう。

近年整備されつつあるモバイルインターネット

を基盤とするユビキタス通信環境は、このすべて

を完全とは言えないまでも実現してくれる技術で

ある。常時性が確保されるので、更新性も可能と

なる。ネットワークによる電子的コピーで物理的

なコピーではないので、同報数に限界はなく、理

想の同報多数性が実現可能である。このような特

徴と同時に、ユビキタス通信環境での端末は個人

とともにあるパーソナルな存在でありかつ場所と

時間が特定できることから、種々のターゲット適

合性（例えばＡ地点限定、Ｂ時刻限定、Ｃ環境

（地下や車中）限定、Ｄ年齢層限定等）をも容易

に実現できることになる。

このような状況から、理想とするユビキタス通

信環境では、モバイルインターネットを中心とす

る常時接続系がメタデータを流し、これと緊密な

関係を保つブロードバンドネットワーク（FTTH、

ディジタル放送、CATVなど）がこれと連携し

て、メタデータで指定されるコンテンツ本体を遅

滞なく配信することになる。有線・無線、低速・

高速といった違いを、ユーザが意識することなく

使いこなすことがメタデータにより可能となるは

ずで、コンテンツ配信はより便利にかつ効率的に

行われるようになる。このような状況を図１に示

す。
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図１　メタデータとコンテンツ配進
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図１では、同じコンテンツから必要なメタデー

タを作り、これを低速だが常時接続系で多くの人

に配信し、メタデータにより購買意欲をそそられ

た人々は、高速系で配信を受けるモデルを示して

いる。話題となっているｉ－モード、ナップスター

やグヌーテラなどは、このモデルの初期形態の一

つであると考えられる。有線・無線間、低速・高

速間をシームレス化し、ユーザが全く意識せずに

最も良いネットワーク環境を選択できることで、

ユーザ満足度を高める方向へと、メタデータは

ネットワークの変革を促すことになろう。

一方、インターネットによる低速度だが双方向

に自由に使えるネットワークは、メタデータのコ

ンテンツ密着性の効用を飛躍的に高めつつある。

蓄積したコンテンツから読み出されたメタデータ

をそのままネットワークに流すことによりコンテ

ンツの源流に簡単にたどりつけ、新しい内容を付

加することも、再確認することも、権利関係を証

明することも簡単になる。違法コピーがあふれ、

無価値になると言われている電子化ディジタルコ

ンテンツは、このようにメタデータにより復権可

能なのである。

以上のべたような、真の意味でのメタデータと

その流通環境を早く現出し、コンテンツ流通ビジ

ネスを展開したいものである。
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◯業況判断ＩＤは－２７と３月調査から５ポイント悪化。先行き（９月）は－２９と２ポイントの悪化を見込む。
（後掲トピックス「日銀短観（２００１年６月調査）」参照）

業況判断ＩＤ（全規模全産業）の推移

（注）直近は９月予測　シャドー部分は景気後退期を表す

（出所）日本銀行　７月２日発表

短観：２００１年６月調査
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◯鉱工業生産指数（確報）……５月は前月比－１．２％　在庫率指数……５月は前月比－０．５％

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　７月１３日発表
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◯機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）……５月は前月比－２．１％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……５月は前月比＋３．６％

機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す　

（出所）内閣府７月９日発表、経済産業省７月１３日発表
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◯新設住宅着工戸数……５月は前年同月比－０．２％（後掲「平成１３年５月の住宅着工統計について」参照）
首都圏マンション販売戸数……６月は前年同月比－６．５％

新設住宅着工戸数等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）国土交通省６月２９日発表、�不動産経済研究所７月１２日発表
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◯実質家計消費支出（全世帯）……５月は前年同月比－２．３％
小売業販売額……５月は前年同月比－１．６％

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７月６日発表、経済産業省６月２７日発表

消　　　　費

◯可処分所得（勤労者世帯）……５月は前年同月比－０．５％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……５月は前年同月比－０．４％

可処分所得等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）総務省７月６日発表、厚生労働省６月２９日発表
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◯完全失業率（季節調整値）……５月は４．９％（前月比０．１ポイント悪化）
有効求人倍率（季節調整値）……５月は０．６１倍（前月比０．０１ポイント悪化）

完全失業率等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）総務省６月２９日発表、厚生労働省６月２９日発表

雇　　　　用
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◯貿易収支……５月は７７８億円の黒字で前年同月比－８６．５％
輸出入数量指数……５月の輸出は前年同月比－９．７％、輸入は同＋３．６％

通関貿易収支、輸出入の推移

（出所）財務省　６月２８日発表

貿　易　収　支

◯消費者物価指数……５月は前年同月比－０．５％
国内卸売物価指数……６月は前年同月比－０．７％

物価指数の推移

（出所）総務省６月２９日発表、日本銀行７月９日発表
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◯マネーサプライ……６月のM2＋CDは前年同月比＋３．２％
民間銀行貸出……６月は前年同月比－３．８％

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　７月９日発表
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◯対ドルで１２５円台、対ユーロで１０７円台まで下落。（終値ベース）。

為替の推移

◯無担保コール翌日物金利は、０．０１％前後と実質ゼロ金利。
１０年最長国債利回りは、６月下旬に１．１％台前半まで下落したものの、７月に入り急上昇し、７月中旬時
点では１．３％台近辺を推移。

国内金利の推移

国　内　金　利
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◯日経平均株価は７月に入り１２３００円台まで、TOPIXも１２４０ポイント台まで下落（週足ベース）。

平均株価等の推移

国　内　株　式
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《４月の動き》
・上昇傾向の管内：なし
・横ばい傾向の管内：なし
・下降傾向の管内：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

※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）

遅行指標…実質家計消費支出

※景気判断には１３年７月１０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

主要経済指標の動き

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 -0.6 -2.8 -1.0 -3.9 -1.8 -3.8 1.1 -3.5 4.7 2.4 -2.6 -3.2 -2.0
有効求人倍率（季節調整値、前月比）② 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.04 -0.02 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）③ -0.6 -3.9 -4.5 0.3 -2.7 -6.6 -5.9 -1.1 -4.7 -6.2 -4.0 -6.1 -3.6
新設住宅着工戸数（前年比）④ -3.8 -0.3 -3.9 -9.1 -13.7 -12.8 0.8 -14.1 -12.5 8.9 -18.4 20.2 -7.2
新築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）④ -18.2 -21.6 -26.2 -22.1 2.8 -61.2 -6.6 -30.3 -33.2 -26.8 -30.1 -56.9 -25.3
新車販売台数（乗用車、前年比）⑤ -0.8 -1.1 0.1 1.1 -0.3 -2.9 3.0 0.8 -0.6 -4.2 -2.1 -0.7 0.2
実質家計消費支出（前年比）⑥ 1.4 -13.1 -27.4 -7.8 -19.8 -8.6 11.8 -4.1 0.8 3.5 9.6 -1.4 -4.5
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） 82.2 79.4 75.4 76.5 66.3 68.6 68.7 80.3 74.5 81.5 82.7 88.5 73.3
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） -4.0 -2.6 -0.5 -1.8 -2.9 -2.7 -0.4 -1.5 -1.6 -0.4 -2.0 -0.8 -1.3

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

����
����
����
����

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

４月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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◯６月の非農業部門雇用者数は前月比－１１．４万人。失業率は４．５％と同＋０．１ポイント。
時間当たり賃金は同＋０．３％。

雇用関連統計の推移

（出所）米国労働省　７月６日発表

雇　　　　　用

非農業部門雇用者数（前月差、左軸、万人） 
失業率（季調値、右軸、％） 

時間当り賃金（前年同月比、右軸、％） 
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◯貿易収支……４月は３２１．７億ドルの赤字。輸出は前年同月比－１．２％、輸入は同＋１．４％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所）米国商務省　６月２１日発表

貿　易　収　支

財・サービスの純輸出（季調値、右軸、億ドル） 
財・サービスの輸出（前年同月比、左軸、％） 
財・サービスの輸入（前年同月比、左軸、％） 
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◯消費者物価指数……６月は前月比＋０．２％、コアは同＋０．１％
生産者物価指数……６月は前月比－０．４％、コアは同＋０．１％

物価指数の推移

（出所）米国労働省７月１８日、７月１３日発表
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◯ＦＦレート誘導目標水準は６月２７日に０．２５％引下げて３．７５％に
１０年国債利回りは５．０～５．５％で推移

米国金利の推移

米　国　金　利
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◯ＮＹダウは１０２５０ドル台まで、ＮＡＳＤＡＱも２０００ポイント台まで下落後やや上昇（週足ベース）。

ＮＹダウ等の推移（週足ベース）
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月例経済報告（７月）

○６か月振りに基調判断を据え置き　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府：７月１１日公表）

７月１１日に公表された月例経済報告では、個人消費は概ね横ばいの状態が続くものの、足元で弱い動

きがみられること、失業率が高水準で推移していること、輸出、生産が引き続き減少を続けていること、

また、企業収益、設備投資が頭打ちとなっていることを取り上げた上で、景気に対する判断を「悪化し

ている」と総括した。また、先行きの懸念材料として、前月同様「在庫の増加や設備投資の弱含みの兆

し」が明示的に取り上げられている。

基調判断を「景気は、悪化しつつある」から「景気は悪化している」と修正したことについて、内閣

府は「『悪化しつつある』という表現を２か月連続で使うと、悪化の程度が増したと受け取られる恐れ

がある」として表現は変えたが、基調判断そのものは据え置いたと説明している。基調判断の据え置き

は６か月振りとなる。

今回、項目で判断を下方修正したのは企業収益。７月２日に発表された日銀短観で２００１年度上期の経常

利益が減少する見通しを踏まえ、「高い伸びが鈍化している」から「頭打ちとなっている」へ下方修正

した。

その他、雇用情勢において、５月の完全失業率が４．９％に上昇したことを受けて「完全失業率がこれ

までの最高水準にあるなど」という表現が加えられた。その一方で、新規求人数、有効求人数の２か月

連続の増加を受けて「一部に底固さがみられる」という表現が加わった。

平成１３年１－３月期の実質GDP等弱い経済指標が続き年明け以降、日本経済は厳しい状況が続いて

いる。政府は「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」を６月２６日に閣議決定

した。この基本方針に従い、不良債権問題を抜本的に解決するとともに、構造改革のための７つのプロ

グラムをパッケージとして実施するなど、日本経済の再生のための構造改革を断行する、としている。

報道によると首相は９月に発表される平成１３年度４－６月期の実質GDPを見て、補正予算を編成する

かどうかを判断することとしていることから、当面はその基本方針を受けた痛みを伴う構造改革を見守

る状況が継続することになると思われ、日本経済の厳しい状況はしばらくは継続するものと思われる。

マクロ経済トピックス
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６月　月例 ７月　月例

総　括
判　断

景気は、悪化しつつある。
・個人消費は、おおむね横ばいの状態が続
いているものの、足元で弱い動きがみら
れる。失業率は高水準で推移している。
・輸出、生産が引き続き減少している。
・企業収益の伸びは鈍化し、設備投資は頭
打ちとなっている。
先行きについては、在庫の増加や設備投
資の弱含みの兆しなど、懸念すべき点がみ
られる。

景気は悪化している。
・個人消費は、おおむね横ばいの状態が続
いているものの、足元で弱い動きがみら
れる。失業率は高水準で推移している。
・輸出、生産が引き続き減少している。
・企業収益、設備投資は頭打ちとなってい
る。
先行きについては、在庫の増加や設備投
資の弱含みの兆しなど、懸念すべき点がみ
られる。

個　人
消　費

おおむね横ばいの状態が続いているもの
の、足元で弱い動きがみられる。

同左

住　宅
建　設

弱含みとなっている。 同左

設　備
投　資

頭打ちとなっている。産業別にみると、
製造業は堅調に増加しているものの、非製
造業では弱含んでいる。

同左

公　共
投　資

総じて低調に推移している。 同左

生　産
引き続き減少する中で、在庫が増加して
いる。

同左

雇　用
情　勢

依然として厳しい。完全失業率が高水準
で推移し、求人や残業時間も弱含んでいる。

完全失業率がこれまでの最高水準にある

など、依然として厳しい。一部で底固さが
みられるものの、製造業では弱い動きがみ

られる。

企　業
動　向

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。倒産件数
は、やや高い水準となっている。

企業収益は、頭打ちとなっている。また、
企業の業況判断は、製造業を中心に引き続
き悪化している。倒産件数は、やや高い水
準となっている。

国　際
収　支

輸出、輸入は、ともに減少している。 同左

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



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

（資料）内閣府
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年　月 総　　　　　　　　括　　　　　　　　判　　　　　　　　断

１２年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。
・企業収益や整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。
・企業収益や整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。

５月

景気は、さらに弱含んでいる。
・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中で在庫が増加している。
・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。

６月

景気は、悪化しつつある。
・個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いているものの、足元で弱いきがみられる。失業率は高水
準で推移している。
・輸出、生産が引き続き減少している。
・企業収益の伸びは鈍化し、設備投資は頭打ちとなっている。
先行きについては、在庫の増加や設備投資の弱含みの兆しなど、懸念すべき点がみられる。

７月

景気は悪化している。
・個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いているものの、足元で弱い動きがみられる。失業率は高
水準で推移している。
・輸出、生産が引き続き減少している。
・企業収益、設備投資は頭打ちとなっている。
先行きについては、在庫の増加や設備投資の弱含みの兆しなど、懸念すべき点がみられる。



日銀短観（２００１年６月調査）

○業況判断は－２７と５ポイント悪化、先行は－２９と２ポイント悪化を見込む（全規模全産業）

（日本銀行：７月２日発表）

・業況判断：現状については、大規模製造業－１６（変化幅－１１）、大規模非製造業－１３（変化幅０）。

先行きについては大規模製造業が－１４（変化幅＋２）、大規模非製造業－１１（変化幅＋２）。

現状の業況判断は製造業では概ね悪化、非製造業は横ばいとなった。前回調査同様に世界的なＩＴ需

要の調整、米国をはじめとする海外経済の減速及びその国内需要への浸透を反映した結果になった。先

行きについては、全規模で－２９と２ポイントの悪化を見込んでいる。内訳をみると大企業で２ポイント、

中堅企業で２ポイント改善が見られる一方、中小企業は２ポイントの悪化を見込んでいる。先行きにつ

いて大きな改善がみられない理由としては、米国の度重なる利下げにも関わらず米国経済の回復のテン

ポが緩やかと見ている企業が多いことを示しているものと推察する。

鉱工業生産指数を見ても、輸出の減少が生産の減少につながっていることは明らかであり、経済の回

復には米国頼みという現状は変わらないであろう。

・設備投資：２０００年度実績は－０．９％（修正率－０．６％）、２００１年度計画は－５．９％（修正率＋２．３％、

全規模全産業）。

２０００年度は製造業が＋１０．１％、非製造業が－４．４％と対照的な実績になっている（全規模）。２００１年

度は米国経済の減速による輸出の減少、ＩＴ関連の一服感から、製造業が－０．４％、非製造業が－８．０％、

全産業で－５．９％（全規模）とマイナスを見込むが３月調査時よりは製造業で＋０．３％、非製造業で

＋３．１％、全産業で＋２．３％（全規模）と若干の上方修正となっている。

業種別計数でみると、全産業・全規模において２００１年度上期が＋５．３％（修正率＋３．２％）、下期

が－１４．８％（修正率＋１．４％）となっている。業種別にみても製造業で２００１年度上期が＋１２．１％（修正

率＋４．５％）、下期が－１１．０％（修正率－３．７％）、非製造業で２００１年度上期が＋２．６％（修正率＋２．７％）、

下期が－１６．１％（修正率＋３．５％）と概ね上方修正している。

設備投資の推移

（注）２００１年度は計画
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・売上高、経常利益：売上高２０００年度実績は＋２．８％、２００１年度見込みは＋０．８％、経常利益２０００年

度実績は＋１８．０％、２００１年度見込みは＋１．２％（全規模全産業）。

２００１年度も増収増益を見込むが、伸び率は大幅に縮小している。事業計画の前提となっている想定為

替レートが前回調査時が１０９．００円に対し今回が１１４．０５円と４．６％円安になったにも関わらず、大企業製

造業の輸出売上高が＋１．０％（修正率２．４％）と小幅の上方修正にとどまっている。こちらも米国経済

の回復に対する厳しい見方を反映した内容になっている。

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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平成１３年５月の住宅着工統計について

○５月の住宅着工は前年同月比０．２％減と５ヶ月連続の減少となった。

６月２９日、国土交通省より５月の住宅着工統計が発表された。それによると、５月の新設住宅着工戸

数は１００，２５０戸と前年同月比０．２％減、５ヶ月連続のマイナスとなった。

主な利用関係別でみると、持家は３３，７５６戸と前年同月比１４．０％減と６ヶ月連続のマイナスとなり、依

然として低迷しているのに対して、貸家は３８，１５９戸と前年同月比１２．５％増、またマンションを含む分譲

住宅は２７，８８７戸と前年同月比６．０％増と４月の減少から増加に転じており、持家の減少分を貸家、分譲

住宅の増加分で補っている状況となっている。

また、地域別戸数でみると、前年同月比で首都圏が３．４％増、中部圏が５．１％増、近畿圏が３．２％増

とプラスであるのに対して、その他地域が５．９％減とマイナスとなっており、地方の住宅投資が低迷し

ていることを示している。

�不動産経済研究所によると、平成１２年の首都圏のマンション供給は約９万３千戸と２年連続で過去

最高を更新した。平成１３年も約８万６千戸と昨年ほどではないものの、大量の供給が見込まれる。また、

こうした大量の供給にも関わらず、契約率は８０％前後、１戸あたりの平均価格は４千万円前後と安定し

た水準を維持している。

この背景には、企業のリストラに伴う社宅・遊休地の処分により、良好なマンション用地を確保でき

たこと、また公示地価が１０年連続で下落するなど土地取得が容易となり、単価が購入しやすい水準に

なってきていることがある。また、居住者が交通の利便性や職住近接を重視する都心回帰の動きが出て

いることも要因の一つに挙げられる。

さらに、前述の通り地域別では首都圏、中部圏、近畿圏では住宅着工統計がプラスであるのに対して、

その他地域ではマイナスとなっている。地価公示価格によると、大都市圏の内、東京圏、名古屋圏では

概ね地価の下落幅は縮小しており、大都市圏での地価の下げ止まりが見られる。一方、地方圏では下落

幅がやや拡大しており、地方では住宅投資が落ち込んでいることがうかがわれる。

住宅着工全体としては５ヶ月連続のマイナスとなっており、景気減速に伴い住宅投資に腰折れが見ら

れる。住宅ローン減税が平成１５年１２月まで延長されたこと、住宅金融公庫の金利が年２．５５％と依然とし

て低水準にあることなど家計の購入環境は良好であるにも関わらず、住宅着工が前年度割れしているの

は、上記の要因がすでに住宅の新規取得需要を先取りしているものと考えられる。また、可処分所得は

平成９年度以降４年連続でマイナスとなっており、可処分所得の減少により家計が住宅への支出を抑え、

さらに住宅投資を落ち込ませることが懸念される。
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住宅着工寄与度

表１　利用関係別戸数の内訳

表２　地域別戸数の内訳
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地　　域 総　　数 持　　家 貸　　家 給与住宅 分譲住宅

首　都　圏
戸　　　　数 33,025 7,083 11,102 77 14,763

対前年同月比 3.4 ▲14.7 7.5 ▲73.5 13.4

中　部　圏
戸　　　　数 13,100 4,732 6,190 32 2,146

対前年同月比 5.1 ▲10.2 26.3 ▲30.4 ▲4.7

近　畿　圏
戸　　　　数 15,622 4,448 3,890 14 7,270

対前年同月比 3.2 ▲15.0 ▲10.9 ▲83.9 33.5

その他地域
戸　　　　数 38,503 17,493 16,977 325 3,708

対前年同月比 ▲5.9 ▲14.4 18.5 ▲40.7 ▲33.5

利　用　関　係 戸　　数（戸）
対前年同月比
増加率（％）

新設住宅着工
戸数増加率へ
の寄与度（％）

摘　　　　要

新設住宅総計 100,250 ▲0.2 ▲0.2 ５ヶ月連続の減少

持家 33,756 ▲14.0 ▲5.5 ６ヶ月連続の減少

貸家 38,159 12.5 4.2 先月の減少から再び増加

給与住宅 448 ▲53.9 ▲0.5 ３ヶ月連続の減少

分譲住宅 27,887 6.0 1.6 先月の減少から再び増加

内マンション 16,925 6.6 1.1 先月の減少から再び増加

内一戸建住宅 10,761 4.4 0.5 ４ヶ月連続の増加
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はじめに

近年、学卒後もなお親と同居し、また食・住と

いった基礎的生活条件を親に依存しながらリッチ

な生活を送っている未婚者たちが、東京学芸大学

の山田昌弘助教授に「パラサイト・シングル」１）

と名づけられ話題になっている。「パラサイト」

とは「寄生」という意味なので「寄生独身者」と

いえるだろう。つまり、多くの親は成人している

子供たちを「寄生」させておくことに関しては、

なんら今までの暮らしと変わるわけではないので、

彼らは親の経済力のもとで親が困らない程度に寄

生し、親からもらえるもの（家事労働など）を当

然のごとく享受し、自分たちの生活を謳歌するこ

とができるのである。

しかしながら、これまで「パラサイト・シング

ル」と呼ばれる世帯内単身者が社会・経済に及ぼ

す影響について、社会学的に論議されることはあ

っても、経済学的・統計学的にはなかなか捉える

ことが難しく課題となっていた。

そこで本稿では、１９９５年国勢調査「親子の同居等

に関する特別集計結果」と２０００年６月に国立社会

保障・人口問題研究所が行った「世帯内単身者に

関する実態調査」の結果を活用して、「パラサイ

ト・シングル」の実態に迫ってみたい。

１　「パラサイト・シングル」について

ここでは子供に対する親の考え方や、国勢調査

の集計結果や他の調査の結果を用いて「パラサイ

ト・シングル」を巡る実態を明らかにしたい。

１．１　子供に対する親の考え方・思い

山田助教授によると、「パラサイト・シングル」

が生み出されるきっかけとして、社会学的立場から

次のように述べている。戦前の日本は、多くの家庭

が二世帯・三世帯で暮らしており、家族全員で働く

ことが当たり前であった。子供は労働力として重宝

されていたのである。しかしながら、戦後から高度

経済成長期にかけて地方の若者が都市部に集まり、

そこで結婚して核家族を形成していった。つまり、

この時期には子供は労働力といった概念はなくなり、

家庭は子供を育て、子供を愛していく場となってい

た。また、戦前はほとんどの親には経済的余裕が

なく、子供のために何かしようにもできない状態

であったが、一方、高度経済成長期には親は収入

を順調に伸ばしていき、子供の人数も２、３人の

「パラサイト・シングル」の実態に迫る

前第二経営経済研究部　研究官　　加藤　美和

トピックス

１）山田［１９９９］による。

キーワード

パラサイト・シングル、少子化問題
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家庭が多くなっていたため、子供に対してかける

金銭的余裕も生れていった。それゆえ、このよう

な状態が子供に対して尽くす傾向をも生み出して

いったと言えるだろう。それは例えば大学までの

学費を親が負担するような行為を親も子も当然と

する行動に表れており、米国のように大学へは親

の援助はほとんど受けず、アルバイトや奨学金で

卒業するのと全く対照的である。こうして、親の

庇護の下「パラサイト・シングル」が出現してき

たというのである。

１．２　国勢調査からみたいわゆる「パラサイ

ト・シングル」

１９９５年国勢調査「親子の同居等に関する特別集

計結果」によると、１９９５年では全国における人口

１億２，５４４万人（年齢「不詳」を除く）のうち親

と同居している人は、５，３３０万人で、全国の人口

に対する割合で換算すると４２．５％と５割を下回っ

ている（図表１）。

いる人は、未婚者が２，１０４万人（男性の未婚者の

７８．８％にあたる）となっている一方、女性では親

と同居している人は、未婚者が１，９３６万人（女性

の未婚者の８４．９％にあたる）となっている（図表

１、２）。これを年齢別にみてみると、２０歳未満

で親と同居している人は、２，７４２万人（２０歳未満

図表１　未婚者の親との同居（実数）
（万人）
６０００

５０００

４０００

３０００

２０００

１０００

０
総数 男 女

総数
未婚

（資料）総務省統計局「１９９５年国勢調査」

図表３　年齢別親との同居（実数と割合）
（万人）
３０００

２５００

２０００

１５００

１０００

５００

０
総数 男 女

２０歳未満
２０～３９歳

（万人）
１２０．０

９０．０

６０．０

３０．０

０．０
総数 男 女

２０歳未満
２０～３９歳

（資料）総務省統計局「１９９５年国勢調査」

図表２　未婚者の親との同居（割合）
（％）
９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０
総数 男 女

総数
未婚

（資料）総務省統計局「１９９５年国勢調査」
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これを男女別にみてみると、親と同居している

人のうち、男性は２，７３８万人（男性人口の４４．５％）、

女性は２，５９２万人（女性人口の４０．５％）となって

おり、親との同居率は男性の方が女性に比べて、

やや高くなっていることがわかる（図表２）。

次に配偶関係別にみると、男性で親と同居して

96.0

46.2

95.6

45.9

96.4

46.6
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の者の９６．０％を占める）、２０歳以上は２，５８８万人

（２０歳以上の者の２６．７％）となっている（図表３）。

未婚者と親との同居率が高いのは、未成年者のほ

とんどが親と同居していることによりわかる。平

均初婚年齢に近い２０～３９歳の未婚者に関して、親

と同居している数は１，１８５万人（２０歳以上の者の

６７．６％）であり、これは全国の人口の１割近くを

占めており、親との同居率は、男性が６２．７％（６３２

万人）、女性が７４．２％（５５３万人）となっている

（図表４）。ちなみに、２０～３９歳の者のうち、単身

で世帯を構えている者は５１２万人であるが、この

１，１８５万人が山田助教授が言うところのパラサイ

ト・シングルに近い集団ではないかと考えられる。

１．３　パラサイト・シングルの実態

国立社会保障・人口問題研究所が２０００年６月に

行った「世帯内単身者に関する実態調査」では、

１８歳以上の未婚親族が同居する世帯とその世帯の

１８歳以上の未婚親族が対象とされ、学生を除いて

行われた。該当世帯の特徴をあげると、世帯主の

４５．８％が５０歳代に集中しており、４０歳代後半から

６０歳代前半までを入れてみると、全体の７１．２％に

なっている（図表５）。

図表４　年齢別未婚者の親との同居（実数と割合）

総数

男

女

０ ５００ １０００ １５００ ２０００ ２５００ ３０００ ３５００ ４０００
（万人）

４５００

未婚者数 ２０～３９歳

総数

男

女

０．０ １０．０ ２０．０ ３０．０ ４０．０ ５０．０ ６０．０ ７０．０ ８０．０
（％）

９０．０

未婚者数 ２０～３９歳

81.6

67.6

78.8

62.7

84.9

74.2

図表５　世帯主年齢分布
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７５
〜
不
　
祥

（資料）国立社会保障・人口問題研究所
「世帯内単身者に関する実態調査」

次に該当世帯の世帯構造については、「両親と

未婚の子のみ」が５８．５％と過半数を超えており､

「一人親と未婚の子のみ」の１５．１％を加えると、

７３．６％となり核家族が主流であることがわかる。

また、世帯収入分布をみてみると、世帯収入は

該当世帯の約半数が５００万円から１，２００万円未満に

あることがわかる。よって、豊かな所得階層に必

ずしも偏っているものではないのである。また、

主な収入源は雇用者所得が６２．７％となっており、

事業者所得が１４．６％であるので、全体の約８割は

稼得所得であることがわかる（図表６）。

次に該当個人の学歴についてだが、全体の３３．８％

が短大・大卒以上であり、高学歴に偏っているわけ（資料）総務省統計局「１９９５年国勢調査」
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ではなさそうである。また、２０歳代においては、専

門・専修学校卒（１９．２％）と短大・高専卒（１６．０％）

の割合が他の年齢層に比べて高いことがわかる（図

表７）。

２　パラサイト・シングルのライフスタイル・意

識

２．１　暮らしに対する満足感

図表８は内閣府が行っている「国民生活に関す

る意識調査」より現在の生活に関する満足度を表

したものである。ここで特に注目したいのは、年

齢別の満足度の変化である。１９７３年では２０歳代は

もっとも低い満足度であったが、１９９７年では反対

にもっとも高い満足度を示している。また、１９７３

年では年齢が高くなるほど満足度が高くなってい

るのだが、一方１９９７年では４０歳代を底にＵ字型を

描くようになってしまった。つまり、２０歳代は高

度成長期から現在に至るまで生活水準・満足度が上

昇し、加えて不況であってもその満足度が下がって

いないというのである。

図表６　世帯構造分布と主たる収入源の内訳

三世代家族
18.5％

一人親と未婚子
15.1％

両親と未婚子
58.5％

その他
5.1％

不祥
2.8％

62.7

14.6

1.4

1.1

12.3

1.3

0.1

2.5

0.3

0.4

1.6

1.6

（資料）国立社会保障・人口問題研究所
「世帯内単身者に関する実態調査」

図表７　年齢階級別学歴分布
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（資料）国立社会保障・人口問題研究所
「世帯内単身者に関する実態調査」

図表８　暮らしに対する満足度
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（資料）内閣府「国民生活に関する意識調査」
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２．２　コストレスの生活

普通、家を出て一人暮らしを始めると家賃・光

熱費・食費等を払い、家事をこなさなければなら

ない。しかしながら、前述しているとおり、パラ

サイト・シングルは親と同居して家事などをほとん

どといってもいいぐらいしてもらっているので、こ

れらのコストは負担しなくてよいのである。ゆえ

に、彼らは高い生活水準を手に入れることができ

るのである。家計経済研究所の調査結果によると、

男、女にかかわらず親と同居している未婚者は家

事をほとんどしていないことがわかる（図表９）。

また、都市部であろうが地方であろうがこの結果

にほとんど差がないのである。

一方、「世帯内単身者に関する実態調査」の結果

によると、家事について平日仕事を持つ男性では

７割以上が全くしなく、女性の場合約４割となっ

ている。また、仕事を持たない男性では約３割、

女性の約７割は何らかの家事を行っているという

結果がでており、仕事を持つ、持たないで対照的

な結果となっている。

図表９　身の回りの家事（２０歳代）

＜松本＞
０％ １００％

全体

男性
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12.2

16.7

9.1

18.7

3.3

80.8 11.7

59.6 18.7
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1.3

46.6 41.3

30.6 38.2
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4.0
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（資料）家計経済研究所（１９９２～１９９３調査）
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２．３　おこづかい事情

２．２で述べたように、パラサイト・シングル

たちは家賃や生活費を負担しなくてもよいわけな

ので、自由に使える小遣いが多いのである。図表

１０は２９歳までの首都圏在住社会人を対象にした日

経産業消費研究所の調査結果である。これをみて

みると、未婚男性の約３４％、未婚女性の約４１．５％が

こづかいが１０万円を越えているという結果となって

いる。この調査では、親との同居率が男女とも

８０％を越えているので、親同居社会人の回答が反

映されていると考えてよいだろう。また、近年、

景気が停滞し不況だといわれているが、高級ブラン

ドの需要は落ちていない。特に独身のＯＬに関し

ては高額商品の所有率はとても高いのである（図

表１１）。彼女たちは自由に使えるお金を持ってい

るので、妥協して安いものを買わず欲しい物を買

うことができるのだ。ゆえに、こういうところか

ら暮らしに対する満足度が高いのかもしれない。

図表１０ 社会人のこづかい未婚・結婚別（１９９８年）

社会人（２９歳以下、首都圏在住）のこづかい未婚・結婚別（１９９８年）

未婚男性

既婚男性

未婚女性

既婚女性

０円
２万円未満
２～３．９万円
４～６．９万円
７～９．９万円
１０万円

7.2

4.8 4.8 42.8 35.7 4.8 7.1

4.1

4.8 33.4 34.9 17.5 3.2 6.3

12.9 24.4 15.0 41.5

13.7 35.2 10.1 33.9

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

（資料）日経産業消費研究所調査

図表１１ 独身ＯＬ（首都圏在住２７～３５歳）の高額商品所有率

有名ブランドの服

有名海外ブランドのバッグ・靴・腕時計

１万円以上の化粧品

１００万円以上の着物

シルクのパジャマ

乗用車

スポーツクラブの会員権

０．０ ３０．０ ６０．０ ９０．０
（％）

29.2

81.8

46.8

14.2

46.5

16.0

9.1

（資料）日経産業消費研究所調査
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２．４　貯蓄・家計への繰り入れ

「世帯内単身者に関する実態調査」によると、

該当個人の７０．４％が貯蓄はあると回答し、貯蓄は

ないと回答した割合は２５．３％である。１０歳代では

ほとんどが貯蓄をしていないが、２０歳代になると

７割以上が貯蓄をしている（図表１２）また、家計

への繰り入れに関しては、該当個人の約７割が実

行しており、この割合は年齢が上がるごとに高く

なっている。平均繰り入れ額は２８．５千円であった

（図表１３）。

３　パラサイト・シングルと少子化問題

３．１　未婚者の結婚意思

国立社会保障・人口問題研究所が５年ごとに実

施している「出生動向基本調査」によると、いず

れは結婚しようと考える未婚者が大部分ではある

が、結婚意思を持つ者の割合が近年わずかずつで

はあるが減少傾向にあった。ただし、一生結婚す

るつもりはないと回答した割合は従来に比べ急増

したわけではなく、態度を「不詳」にしている者

たちが増えていることがわかった（図表１４）。
図表１２ 貯蓄について

貯蓄なし
25.3％

貯蓄あり
70.3％

不祥
4.4％

１

０．９

０．８

０．７

０．６

０．５

０．４

０．３

０．２

０．１

０
～１９ ２０～２９ ３０～３９ ４０～４９

年齢
５０～５９ ６０～

0.46

0.74

0.78
0.76

0.68

0.95

貯蓄あり

（資料）国立社会保障・人口問題研究所
「世帯内単身者に関する実態調査」

図表１３ 家計への繰り入れ

繰り入れの有無 平均繰り入れ額

～１９
２０～２９
３０～３９
４０～４９
５０～５９
６０～
全　体

０．４８
０．６７
０．７５
０．８０
０．７９
０．８７
０．６９

１３．６
２０．７
３７．７
６４．５
７９．５
７５．４
２８．５

（千円）

図表１４　未婚者の生涯の結婚意志

〈男〉

１９８２年

１９８７年

１９９２年

１９９７年

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００
（％）

いずれ結婚するつもり

一生結婚するつもりはない

不祥

（資料）国立社会保障・人口問題研究所
「世帯内単身者に関する実態調査」
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また、結婚の利点や独身の利点に関しての質問

では、結婚の利点については、男女とも利点があ

りと回答したポイントが減少しており、特に２５歳

以降の年齢層では結婚に利点なしと回答した割合

が男女とも増加していた。つまり、結婚よりかは

独身生活の方に魅力があるようである（図表１５）。

一方、独身の利点については男女とも圧倒的に、

行動や生き方が自由という項目が多かった。その

他には金銭的に裕福、家族扶養の責任がなく気楽、

広い友人関係を保ちやすい、という項目が続いた

（図表１６）。

〈女〉

１９８２年

１９８７年

１９９２年

１９９７年

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００
（％）

いずれ結婚するつもり

一生結婚するつもりはない

不祥

（資料）国立社会保障・人口問題研究所
「出生動向基本調査」

図表１５ 年齢別にみた今の自分にとって「結婚することは利点がない」と考える未婚者

（男性） （女性）

４５

４０

３５

３０

２５

２０

１５

１０

５

０

（％）

（％）

１８～１９歳 ２０～２４歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳

４０

３５

３０

２５

２０

１５

１０

５

０ １８～１９歳 ２０～２４歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳

１９８７年 １９９２年 １９９７年

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「世帯内単身者に関する実態調査」



71 郵政研究所月報 ２００１．９

３．２　少子化問題

現在、日本では非婚化・晩婚化・少子化が進ん

でいる現象がみられる。平均初婚年齢は年々上昇

しているが、結婚した夫婦の完結出生児数は２．２

人程度で推移している。これまでパラサイト・

シングルの現状について概観してきたが、今後パ

ラサイト・シングルが増えていき、彼らが自分た

ちの置かれている状態に満足したままでいると、

結果ますます非婚化・晩婚化が進み、相対的に少

子化が進んでしまう恐れがある。この傾向の一因

には日本のようないまだ婚外子への差別意識が強

い文化の国では、結婚しなければ子供を産み、育

てていくことが難しい社会環境があることが考え

られる。少子化の進展は労働力人口の減少を意味

し、現行の雇用構造を前提とすると、将来的には

生活水準が低下し日本社会全体が貧しくなってし

まう可能性がでてくるだろう。

しかしながら、パラサイト・シングルたちは結

婚に対して夢をもっていないわけではない。彼ら

は「経済的に苦労せず、夫が家事を手伝ってくれ

る」や「家事や育児を全部引き受けてくれる」等、

そういう相手が見つかれば結婚してもいいと思っ

図表１６ 独身生活の利点

（男性）
８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０
行
動
や
生
き
方
が
自
由

金
銭
的
に
裕
福

家
族
扶
養
の
責
任
が
な
く
気
楽

広
く
友
人
関
係
を
保
ち
や
す
い

異
性
と
の
交
際
が
自
由

住
環
境
の
選
択
幅
が
広
い

現
在
の
家
族
と
の
関
係
が
保
て
る

職
業
を
も
ち
社
会
と
の
関
係
が
保
て
る

65 66 66

22 25 26 24 24 24 23 24 19

11 12 12

5 5 4 3 2 2 4 3 2

（女性）
８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０

69 67 70

16 20 19 16 17 18

39 37 32

7 8 7
3 4 4

7 8 8
14 12 9

１９８７年　 １９９２年　 １９９７年

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」
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ている。だが、現実はそのような夢を叶えてくれ

る男性や女性は少ないだろう。だからこそ現実の

面から苦労してまで結婚したくない、という考え

が出てくるのかもしれない。

それでは、この事態をどのように打開すべきで

あろうか。それは端的にいうとパラサイト・シン

グルの親からの自立と、結婚すること・子供を育

てていくことに前向きに思える環境を整えること

が重要ではないだろうか。そのためには、まず、

親と子の相互依存状態を解消し、それぞれが自立

して生きていくことが必要である。次に女性の自

己実現を担保しつつ、結婚して子供を産んで育て

ることに希望・夢をもてる社会へと、社会そのも

のの構造改革を進めることが不可欠である。それ

には政府・企業・公的機関の支援や取り組みが不

可欠である。

４　おわりに

これまでパラサイト・シングルの実態について

概観してきたが、パラサイト・シングルは日本社

会の悪だという見方がされるかもしれない。また、

親が子供のためにすることに何が悪い、という意

見もあるだろう。そして、結婚する・しない、子

供を産む・産まないといった選択も個人の自由だ

といったらそれまでである。しかし、これからの

日本の将来を鑑みると、パラサイト・シングルた

ちの老後に影響を大きく及ぼすのは彼らの子供た

ちである。子供たちの数が少なければ少ないほど、

彼らの老後は明るくはならないだろう。そのよう

に考えると、パラサイト・シングルが増加してい

くことは今後の日本の将来に影を落とす一因にな

るのかもしれない。

参考文献

山田昌弘【１９９９】「パラサイト・シングルの時代」

川本敏編【２００１】「論争・少子化日本」

大沢真知子、山田昌弘【２０００】「対談　少子化―非婚化・晩婚化―のゆくえ―その原因と今後の展望」

季刊家計経済研究２０００・夏

厚生労働省「人口動態統計」

国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」、「世帯内単身者に関する実態調査」

内閣府「国民生活に関する意識調査」

総務省統計局　「平成７年国勢調査　親子の同居等に関する特別集計結果」
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物販ネットビジネス１）の経営課題について

通信経済研究部主任研究官　　北村　雅彦

はじめに

世間では『ネット通販』、『Ｂ to Ｃ』、『インター

ネット・ショッピング』等など、様々な呼び方が

されているが、インターネットを活用して消費者

向けに商品やサービスを販売するビジネスが、新

しいビジネス形態として注目を集めている。また、

そのようなビジネスをサポートする事業が、例え

ば、ショッピングモール、あるいは広告・宣伝や

販売促進、商品配送、代金決済あるいは経営コン

サルタントなどの分野で、それぞれ専門の事業者

により展開されている。

物品の販売に着目した『物販ネットビジネス』

は、ショッピングモールやレンタルサーバの普及

により参入自体は比較的容易といわれているが、

新しいビジネス形態であるため事業経営上の課題

も内在すると考えられる。関係者の話では、販売

促進活動は試行錯誤の段階とも聞く。

本稿では、平成１２年度調査研究の「物販ネット

ビジネスに必要な機能のシステム化に関する調査

研究」（以下、「本研究」）の中から、物販ネット

ビジネスの経営課題を中心に述べる。

順序としては、物販ネット事業者を対象とした

アンケート調査等２）に基づき、物販ネットビジ

ネスの状況を概観したあと、試行錯誤段階といわ

れる販売促進施策の実態や評価について分析した

後、物販ネットビジネスの経営課題について考察

する。

１　物販ネット事業者の概況

まず、アンケート調査結果に基づき物販ネット

事業者の状況を概観する。

１．１ カテゴリー別の構成

本研究では、アンケートに回答のあった物販

ネット事業者を『開始状況別』、『実施形態別』

トピックス

キーワード

物販ネットビジネス、経営課題、ネット通販、販売促進施策、ショッピングモール、

メールマガジン、５段階評価尺度、因子分析、取引業務課題、事業運営課題、販売促進課題

１）『物販ネットビジネス』とは、「インターネットを活用して物品を受注・販売し、注文商品を配送手段で消費者に届けるビジ
ネス」である。インターネットで商品を配信（例えば、ソフト）するようなビジネスは対象外である。

２）物販ネット事業者（計画者を含む）を対象とした調査（回答数２７５）と専門事業者を対象とした調査（同２２）を実施してい
る。実施機関は�三菱総合研究所で、調査対象や回収状況は、後述の「アンケート調査の概要」を参照。



『受注件数ランク別』の３つのカテゴリーで分

析している。その区分及び構成割合は表１（受注

件数ランク別の構成割合は図１）のとおりである。

兼業者が物販ネットビジネス以外に兼ねている

主な業種は、小売業［個人経営以外］（２５．３％）、

卸売業（２４．４％）、製造業（１６．７％）、小売業［個

人経営］（１２．７％）、通信販売業（１０．４％）の順に

なっている。

受注件数ランク別では、受注件数が多い事業者

もいれば、少ない事業者も相当存在する。「５件

未満」が１７．１％、「５～２０件未満」が２２．５％であ

る。仮に１か月の営業日数を２０日とすると、１日

当たり１件未満の事業者が約４割を占めることに

なる。
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表１　カテゴリー別の区分と回答者の構成割合

カテゴリー別 構成割合 解説

開始状
況別

実施者 ８９．８％
既に物販ネットビジネスを開始している物販ネット事
業者

計画者 １０．２％ 物販ネットビジネスをこれから開始する者

実施形
態別

兼業者 ８０．４％ 物販ネットビジネス以外の事業も行っている事業者

専業者
（又はネット専業者）

９．８％ 専ら物販ネットビジネスだけを行う事業者

個人サイドビジネス ７．６％ 個人が物販ネットビジネスを副業的に行っている形態

無回答 ２．２％ －

受注件数ランク別 図１参照 １か月当たりの受注件数で分けた５つのランク

図１　１か月当たりの受注件数ランク別の状況

５件未満　 ５～２０件未満 ２０～１００件未満 １００～１，０００件未満 １，０００件以上　 無回答��
��
yy
yy

����������
����������
����������
����������

yyyyyyyyyy
yyyyyyyyyy
yyyyyyyyyy
yyyyyyyyyy

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ ８０％ ９０％ １００％

Ｎ＝２７５

１７．１ ２２．５ ２８．７ ２２．５ ５．１ ４．０



１．２ 物販ネットビジネスの開始時期

物販ネットビジネスを始めた時期を暦年別に示

したのが図２３）である。「１９９７年以前」に開始し

ている割合が１３．１％であるが、１９９８年（７．３％）

から２０００年（４２．５％）へと割合が増加している。

まだ、この事業を開始して年数の浅い（１～２年）

事業者の割合が多い。
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出店している　 出店する計画がある 出店していない　 無回答��
��
yy
yy

����
����
����
����
����
����

yyyy
yyyy
yyyy
yyyy
yyyy
yyyy

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ ８０％ ９０％ １００％

Ｎ＝２７５

５７．５ ７．６ ３２．４

２．５

図２　物販ネットビジネスの開始時期（ＳＡ）

１．３ ショッピングモールへの出店状況

図３は、ショッピングモールへの出店状況の回

答割合を示したものである。「出店していない」

事業者も３２．４％ある。ショッピングモールに出店

するか否かは、個々の物販ネット事業者の経営判

断になるが、それらの事業者は、自己のサーバあ

るいはレンタルサーバを利用して、インターネッ

ト上にショップを開店しているものと考えられる。

また、「出店している」（５７．５％）の出店モール

数は、１モール（５３．２％）、２モール（１９．０％）

が多い結果となっている。

図３　ショッピングモールへの出店状況（ＳＡ）

～１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年以降 無回答

（Ｎ＝２７５）

（％）

５０

４０

３０

２０

１０

０

１３．１

７．３

２２．９

４２．５

１３．８

０．４

３）２００１年以降の１３．８％には、調査時点（２０００年２月下旬～３月上旬）までに開始している事業者と、今後開始する計画者の両
方が含まれる。



２　物販ネットビジネスの販売促進施策

アンケート調査では、「実施している販売促進施

策」（複数回答）と「費用対効果が最も高い施策」４）

を調査している。本研究で行った物販ネット事業者

に対するヒアリング調査で、各種販売促進施策の費

用対効果が分からない又は測定できないとの意見も

あった。試行錯誤があると言われる販売促進施策の

状況や評価を分析する。

２．１ 販売促進施策の評価

表２は、�実施している販売促進施策の回答割

合、�費用対効果が高い施策の回答割合、及び

�÷�の比率を示したものである。�÷�の値は、

いわば実施している販売促進施策のうち費用対効

果が最も高いと評価している比率を意味する。

まず、�の実施割合としては、「ショッピン

グモールへの出店」（５９．６％）が最も高く、「自

社発行のメールマガジン」（３７．１％）、「懸賞広告」

（３４．９％）、「他社発行のメールマガジンへの広告

掲載」（２８．７％）、「紙媒体の広告･宣伝」（２６．２％）

の順になっている。

次に、�の費用対効果が高い施策は、「ショッ

ピングモールへの出店」（２３．６％）、「自社発行の

メールマガジン」（２１．５％）、「紙媒体の広告･宣

伝」（１２．７％）、「懸賞広告」（１２．０％）、「他社発

行のメールマガジンへの広告掲載」（６．９％）と

なる。費用対効果という点では突出した施策は

なく拮抗している。意外と「紙媒体の広告・宣

伝」の評価が高い。

�÷�の比率で比較すると、「その他」、「アフェ

リエート」５）、「自社発行のメールマガジン」、「紙
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表２　販売促進施策として�実施している施策と�『費用対効果』が最も高い施策（ＭＡ）

Ｎ＝２７５

施　策　名
�実施している施
策（％）

�費用対効果が最
も高い施策（％）

�／�

ショッピングモールへの出店 ５９．６ ２３．６ ０．４０

自社発行のメールマガジン ３７．１ ２１．５ ０．５８

懸賞広告 ３４．９ １２．０ ０．３４

他社発行のメールマガジンへの広告掲載 ２８．７ ６．９ ０．２４

紙媒体の広告･宣伝 ２６．２ １２．７ ０．４８

共同販売促進施策 １９．６ ６．２ ０．３２

バナー広告 １８．５ ４．７ ０．２５

割引券の発行 ９．５ ２．９ ０．３１

アフェリエート ４．４ ２．９ ０．６６

その他 １２．４ ９．１ ０．７３

無回答 ６．２ １０．２ －

４）単一回答形式で調査したが、複数回答の調査票が１割弱あったため、複数回答として集計した。
５）パートナーのサイトに掲載した広告ロゴを経由した受注に対して報酬を支払う仕組み。



媒体の広告･宣伝」の順に高い。

物販ネットビジネスでは、モール出店やメール

マガジンなどの施策以外に、「その他」に該当す

るような独自の施策を自らの販売実態に適した方

法で展開し、適合しているために費用対効果が高

いと評価しているものと考えられる。

「自社発行のメールマガジン」も、自社の販売

商品や販売実態に適した内容に編集でき、通信費

は軽微であるため、固定客や見込み客に対して広

告・宣伝できれば効果的であろう。

また、物販ネットビジネスはインターネットを

活用した販売形態ではあるが、『クリック＆モル

タル』といわれるように、販売促進施策でも意外

に「紙媒体の広告・宣伝」が比較的有効な施策と

して貢献していると考えられる。

２．２ カテゴリー別の特徴

次に、実施形態別及び受注件数ランク別に特徴

を分析する。

まず、表３は、実施形態別に費用対効果が高い

販売促進施策の回答割合で上位３施策を示したも

のである。兼業者は「ショッピングモール出店」

（２４．０％）が高いが、個人サイドビジネスは「他

社発行のメールマガジンへの広告掲載」（２３．８％）

とショッピングモール出店が同じ割合、専業者

に至っては、「自社発行のメールマガジン」（２５．９％）

が「ショッピングモール出店」（１８．５％）より高い。

次に、表４は、受注件数ランク別に費用対効果

が高い販売促進施策の回答割合で上位３施策を示

したものである。受注件数の少ないランクでは、

ショッピングモールへの出店の回答割合が比較的

高いが、受注件数が多くなるにつれて、自社発行

のメールマガジンの回答割合が高くなり、ショッ

ピングモールへの出店と同等又はそれを上回って

いる。

以上から、物販ネット事業者全体では、ショッ

ピングモール出店が費用対効果の点でも評価は高

いが、カテゴリー別では、専業者や受注件数の多

いランクは、ショッピングモール出店よりも自社

発行のメールマガジンの方を高く評価している。
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表３　費用対効果が高い販売促進施策（上位３施策）【実施形態別】

区　別 兼業者（ｎ＝２２１） 専業者（ｎ＝２７） 個人サイドビジネス（ｎ＝２１）

第１順位 モール出店　　（２４．０％） 自社メルマガ　（２５．９％） モール出店　　　　（２３．８％）

他社メルマガ　　　（２３．８％）第２順位 自社メルマガ　（２２．２％） モール出店　　（１８．５％）

紙媒体　　　　（１８．５％）第３順位 懸賞広告　　　（１３．６％） 紙媒体　　　　　　（１９．０％）

表４　費用対効果が高い販売促進施策（上位３施策）【受注件数ランク別】

区　別
５件未満

（ｎ＝４７）
５～２０件未満

（ｎ＝６２）
２０～１００件未満

（ｎ＝７９）
１００～１０００件未満

（ｎ＝６２）
１０００件以上

（ｎ＝１４）

第１順位 モール出店
（１７．０％）

紙媒体
（１７．０％）

モール出店
（２９．０％）

自社メルマガ
（２６．６％）

モール出店
（３０．６％）

自社メルマガ
（３０．６％）

自社メルマガ
（３５．７％）

第２順位
懸賞広告

（２１．０％）
モール出店

（２０．３％）
紙媒体

（２８．６％）

第３順位
懸賞広告

（１４．９％）
自社メルマガ

（１４．５％）
懸賞広告

（１１．４％）
共同販促

（１１．３％）
モール出店

（１４．３％）



３　物販ネットビジネスの経営課題の考察

アンケート調査では、物販ネットビジネスの経

営課題に関する１３項目について、『５段階評価尺

度』（図４参照）により重要度合いを調査してい

る。以下では、因子分析及び重要度合いのスコア

化により比較分析して、物販ネットビジネスの経

営課題の特徴を考察する。

３．１ 因子分析に見る経営課題

３．１．１ 経営課題は３つの因子

因子分析は、変数相互の関係を調べ、新しい概

念のファクターを導く手法で、幾つかあった変数を

“新しい概念のファクター”で表わすことができる。

因子分析６）による因子負荷量は表５のとおり

であり、物販ネットビジネスの経営課題として３

つの因子が抽出され、各因子（軸）を次のとおり

解釈した。

【第１因子（Ａ１）】

第１因子の因子負荷量が大きい変数は、いずれ

も商品受注に係る一連の業務・作業に関する変数

であり、『取引業務課題』の軸と考えられる。
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図４　『５段階評価尺度』とスコア

１
重要で
ない

２
やや
重要で
ある

３
重要で
ある

４
かなり
重要で
ある

５
非常に
重要で
ある

スコア ０ １ ２ ３ ４

表５　経営課題の因子負荷量

第１因子 第２因子 第３因子

�返品関係の作業 ０．７４４ ０．２６５ ０．００１

�受注商品の梱包・出荷作業 ０．７４２ ０．０２６ ０．０９２

�入金確認・決済関係の作業 ０．７１２ ０．３１４ ０．１０９

�商品の在庫管理作業 ０．６４８ ０．０７９ ０．１６２

�顧客からの問合せ・クレーム対応 ０．６４０ ０．２５７ ０．１６７

�顧客管理業務 ０．５４９ ０．０５８ ０．３１９

	個人情報保護・情報セキュリティ対策 ０．５２９ ０．３９１ －０．００９


運営費用の負担 ０．０８８ ０．５４４ ０．１５０

�類似・競合ショップの存在 ０．０９２ ０．５０７ ０．２８１

�専門の人材確保 ０．２４５ ０．４５６ ０．０２４

�ショップでの受注件数 ０．１３１ ０．１６３ ０．６７０

�ショップへのアクセス数 ０．０７９ ０．１１６ ０．６５５

効果的な広告・販売促進施策 ０．１８２ ０．３９７ ０．４１０

取引業務
課　　題

事業運営
課　　題

販売促進
課　　題

６）因子分析の実施方法は、計算ソフトウェア：ＳＰＳＳ１０．０J、因子抽出方法：主因子法、因子軸の回転方法：Kaiserの正規化
を伴うバリマックス法。欠損値の無いサンプル数は２５０、第３因子までの累積寄与率は４４．９％である。



【第２因子（Ａ２）】

第２因子で因子負荷量が大きい変数は、運営費

用負担や人材確保など、物販ネット事業を開始し

維持・継続することに関係するものであり、『事

業運営課題』の軸と考えられる。「�類似・競合

ショップの存在」は事業運営の環境的課題と認識

しているものと思われる。

【第３因子（Ａ３）】

第３因子で因子負荷量が大きい変数は、受注・

集客及びそのための販売促進施策に関係するもの

であり、『販売促進課題』の軸と考えられる。

３．１．２ 因子得点によるカテゴリー別の特徴

因子得点は、各サンプルのポジショニングを明

らかにできる。サンプル全体の因子得点の平均値は

ゼロであるから、カテゴリー別の因子得点の平均値

がプラス又はマイナスに大きいことは、そのカテゴ

リーの特徴と考えられる。表６がカテゴリー別の因

子得点の平均値を示したものである。

カテゴリー別の特徴としては、計画者は、「Ａ

１取引業務課題」と「Ａ２事業運営課題」を重要

視し、個人サイドビジネスは、「Ａ２事業運営課

題」を重要視している。専業者は、３つの課題を

同程度に重要視している。受注件数ランク別では、

受注件数が多いランクになるに従って、３つの課

題を重要視する傾向が見受けられる。

３．２ 平均スコア及び全体との格差に見る特徴

因子分析や因子得点は、新しい３つのファクター

（因子）に基づくものであったが、以下では、個々

の課題の平均スコア７）を比較して、個別具体的な

経営課題の特徴を分析する。
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７）平均スコア＝［Σ（スコア）×（評価段階の回答者数）］÷［（回答者総数）－（無回答者数）］。ただし、スコアは図４のス
コアであり、平均スコアは最大値４～最小値０の間の値になる。

表６　経営課題の因子得点のカテゴリー別平均値

Ａ１（第１因子） Ａ２（第２因子） Ａ３（第３因子）

取引業務課題 事業運営課題 販売促進課題

実施者 －０．０４２ －０．０６５ ０．００９

計画者 ０．３３１ ０．５１６ －０．０７５

兼業者 －０．０３２ －０．０７４ －０．０３１

個人サイドビジネス ０．０２３ ０．３９４ ０．０１７

専業者 ０．２４８ ０．２４７ ０．２９８

～５件未満 －０．１２６ －０．１２２ －０．１３８

５～２０件未満 －０．１４４ －０．０４５ －０．０７１

２０～１００件未満 ０．１０９ －０．１１２ ０．７７５

１００～１０００件未満 ０．１１４ ０．１５７ ０．０１１

１０００件以上 ０．０２７ ０．２３０ ０．０９２



３．２．１ 物販ネット事業者全体の平均スコア

経営課題について物販ネット事業者全体の平均

スコア（以下、「全体平均スコア」）を示したのが

表７である。各課題が該当する因子軸を付記して

いる。１３項目の平均値（２．５５）を上回る上位項目８）

は７項目で、「Ａ１取引業務課題」と「Ａ３販売促

進課題」に属する。

「�アクセス数」や「�受注件数」という販売

促進課題に該当する項目が最も重要な経営課題と

なっている。また、「�顧客からの問合せ・クレー

ム対応」や「�顧客管理業務」、「�入金確認・決済

関係作業」の取引業務課題に該当する課題も上位項

目となっている。一方、「効果的な販売促進の施

策」の重要度合いはあまり高くない。販売促進施

策が試行錯誤といわれるのは、販売促進の成果と

して数量的に現れて、同じ販売促進課題に属する

最重要課題である「アクセス数」と「受注件数」

に関する悩みに起因するのかもしれない。
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表７　経営課題の全体平均スコア

因子軸 経営課題項目 全体平均スコア

Ａ３ �御社ショップへのアクセス数 ３．２３

Ａ３ �御社ショップでの受注件数 ３．２０

Ａ１ �顧客からの問合せ・クレーム対応 ３．０７

Ａ１ �個人情報保護や情報セキュリティの対策 ２．８２

Ａ１ �入金確認・決済関係の作業 ２．７８

Ａ１ �顧客管理業務（注文客・見込み客など） ２．７２

Ａ３ �効果的な広告・販売促進の施策 ２．７０

Ａ２ 
運営費用（出店料・広告料など）の負担 ２．３３

Ａ１ �返品関係の作業 ２．２５

Ａ１ �受注商品の梱包・出荷作業 ２．２３

Ａ２ �類似・競合するショップの存在 ２．０２

Ａ１ �商品の在庫管理作業 ２．００

Ａ２ �専門の人材確保（システム開発、プロモーションなど） １．７６

上
　
　
位
　
　
項
　
　
目

平均値（上記１３項目） ２．５５

８）「上位項目」は平均スコアの平均値を上回る項目。（図５参照）



３．２．２ カテゴリー別の特徴

開始状況別、実施形態別、受注件数ランク別の

カテゴリーでも、平均スコアによる経営課題の重

要度合いが異なっている。『�全体との格差』（�

全体平均スコアと�カテゴリー別の平均スコアの

格差）が大きい項目は、そのカテゴリーの特徴と

考えられる（図５参照）。

カテゴリー別に全体との格差が大きい項目を抽

出したのが、表８である。受注件数ランク別につ

いては、受注件数の最少ランク（５件未満）と最

多ランク（１０００件以上）で格差が大きい項目を示

しているので傾向的な特徴となる。
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図５　平均スコアと『上位項目』及び『全体との格差』の事例

�全体平均スコア �カテゴリー別の平均スコア �全体との格差（�－�）
平均値

・
・

平均値

・
・ － ＋

上位項目＝重要度の高い項目 カテゴリ－別の特徴

表８　経営課題のカテゴリー別の特徴（全体との格差）

Ａ１取引業務課題 Ａ２事業運営課題 Ａ３販売促進課題

計画者
�入金・決済関係（０．６２） �競合ショップの存在

（０．７０）
	専門の人材確保 （０．７７）

�販売促進施策（０．５２）
�受注件数　 （－０．２７）

個人サイド
ビジネス

�競合ショップの存在
（０．９８）

�販売促進施策（０．４０）
�受注件数　　（－０．２０）

専業者 �入金・決済関係（０．６２）

返品関係作業　（０．４８） �運営費用負担　 （０．４８） �受注件数　 （－０．２０）

【受注件数ランク別】

受注件数の
多いランク

�顧客からの問合せ・
クレーム対応　【０．５９】
�顧客管理業務　【０．５２】
�在庫管理作業　【０．５９】

	専門の人材育成 【１．０４】
�競合ショップの存在

【０．４５】

�受注件数　　【０．３２】

少ないランク

注１：ゴシック文字は上位項目。
２：（ ）は全体との格差。下線はマイナスを表す。
３：【 】は受注件数ランク別の「多いランク」と「少ないランク」の平均スコアの格差。



３．３ 物販ネットビジネスの経営課題の考察

物販ネット事業者の経営課題は、『Ａ１取引業

務課題』、『Ａ２事業運営課題』、『Ａ３販売促進課

題』の３つの因子から構成され、重要度合いの高

い上位項目は、Ａ１とＡ３に属する課題であった。

物販ネットビジネスの経営課題及びカテゴリー

別の特徴点は以下の３点が上げられる。

�顧客対応や顧客管理業務と決済関係業務が取引

業務の重要課題

経営課題の「Ａ１取引業務課題」に該当する上

位項目は「顧客からの問合せ・クレーム対応」

「顧客管理業務」「入金確認・決済関係の作業」で、

重要度合いの高い経営課題といえよう。

それらの業務量・作業量は受注件数に比例する

と考えられ、受注件数が多いランクになるほど重

要度合いが高まっていた。また、計画者とネット

専業者では、入金確認・決済関係作業が全体との

格差も大きく重要度合いが高くなっているのが特

徴と言えよう。（表８参照）

反対に、現段階では受注件数の少ないランクや

個人サイドビジネスでは、取引業務課題の重要度

合いは高くない。

物販ネットビジネスの将来市場規模は増加度合

いが高いと予想９）されている。受注件数の増加

に比例して「顧客からの問合せ・クレーム対応」

「顧客管理業務」「入金確認・決済関係の作業」の

重要度合いは更に高まり、現段階では受注件数の

少ない事業者でも今後の受注件数の動向次第では、

重要度合いが高まるものと予想される。

傍証的ではあるが、専門事業者を対象としたアン

ケート調査では、専門事業者が物販ネット事業者

の課題解決のために行う支援業務として実施又は

計画・検討している割合が多かったのは、「顧客

管理業務の支援・代行」「入金確認・決済関係の

作業の支援･代行」「顧客からの問合せ・クレーム

対応の支援・代行」であり（図６参照）、物販ネット

ビジネスの経営課題と合致している。
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９）アンケート調査で、物販ネットビジネスの市場規模・環境要素（１０項目）のうち、増加度合いの高い項目は、「物販ネットで
購入する消費者数」「物販ネット市場の全体売上高」「個人情報などネット関連事件数」「物販ネットビジネスの全体ショップ
数」「物流代行や決済代行を利用するショップ数」の順であった。

図６　物販ネット事業者への支援・代行業務の実態と計画状況（ＳＡ）

効果的な広告・販売促進の支援・代行

顧客管理業務の支援・代行

商品の在庫管理の支援・代行

受注商品の梱包・出荷作業の支援・代行

入金確認・決済関係の作業の支援・代行

返品関係の作業の支援・代行

顧客からの問合わせ・クレーム対応の支援・代行

運営費用（出店料・広告料など）の軽減案の提案

専門の人材確保（システム開発・プロモーションなど）の代行・斡旋

個人情報保護や情報セキュリティ確保の支援・代行

０％ １０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ ６０％ ７０％ ８０％ ９０％ １００％

����������������������
����������������������
����������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

�������������
�������������
�������������

yyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyy

��������������������
��������������������
��������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

�������������������������
�������������������������
�������������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

������������������
������������������
������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyy

���������������������������
���������������������������
���������������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

�����������������
�����������������
�����������������

yyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyy

����������������������
����������������������
����������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

����������������������
����������������������
����������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

��������������������
��������������������
��������������������

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

既に業務を行っている　 業務化する計画がある　 業務課については検討中　 業務として行う予定がない　 無回答
����
����
����
����

yyyy
yyyy
yyyy
yyyy

（Ｎ＝２２）



�「受注件数」課題グループと「アクセス数」課

題グループ

次に、物販ネット事業者の全体平均スコアで最

も重要視していた課題は、「Ａ３販売促進課題」

に属する「アクセス数」と「受注件数」であった。

表８（前掲）のように、専業者や受注件数の多い

ランクは、「受注件数」をより重要視する一方、

計画者や個人サイドビジネスは「受注件数」の全

体との格差がマイナスで、カテゴリー別で重要度

合いに違いがあった。

表９は、各カテゴリー別に「受注件数」と「ア

クセス数」の平均スコアを示したものである。

専業者や受注件数が多いランクは、受注件数の

方をより重要な経営課題とし、一方、計画者や個

人サイドビジネス及び受注件数の少ないランクは、

アクセス数の方をより重要な課題としている。こ

れは、前者が「アクセス数」は一定程度はあるが、

期待ほどには「受注件数」に結びつきにくいとい

う課題、後者は「受注件数」の前提となる「アク

セス数」が期待した状態でないという課題と考え

られる。表８（前掲）で計画者や個人サイドビジ

ネスが「効果的な販売促進策」を重要な課題とし

ているのは、受注の前提となる来客つまり「アク

セス数」を増加させたい意向と思われる。

専業者や受注件数が多いランクの「アクセス数」

が仮に期待した程度であるとすれば、販売促進施

策の違いが一つの要因と考えられよう。前述２の

販売促進施策でみたように、専業者や受注件数の多

いランクが、費用対効果の高い販売促進施策として

いたのは「自社発行のメールマガジン」であった。

一方、個人サイドビジネスや受注件数の少ないラ

ンクあるいは計画者は、費用対効果の高い販売促

進施策として「自社発行のメールマガジン」の回

答割合は低かった。それは、商品情報を欲する見

込み客、商品情報の送信先情報の量が少ないから

ではないか。

「自社発行のメールマガジン」の良否は別とし

て、基本的に固定客・見込み客情報量の差異が、

販売促進課題に影響しているものと考えられる。

個々の物販ネット事業者ごとの見込み客情報を収

集・蓄積できる方策や仕組みを構築することがで

きれば、特に「アクセス数」「効果的な販売促進

施策」を経営課題とする事業者にとっては有用な

ものとなろう。

ただし、個々の物販ネット事業者に適した固定

客・見込み客情報は、従来からの販売活動あるい

は相当の広告・販売促進投資により蓄積されてき

たものであろうから、短い期間に効率的に蓄積す

ることは容易なことではないものと思われる。
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表９　カテゴリー別の「受注件数」と
「アクセス数」の平均スコア

カテゴリー別 受注件数� アクセス数� �－�

【開始状況別】

実施者 ３．２３ ３．２３ ０．００

計画者 ２．９３ ３．２５ －０．３２

【実施形態別】

兼業者 ３．１７ ３．１９ －０．０２

専業者 ３．６７ ３．５２ ０．１５

個人サイドビジネス ３．００ ３．３３ －０．３３

【受注件数ランク別】

５件未満 ２．８９ ３．２６ －０．３７

５～２０件未満 ３．０５ ３．３５ －０．３０

１００～１０００件未満 ３．４４ ３．１１ ０．３３

２０～１００件未満 ３．３０ ３．１７ ０．１３

１０００件以上 ３．２１ ３．２１ ０．００



�類似・競合ショップの存在を互いに意識

物販ネット事業者全体では「Ａ２事業運営課題」

に属する上位項目はなかったが、計画者や個人サ

イドビジネスは「類似・競合ショップの存在」を

特に重要視しているという特徴点があった（表８

参照）。

計画者は、物販ネットビジネスではいわば後発

であるため、先行事業者を意識しているからと考

えられる。また、個人サイドビジネスは、ショッ

プ数や取扱商品種類が増加する中に埋没して差別

化が難しくなると意識しているからと考えられる。

一方、受注件数の多いランクにおいても、上位項

目ではないが「類似・競合ショップの存在」が高

まっている。ショッピングモールへの出店やレン

タルサーバを利用して比較的容易に事業を開始で

きる環境においては、類似・競合ショップの増加

を少なからず意識しているものと考えられる。

物販ネットビジネスの市場規模・環境要素の将来

動向では、「物販ネットビジネスの全体ショップ数」

も増加度合いの高い要素であった。全体ショップ数

が増加すれば、自然と類似・競合するショップが増

加し、競合・競争関係が厳しくなるものと予想され

る。

今後、競争･競合関係により自然淘汰されるの

か、取扱商品や販売方法の差別化あるいは商品価

格の差別化などにより共存できるのか、今後の市

場構造の動向が注目されるところである。
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アンケート調査の概要

『物販ネットビジネスに関するアンケート調査』（対象：物販ネット事業者）

対象者及
び抽出方
法

� 実施者
� ショッピングモール出店者
有名な複数のショッピングモールから、取扱商品別のショップ比率（各モール
のトップページの掲載ショップ数による）に応じて抽出。
� 独立ショップ開店者
検索エンジンにより対象者を抽出。

� 通信販売協会正会員より抽出。
�　計画者
� ベンチャー向けのメールマガジンに広告を掲載して調査。
� 調査段階で得られた計画者情報により郵送調査。

調査方法 郵送調査。ただし、�の�はインターネットによる調査。

調査時期 平成１３年２月２１日～３月１２日
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『物販ネットビジネスに関する意識調査』（対象：専門事業者）

対象者及
び抽出方
法

物販ネットビジネスに関係すると考えられる次の業種に属する有名な事業者。
【業種】
ショッピングモール運営者、配送事業者、倉庫事業者、物流代行・決済代行事業者

調査方法 郵送調査。

調査時期 平成１３年２月２１日～３月上旬

アンケート調査の発送・回収状況等

対　象 方法 発送数 返却数 回収数 無効数 有効数 回収率

物販ネット事業者

実施者 郵　送 １５４６ ２５ ２５１ ４ ２４７ １６．２％

計画者 郵　送 ３５ ０ ７ ０ ７ ２０．０％

Ｗｅｂ － － ２１ ０ ２１ －

計 － － － ２７９ ４ ２７５ －

専門事業者 郵　送 １００ ０ ２２ ０ ２２ ２２．０％

備考１：Ｗｅｂは、計画者を対象にベンチャー向けのメールマガジンに広告を掲載し調査したもの。

２：回収率＝有効数÷（発送数－返却数）
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事前承諾なしにやってくる電子メール、
米国の規制の現状について

沖縄総合通信事務所長　　大寺　廣幸

１．はじめに

受け取るほうへの連絡も、その了解もなしに勝

手に送りつけられる電子メールは、Unsolicited

Commercial Email（UCE）とかオンライン業界

用語で「spam」とか言われている。この小稿で

は、押しかけ電子メールとも呼んでみたい。ダイ

レクトメールなどこれまでのマーケティング、広

告宣伝のツールは、コストがネックとなり広範な

頒布が抑えられてきた。ところが、UCEは、広

い範囲の頒布を抑制するコスト面の制約はきわめ

て少ない。

一般消費者を対象とする商品・サービスを製

造・販売するよく知られた大手企業は、UCEを

用いることはほとんどない。これらの企業は、消

費者が欲する商品・サービスやセールスの情報を、

受け手である消費者の了解をとって電子メールで

送っている。たとえば、消費者の関心分野の新刊

本の情報や、セールスによく登場する商品・サー

ビスのオンラインカタログ、割引航空券の週間販

売情報などである。これら消費者のリクエストに

応じて送られる大量の広告電子メールは、成長す

るインターネット商取引で消費者主権を高めるも

のだ。インターネットを通じ、受け取る情報を選

択する機会を消費者にあたえることを、関連業界

では事前許諾型（permission-based）マーケティン

グと言っているが、このマーケティング方法は、

広告内容とその送り手である企業への信頼を高め

る効用があるようである。

他方、UCEについては、残念なイメージが作ら

れてしまった。すべてのUCEが詐欺的だというこ

とは言えないが、文字どおり数百万の消費者に、

すばやく、かつ低コストで情報を送る手段である

UCEは、人をだます有力な手段になってしまった。

さらに困ったことに、インターネット技術の悪用

により送り手の身元を隠すケースも多発している。

多くのspamメッセージの、送り手や伝送ルートに

関する情報にはにせ情報が多く、UCEをトレース

して真の送り手にたどり着くことはほとんど不可

能だ。また、UCEのメッセージには、商品やサー

ビスについて受け取った人をミスリードする言葉、

たとえば、途方もなく儲かるとか性能が飛躍的に

よいといった言葉の羅列がしばしば見受けられる。

大量のUCEは、インターネットサービスプロ

バイダーを悩まし、時として業務停止に追い込み、

また、消費者をイライラさせる。もっとも大きな

インターネットサービスプロバイダーであるアメ

リカオンライン（AOL）では、その取り扱う電

子メールの３０％が UCEだそうである。また、

AOLの話ではCyber Promotionsという名前の企

業から１日に１８０万通のUCEが出されたそうで、

その送信の法的差止め命令が裁判所からおりるま

で、毎日大量の押しかけメールが発信されたとの

ことである。UCEを受け取る個人や企業にとって、

一々電子メールを開き、読んで消去する手間ひま、

コストは無視することができないものになってい
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る。

UCEに対する連邦取引委員会（FTC）の主た

る関心事項は、商品やサービスに関する不正確で

錯覚させるメッセージである。インターネット上

で人を錯誤させる大量のUCEの増殖は、電子商

取引への消費者の信頼をそこなうと、FTCは危

惧している。

我が国でも問題化になりつつある押しかけ電子

メール、UCEについて米国での規制の歴史、現

状をこの小稿で紹介してみたい。

２．UCEの歴史

UCEの歴史を少し述べてみよう。

インターネットがまだビジネスに活用されるに

至らない時代、サーバー利用の負荷をできる限り

抑え、インターネットでのメッセージの流通量を

最小化するため、「 spamming」は、個々のメッ

セージを多数のUsenetのニュースグループに送

る有効な方法であった。

このUCE（ spam）が大きくクローズアップさ

れるきっかけとなった出来事がある。ある一人の

弁護士が「移民者のグリーンカードの取得を支援

する」という広告宣伝の電子メールを無差別・広

範・大量に流したのである。彼は、インターネッ

トとUsenetの利用者からの「無差別・大量のメー

ル広告をやめるように」との批判・非難にもなか

なかやめようとせず、それまでのネット社会のエ

チケット、Netiquetteに大きな汚点を残した。この

無差別爆弾的なメールたれながし事件は、ちょう

どインターネットが爆発的に普及する１９９０年代な

かばに起こり、これらの事件をきっかけにしてネ

ット社会の高度に洗練され自己抑制的な文化はな

くなってしまった。

３．UCEに対する連邦取引委員会（FTC）の

取り組み

３．１．問題のモニター

FTCは、インターネット上の商取引の発展を

注意深く見守っている。商取引の手段としてイン

ターネットが出現してからずっとFTCは、一連

のヒアリングや公開ワークショップを開催し利害

関係者からさまざまな見解を幅広く得てきた。最

初のものは、１９９５年秋に開いたもので、世界市場

での消費者に関する新技術の影響をさぐるもので

あった。このヒアリング結果は、翌年５月、

「Anticipating the２１st Century: Consumer Protection

Policy in the New High-Tech, Global Marketplace」と

いうレポートで公表された。１９９７年６月開催の、

インターネット上のプライバシーに関するワーク

ショップでは、UCEに関して３つの問題が提議

された。１）UCEの内容の中の人をあざむく表

現、２）大量のUCEの送信によって引き起こさ

れるインターネット等の情報通信ネットワーク上

の経済的・技術的制約・損失、３）UCEの大量

受信による消費者サイドのコストとイライラ、の

３つの問題である。

FTCは、主としてUCEの詐欺的行為に注目し

てきた。このワークショップに参加した産業界や

消費者グループの代表は、UCEが引き起こす経

済的・技術的な損失に関心が高かった。Center

for Democracy in Technologyのリーダーシップの

もと、１年をかけ問題の解明と採りうる解決方法

が研究され、１９９８年７月に「 Report to the

Federal Trade Commission of the Ad-Hoc Working

Group on Unsolicited Commercial E-Mail」として

研究結果が発表された。このレポートは、受信

UCEに対して消費者がコントロールの力をもつ

ための技術や公共政策を提言している。

特に、レポートでは、
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１）消費者にUCEを送るに際して事前にその了

解をとるか、少なくとも受け取り拒否の意思

表示があったらそれ以降送らない、という選

択の機会を消費者に与えることを、UCEを

送る販売業者などに義務づけるべき。

２）人を錯誤におとしいれるようなUCEの頒布

を減らし、なくすような法的強制措置を一層

充実すべき。このようなUCEには、メール

の最初につくヘッダー情報（送り先：（TO:）、

送り元：（FROM:）、メッセージの見出し：

（SUBJECT:））のほか、メールの伝送ルート

などを偽っているものも含む。

１９９８年、FTCは、UCE専用の電子メールボッ

クスを設けた。インターネットサービスプロバイ

ダーやプライバシー関係の専門家、法律専門家な

どの支援を受け、FTCのスタッフは、UCEの

メールボックス、uce@ftc.govを公表し、消費者

やインターネットサービスプロバイダーに、自ら

に届いたUCEを転送するよう求めた。それらの

UCEは、すべて蓄積されデータベースが作られ

た。１９９８年１月からこれまでに８３０万通をこえる

UCEが転送されてきた。毎日平均１万通のUCE

が送られてきている。過去６ケ月以内に受け入れ

データベースに蓄積されたUCEは、サーチ可能

である。これらのUCEは分類整理されUCEの傾

向の分析に役立てられているほか、詐欺的メッ

セージを含んだUCEに対する取り締まりや消費

者・ビジネス教育に活用されている。

３．２．違反行為の積極的な摘発

FTCは、人をだますおそれのあるUCEに対し

ては摘発・是正要請など積極的な取締りを行って

いる。FTCが扱ってきたインターネット関連の

事案のうち、これまで約３０のケースが、UCE

（押しかけメール）を主な要素とする詐欺であっ

た。ほとんどのケースが連邦地裁で扱われる

FTC法第１３条（ｂ）事案である。

たとえば、１９９９年５月提訴した「FTC v. Benoit」

事件をとりあげてみよう。このケースは、電話料

金が割高の国際電話番号に電話をかけさせ、電話

をかけた本人のクレジットカード引き落とし口座

から電話料金を引き落とす仕組みのUCEに関す

るものであった。はじめのUCEのメッセージは、

消費者に対し「商品購入の申し込みは、受け付け

られ今発送の手続きをとっています。あなたのク

レジットカードの口座に２５０�から８９９�の範囲で

請求がいきます。」というものである。実際は、

その消費者は、なにもオーダーしていないのであ

る。このUCEには、「もしオーダーに関し何かご

質問でもあればエリアコード７６７にある電話番号に

電話してください。」との注意書きが書いてあった。

多くの消費者は、まさかこのエリアコード７６７が

外国、具体的にはドミニカのものだとは気づかな

い。ドミニカは、北米番号プランに含まれ、国際

電話をかけるとき必要な０１１や国別番号を押す必

要がないのである。消費者は、当然、クレジット

カード口座への課金を避けるため、「そんなオー

ダーはしていません。間違っています。」と電話

するはずである。この電話は、成人向けのオーディ

オテキスト・サービスにつながる仕掛けになってい

る。電話をかけた本人へは、ドミニカまで長距離

国際電話をかけた請求書が送られてくることにな

る。この悪だくみを考えた人たちには、割高の国

際電話で収入をえた海外の電話会社から応分の分け

前が送られてくる。かれらは身元を隠すためその

メールにはでたらめのヘッダーを付けていた。

この種の事案の発生を受け、再発防止のため、

FTCは、メールの送り手や内容をいつわること

を禁止する規則を新たに作った。

もう一つのケースを紹介してみよう。これは、

「FTC v. Martinelli」事件で、UCE（押しかけメー

ル）を使って、いわゆる「ねずみ講」の仕組みを
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悪用したものである。DP Marketingと称する、コ

ネティカット州をベースとするピラミッド型の仕

組みを作り、「自宅で仕事ができます。」と偽りの

広告を、電子メールや新聞をつかって全米に流し

た。UCEには、「National Marketing Companyは、

自宅にいてオフィスの仕事ができる人を募集して

います。フルタイムでもパートタイムでも結構で

す。時給は１３�５０�。仕事は、クレジット、ローン

や雇用に関するデータ処理や、その他のオンライン

での消費者案内などです。」DP Marketingのウェ

ブサイトを訪れたり、電話した消費者は、「快適

なご自宅で会社の仕事をやっていただき時給１３�

５０�を差し上げます。」という口上を受け取る。

さらに、「経験は問いません。９�９５�から２８�

７２�の登録料を支払っていただければ、仕事をは

じめるにあたって必要な道具、電話の受付・応答

テキスト、商品案内、時間管理シートや ID番号

を送ります。」とのメッセージも受け取る。消費

者が実際受け取るのは、自分が電話やメールで受け

取ったセールストークのキットであった。時給１３�５０�

のかわりに消費者が得る収入は、別の犠牲者を勧

誘することで得る手数料収入であった。FTCは、

DP Marketingが特別のサラリーを払って仕事を

提供する点で消費者に不正確な情報を伝えていた

と判断した。ねずみ講的に勧誘していく仕組みを

事前に明らかにせず、不正で詐欺的な行為に加担

させる指導テキストなどを提供する点に問題があ

るとした。昨年１１月１４日に裁判所は、将来的にピ

ラミッド型の勧誘セールスを禁止し、仕事の有利

性・収益性を偽り伝えることを禁じ、消費者への

損害賠償として７万２千�を支払うことを命令し

た。

FTCは、押し売りメールを使い、金融上の信

用を回復してあげるという広告をうつ数多くの事

件を取り扱ってきた。この種の事案の悪質な点は、

消費者が、自己破産や支払い遅延などで信用力を

なくしている弱みにつけ込んで、何ら問題のない

個人信用記録を作ってあげようともちかける点で

ある。「３０日で新しいクレジット・ファイルを獲

得！」といったメッセージの押しかけメールには

次のようなことが書かれている。「連邦政府が出

す雇用・納税個人番号をいかなる方法で取得する

か、そして、新たにクレジット・プロフィールを

作成するためソーシャル・セキュリティ番号のか

わりにこれらの番号をどう使うのか、を知りたい

のであれば、マニュアル本の購入を！」しかし、

実際はクレジット申請に偽りの個人識別番号を使

えば犯罪になる。UCEを出す人たちは、この点

をわざと省いているのだ。FTCは、この種の事

案を７件、直接あるいは司法省を通じて提訴した。

最近の事案を紹介してみよう。FTCは、「自宅

にいながら法律家を補助する仕事ができるチャン

スがあります。きちんと仕事ができるようになる

ため少しトレーニングが必要で、そのため受講料

として３９５�から４９５�、前もって支払ってくださ

い。」とメッセージする押しかけメールを使うフ

ロリダの会社を起訴した。（ FTC v. Para-Link

International,）「わずか３０日のトレーニングを積

むだけで家庭にいながらにして離婚や破産のデー

タ処理の仕事ができ、１時間あたり２００�の収入

を得ることが可能になります。トレーニング教材

を購入したい人には、もっと多くの情報を得るた

め受信人払い電話をかけてください。」と勧誘し

たのである。FTCによれば、１時間２００�の収入

の収入を得た人はほとんどいなかったそうである。

裁判所は、昨年１０月、被告企業に対し、業務停止、

資産差し押さえ、管財人の指名などの仮執行命令

を出した。
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３．３．消費者・ビジネス教育

FTCは、UCE関連の消費者向けパンフレットな

どを９種公表してきた。いずれも紙ベースの出版

物とFTCのウェブサイトからダウンロードできる

電子ベースのものである。消費者の手にわたった

ドキュメントの総計は１６０万以上にのぼる。

まず、１９９６年に「 Phone, Email and Paper

Messages May Signal Costly Scams」を出した。紙

ベースで１万６千部を出し、FTCのウェブサイト

へのアクセスは１万８千回に達した。これに関連

して出された「Trouble @ the In-Box」によって、

消費者は、どのような種類の押しかけメールが出

回っているのかを知り、そして、メールの内容が

人をあざむくようなものかどうかを判断する手が

かりを得ることができるようになった。UCEの取

り扱い方やUCEの送られてくる道筋もわかりやす

く記述してある。

「How to Be Web Ready」は、インターネット

のブラウジングを安心して消費者が行うためのノ

ウハウを詰め込んだドキュメントである。このド

キュメントの内容は次のようなものである。いか

に個人情報をガードするか。求めもしないのに送

りつけられる商品・動作のクレームをどう撃退す

るか。メールアドレスを簡単に相手に教えないた

めにどうするか。金融取引のセキュリティをどう

担保するか。ハードディスクを破壊するプログラ

ム、ファイルからどう防衛するか。このドキュメ

ントへ Circuit City、Borders Group Inc.、Netcom、

Micron、Compaqなど多くの企業、団体がリンク

している。紙ベースで９万４千部、ウェブサイト

へのアクセス件数は３万１千に達している。関連

ドキュメントの「Site-Seeing on the Internet: A

Consumer’s Guide to Travel in Cyberspace」への

アクセスは約百万件で、パンフレットも１６万５千

部くばられた。

１９９８年７月、FTCは、もっとも頻繁に送られ

てくるUCEはどのようなものがあるかを知って

もらうため「 Spam’s Dirty Dozen:１２ Scams

Mostly Likely to Arrive Via Bulk Email」という公

開教育キャンペーンを始めた。このキャンペーン

のパンフレットにリストアップされた事例は、消

費者からFTCのメールボックス、uce@ftc. govに

転送されてきた２５万件あまりの押しかけメールの

中から選ばれたものである。人をあざむく危険の

あるメールを１２のタイプに分けて紹介。

１）仕事・ビジネスの機会の紹介

２）バルク・メール用のメールアドレス・リストの

紹介（多数のインターネット・ユーザにメール

を送るための、送り先のメールアドレスのリス

トを販売。ところが、そのリストは誤りが多く、

インターネットサービスプロバイダーの提供条

件に違反している事例が多い。）

３）チェーン・レター（いわゆる不幸の手紙）

４）自宅でできる仕事の斡旋

５）健康・減量の勧め

６）「汗をかかずに楽して収入」の勧誘

７）無料試供品の提供

８）投資の勧誘

９）CATVのスクランブル解除機器の提供

１０）条件の甘い保証つき融資・クレジットの紹介

１１）クレジットの信用修復（過去の焦付き、自己

破産等、新規融資を受けるのに不利な記録の

抹消）の勧誘

１２）懸賞当選旅行の誘い

この「Spam’s Dirty Dozen:１２Scams Mostly

Likely to Arrive Via Bulk Email」は紙ベースのパン

フレットが２万４千部、ウェブサイトへのアクセ

スが１０万件強にのぼっている。

さらに、昨年３月には、「Unsolicited Mail,

Telemarketing and Email: Where to go to“Just Say No”」

というパンフを出した。郵便やインターネットを

使って消費者に送られてくるジャンクメールの取
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り扱い方をわかりやすく述べたもので、２万１千

部出し、アクセスは２万件。昨年９月にはチェーン

レターの危険性にふれた「The Lowdown on

Chain Letters」を、本年１月には押しかけメール

の勧誘を避けるヒントを述べた「Cracking Down

on Mail, Email and Fax Scams: Project Mailbox」

を出した。

４．ダイレクト・マーケティング協会の取り組み

ダイレクト・マーケティング協会（The Direct

Marketing Association, Inc.: DMA）は、ダイレクト・

マーケティング、データベース・マーケティングや

電子商取引の関連業種の企業等を会員とする全米最

大の団体である。１９１７年設立。カタログ通販会社、

金融機関、書籍雑誌出版社、小売業、製造業、イン

ターネット関連ビジネスなどの業種の企業が参加し、

会員数は米国内４，５００以上の企業のほか５４か国の海

外組織も加わっている。

DMAの会員企業の多くは、「高品質の商品・

サービスを提供する」と、消費者から信頼を得て

成長してきた。今後、会員企業が業容を拡大して

いくには電子商取引をどう活用するかが大切で、

この観点から電子商取引が社会に受け入れられ健

全に成長することに、DMAは大きな関心を持っ

ている。「電子商取引の発展のためにはなにより

も消費者の信頼が不可欠である。」と考え、

DMAは、押しかけメール、UCEに関しさまざま

な取り組みを行ってきている。その一つが、自主

規制プログラムの電子メール・プレファランス・

サービス（e-Mail Preference Service: e-MPS）で

ある。

DMAは、電子商取引の国境をこえた展開とい

う状況を考えると、消費者に効果的な選択の手段

を与える自主規制が、UCEへの消費者の対策と

してもっとも有効であると考えている。５年前に、

電子メールを使ったマーケティングには消費者の

事前通知を行い、さらに消費者が不要と判断した

メールは送らないようにする（opt-out）電子商

取引のガイドラインを公表した。

さらに昨年、e-MPSをスタートさせた。この

サービスは、個人が削除要求すれば、インター

ネットのマーケティングリストからその個人の

メールアドレスを削除させることを認める仕組

みである。この取り組みは、DMAがこれまで取り

組んできた郵便や電話でのプレファランス・サービ

ス（Mail Preference Service: MPSとTelephone

Preference Service: TPS）をベースとしたものである。

いずれのサービスも、郵便や電話で送られてくる

事前了解なしの商品・サービスの紹介・売り込み

に対し、消費者サイドが受けるか拒否するかを選

択できる手段を、消費者に提供するものである。

昨年１月、e-MPSがスタート。消費者は、DMA

のウェブサイトに無料で登録し、受け取りたくな

いUCEの企業をDMA会員企業リストからピッ

クアップすることができる。

このe-MPSは、DMAの「アメリカの消費者へ

のプライバシーの約束（ Privacy Promise to

American Consumers）」（１９９９年７月１日発効）

の一部である。DMAの会員企業は、プライバ

シー保護の企業行動基準を内容とするこの「プラ

イバシーの約束」を遵守する義務を負う。消費者

にUCEを送りたいDMA会員企業は、e-MPSで

登録し受け取り拒絶した消費者をメーリング・リ

ストからはずし、メールを送ることができないよ

うにしなくてはいけない。このサービスは、

DMA会員でない企業へも開かれている。

５．UCEの弊害とは

なぜUCEが問題なのかをあらためてまとめて

みよう。

まず、インターネットのメカニズムへの大きな

障害として考えられるのは、大量のメールが何の
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前ぶれもなしに一度にインターネットに流出する

ことである。インターネットのさまざまな機能の

速度が落ちてしまう。特に、利用のピーク時に

UCEが送信されるとネットワーク全体が機能不

全に陥ってしまうおそれも出てくる。受け手が

UCEに抗議して返信メールを出すことがあるが、

返信アドレスが不正確であったり、にせ物であっ

たりすると、その返信メールがさらにネットワー

クの渋滞を増してしまうのだ。

UCEは、その送り手にとっては、メッセージ

を１か所に送ろうが数百万か所に送ろうが伝送コ

ストに飛躍的な差違はなく、伝送コストの制約を

重視しなくともよい広告宣伝メディアである。と

ころが、インターネットサービスプロバイダーに

とっては、UCEの出現でネットワークを維持管

理するコストは大きな負担となってしまった。

UCEの送り手は、公共財たるインターネットを

「ただ乗り」しているといっても過言ではない。

負担をあまり感じないでメッセージを送るという

ことは、ある意味で、消費者を大事にしない消費

者軽視の風潮を生み出す危険性があるということ

である。

インターネット文化の特色でありメリットに

なっていることは利用者の匿名性である。ところ

が、このインターネット文化の特色を悪用し、

UCEを垂れ流す者は、好ましくないインター

ネット環境を生み出した。メッセージは、メール

ボックスに直接送られ、したがって、消費者が送

り手の企業が信用に足るかどうかを判断するとき

頼る、より所となる企業名や住所、電話・ファッ

クス番号などの情報を添える必要がない。企業に

対する信頼を確認するすべがないことから、イン

ターネットでは、消費者は、信用の高い企業にさ

え用心深くなるのも当然だ。このことが、イン

ターネットサービスプロバイダーをして、企業・消

費者間の紛争に巻き込まれないよう、法的な自己防

衛措置を講じさせる理由になっているのである。

また、DMAが、e-MPSにより、消費者が受け

取りたくないUCEを排除する仕組みをつくった

といっても、一般的には、消費者は、なおUCE

の大量配信には無防備である。もっと実効性のあ

るUCE受け取り拒否の手続きが必要になってき

ている。

６．２００１年無承諾ポルノ・マーケティング規制法

案

押しかけメール、UCEをこれ以上放置してお

くことは、さまざまな弊害を消費者のみならず電

子商取引の関連企業に与え、インターネットを中

心とする電子商取引の発展を阻害する危険が大き

い。そこでUCEの蔓延をくい止め違法行為を摘

発しようとする法案が米国連邦議会の上院、下院

にそれぞれ提案されている。

本年１月には、下院議員 Heather Wilsonが２００１

年押しかけ商用電子メール法（The Unsolicited

Commercial Electronic Mail Act of２００１：H. R.７１８）

を下院に提出した。さらに、本年３月、上院議員

Conrad BurnsとRon Wydenが中心になって、２００１

年無承諾ポルノ・マーケティング規制法案（The

Controlling the Assault of Non-Solicited

Pornography and Marketing Act of２００１: CAN

SPAM Act of２００１：S.６３０）を上院に提出した。

この小稿では、上院に提出されたS.６３０法案の

基本的な枠組みを紹介してみよう。

この法案は、UCEの送り手がメッセージの発

信源を偽ることを禁止し、消費者にUCEの受信

を拒否する機会を与えるものである。

この法案のねらいは、UCEがインターネット

サービスプロバイダーなどの関係企業やインター

ネットを利用する消費者にかけるコスト追加や潜

在的な悪影響を抑え、また、UCEを受け取るか

べきかどうか消費者が判断するのに寄与すること
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である。

UCEには、二つの基本的な問題がある。人をだ

まし誤解させるという問題と大量のメールがイン

ターネットに流出しインターネットに機能マヒや

非効率をもたらし、消費者・ビジネスに大きな迷

惑を与える問題である。両者とも電子商取引の媒

体であるインターネットへの消費者の信頼をおび

やかす問題である。

法案は、消費者向けの商品・サービスを製造・

販売する著名な多くの企業がすでに導入し、また、

Center for Democracy in Technologyなどの団体が

１９９８年７月に「Report to the Federal Trade

Commission of the Ad-Hoc Working Group on

Unsolicited Commercial E-Mail」で提唱した、

「許諾をベースとした」マーケティング・モデル

を基礎としている。

消費者がUCEを特定でき、また、UCEを将来

的に拒否するために必要な情報がUCEに含まれ

ていることが必要である。これに反するUCE

の伝送は違法としている。（法案第５条）この情

報開示は明確で明示的でなくてはならず、次の条

件を求めている。

１）電子メールが広告・勧誘であることが特定で

きること

２）将来的に受け取りを拒否できる機会が受け取

り手にあることを通知すること

３）受け取り拒否の意思を送り手に知らせるため

応答用の電子メールアドレスが使えること

４）送り手の郵便物送達用の住所が明らかにされ

ていること。

また、次のような行為を違法としている。

１）UCEのこれ以上の受け取りを拒否する旨の

返信メールを送ったにもかかわらず、なお

UCEを送りつけてくること

２）意図的に、あるいは事実上誤解を与えミスリー

ドさせるメールのヘッダー情報や合法的に取

得しなかったヘッダー情報を含む商用の電子

メールメッセージを伝送すること

３）意図的に、メール本文の内容について受け手

をミスリードさせるようなメールの見出しを

ヘッダー情報として添付する商用の電子メー

ルメッセージを伝送すること

この法案の法執行スキームは多面的である。上

記の第５条違反は、FTCが、FTC法第１８条に基

づき定めたFTC取引規制規則の違反とみなして

取り扱われ最大１万１千�の過料が課せられる。

ただ、FTCの管轄権が及ばない、あるいは部分

的にしか及ばないコモン・キャリア（通信事業）、

銀行などについては、連邦通信委員会（ FCC）

などが違反の摘発にあたる。さらに、インター

ネットアクセスサービスプロバイダーや各州の司

法当局に対しては、第５条違反を禁止し求償する

権利を認めている。

さらに、意図的ないし事実上誤っており、また、

ミスリードさせるヘッダー情報を含むメッセージ

だと知っていながら事前承諾なしに商用の電子

メールメッセージを送ろうとする者は、科料や最

高１年の懲役というペナルティを課せられる。

（法案第６条）この制裁措置を講じるにあたって

は、インターネットアクセスサービスプロバイ

ダーがUCE防止対策をとっていたか否かを問わ

ない。

７．終わりに

UCEを法的に規制することは、FTCも、DMA、

米国インターネット産業協会（ US Internet

Industry Association）も一般的には異存はない。

しかし、その規制の細目についてはなお意見が分

かれている。

法案では、電子メールをもう受け取らないとい

う意思表示をした消費者に対し、将来的に送らな

いようにしようという枠組みを採用している。と
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ころが、消費者保護を一層強めようとする立場か

らは、広告・勧誘の電子メールは、受け手の事前

許諾がなければ最初から送ること自体、認めるべ

きではないという強硬な意見がある。

さらに、UCEの被害を受けた個人にどのような

救済措置を与えるかで意見が分かれている。ジャン

クファックスを規制する目的で作られた「１９９１年電

話における消費者保護法（The Telephone Consumer

Protection Act of１９９１）」では、直接救済を求める権

利（private right of action）を個人に認めたが、今回

の法案には同趣旨の条項はない。

インターネットサービスプロバイダーにとって、

受け手が受け取りを望まないUCEを送らないよ

うに措置することは技術的に可能だ。ところが、

受け手が受け取りを希望するメールや電子商取引

関係の一環として受け取ってきたメールまでも、

インターネットサービスプロバイダーが、受け手

に知らせずにブロックしてしまうおそれもある。

法案では触れていない、電子メールを媒介する役

割をになうインターネットサービスプロバイダー

の法的立場、責任について明確にすべきであると

の意見もある。

米国に特有な事情であるが、連邦政府として規

制するほかに州ごとに独自の規制をUCEに課する

べきだという見解もある。しかし、電子商取引は

国境さえこえて行われる現状に、州ごとの規制は

有効だろうか、との反対意見もDMAなどで強く、

法案では、関連の州法に優越する条項をおいてい

る。

このように押しかけ電子メール、UCEをどの

ようにして規制するか、細目について意見はなお

分かれており、連邦議会を中心に、今後、活発な

議論が展開されるであろう。我が国も、押しかけ

電子メールの被害は増えてきており、米国の動向

を注視していく必要があると思う。
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（参考）連邦取引委員会（FTC）の消費者保護に関する権限

FTCは、連邦政府機関のなかで消費者保護で中心的な役割をはたす組織である。不公正で人をあざ

むく商行為・商慣行を取り締まり、また、競争を活性化し消費者の選択の機会をふやすことで、市場の

有効な機能をうながすことがFTCの役割である。この役割をはたすため、連邦取引委員会法（Federal

Trade Commission Act）がある。この法律は、公正さを欠く競争を禁じ、商取引上あるいは商取引に影

響をあたえる不公正で詐害的な行為・慣行を禁止する。

連邦取引委員会法以外でFTCに権限を付与する法律は４５以上にのぼり、さらに、特定の産業や慣行

を規制する３５以上の規則によっては、FTCは規制権限をあたえられている。

公正信用報告法
（Fair Credit Reporting Act）

消費者が秘匿したい微妙なファイナンス情報に関して消費者のプライ
バシー保護の枠組みを定める。

貸付けに係る真実告知法
（Truth in Lending Act）

クレジット条件の情報開示を義務づける。

公正クレジット請求法
（Fair Credit Billing Act）

クレジット支払い請求での誤り訂正をクレジット利用者に保証する。

中古車規則
（Used Car Rule）

中古車のウィンドーのステッカーにその車の保証条件を掲示させるこ
とを中古車ディーラーに義務づける。

フランチャイズ規則
（Franchise Rule）

フランチャイズに加わる見込みの高いフランチャイジーに情報を提供
する義務を負わせる。

通信販売規則
（Telemarketing Sales Rule）

消費者をだましたり他の競争事業者をおとしめる通信販売行為を定義
し、それらの行為を禁止する。

FTCの役割、責任は広い範囲にわたり経済活動全般をカバーすると言ってよい。ただ例外もある。

FTCの権限が限られたり全くない領域もある。たとえば、銀行、貯蓄金融機関、連邦信用組合

（ federal credit unions）、連邦通信法で規制される通信事業者、航空会社、Packers and Stockyards Actに

基づく家畜・精肉食品の販売（小売を除く）、非営利団体の活動の一部、保険などである。

（参考）インターネット上の詐欺的行為に対するFTCの取り組み

１９９４年、FTCは、インターネットでの詐害行為に対し最初の行政執行措置をとった。（ FTC v.

Corzine）それ以来、FTCは、オンライン上の詐欺的行為をやめさせるため、これまで１７３の法的強制

措置を５７５の者に対し講じてきている。強制措置の数はインターネットの急速な普及、電子商取引の増

加とともに急増し、FTCのインターネット関連の行政措置の３分の２が１９９９年以来、わずかこの２年

あまりの期間になされたものである。

FTCは、マーケティング手段が新しく登場するたびに、競争をうながし消費者を保護するためさまざ

まな措置をとってきた。最近では９００番サービスやテレマーケティングに対する措置をあげることがで

きる。FTCは、FTC法第５条に基づき個別の詐害的、不公正な商行為を中止させるため行政命令を出し、

また、詐欺的でないマーケティングとはどのようなものか、について基本的な指針を示してきている。
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FTC法に基づく主な権限等

また、Council of Better Business Bureaus, Inc．のような広告業界の全国的な業界団体では、他に先駆

け強力な自主規制メカニズムを作っており、広告、マーケティングの取引慣行の改善に大きな影響を及

ぼしている。

さらに、連邦議会の意向に沿って、また、FTC自体のイニシャティブで、FTCは、合法な行為と詐

欺的行為の間に明確な線をひくため商取引規制規則を作り発表してきた。

根拠条項 権限等

５条 FTCに対し、不公正な、詐欺的な商行為、商慣行を禁止させる権限を付与。F T Cは、
行政争訟を起こし、最終的には停止・禁止命令も出すことができる。

１３条（ｂ）項 FTC法５条や他の法律を受け、連邦地裁に提訴し、強制命令、消費者への損害賠償、
原状回復その他の衡平法上の救済措置の実現をもとめる。

１８条
個別の産業で優越な詐欺的、不公正な商慣行を禁止するため、商取引規制規則を制定・
施行する権限をFTCに付与。裁判所は、FTCの商取引規制規則への違反に対しては、
最高１万１千�の過料を課すことができる。

主な商取引規制規則

家庭やその他の特定の場所で行われる販売に関するクーリング・オフ期間についての規則（クーリン
グ・オフ規則）

郵便、電話での商品購入申し込み規則

１９９２年電話情報開示・紛争解決法（Telephone Disclosure and Dispute Resolution Act）に基づく商取
引規制規則（いわゆる９００番規則）

テレマーケティングと消費者詐欺・加害予防法（Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse

Prevention Act）に基づくテレマーケティング販売規則
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前回の「構想の背景」では、「選択と集中」が叫

ばれるなか、地方は「集中と分散」を意識して

「集中」を支える「分散」の部分を担うべきである

ことを指摘し、その仕組みとして「田園情報社会」

を提案した。また、社会の現状を分析するととも

に、「田園情報社会」の到来が期待される２０１０年の

世界を予測した。

そこで本稿では、そうした背景を念頭に、筆者

が将来の日本のあるべき姿として描く「田園情報

社会」の基本モデルを明らかにしていきたい。

３　田園情報社会の基本モデル

�　「人材大国」への道

田園情報社会では、一極集中の弊害を排除し、

個々の地域で特徴ある人材を中長期的にコンスタン

トに輩出できる仕組み作りを目指す。

①人材の育成

ａ）世界に通用するスキルが入手できる。

田園情報社会では、地方だから中央の二番手、

亜流（アマチュア）の技術に甘んじるのではなく、

特定分野での最先端、世界的な技術・スキルの獲

得を目指すことになる。

地方間での分野毎の調整は行わず、あくまで市

場原理に基づき、それぞれが切磋琢磨し、競争す

ることで技術の向上を図ることが望まれる。

ｂ）起業のためのノウハウを入手できる。

地方自治体がアドバイザリー・スタッフを組成

し、起業のためのコンサルティングを提供する。初

期の頃は、コンサルティングフィーを免除し、中央

や他の地域からの個人の進出（起業）のためのイン

センティブとすることが望ましい。

あるいは一気に起業とまではいかなくとも、起

業のためのノウハウを段階的に得られる「場」を

提供する。

ｃ）ユニークなヒトに巡り会える。

経営資源はそろっているという人や企業に対し、

新たな市場進出に求められるユニークな企画や企

「田園情報社会」～基本構想と実現に向けた提言～（２）

基本モデル

日本総合研究所　主任研究員　　林　　志行*

トピックス
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連載多数。
近著に「日本版ドットコムビジネス勢力図」（アスキー２０００年５月）。過去の連載等については、個人ホームページLin's Bar

（http://bar.cplaza.ne.jp）に詳しい。



画を援助するグループをそろえる。

例えば、ブレーンストーミングのためのチーム

をいつでも調達できる、あるいは大規模アンケー

トのための事前調査、予備調査を短期間で実施し、

統計的な意義を分析できるシステムの提供などが

考えられる。

また、製造業であれば、テストマーケティング

のための協力を得られることが望ましい。そのため

の条件や状況を細かく設定し、製品開発までのス

ピードを短縮できることがインセンティブとなる。

ｄ）人生の先輩のナレッジを学べる。

企業役員を引退したビジネスパーソンなどをア

ドバイザーとして招聘し、若手のサポート、育成

に活用する。

必ずしも、一定額の給与という形をとらずとも、

エコマネー等による調整も可能である。

また、５０代以降の人が、引退に向け、時間を調

整できるような環境を提供することも可能である。

事例としては、各種技能学校や語学学校で講師

として教えることで、経験を積んでもらうなどを

挙げることができよう。

この場合、インフラ整備のために新たな施設の

建設は必要ない。例えば、習う側の職場の会議室

を提供してもらい、講義をするマンツーマン型の

教育システムを開発するなどの方法が考えられる。

ｅ）非日常的な時間と空間を確保できる。

日頃、自らの知識や経験を放電しているビジネ

スパーソンに、非日常的な時間と空間を確保する

ことが望まれる。

この場合、リゾートや観光地での至れり尽くせ

りのサービスや美食と快適な空間での安眠に留ま

らず、何もしない空間と時間、癒しのための各種

サポートの提供が検討できる。

あるいは、長時間を要する医療処置や診察、時

間がかかるハンドメイド、オーダーメイドの衣類、

鞄、靴のオーダー、洋書やベストセラー等の書籍

読破など、日頃は忙しくてできないことを可能に

するサービスを提供するビジネスも有望である。

②ナレッジの継承

ａ）次世代への引継

田園情報社会では単に自らが育つだけでなく、

ナレッジを次世代に引き継ぐことが重視される。

そこで、起業に際し市町村から一定の支援を得た

場合には、その一定比率を次世代への投資にまわ

す、あるいは上場後に一定の株式持ち分を売却し、

後輩の育成ファンドの創設に当てるなど、様々な

選択肢を用意する必要がある。

学生の起業、地元若手の起業の支援では、会社

設立時にそれらモチベーションをはっきりさせる

ことが望ましい。

また、既に中央で一定の成功を収めた地方出身

者を積極的に地方自治のアドバイザーとして登用

し、地方活性化のエネルギーとすることが望まれ

る。これまでの名誉職的な地位を提供するのでは

なく、地方改革のための権限を与え、効力が発揮

できる組織作りを行うことが望まれる。

ｂ）価値観の共有

単に、起業が容易であるというメリットだけで

中央（大都市）のビジネスパーソンを呼び込むの

ではなく、コミュニティを創造することによって

価値観の共有を図ることが望ましい。

この場合、税収の増加を期待する事業と、地方

での若手の経験の場の確保、若手育成のために必

要となる事業では、インセンティブの与え方を変

えることも考えられる。

例えば、情報通信、環境保護、高齢者対策やそ

の地域の独自色を確立するために強化する分野な

どの市場創造には新たなインセンティブを与える
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のも一計だ。

ｃ）鮭のように、一定の周期で戻れる場所

優秀な人材の確保、育成は欠かせないものの、

一方で、人材を長期にわたり一カ所に拘束してお

くことは、優秀な人材の環流を阻害してしまう。

必ずしも、定住・移住をしなくても、一定期間

の滞在で充分に成果をあげられる業種・分野が存

在する。例えば、映画や音楽の企画、製作、編集

などが該当する。

あるいは、季節により、地方を転々とする「遊

牧」ビジネスパーソンが登場することも考えられ、

一定期間での環流が新たなビジネス源となること

が考えれられる。

例えば、遠洋漁業のように一年の大半を海の上

で過ごす人や、航空会社で海外が主たる勤務地の

人、外資系企業に勤務し外国に転勤している人な

どにとって、長期休暇を利用して国内で生活する

場が、首都圏にあることがベストとは限らない。

③「場」の提供

田園情報社会では、特定分野における人材の

インキュベーターとしての特徴を強化することで、

「場」としての特徴づけを強めることができる。

例えば、習得の場、修行の場、創造の場、休息の

場、収集の場などを提案することが可能である。

あるいは、始まりの場、終わりの場、途中の場、

成長の場、充電の場、放電の場があっても良い

（図表１３）。

ａ）習得の場

習得の場は、必ずしもプロを目指す者を対象と

はしない。例えば、ビジネスパーソンが自らの専

門領域以外の分野で第二の専門領域を確立するた

め、長い時間をかけ、習得の場に通い、スキルを

習得することが考えられる。

あるいは、高齢者が趣味的領域での更なる知識

の獲得を目指し、スキルの習得に励むことも考え

られよう。

ｂ）修行の場

修行の場は、ある程度のレベルに到達したアマ

チュアが、プロになるための修行を行う場を提供

する。

例えば、公認会計士や弁護士、司法書士、医師

の卵に独立の道を見つけてもらう。あるいは、ア

ナリストや経営コンサルタント、学者、作家、ラ

イター、コピーライターなどが挙げられる。

大事なことは自前主義で地方出身者だけを集め
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図表１３ 場の提供

創造の場

収集の場

成長の場

休息の場習得の場

充電の場 放電の場

始まりの場 途中の場 終わりの場

修行の場



ないことであり、市場原理に基づく競争を促し、

部外者をも育てるという意識を持つことだ。

こうした場の提供を目指す地方自治体は、小さ

な政府を標榜し、公的機関の提供するサポートの

多くをアウトソーシングすることで、財源を確保

することができる。

ｃ）創造の場

創造の場は、作家やライター、あるいは企業の

企画担当者、メーカーの商品開発者などが、自ら

の企画を検討したり、温めていた企画の実行可能

性を検証するための場として求められよう。

これまではせいぜいリゾート施設で静かな環境

を用意し、そのなかで企画の遂行を試みるくらい

であった。この場合、職場との往復を前提とし、

不足分は職場に戻ってから補うことでビジネスが

成立していた。

しかし、これからは、現場でも一定の資源を調

達し、実験を繰り返すことができる環境を影響す

るところまでサポートする必要がある。

ｄ）休息の場

完全にリフレッシュするための場も求められよ

う。休息の場は安息の場であるものの、必ずしも

「何もしない」ことが安息であるとは限らない。

例えば刺激や賑わいが欲しい人と静寂が欲しい人

とが存在する。また、休息には、頭の休息、目の休

息、心の休息、その他一般的な身体の休息、使って

いる道具の休息、家族の休息なども挙げられる。

したがって、各地域でどのようなニーズをター

ゲットとして対応するのかによって、差別化を図

ることが可能となる。

ｅ）収集の場

各種データを収集する場にとどまらず、分野毎

の収集家（コレクター）が一定の期間滞在し、取

引を行うことで、専門家が滞在する機会、交流す

る機会を提供できる。

いうなれば、東京都世田谷区で開催されるボロ

市の日本規模、アジア規模、世界規模の催しを開

催するようなものである。

ｆ）始まりの場

米国での永住権や市民権の取得を目指し、わざ

わざ米国で出産する若い世代がいるが、同じイン

センティブを国内で創造することも可能である。

出産や育児の場として、地域の特徴を確立するこ

とも出来る。

また、起業のためのヒントを得られる場も始ま

りの場と定義できる。

ｇ）終わりの場

終わりの場、あるいは終わりの準備の場を提供

する。少子高齢時代では他人の迷惑にならずに自ら

の生涯に終止符を打ちたいと望む人も少なくない。

遺言の作成や介護を必要とする場合のサポート

などを含め、「場」を提供することの意義は大きい。

あるいは、企業が会社更生法を申請した後の各

種処理をサポートするツールや専門家を用意する

ことも可能である。

ｈ）途中の場

一定の目標に向かって進む過程で、自らのプロ

セスを確認できる場を提供することも考えられる。

この場合、学習の成果を確認したり、企業とし

ての問題点を洗い出すサポートが必要となる。

状況によっては、他の「場」から不足する経営

資源を補給することが望まれる。

ｉ）成長の場

途中の場とコンセプトは同じだが、より成果を

期待する場として位置づけられる。企業の場合、
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M&Aなどによる拡大過程がこれにあたる。

成長のためのプロセスが不足している場合には、

修行の場や習得の場における各種経営資源、ツー

ルの獲得が望まれる。

ｊ）充電の場

自らが習得したスキルの維持を図るための場と

して位置づけることができる。あるいは、生活を

持続するためのエネルギーを補給する場として活

用することが検討できる。

ｋ）放電の場

自らが習得したスキルの一部を他の者に与える

場として位置づけることができる。与える他人は同

時期に存在する必要はない。あるいは与えるエネル

ギーは個人が発散するものであるとは限らない。例

えば、知的所有権の移転・売買などが考えられる。

④地域レベルの遺伝子の伝達

こうした各種「場」の提供は、都市と地方間の

人的交流を促すことが主たる目的となっている。

一方、もともとその地域に根付いていた文化的

価値、歴史的価値、精神的価値の伝承により、地

域に貢献できる人材を育むことも求められる。

この場合、故郷で一定レベルまで育成する「純

粋培養」を繰り返すことと、他地域での修行を通

し、後継者として育つ「他流試合」が考えられる。

�　新陳代謝の復活

以上のように、田園情報社会ではそれぞれが魅

力ある地域を標榜し、それぞれの特徴を強化して

いく。この作業は同時に国家全体としての新陳代

謝力の復活を目指すものでもある。

①最小制御、分散配置

個々の「田園情報都市」がセルとして、個々の

役割を担い、機能することで社会全体としての活

力を復活させることができる。

こうしたセル状での機能再配置は、コストを抑

え、トータルとしての創造力の強化を可能とする。

企業システムにおけるSCM（サプライチェーン

マネジメント）と似たような機能を創造すること

で、ネット社会で必要とされるスピード経営、代

替可能性、リスク分散機能などを国家として備え

ることが可能となる。

②最適化・環境適応

時代や環境の迅速な変化に国家全体で対応する

のは困難だが、柔構造のなかで各田園情報都市が

個別に変化を吸収できれば、国家として変化に対

応する力を蓄えることが可能となる。

脅威的なスピードで変化するネット社会に対応

するために、国家システム全体を再検討し、再構築

するのではなく、複数のパーツ・機能から最適なも

のを組み替え、対応するシステムができあがる。

③役割・機能の入れ替え

田園情報社会では、中央がトップに君臨し、地

方にも大都市、拠点都市、中小都市というピラミッ

ド的序列が存在するものではない。

また、これまでの価値尺度に基づき、地方都市

が大都市、首都圏を凌駕すると考えるものでもない。

「スモール・イズ・ビューティフル」という価

値観に則った機能美を持ち合わせ、必要とされる

ときに必要とする機能を提供できる地方を目指す。

こうしたことを一定期間繰り返すことで、小さ

な政府へと移行し、均衡ある田園情報社会を醸成

することが可能となる。

�　田園情報社会の基本４モデル

これまで述べてきた機能を考慮すると、田園情

報社会の基本モデルとして、大きく以下の４つを
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挙げることができる（図表１４）。

・「リフレッシュ型」

肉体と精神の休息と充電、その先にある新たな

価値観の発見を求めて人々が滞在・移動する地域。

・「情報加工型」

蓄積された個々のナレッジを再加工して、新た

な市場での付加価値として提供する地域。

・「情報創造型」

滞在することで新たな付加価値の創造が促進さ

れる地域。

・「ボランティアサポート型」

過去の経験やコンテンツを提供し、田園情報都

市の発展に寄与したいと考える人が集まる地域。

各市町村地域には、それぞれが目指す社会像に

基づいてこれらのうちから田園情報都市モデル

（単独または組み合わせ）を選択するという戦略

的思考が求められる。

なお、当然、同じ組み合わせを選択する第二、

第三の競合都市が存在する。

国家は、個々の田園情報都市を固有のものとし

て特別視し、腫れ物にさわるように大事に育てる

のではなく、競争市場において、もっとも特徴の

ある田園情報都市を活用する小さな政府を目指す

ことになる。

国民は、適度に分散された田園情報都市のなか

から、自らの成長過程での課題や環境に合わせ、

都市間を移動することになる。こうして、人的資

源を供給することで、新たな市場、付加価値の創

造を目指す。

図表１４ 田園情報都市の４モデル

・日頃時間に追われているので
ゆっくりしたい
・非日常性を味わいたい
・経験を誰かのために役立てたい
・安価に起業したい

・豊かな自然（手つかず、荒れた農村）
・人情味（スピード感が足りない、ビジネスを知らない）
・山里深い（交通手段なし、時間がかかる）

温度差

大都市 地方

差別化

特徴作り

必要とする人材の囲い込み

思惑のズレ

・住宅支給（先端情報から隔離）
・起業支援金支給（サポート人材不足）
・転農支援（後継者不足、労働力期待）

リフレッシュ型 情報加工型 情報創造型 ボランティアサポート型
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①リフレッシュ型

このタイプの田園情報都市では、肉体と精神の

休息および充電、その延長線にある新たな価値観

の発見を求めて滞在・移転する大都市住民、他地

方都市住民を対象として「場」の提供を目指す

（図表１５）。

ａ）求められる機能

・アクセス

リフレッシュ型の場合、ターゲットとする大都

市からふらりと訪れることができる距離に位置す

ることが重要となる。首都圏からであれば、大量

輸送機関（航空機、新幹線、高速バスなど）を使

い２時間以内で到達できる範囲が目安というとこ

ろであろう。

・商いを意識させないスペース作り

完全にリラックスするためには、極端な場合、

余分なインフラを一切排除した空間のみが存在す

ればよい。そういう意味では、サービス提供側は、

舞台裏（ビジネスシステム）を顧客に見せない努

力を必要とする。

たとえば、経済貨幣価値などを意識させない社

会である。

・日常できなかったことのフォロー

一方、コンセプトを変えれば、業務で多忙な現

代ビジネスマンが普段十分な時間を確保できずに

やり過ごしていることを一定の期間内に提供する

サービスも考えられる。

たとえば、人間ドッグ、ダイビングやヨットな

どの資格取得、スーツや靴、鞄の特別注文、ベス

トセラー作品などの読書、まとまった分量の執筆、

創作活動などが該当する。

また、車検の時期と合わせて夏休みを取得し、

どこかのリフレッシュ型田園情報都市に滞在する

図表１５ リフレッシュ型のビジネスモデル

・大きなプロジェクトに入り猛烈に働いたので
少しペースを落として暫く働きたい
・オフィス以外でも業務ができる
・家族サービスも兼ねてのリフレッシュだが、
完全に業務から開放されることはない
・定時でのプロジェクト進捗状況の確認が残る

求められた時だけサポート

顔や姿が見えない程度のサポート

人里離れた「非日常性」を味わう

こちらから積極的に情報アクセスはしない都市生活者

「リフレッシュ制度」：準在宅勤務と見なし、勤務時間を会社と折半
往復の交通費は会社と折半
業務への貢献度合いにより、休日は倍増

いざという時は高速道路や鉄道網、航空機を利用し
待ち時間を入れて２時間で会社に戻ることができる 何度も通うことにより、付加価値が高まる

「シティホテルのコンシエルジェスタイル」

望まれるDBや書籍が揃っている
トータルでのビジネスリラクゼーションの提示が可能
リゾート風のビジネスホテル

「スポーツクラブのインストラクタースタイル」

日頃時間がとれないことへのチャレンジを支援
定期的に通うことで、スキルアップが可能なシステム
身の回りのゆとりを取り戻す活動のサポート
時間をかけてきめ細かいサービスを提供
効率性の中で失われた伝統・商行為の復活

「和風旅館の離れスタイル」

顧客毎のニーズを事前に把握
さりげなくサポートする



ことで、自らがリフレッシュするとともに、車の

オーバーホールを依頼するなどということも可能

になる。

・ビジネスサポート

ビジネスを忘れ、非日常性を提供する「場」で

あっても、顧客がビジネスのサポートを求めるの

であれば、つかず離れず、そのフォローができる

ことの意義は大きい。

リフレッシュが必要な顧客は、たいていの場合、

企業システムとの連続性を保てる「場」を求め、

「ビジネスサポーター（隠れ秘書の存在）」を望む

ものである。

ｂ）整備すべきインフラ

・大都市と同程度の生活ペースの確保

リフレッシュ型のもっとも簡潔なものは、何も

ない空間を演出することである。

が、実際には、多くの場合、顧客側が要求する

のは、必要とあらば大都市と同じ生活ペースが保て

る環境である。同じペースで生活し、場合によって

は仕事もできることが長期滞在、移住に向けた第一

歩となる。

例えば、CATVや光ファイバー等を利用したコン

テンツを提供し、大都市でのオフタイムの自宅と同

程度のインフラの提供を心がけることが望まれる。

・仕事ができる環境

事務所など、大都市に残してきた仕事に関する

各種ビジネス情報をメディアツール（電話、ファッ

クス、その他伝言等）により転送、入手することが

できる環境が求められよう。確実に情報が転送され

ていることと、情報を送信した人に転送されている

ことを悟られない仕組みが必要となる。

・基本的行政サービス

医療機関、図書館、福祉関係については、特に

都市生活者からのニーズが高い。これらサービス

については、市町村それぞれの体力格差が存在す

ることが予想され、バーチャルに対応することも

検討できる。

・目的地までの交通手段

会社での勤務を終えてからの田園情報都市への

アクセスを考慮し、深夜でも目的地に行ける公共

機関の運行などを検討することが望まれる。

そのためには、サービス提供側のための保育所

などの存在も不可欠であろう。

ｃ）期待される相乗効果

・観光からビジネスユースへの拡大

もっとも期待できる効果は、観光収入の増加で

ある。従来の「一泊二日の温泉旅行」から「滞在

型」への脱却を図ることができる。さらにその先

には、長期滞在から移住型への提案を常連客にす

ることができよう。

・ビジネスコラボレーション

仕事を離れ、リフレッシュ型の田園情報都市に

滞在する顧客の中には、仕事へのアクセスを求め

る人も存在する。

そうした場合、次項以降に解説する「情報加工

型」や「情報創造型」などを組み合わせる、ある

いは他の田園情報都市と広域での連携を図ること

で、新規ビジネス創造のチャンスを見いだすこと

が可能である。

・伝統産業の集積

これまでの社会システムの中で、効率性（時間

の流れ、価値観の違い）の欠如から急速に廃れて

いった伝統的産業や文化の集積と復活が期待され

る。

時間がかかることで敬遠されていたビジネスな
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どを呼び寄せ、田園情報都市の中でゆったりとし

た「場」を設けることで、顧客とサービス提供者

の中間卸的な仲介機能を持つことになる。

ｄ）課題

・アクセスのための交通手段の改善

首都圏からの近さを背景に、高速道路などを利

用したマイカー族の「リフレッシュ型」田園情報

都市へのアクセスを高めるのは容易なことだが、

高齢・少子化のなかでは、運転がままならない層

が増大する。まして、リフレッシュを望んでいる

場合には、運転をしたくないと感じる人も少なく

ない。

こうしたことへの配慮から、快適な交通機関を

確保することが望まれる。有効なものは、低床式

のシャトルバスか鉄軌道、あるいはそれらを複合

化した新たな輸送ツールであろう。

アフターファイブからのアクセスをマーケティン

グ上の訴求点とする場合には、完全予約制で輸送力

を確保することと、移動に伴う体力の消耗の回避を

考慮することが望まれる。

諸外国では、座席の間隔を改良し、ゆったり座

れる車輌を開発する事例も見られる。

・差別化した市場の創造

大都市と対等な地域社会の創造を目指すために

は、大都市からの本格的な移住を念頭に置いた市

場の創造を意識すべきである。田園情報都市とし

て提供可能な働き口を明らかにし、外部から来て

もらいたい人材と求めていない人材を差別化する

必要がある。

これまでは、お金さえ支払ってもらえれば文句

を言わない、「お客様は神様」という顧客至上主義

に即したビジネスが展開されてきたが、「コミュニ

ティ」を創造し、再生する上では、他の顧客にとっ

てふさわしくない場合には顧客として扱わないとい

うスタンスも必要とされる。

例えば、あまりにも混雑した場合には、リフ

レッシュの場としての機能を提供することが出来

なくなる。したがって、自分たちにとって大切な

顧客を優先し、「入場制限」が可能なビジネスシ

ステムを構築することも必要になる。

ｅ）事業戦略の方向性

「リフレッシュ型」田園情報都市を目指す上で

は、以下のような３つのスタイルのいずれかを導

入し、競争相手との差別化を図ることが望ましい。

・シティホテルのコンシェルジェスタイル

リゾート風のビジネスホテルが基本コンセプト

となる。リラックスしながらも通常のビジネスか

ら完全には離れたくない、あるいは離れられない

人が対象となる。快適なビジネスサポートも含め、

トータルでのリラクゼーションの提示を目指すス

タイルである。

たとえば、ビジネスパーソンが必要とするであ

ろう一通りの書籍やDBの提供サービスなどが考

えられる。新聞やビジネス誌に掲載される「新刊

本紹介」「ランキング」に登場するベストセラー

本が複数冊揃っている「ビジネストレンド図書館」

を整備する。

ネット社会ではバーチャルにコンテンツを揃え

がちであり、その方が容易で安価だが、実際には

人が集う「場」を作り上げることが重要である。

・スポーツクラブのインストラクタースタイル

スポーツクラブ型のビジネススキル・サポート

センターを基本コンセプトとする。

日頃時間を割けないことへのチャレンジが可能

な「場」を提供し、利用者は定期的に通うことで

スキルアップを果たすことができる。例えば、英

会話やTOEIC、TOEFLなどのレベルアップや、
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管理者向けの短期経営大学院の開催などが考えら

れる。

単なる趣味のためのサークルではなく、ビジネ

スパーソン向けの積極的な「充電」を促したり、

時間をかけてきめ細かいサービスを提供するビジ

ネスなどが検討できる。

ここでは、アナログ社会からデジタル社会へと

変遷するなかで廃れていった伝統や商行為の復活

が期待される。例えば、複雑な工程を必要とする

加工産業などが該当する。

顧客は長期滞在、あるいは定期滞在を繰り返す

なかで、打ち合わせを進め、必要とする商品、サー

ビスを受け取ることができる。

・和風旅館の離れスタイル

非日常のなかで、その存在を感じさせないさり

げないサービスを提供する「旅館の離れ」が基本

コンセプトとなる。顧客が望むときに必要とする

サービスを受けられるが、普段は控えめなサービ

スに徹する。 たとえば、一流品を自由に使える

環境を用意し、そうしたものに触れることにより、

ビジネスパーソンとしての感性が研ぎ澄まされる

ようなサービスが考えられる。

事前に顧客のニーズを把握し、その人に合致し

た「処方箋」を用意する。例えば、解決したい課

題や獲得したいコンテンツなどのキーワードを元

に、一通り必要とするデータや情報を整理して置

いておく。

何回か来てもらうなかで顧客をさらに詳細に掴

み、次に求められるであろう「キーワード」を予

測し、提示する。

いわば「エグゼクティブ・セクレタリー」を抱

え込むようなものである。

ｆ）政府、企業の協力（規制緩和等）

・リフレッシュ制度

こうしたビジネスモデルの普及には、公のリフ

レッシュ制度によるサポートが不可欠である。

企業の協力としては、例えば、リフレッシュ型

田園情報都市への往訪を準自宅勤務とみなし、勤

務時間の半分程度の給与が支給される、あるいは

往復の交通費は会社が半分負担する、業務への貢

献度合いにより、休日を割り増しするなどが考え

られよう。

政府によるサポートとしては、「リフレッシュ

制度」を導入した企業の「ゆとり度」「従業員に

優しい企業」の格付けを行い、上記給与負担分に

対する税制上の優遇措置などが検討できる。

②情報加工型

このタイプの田園情報都市では、訪れる人がそ

れまでに蓄積してきた個々のナレッジを再加工し、

新たな市場での付加価値として活用できる「場」

の提供を目指す（図表１６）。

ａ）求められる機能

・相手を見つけ、組み合わせる機能

個人が保有するコンテンツやスキルをパーツと

して他の個人のものと組み合わせる、あるいは大

きなビジネスモデルの一部として活用することで、

新たな収益や付加価値、サービス、サポート、製

品等を生み出すマッチメーキングを行う。

そのための登録データベースが必要となる。

・自動化

そうしたビジネスシステムを作ったからといっ

て、わざわざ「情報加工型田園情報都市」に出向

いてもらう煩わしさを強いることは避ける必要が

ある。むしろ当人が定期的に訪れる必要がないビ

ジネスシステムを構築すべきである。

たとえば、日頃の業務の延長線上で、外部向け

にコンテンツを提供し、知らないうちに「顧客」
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が得をする、オープンソース的なシステム構築が

望ましい。

・選別眼、仕分け能力

マッチメーキングのためには、参加可能な「顧

客」の選別ができ、スキルの段階により、仕分け

ができる能力が必要である。その重要性は、かつ

て一世を風靡したビットバレーの名刺交換会が人

で溢れ、必要としている専門家やスキル、ビジネ

スプランに巡り会えなくなり、衰退していった事

例からも明らかである。

・非日常性

日頃出来ない「夢」の実現を手伝うことが可能

である。この場合、顧客側に「二足の草鞋」的な

「セミプロ並み」のコンテンツ提供能力が求めら

れる。

ｂ）整備すべきインフラ

・アイデアを数値化するシステム

マッチメーキングのためには、できるだけ多く

の人のコンテンツを蓄積できる仕組みが必要になる。

例えば、なんとなくもやもやとしているアイデ

アを電話、ファックス、メールなどあらゆる方法で

登録することで、そのアイデアがビジネスモデルの

各モジュール単位に細分化され、データベースに格

納されるシステムなどが考えられる。

国民の背番号制が導入され、IC型 IDカードが

登場すれば、街角でアイデアが生まれた場合でも

即、登録できるシステム（電子キオスク）なども

実現可能となろう。

ペーパーレスを目指し、人間の五感を利用して

図表１６ 「情報加工型」のビジネスモデル

・特許を取得するレベルではないが、良いアイデアがある
・自社で応用した経営手法は他業種でも適用可能だ
・本業とは関係ないが、こんなアイデアを持っている
・アイデアとしては良いが市場が成熟していない

都市生活者

スキルを異業種、同業他社（中小企業）

「兼業規定の撤廃」：本業以外でのサポートについては、束縛しない

「知的財産権」：本業で身につけたスキルから得られるリターンの
分配の仕組み

将来的には独立を目指す
知的財産権によるリターンが望まれる

スキルの登録。
必要とされるスキル情報の探索

「インキュベーション型」

・独立に向けた各種相談
・田園情報都市として求めるスキルの公開
・不足するスキルや組み合わせの探索
・不足するスキルの獲得の要請

「コンサル型」

・コンサルの対象となる中小企業
（含むアジア）のニーズの収集
・マーケティング機能の代替

「DBマッチング型」
「教育研修型」

・スキルの鮮度の見極め
・関連スクールの運営
・一流講師の招聘
・システムの持続的発展



登録可能なデータベース・システムの登場も待た

れるところである。

・アナログ・デジタル変換登録システム

全てを情報通信システムに依存せずに、自動登

録できるシステムの構築が求められよう。

例えば、紙媒体に掲載されたビジネスパーソン

のスキルが自動的に「情報加工型田園情報システ

ム（仮）」に登録されるなど、アナログ、既存シ

ステムでの選別を行うことで、コンテンツのレベ

ルを一定水準に保つことができる。

・滞在スペース

「情報加工型」では短期滞在が主流となる。わ

ざわざ出向くのは、アナログ的に専門家同士が出

会い、その場で即決する「課題」が持ち上がった

場合だけである。

あるいはデータベースの登録に際し、最終的な

確認を行う上での「目視」が必要な部分に関して

である。

そのため、短期滞在のための宿泊施設、打ち合

わせ会議所、所属可能な事務局・委員会・コンソー

シアムを設けることも検討が必要である。

ｃ）期待される相乗効果

・バーチャル版適材適所の仕組みの構築

雇用のミスマッチを解消するような「人材開発

と適材適所」に向けた教育・研修ビジネスの立ち

上げが期待される。

・ナレッジの共有

アナログシステムとデジタルシステムを組み合

わせることで、ビジネススキルの獲得プロセスの

研究が可能となる。

即ち、「形式知」や「暗黙知」の抽出と再配分

による新たな市場、付加価値の提供が可能となる。

「ナレッジの里」として、ビジネスチャンスを

バーチャルに提供できるとともに、「ナレッジ図

書館」を整備することで、ナレッジを求める「企

業」と「個人」の橋渡しが可能となる。

・ｅ生涯学習センターの運営

情報加工型田園情報都市では、個人に不足する

スキルやナレッジを把握することが可能となる。そ

うした特性を利用して地域ごとの「e生涯学習セン

ター」を整備し、スキルアップのためのeラーニン

グセンターを立ち上げ、運営することが可能となる。

ｄ）課題

・シナジー効果の促進

必ずしもナレッジやスキルの組み合わせが新た

なビジネスを生み出すとは限らない。むしろ、

遅々として進まず、データベースを整備・維持す

るコスト分だけ負担が生じるとの批判を招きかね

ない。

そうしたことを回避するためには、積極的にナ

レッジを移転できるTLO的な組織との連携を深

めることが重要である。

また、事業計画を実施する前段階から、ある程

度、ビジネスとして成功しそうな分野を特定し、

特定分野に強みを発揮できるようなマーケティン

グ展開を心がけることが望ましい。

・利益にならない部分の評価

目先の利益にはならない「基礎的スキル」の部

分の評価は、難しいが忘れてはならないものであ

る。単独では成立しない、あるいは複合的に組み

合わさっても、埋没してしまいそうなナレッジや

スキルが、実は全体の接合部分として大事な役割

を果たすことは少なくない。

そうした中長期的な利益還元の仕組みを作り上

げ、一定の評価（スキル買い取りシステム）を導
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以下のような３つのスタイルのいずれかを導入し、

競争相手との差別化を図ることが望ましい。

・インキュベーション型

独立を目指すビジネスパーソンに向けた各種相

談サービスを行うが、一方で「情報加工型」とし

て欲するスキルやパーソナリティを明確に提示し、

会員制的な運営を行うことで差別化を図る。

インキュベーション型では、「顧客」が必要と

するであろうスキルを発見、抽出し、組み合わせ

ると良いスキルやナレッジの探索に精通していな

ければならない。

不足するスキルがある場合、短期間あるいは一

定期間をかけて獲得するよう、明確に要請するこ

とが望ましい。

インキュベーション型の成功要因は「ヘッド

ハンティグ」的なビジネスモデルを構築すること

である。

・DBマッチング型、教育研修型

DBマッチング型は、スキルの鮮度を見極め、

旬なスキル、ナレッジを高く売ることをビジネス

モデルとして提示することで成立する。

そのためには、個人にスキルの向上を要請する

だけではなく、関連スクールを運営し、サポート

することが重要となる。なお、スクールの運営で

は、一流講師を招聘し、ビジネススクール並のス

キルアップを図れるシステムを構築することが必

要だ。

この時大事なのは、修士号などの取得といった

資格優先のキャリアアップを図るのではなく、独

自の研修システムを構築することである。言うな

れば、「予備校」的な実力至上主義が求められる。

システムはいったん開始した場合、長期的に維

持することが求められる。途中、パフォーマンス

の低下や、システムの見直しを求められても、一

貫してシステムを持続できる状況をつくり出すこ
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入する意義は大きい。

・不要なナレッジの処分

データベースを構築し、コンテンツを提供しよ

うと考えた場合、デジタル志向を強めると、大規

模データベースを目指し、小回りの利かない巨大

システムを作り上げてしまう可能性は高い。

そうした場合、一定期間が過ぎ、鮮度が落ちた

スキルやナレッジに関しては、凍結し、捨てるこ

とが求められる。

（これについては、次回以降で解説する「情報冷

蔵庫」などの概念を活用する）。

・複数者からの権利の主張

似たようなアイデア、スキル、ナレッジの登録

者から、「盗用した」「模倣した」との抗議を受け

る可能性を否定できない。

登録順に受け付けるのか、あくまでパターン

マッチングした結果（成果）として放置するのか、

システム運用上の整合性を検討することが重要で

ある。

・付加価値の高い情報の保護

付加価値の高い情報ほど広く世に出る可能性が

低いため、登録を促す際のインセンティブには留

意する必要がある。

たとえば、個人が成長し、業務の経験を通した

ナレッジの育成を側面から支援することで、付加

価値の高い情報の登録と保護（第三機関などによ

る監視と権利主張における正当性の根拠）を提示

することができる。

ナレッジの創造をプロセスから支援することで、

個人の安心感を醸成できる。

ｅ）事業戦略の方向性

「情報加工型」田園情報都市を目指す上では、



郵政研究所月報 ２００１．９ 110

とが、信頼性とブランドを獲得する近道となる。

・コンサルティング型

中小企業のオーナーやその後継者のためのシン

クタンク機能を提供することが求められる。その

ためには、アジア諸国を含めコンサルティングの

対象となりそうな中小企業オーナーのニーズの収

集を定期的に行い、アンケート結果とそこから導

き出される傾向を示唆する機能が必要だ。

マーケティング機能を提供することで、存在意

義を示すことができよう。

ｆ）政府、企業の協力（規制緩和等）

・兼業規定の撤廃

情報加工型田園情報都市では、個人が独自に登

録システムを活用する場合と、大高齢時代に企業

側が抱える年金制度上の問題を解決するための糸

口として企業が活用する場合とが考えられる。

いずれの場合にせよ、兼業規定を撤廃し、会社

が受け取るべき恩恵と個人が獲得したナレッジや

スキルを切り離して考えるように改める必要が生

じる。

・知的所有権問題、利益分配システム

本業を通して身につけたスキルやナレッジから

得られるリターンを個人と企業が分配できる仕組

みを検討しなければならない。一種、ストックオ

プション的な概念を導入すると分かり易い。

短期的に大きくリターンを得る場合や、中長期

的に薄く広くリターンを得る場合では、分配シス

テムに対する基本的な考え方が異なってくる。

③情報創造型

このタイプの田園情報都市では、個人が各都市

に滞在し、様々なサポートを通して創作活動を行

うことで、新たな付加価値を生み出すことが出来

る「場」の提供を目指す（図表１７）。

図表１７ 「情報創造型」のビジネスモデル

・独立して、業務をこなしている
・会社にてデザインや企画を担当している
・煮詰まったアイデアをブレークスルーしたい
・会社にはないツールでアイデア出しをしたい

都市生活者
・多くの同業他社や売り込み業者との対話
を求める

・アイデアを出し合い、新たなものを創造

「住民税、所得税の軽減」：成功者が後継者のためのサポートを申し出ることで
最高税率を軽減する措置を検討する

セミプロの集積による新陳代謝の維持

「隔離・業務達成型」
「人材・DB供給型」

・アイデア抽出のための各種ツールの提供
・アイデア抽出への全面協力
・ブレストのためのヒトの提供
・各種アンケートのための被験者提供

「止まり木型」

・会員制ビジネス
・多くのツールを必要としない
・コンテストや展示会で集客を増やす
・人と時間、空間の演出

「コンテスト型」
「お弟子さん（徒弟）型」

・セミプロの養成
・カリスマへの登竜門

・誰にも会いたくない
・やるべきことは分かっている
・サポーターを短期間だけ使いたい
・ツールを短期間だけ使いたい



ａ）求められる機能

・ブランド化

創造的な職種の個人が滞在し、お互いにコラボ

レート（協働）できるような環境作りを図ること

が求められる。

ここでは首都圏における一極集中での非効率性

（雑多な環境、情報過多で雑音を拾いすぎる、一

辺倒になりがちな調査結果、トレンドの演出など）

を解消する仕組み作りが必要となる。

その結果、知的生産性を上げることができれば、

自然とクリエーターが集うようになる。

古くは、鎌倉が作家の街、京都が芸術家の街と

言われ、憧れられたように、町づくりのコンセプ

トの確立が不可欠である。

・クリエーターのサポート

「シンボリックアナリスト（キーワードを分析

し、再加工することで成り立つ職業）」などを対

象とし、キーワード抽出や各種アンケートのため

の対象者を調達する機能が望まれる。

「シンボリックアナリスト」とは、例えば、作

家、プロデューサー、大学教授、官僚、デザイナー、

研究者などを指す。

最近流行のフィルムコミッション（映画撮影の

誘致のため、様々な手続き等の一括窓口となる組

織）などはこの概念の拡大版である。

各種規制を緩和し、一連の作業効率を向上させ

ることが望ましい。

・積極型サテライトオフィス

大手企業のサテライトオフィスとして研究開発

を担うことなども検討できる。従来のサテライト

オフィスは、首都圏での通勤ラッシュの緩和を目

的にするなど、消極的な意味合いが強かった。

しかし、研究開発やアンケート調査のための被

験者を揃えるなど、協力姿勢を示し、より積極的

活用方法を提案することで、企業立地を促すこと

が可能だ。

そのためには、ただ単に空間（ハードインフラ）

を用意するのではなく、ソフトインフラとしての

各種人材の確保を行い、営業展開を図ることが望

ましい。

例えば、映画撮影のためのエキストラの調達、

コールセンタービジネス展開のためのオペレーター

の確保なども当該分野の具現化の一つである。

・アシスタント供給システム

プロが集う町並み作りのその先には、プロをサ

ポートするセミプロを調達しやすい環境作りが必要

となる。そのためには、市町村が万遍なく生涯学習

教育施設を整備するのではなく、特定分野に特化し

た中長期的な産業育成を目指すことが望ましい。

例えば、セミプロの陶芸教室、写真教室、詩

吟・俳句教室、作家入門、作曲家入門などの分野

が考えられる。

ただし、それぞれの市町村には歴史的な経緯が

あり、ただ単に流行や将来性だけで分野を選べば

良いというものではない。漫画家を多く輩出した

東京都杉並区や高知県、あるいは多くの芸術家が

居を構える沖縄など、他の地域との競争に勝てる

だけの誘致のためのセールスポイントを明確にす

ることが必要となる。

ｂ）整備すべきインフラ

・コンセプトの作成を促すスペース

考えをまとめるためのスペース、瞑想の空間、

ゆとりの空間、あるいはその逆に刺激を受ける環

境、やる気が起きる環境、集中できる環境の整備

が求められる。

空間における「間」の取り方、環境音楽、光、

色彩、使用するハイテクツール、アナログツール

など詳細にわたる吟味が必要とされる。
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・アイデア生成システム

まとまりつつあるアイデアを記録に残せるツー

ル、システムの開発、提供が求められる。例えば、

ナレッジの創造を助けるソフトの開発、導入、ある

いは問いかけると答えてくれる近未来型ロボットが

その延長線上に浮上する。

一方、アナログ型を目指すという選択肢もある。

周りでサポートするスタッフとのディスカッション、

ブレーンストーミングの場、方法、人材、ツールの

提供を目指すのである。「顧客」にそうしたスキル

がない場合、「情報創造型」田園情報都市に向かえ

ば、一通りの回答を導き出せることが望ましい。

・類は友を呼ぶスペース

似たような悩みを抱える人や似たような課題を

持つ人が集まれる場所を設ける。あるいはお互い

が自然と雑談できるような「スペース」を設け、

議論可能な場を演出する。ただし、スタッフは出

しゃばりすぎず、裏方に徹することが望まれる。

「類は友を呼ぶ」スペースはスペースづくりで

はなく、そのマーケティング力が成否の鍵を握る。

定期的なイベントの開催、コンテストの実施など

で中長期的なブランド作りを行うことが不可欠で

ある。

ｃ）期待される相乗効果

・地元の後進育成

集まってきた専門家に触発される形で地元の人

材の成長が期待される。例えば、高知県は著名な漫

画家を数多く輩出しているが、それは高知出身の１

人の大物漫画家を目指す同郷の後輩が多かった結果

である。

仮に地域出身の専門家がいなくても、専門家を

招聘し、次に続く者を育成するシステムを構築す

れば、ビジネス上のバリューチェーンが完成する。

・若手の登竜門

特定分野における若手の登竜門としてのブラン

ドの確立が期待できる。多くの分野に興味を示す

のではなく、他競合が持ち合わせている経営資源

との比較や事前調査を慎重に行い、あるいはある

分野の大会をコンベンションビジネスとして招聘

しつつ、関係構築を深めることが望まれる。

専門家に弟子入りし、専門家を目指す集団を組

成し、定期的にコンテストを開催したり、優勝者

に海外コンテストの参加資格や渡航費援助を検討

することなどによりインセンティブを与えること

が可能である。

ｄ）課題

・競合専門家との鉢合わせの回避

もっとも懸念されるのが、同時期に同じテーマ

でライバル同士が同じ「場」を利用しようとする

ことである。

コンサルティングやアウトソーシング的な機能

を強める場合に、「顧客」が最も懸念する競合へ

の情報漏洩に関する具体的な対策を明確にし、安

心感、信頼性を醸成することが望まれる。

・二律背反の解消

マーケティング上の課題として、隠れ家的な要

素とトレンド（ブーム）の演出というトレードオ

フの命題を解消することが求められる。

心地よい「場」は第三者に知らせたくないもの

であり、一方「情報創造型」田園情報都市を世に

知らしめることが、予備軍も含めたセミプロ的な

人材獲得につながる近道でもある。

一定以上の「場」への入場については、資格制

度や会員制度を設け、出入りを制限することや、

期間やスケジュールにより、入場できる専門家の

数を制限するなどのハードルを設定することが望

ましい。
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・成果物の取り扱い

「場」はあくまでツールや方法論を提供するも

のであり、成果物は「顧客」に帰属する。その場合、

「成果物」の取り扱いや、守秘義務などにおいて、

内部スタッフに対する厳密な運用が望まれる。

あるいは、事前調査、予備調査などでテスト

マーケティングしている商品や製品に対する情報

を第三者に漏らさないという規則や罰則規定を設

け、「顧客」の信頼性を勝ち取ることが望まれる。

・インセンティブの提示

至れり尽くせりの「場」のようにも見えるが、

プロ中のプロであればあるほど、首都圏でのビジ

ネスで全てが足りている。わざわざリスクを賭け

て、「情報創造型」都市に出向くだけのインセン

ティブを与えることが重要である。

たとえば、現地スタッフの雇用に対する優遇税

制の導入や、大学等教育機関でのポジションの確

保など具体的な項目を整備し、提示することが望

ましい。

ｅ）事業戦略の方向性

「情報創造型」田園情報都市を目指す上では、

以下のような３つのスタイルのいずれかを導入し、

競争相手との差別化を図ることが望ましい。

・隔離・業務達成型、人材・DB供給型

顧客側にビジネスのミッションが見えており、

集中して短期間に業務を完了したい時に利用する

「場」を目指す。

この場合、同業他社や競合先、ライバルとの

バッティングを回避し、顧客の信頼を勝ち取る必

要がある。

顧客側はサポーターやツールを短期間だけ集中

して使いたいため、アイデアを効率よく抽出でき

るツールの提供が望まれる。

あるいはアイデア抽出のために必要なスタッフ

を揃え、ブレーンストーミングの場を提供する。

さらには指定された商品やサービス、各種調査項

目に対する被験者を提供することなどが挙げられる。

・コンテスト型、徒弟型

セミプロを集積することにより新陳代謝が促進

される「場」を目指す。コンテストを実施し、セ

ミプロに「カリスマ」への登竜門を提供するとと

もに、そこから巣立ったカリスマを審査員として

列席させ、セミプロの有効活用を検討する。

カリスマへの登竜門としてのブランドの構築が

出来ると、ビジネスモデルとしては完成する。

コンテスト型が、隔離・業務達成型や止まり木

型に多くの人材を供給する「場」として位置づけ

られる。

・止まり木型

止まり木型は、会員制ビジネスとしての「場」

の成立を目指す。多くの同業他社を集め、あるい

は売り込み業者との仲介を行える「場」を目指す。

アイデアを出し合い、新たなものを創造する意

味では「コンソーシアム」型であるともいえる。

多くのツールを必要とせず、コンテストや展示

会などでプロの集客力を増すことが重要となる。

人と空間、人と時間の演出が望まれる。

ｆ）政府、企業の協力（規制緩和等）

・税負担の軽減

一定分野で成功した者が後継者のサポートを申

し出た場合、最高税率などを軽減する措置を検討

する。

指定分野を特定することで、単なる優遇税制の

みを狙ったプロを排除することができる。あるい

は期間を限定し、養成したセミプロの量や質によ

り、インセンティブの見直しを行う。
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④ボランティアサポート型

このタイプの田園情報都市では、過去の経験や

コンテンツを提供し、田園情報都市の発展に寄与

したいと考える人が集まれる「場」を設け、地域

活性化の原動力とする（図表１８）。

ａ）求められる機能

・モチベーションの高揚

大高齢時代での第二の人生、第二の故郷創成に

向け、ボランティアをしたい人々の「意気込み」

を活用し、活性化を図る。情報発信をし続け、ボ

ランティアの供給基地としてのイメージを確立す

ることが望ましい。

例えば、「介護関係の能力を高める」「外国人の

日本語能力を高める」など目的意識の高い機能要

件に絞り込む。

・大義名分、求心力

ボランティアのための大義名分を用意する。市

町村としての歴史的な位置づけや、「福祉の町宣

言」「環境の町宣言」などのストーリーが必要と

なる。

ボランティアの専門度を判断、育成し、他の田

園情報都市に送り出す機能が必要となる。

ｂ）整備すべきインフラ

・シミュレーター

疑似体験（シミュレーション）が可能な施設や

テーマの提供や疑似体験を指導できる指導員の確

保、さらには、指導員を育成できるプログラムの

開発が望まれる。

図表１８ 「ボランティアサポート型」のビジネスモデル

・宗教観・道徳観に啓発された
・高齢社会をサポートしたい
・環境に優しい町づくりに参画したい
・突発的な事件事故での援助
・自らの第二の人生のためのシミュレーション
・エコマネーの貯蓄

都市生活者
・緊急時に駆けつけたい

「NPO所得」：一定割合までのNPO所得により税率が低下
「エコマネー利率」：一定以上のエコマネー獲得時に、定額貯金の利率が上昇

・具体的なテーマが見つからない
・知識だけが先行している
・徐々に段階を追って成長したい

「恒常型」
「エコマネー貯蓄型」

・アジア的な価値観、宗教観に基づく
恒常的なサポートに関心がある
・環境問題、高齢者介護など
・老後の選択肢の一つ
・優先的に老後の支援を受けられる

「緊急型」

・適時集合、適時解散
・「DB」「資材」
「輸送」「食料」「医療」「工事」
などに細分化

「暫定型」

・チューター制度
・アドバイザー制度
・適材適所のためのモニタリング

・一定のスキルを身につけている
・時間、場所に制限されたくない
・いつかは自分も介護を受ける



・バリアフリー

高尚な目的意識を持っていても、「ボランティ

アサポート型」としての実態がついてこないこと

には、良質な「顧客」が寄りつかない。

それらを改善するためには、都市全体（即ち市

民）や町並みの構成要素が人に優しい、環境に配

慮したバリアフリー型であることを宣言すること

が望まれる。

・NPO立ち上げサポート、事務代行

誰しもが関心を示すNPOなどの組織立ち上げ

に協力し、事務手続きを代行するサービスを実施

する。「ボランティアサポート型」都市に居住す

れば、NPO的な活動拠点を得やすいことがイン

センティブとなる。

・NPOベースキャンプ

それぞれのNPOが募集しているボランティア

のタイプ（量と質、期間、条件）などを収集し、

ネット上で公開。

一方、ボランティア活動を行いたい「顧客」の

登録を促し、データマッチングを行う。得意とする

ボランティアのタイプをはっきりさせ、情報を絶え

ずネットで公開する。ボランティアのための掲示板、

意見番などを編集加工する機能が求められる。

ｃ）期待される相乗効果

・市民のボランティア精神の高揚

「ボランティアサポート型」としてのバック

アップ体制が浸透するなかで、自治体に居住する市

民のボランティア精神の高揚を図ることができる。

ボランティア関連ビジネスが立ち上がり、市場

創造による雇用期待が望める。

・福祉の町、環境の町としてのイメージアップ

市町村における福祉、環境関連のイメージアッ

プが図れる。こうしたイメージアップをテコに、

環境に優しい食材や施設、周辺の観光資源を活用

したエコツーリズムなどの商品開発が期待できる。

ｄ）課題

・民業圧迫

市町村単位でのNPOサポートが既存の組織な

ど専門業者の民間を圧迫するとの批判が懸念され

る。あるいは有料と無料の境目を規定することが

困難になる。NPOを単純に非営利団体と訳す場

合が多いが、人件費などのコストは別途計上可能

であり、NPOとしてどういうものを受け入れる

かの議論が必要となる。

ｅ）事業戦略の方向性

「ボランティアサポート型」田園情報都市を目

指す上では、以下のような３つのスタイルのいず

れかを導入することが望ましい。

・恒常型、エコマネー貯蓄型

恒常型は、アジア的価値観、宗教観、家族主義

に基づく恒常的なボランティアサポートに関心を

持つ人へのサポートサービスを基本とする。環境

問題や高齢者介護など具体的なテーマを限定する。

サポート自体をより積極的なものとするために

は、エコマネーを発行し、優先的に老後の支援を

受けられるようにするなど老後のリスクヘッジの

一つの選択肢として提供することも可能である

（エコマネー貯蓄型）。

・暫定型

自らがボランティアに向いているかどうかを

チェックすることを期待している人へのサポート

サービスを基本とする。

適材適所のモニタリングと課題や悩みのカウン

セリングを行うことで、恒常型への移行をスムー
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ズにサポートすることができる。

チューターやアドバイザーを導入することで、

ボランティアのサポート体制を構築できる。

・緊急型

大きなリスク事象が発生した時に、ボランティ

アの補給資材を提供可能な田園情報都市を目指す。

適時集合し、目的を達成した後には適時解散す

るための各種システムを整備する。

平時には、人材登録DBの整備、各種資材の調

達、輸送システムの点検、輸送車両の整備、食料

備蓄・整理、医療体制の確保、工事車両・器具の

整備など、それぞれの登録した分野に特化して各

種活動を行う。

サポートを行うボランティアの受け入れ、訓練、

プログラム開発なども検討可能である。

ｆ）政府、企業の協力（規制緩和等）

・NPO所得

一定の割合までのNPO所得に対し、税率を引

き下げることを検討する。ボランティアへの関心

を高めることが間接的に政府の支出を引き下げる

効果を期待する。

・エコマネー利率

一定以上のエコマネーを獲得したボランティア

に対し、定額貯金や年金の利率を上乗せする制度

を整備し、インセンティブを高めることが考えら

れる。

�　田園情報社会の規模

さて、前述のように様々なタイプを目指す田園

情報都市であるが、ここではそれぞれの規模につ

いて考えてみたい。この場合、各地方が特徴ある

地域を目指す上では、「規模の拡大」が唯一絶対

的な価値観ではない。

①リアルでの適正規模

田園情報社会では、「集中と分散（ハブ＆スポー

ク）」の分散のメリットを意識しているため、極度

に集中し過ぎない「快適に暮らすことのできる範

囲」を探求することが望ましい。

ａ）制約条件

少子高齢化が進むことによって、体力、移動を

サポートすることができる人材の確保が困難にな

り、個々の物理的な移動距離が制限される。

ｂ）想定人口規模

市町村合併により拡大する行政単位よりも細分

化された規模を想定する。

ｃ）想定人口構成

各田園情報都市の主体性により、男女比率、年

齢分布、外国人比率などのバランスが決定される。

②バーチャルでの適正規模

仮想領域で検討する場合、実際の市町村や移動

距離にとらわれずに田園情報都市の範囲が考えら

れる。例えば、遠く離れた姉妹都市同士の組み合

わせなどが存在する。さらに一歩進めると、個人

により自らが属したい田園情報都市の組み合わせ

やそれぞれの割合を変えることも可能である（図

表１９）。

ａ）田園情報都市の組み合わせ

バーチャルの場合には、現実の面積や人口分布

にとらわれず、情報通信を活用したバーチャル上

の移動、コミュニケーションの範囲を設定するこ

とが可能となる。

ｂ）南北連携

北海道と沖縄の連携など対照的な地域の機能連
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携を図ることにより、夏と冬で労働人口を移動さ

せるなど、相互補完が可能となる。

ｃ）在外邦人

バーチャルな組み合わせの一つとしては、在外

邦人のためのコミュニティもひとつの選択肢とし

て考えられよう。海外にいながら、国内の田園情

報都市と深く関わっている場合など、電子投票も

検討できる。

ｄ）名誉日本人

学術や文化的な貢献、優れた技術を有する国内、

海外の外国籍の人々のコミュニティの構築と連携、

外国人技術者の囲い込みに向けたシステムとして

検討することも可能である。

ｅ）三者間取引

情報通信技術の特性である「いつでも、どこでも、

誰とでも」を活用し、間接的に利害関係を有する

三者間でナレッジ（スキル）ないし労働力（奉仕）

を共有し、社会問題（例えば介護問題）を解決す

る仕組みが考えられる（図表２０）。

�　田園情報社会の経済性、期待リターン

田園情報社会では、都市・地方間および地方同

士での資源の移動によって、様々なリターンが期

待できる。

経営資源（ヒト、モノ、カネ、技術、情報、文

化など）の移動の中でも特にヒト（人的資源）の

移動による多くのリターンが期待される。

ヒトの移動では、「ナレッジの移転」とともに、

二次的な波及効果として都市生活者の地方での消

費を期待することができる。なお、ある分野にお

ける中心人物の移動・定着は、さらなるヒトの移

動を喚起することが予想される。

さらに、地方での先進事例を他の地方へ移転す

ることができる。田園情報都市間のシナジーの発

揮により、発展が期待される。

ａ）物理的な空間の移動

ヒトの物理的な移動により、消費を促すことが

期待できる。観光立県、定住・移住による住民税

の確保などが主なメリットとして期待できよう。

ただし、それぞれの自治体が「田園情報都市」

として独自の特徴を強化していくなかで、必ずし

も多くの住民を必要としない自治体も登場しよう。

図表１９ 仮想領域の導入で拡大する概念

個人が現実に動ける範囲

市町村合併での領域

ネット上で可動な仮想領域
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ｂ）カネの移動

個人が財産を短期的運用、中期的運用、長期的

運用、超長期的運用に分けて保有するなかで、そ

れぞれの目的にあわせ、地域を移動することが考

えられる。

概念的には外貨預金を長期休暇の海外旅行にて

消費することに似ている。

また、一部、エコマネー（地域通貨）を組み合

わせることにより、高齢者介護問題などに適用す

ることが可能となる。

ｃ）情報の移動

個人データベースなどの管理補完場所としての

「倉庫業」が注目される。ASP（アプリケーション・

サービス・プロバイダー）的なビジネスの展開が期

待できるとともに、場所に依存しないビジネス展開

のあり方を検討することが重要となる。

ｄ）時間の移動

初期の目的を達成した「知的財産」などを特定

の自治体に寄付・登録してもらい、地域振興に役

立てるなど、「時間」の移動も検討できる。

例えば、生まれ育った故郷への恩返しとして、

後進の育成に向けたファンドの設定などが期待さ

れる。こうした行為に見合う税制上の優遇を自治

体レベルで検討する必要がある。

このようにして特徴ある田園情報都市を構築し、

その集まりとしての田園情報社会の枠組みを再構

成することで、結果として地域の特性に適した新

たな産業の発展が望まれる。

特に期待できるのは、「一次産業と三次産業の

シナジー」に関わる分野である。現在のところ、

三次産業での ITの効用が訴求されるとともに、

徐々にではあるが、二次産業への応用が検討され

ている。

これをさらに一次産業に適用する機運が生まれ

る可能性は高い。特に、一次産業では、慢性的な

人的資源不足に悩まされており、単純な労働代替

力としての人的資源の移動だけでなく、ナレッジ

を伴う資源移動から、活力ある地域社会が再生さ

れるという好循環が期待されよう。

（以下、次号に続く）

図表２０ 三者間の関係で拡大する概念

間接的な利害関係

バーチャルで
情報加工

バーチャルで遠隔介護

バーチャルで起業支援

リアルで介護

介護が必要な対象
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１　学会・大学・講演会等での発表

「経済の仕組みについて」中央郵政研修所（７月３日）

「交通と通信の代替・補完」日本交通学会（７月３１日）

２　報道発表

「金融業の進化と経営組織の在り方に関する調査研究会」報告書（７月１１日）

３　報告書等の発行

調査研究報告書「「金融業の進化と経営組織の在り方に関する調査研究会」報告書｣

調査研究報告書「日米長期金利の変動要因と推計に関する調査研究報告書｣

調査研究報告書「電子商取引の拠点としての郵便局の在り方に関する調査研究報告書｣

ディスカッションペーパー「日本人の遺産動機の重要度・性質・影響について｣

ディスカッションペーパー「都市階級別データによる預貯金選択の分析｣

「IPTPトピックス｣（適宜）

４　広報活動

�　Ｐ－ｓａｔ放映

｢デジタルパーク郵政館」毎週水曜日放映（１ｃｈ）

｢家計における金融資産選択に関する調査」第７回結果概要（８月１４日）

�　｢ダイレクト・メール（ＤＭ）の反応率（レスポンス率）調査｣（通信文化新報）

｢利用者ニーズを反映した個人金融サービスと効率的な事業運営－「金融業の進化と経営組織の

在り方に関する調査研究会」から学ぶこと－｣（通信文化新報）

｢消費者物価指数の基準改定」かんぽ資金（７月号）

｢４月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（７月号）

｢物販ネットビジネスの販売促進施策ツール」情通ジャーナル７月号

｢大阪堂島の旗振り通信」郵政（７月号）

｢公共投資の政治的意思決定」公共選択の研究・第３６号

｢生命保険事業における販売チャネルについて」保険展望（８月号）

｢ＩＴ投資の意義」かんぽ資金（８月号）

｢５月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（８月号）

｢銀行におけるＩＴ革新について」情通ジャーナル（８月号）

郵政研究所通信
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｢漫画・アニメキャラクター絵入り官製はがき」郵政（８月号）

｢郵便局の置局配置に関する数理計画モデル分析」『公共政策ＯＲ』（朝倉書店）

５　ていぱーくの特別展

・ＮＨＫ特別展（６月２３日�～７月２２日�）

・第２９回ジュニア全国切手展（７月２７日�～７月２９日�）

・ＮＴＴ特別展「地域文化のふれあい　妖精妖怪わいわいランド」（８月１日�～８月１９日�）

・夏休みキッズカーニバル「親子で楽しむ人形劇フェスティバル」（８月２２日�～９月２日�）

６　その他

・坂野記念館「２０世紀デザイン切手原画展」（１月４日～６月３０日）

・ベルギーケント市との姉妹友好都市提携５周年記念展「ベルギー切手展」

（金沢中央郵便局　６月１１日～２２日）

・日本国際切手展２００１切手原画展示（８／１～３富永）

◆　Opinion －読者の声－　◆

本号に掲載した論文等について、皆様からのご意見をお寄せください。本誌の中で随時取り上げ

ていきます。宛て先は下記まで、所属先及び氏名を明記の上、お送り願います。

なお、郵政研究所では大学・研究機関等のホームページと積極的にリンクを設定していきたいと

考えております。リンクをお考えの方は下記までE-mailにてお知らせ下さい。

【御意見等の宛て先】

〒１０６－８７９８ 東京都港区麻布台１－６－１９ 総務省郵政研究所　研究交流課

ＴＥＬ：０３－３２２４－７３１０ ＦＡＸ：０３－３２２４－７３８２

ＵＲＬ　http://www.iptp.go.jp/

Ｅ－ｍａｉｌ：www-admin@iptp.go.jp



灼けるように暑い日が続きます。アスファルトの照り返しの中を歩いてもつまらな

いので、海や山へ出かけてみましょうか。雲見の海を水中メガネでのぞいてみたら、

真っ青な魚や小さなイカがたくさん泳いでました。

さて、先月号で月報についてアンケートをお願いいたしました。お忙しいかと存じ

ますが、ご意見等頂ければ幸いです。また、現在の送付先に修正がございましたら、

あわせてご記入願います。

アンケートの送付や住所変更のお知らせ等は、下記までお願いいたします。

FAX ０３－３２２４－７３８２

郵政研究所では、研究の成果のほとんどをインターネットで公開しています。

郵政研究所ホームページアドレスはこちら→　http://www.iptp.go.jp/

私事ですが、郵政研究所月報の編集も足掛け５年目、このたびの人事異動で担当を

かわることとなりました。この間、記事をご寄稿くださった先生方、研究官の皆様に

は大変お世話になりました。いたらないところも多かったと思いますが、温かくご協

力いただきました。また、月報を読んでくださった皆様には心より感謝いたします。

７月末より加藤が編集を担当しています。今後とも、郵政研究所月報をよろしくお

願いいたします。

（倉澤）

今月号より編集を担当することになりました、加藤です。

いつも何気なく読んでいた月報を担当することになりちょっと不安なのですが、楽

しんで編集作業ができたらいいな、と思っています。よろしくお願いいたします。

（加藤）

編集後記
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