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１９４０年代に計算を速く正確に行うための機械としてコンピュータが誕生してからわ

ずか６０年しか経っていませんが、今日、我々は日常生活の中で、コンピュータを中心

とするめざましい技術革新がもたらした情報技術の高度化を感じることが出来ます。

若者を中心に爆発的に普及しているインターネットにより、新聞・雑誌の記事はもち

ろん世界中の情報をＷＷＷ上で瞬時に検索し、閲覧できるようになっています。私の

所属する応用物理学会では、つい最近「男女共同参画委員会」が設置されたのですが、

通常の委員間の意見交換の場としてメール会議が頻繁に活用され、重要な審議事項に

関しては全委員間で公開の議論を展開することが可能になっています。これにより、

実際の会議の場での相互理解は深まり、審議の内容と効率は共に向上しています。ま

た、一方でモバイル化の進展により、ｉモードの携帯電話からのインターネット接続

サービスがあっという間に普及し、通勤電車の車内では中高年までが、黙々とメール

の送受信をしている光景も珍しくなくなりました。

以上のように個人レベルから社会全般に至るまで、本格的な情報化の展開が顕在化

する中で、活発に産業化が進展する近隣のアジア諸国と政治・経済の両面で影響力の

大きいアメリカの間に挟まれた日本が従来からの国際的な競争力の維持とさらなる発

展を推進するため、いかに対応すべきかが問われています。さらに世界に先駆けて高

齢化社会を迎える中で医療・福祉なども充実した「豊かな精神的なゆとりのある社会」

を実現していくうえでは、この情報化への対応が重要課題であるといわれています。

また、情報化のための主要な柱は「人」、「社会」、「基盤技術」であるといわれており、

高い独創性や情報マインドを備えた「人」の育成が急務なことは言うまでもなく、大

学・学会・教育委員会さらには企業独自で「理科離れ」への歯止めをかけ「科学技術

への関心」を育てるためのセミナーを行うなどの試みが行われています。特に今年は、

理系の楽しさを女子中・高生に経験させキャリアを考える機会を与えるエキサイト

情報通信研究への課題と通信総合研究所への期待

日本女子大学理学部教授　　小舘香椎子

巻 頭 言
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キャンプが企業により開催され、長期的な視点に立った人材育成が始まっています。

もちろん、社会のあらゆる面で情報化が浸透し、新しいサービスを素早く、有機的

に結びつけるための情報化・ネットワーク化推進を支える原動力としては「基盤技術」

の開発が極めて重要です。この情報通信技術に関する唯一の公的な研究機関として、

電波・光の研究を基盤とした総合的な研究開発を行う通信総合研究所があります。そ

のルーツは郵政省電波研究所で、 個人的な話で恐縮ですが、その昔の大学時代、武

蔵小金井の浴恩館（下村湖人の小説次郎物語の舞台であり、下村湖人の理念にもとづ

く教育道場）でクラブ合宿を行った折り、その近くに電波研究所があることを知りま

した。そのため「田舎にある」という印象はまだ残っていますが、私が共同研究を始

めてから知りうる、最近の１０年間の通信総合研究所における研究成果は論文発表件

数・特許に見られるようにめざましく、外部機関との効果的な研究の連携も図られて

きました。さらに近年の情報通信技術の重要性の認識と共に、本部棟や各研究施設の

建設も進められ、数十年前の田舎の印象はもとより、外側から見ても古かった研究環

境は一新されて所内に一層の活気が生まれています。若手の優れた人材が集まり注目

される成果を挙げうる研究の場となってきたと感じています。今年の独立法人化によ

り、予算運用の弾力化が加わったことから、近年先駆的な研究が出始めている光技術

を駆使し重点・特化した研究項目の精選を行い、産業界・大学などと連携し高度情報

通信技術の世界のリーダーシップを目指すことが可能となりました。こうした環境が

整いつつある今、その実現に向けて求められているのは、国際水準と比べて極端に少

ない外国籍研究者・女性研究者の採用を図ること、リーダーとなるべき人材育成をあ

らゆる方面で推進することでしょう。その結果、新時代における日本の情報ビジネス

の基盤研究が充実し、豊かな社会への道が拓かれることを大いに期待しています。
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米国でＩＴ革命がもてはやされ、ひいては「ニューエコノミー」論争が展開された。日本

においても５年以内に世界最先端のＩＴ国家を目指してｅ－Ｊａｐａｎ重点計画が策定された。

しかしながら米国と日本の現状を比較する際にＩＴ関連のデフレータの差、とりわけ「電子

計算機・同付属装置」のデフレータの差の大きさに驚かされる。本稿においては、日米の

「電子計算機・同付属装置」のデフレータの作成方法を検証するとともに、米国のデフレー

タを日本に当てはめた場合、日本の実質ＧＤＰ成長率等にどのような影響を与えるかを１９９５

年から１９９９年まで計測した。その結果、１９９９年で０．７６％の成長率であったものを１．４６％へと、

０．７ポイント成長率を押し上げることとなった。このことは、寄与度と労働生産性をも０．７ポ

イント上昇させることをも意味している。また、情報装備率（民間部門における就業者一人

当たりの電子計算機・同付属装置のストック額）という概念を導入し、日米の比較をもおこ

なった。１９９９年で日本が４３．８万円、米国が６６．３万円（為替レート１２５円と仮定）であった。

今後ＩＴ先進国を目指すのであれば、それを計測するためのデフレータ機能に着目した指

数の開発が、いまほど政府に求められている時期はないと考える。その際においては、その

データの収集方法、データの取扱い方法、推計関数の決定、指数系列をどう分け何系列にし、

どう統合されるのかという基本的な点をマニュアルレベルまで掘り下げて、十分に議論する

必要があると考える。

調査研究論文

日米のコンピュータの価格指数について

前通信経済研究部長 西川　泰久

［要約］

１　はじめに

米国商務省が、「ディジタル・エコノミー」（１９９８年）

「ディジタル・エコノミー�」（１９９９年）についで

｢ディジタル・エコノミー２０００｣を発表して、ディ

ジタル革命がもてはやされ、ひいては「ニューエ

コノミー」論争が展開された。さらに、２００１年１

月の米国大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）の年次

報告においても、この流れを踏襲しニューエコノ

ミーの確立を宣言している。

それを追いかけるがごとく、わが国においても

高度情報通信本部が設置され、５年以内に世界最

先端のＩＴ国家を目指してｅ－Ｊａｐａｎ重点計画

が策定された。

しかしながら、日米のＩＴ革命を論じる際に、

多くの専門家がＩＴ関連の統計処理に使用するデ

フレータの日米間での大きな差異を指摘している

ところである。（参考文献１、２）

ＣＥＡの年次報告の中で（ＢＯＸ４－２）、いみ

じくも言っているように「米国のデフレータを当



てはめると、ドイツのＩＴへの実質投資は毎年

２７．５％の増加となる。従来の方法では６％の増に

対して。（中略）ＩＴで起こっている急激な技術

変化を正確に測ることは困難となったことにより、

国際的な成長比較が難しい。しかし、このことは、

米国の成長と他の工業国の成長との比較において、

質的な影響を与えない。米国経済のサクセス・ス

トーリーは、統計的処理の影響を加味しても有意

なものである。」と。

ここで国際比較が困難といいながら有意なもの

と言っているが、本当に有意といいきれるかどう

かは疑問の余地があると考える。しかし、実際に

大きな差がでているのも事実のようである。

一方、米国のこの一連の報告自体が、前クリン

トン・ゴア政権の経済政策の正当性を主張しよう

とする政治的意図があると指摘する声もある。

本稿では、日米のデフレータの差異を検証し、

その後、米国のデフレータを日本に適用した場合、

実質ＧＤＰなどにどのような影響を与えるのかの

検討を行った。

検討に際しては、�ドゥリサーチ研究所の佐藤

隆氏と木崎徹氏の協力を得た。

２　日米のデフレータ比較の枠組み

�　検討対象のデフレータ

ＩＴ産業の中心である｢電子計算機・同付属装

置｣のデフレータを取り上げる。
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日米のＩＴ関連デフレータの比較表（通信機器、ソフトウェア、電子計算機等） （１９９５年＝１００）

日　　　　本 米　　　　国

通信機器
電子計算機・

同付属装置
ソフトウェア 通信機器

電子計算機・

同附属装置
ソフトウェア

１９９０年 １０８．２ １２８．４ １０６．３ １０７．８ ２０７．４ １００．９

１９９１年 １０５．５ １２３．５ １１０．６ １０８．２ １８６．３ １０２．２

１９９２年 １０４．８ １１８．９ １１４．９ １０７．４ １５９．３ ９８．６

１９９３年 １０４．３ １１４．９ １０８．７ １０６．２ １３５．９ ９９．７

１９９４年 １０２．４ １０８．２ １０３．５ １０４．１ １１９．８ ９８．６

１９９５年 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

１９９６年 ９２．０ ８４．９ ９９．８ ９７．５ ７６．２ ９９．１

１９９７年 ８６．４ ７８．７ １０３．１ ９６．５ ５８．９ ９８．１

１９９８年 ８１．９ ７５．５ １０５．８ ９４．８ ４３．３ ９７．６

１９９９年 ７５．２ ７３．３ １０６．５ ９３．１ ３３．１ ９８．０

出所：日本の場合は、通信機器及び電子計算機・同付属装置は日本銀行の「国内卸売物価指数」、ソフトウェアは「企業向け

サービス価格指数」をもとにしている．１９９０年から１９９４年までは．１９９０年基準の数値を１９９５年基準に換算．１９９５年から１９９９

年までは月次の数値を暦年に換算している。月次指数を暦年に換算すると１９９５年が１００．０にならないので．１９９５年の平均が

１００．０になるように調整した。また．１９９０年から１９９５年については、通信機器の指数が公表されていないので、有線通信機

器と無線通信機器からラスパイレス・固定ウェイト算式にて推計した。

米国の場合は商務省･経済分析局（BEA）の『Chain-Type Price lndexes for Private Fixed Investment in Equipment and Software

by Type」を１９９５年＝１００に換算。



なぜなら、表にみられるようにデフレータに関

して、９５年１００として９５年から９９年の変化をみる

と、通信機器では日本が７５．２へ米国が９３．１へ、ソ

フトウェアでは日本が１０６．５へ米国が９８．０へと変

化しており、この２つの分野では両国の差はある

が、さほど大きいものではない。

一方、「電子計算機・同付属装置」では、同じ

時期に日本が７５．３に対し米国は３３．１と米国の指数

が大幅に低下している。

このことから、｢電子計算機・同付属装置｣の指

数の日米の差が大きく、｢名目ＧＤＰ｣を実質化し、

これを利用して設備投資の伸び率や経済成長寄与

度を測定する際に日米の大きな差を生む原因に

なっていると考えられるからである。

�　基準とする年

１９９５年を基準年（１００％）とする。これは日本

の統計が、西暦の末尾が０または５数字の年を基

準年としているのでこれに合わせるためである。

３　実際のデフレータの差

日米の電子計算機・同付属装置のデフレータを

表１で表すと以下のとおりである。

この表からもわかるように１９９５年を１００とする

と、１９９９年には日本では７３．３にしか低下しないの

に対し、米国では３３．１まで低下している。この４

年間の電子計算機・同付属装置の年平均下落率を

求めると、日本が７．５％であるのに対し、米国は２

４．２％と三倍以上の勢いで低下している。

４　日本のデフレータについて

日本の資本形成に含まれるＩＴ投資を分析推計

する際に用いられるのが、日本銀行の国内卸売物

価指数の中の｢電子計算機・同付属装置｣の指数で

ある。

「電子計算機・同付属装置」の指数の作成に当

たって、日本銀行は具体的な方法について必ずし

も十分に明らかにしていない。電子計算機本体を

何系列の指数からラスパイレス法で統合している

のか、各系列の推計にどういうデータを使用して

いるのか等ブラック・ボックスである。

かろうじてＰＣについて、２００１年２月の発表

（参考文献５）で以下の方法によりヘドニックア

プローチを採用し品質調整を行い、それを指数

に反映している旨を明らかにしている。

�　使用データについて

日経ＢＰ社「日経パソコン」編集部から提供を

受けた、各機種の家電量販店における店頭小売価

格（新宿と秋葉原の大手家電量販店６店における

店頭小売価格から、商品毎に最高値と最安値を除

いた単純平均）と「日経ベスト　ＰＣ」誌に掲載

されたメーカ希望小売価格のうち、通販による販

売量が多いと思われる３社（ＣＯＭＰＡＱ、ＤＥＬＬ、

ＳＯＴＥＣ）の機種で前者に含まれないもの。

各機種については、発売時点に最も近い時期の

１価格のみを採用。

有効サンプル数は、デスクトップ型が３７０、

ノート型が２８９で、国内品と輸入品とを区別して

いない。
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表１　日米の電子計算機・同付属装置のデフレータ（１９９５年基準）
１９９５年平均＝１００

米　国 日　本
１９９０ ２０７．４ １２８．９
１９９１ １８６．３ １２３．５
１９９２ １５９．３ １１８．９
１９９３ １３５．９ １１４．９
１９９４ １１９．８ １０８．２
１９９５ １００．０ １００．０
１９９６ ７６．２ ８４．９
１９９７ ５８．９ ７８．７
１９９８ ４３．３ ７５．５
１９９９ ３３．１ ７３．３

出所：米国：経済分析局（BEA）の Chain-Type price Indexes の
電子計算機・同周辺機器を１９９５年平均を１００に換算

日本：日本銀行調査統計局の国内卸売物価指数の電子
計算機・同附属装置



測定対象期間１年。

�　推計関数について

デスクトップ型は推計式の両側をＢｏｘ―Ｃｏｘ

変換した関数形と、ノート型は、説明変数のみを

対数変換した片側対数形。

説明変数は、ＴＦＴ液晶の有無、画面サイズ，

ＣＰＵの種類、光ディスクドライブ、ＯＳの種類、

メーカダミー、半期ダミー、通販ダミー（最終的

には除外）である

デスクトップ型及びノート型ＰＣの物価の変化

は、ヘドニック回帰式に当てはめた品質の違いを

調整した理論価格と実際の販売価格との比から求

められる。

なお、日本銀行では、２００１年８月以降のパーソ

ナルコンピュータの調査価格変更時に適用するヘ

ドニック回帰式の推計結果を発表した（参考文献　

１５）。これによると、使用データ及び説明変数

（ダミー変数を含めた各種特性値）に若干の変更

が加えられた。

また、ＰＣなどの個別の指数系列から「電子計

算機・同付属装置」の指数を作成するに当たって

は、これを利用してラスパイレス固定算式が用い

られる。ラスパイレス固定算式の指数は、このと

き、ウエイトを基準時に固定しているため、基準

時から時間が経過するにつれ、また、ウエイトの

変動が大きい場合に、問題が生じることが指摘さ

れている。特にＰＣの場合、購入構成の変化が著

しいため、ラスパイレス法での処理で十分対応で

きるかは検討する必要がある。

日本銀行でも卸売物価指数（企業物価指数と名

称変更予定）の２００２年末の２０００年基準改訂にむけ

て、参考指数として連鎖指数を、月次ベースで作

成・公表する旨発表している。

なお、参考までに、総務省統計局が、消費者物

価指数に関する検討資料の中の、「ＰＯＳデータに

よるパソコンの価格指数について」（参考文献６）

でＰＣのヘドニック価格指数を試算している。使

用データや具体的な取り扱いについて詳細は明ら

かにしていないので検討が十分にできないこと、

ヘドニック回帰分析結果には、デスクトップ型で

「モニター無」や「ｃｅｌｅｒｏｎ採用」の方が、

「モニター有」や「ｃｅｉｅｒｏｎ無」より価格が上

昇すると言う現実に即さない面もあるが、その指

数の変化が米国のＰＣ価格指数の変化に近いとい

う点では興味深い結果となっている。

なお、同資料では全機種毎月連鎖方式で算術平

均と幾何平均のパソコンの価格指数も算出してい

るが、日銀の指数をはるかに下回り、総務省が試

算したヘドニック価格指数とほぼ一致する結果と

なっている点も興味深い。

総務省統計局では、平成１２年基準消費者物価指数

のパソコン（デスクトップ型及びノート型）の２

7 郵政研究所月報 ２００１．１１

パソコン価格指数

日　本
総務省・統計局

米　国
商務省・経済分析局

１９９５年 １００．０ １００．０
１９９６年 ４２．０ ６８．８
１９９７年 ３１．４ ４６．２
１９９８年 １９．４ ２７．８

出所：日本については、総務省統計局「ＰＯＳデータに
よるパソコンの価格指数について」の四半期データ
を歴年に換算。
米国については、商務省・経済分析局の

「 Computer Prices in the National Accounts 」の国産パ
ソコン価格指数を１９９５年＝１００に換算
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パソコンのヘドニック回帰分析の比較表

日本銀行調査統計局 総務省統計局 米国商務省労働統計局

WPI CPI PPI
�ヘドニック回帰分析

１．対象 パソコン
（desk top. note） パソコン パソコン

（desk top）
コンピュータ

（５カテゴリー別）
２．モデル式タイプ scmi-log log-log semi-log 線形 線形

pool data
approach model

the adjacent
period approach model cross-sectional models cross-sectional models

３．データ
ソース カタログデータ

（ウェイト有り）
POSデータ

（ウェイト育り）
メーカ各社のweb上の
価格、技術的データ

コンピュータ専門誌掲
載広告のメーカー価格

サンプルサイズ ３７０＋２８９ ５９５－２１７３ ６００程度
４．測定対象期間（周期） 一年 半年（四半期） （四半期） （半年、四半期）
５．変数 単位

時点ダミー ６ヶ月ダミー ３ヶ月ダミー － －
発売からの機関

１年未満 ダミー ◯
１～２年未満 ダミー ◯
２年以上 ダミー ◯

ハード関係
主記憶容量 MB ◯ ◯
HDD容量 GB、MB ◯ ◯ ◯
100MB ZIP ダミー ◯
SDRAM MB ◯
画面サイズ インチ２ ◯
15インチ ダミー ◯ ◯
15超～17インチ未満 ダミー ◯
17インチ以上 ダミー ◯
17インチ ダミー ◯
17インチTrlnitron ダミー ◯
CPUのタイプ
486以下 ダミー ◯
Pentium ダミー ◯

ダミー ◯
ダミー ◯ ◯

Pcntium Pro ダミー ◯
MAX Pentium ダミー ◯
AMD K6-2 ダミー ◯
AMD Athlon ダミー ◯
Mac PoworPC G4 ダミー ◯
Celeron ダミー ◯ ◯
その他（AMD、サイリックス、PowerPC他） ダミー ◯
CPUクロック数 MHz ◯ ◯
通信機能搭載
モデム ダミー ◯
56.6 fax modem ダミー ◯
10/100MbsNiC ダミー ◯
光ディスク種類
CD-R/W ダミー ◯
DVD（4.6/6.0） ダミー ◯
DVD-ROM ダミー ◯
DVD-RAM ダミー ◯
OSの種類
WindowsNT&2000 ダミー ◯
コンピューの型
ディスクトップ型（タワー型を含む）CTR 分離型・一体型 ダミー ◯
ディスクトップ型　STN 一体型 ダミー ◯
ディスクトップ型（タワー型を含む）TFT 一体型 ダミー ◯
ディスクトップ型（タワー型を含む）TFT 分離型 ダミー ◯
ディスクトップ型（タワー型を含む）モニタなし ダミー ◯
ノート（サブノート型、ミニノート型を含む）STN 一体型 ダミー ◯
ノート（サブノート型、ミニノート型を含む）TFT 一体型 ダミー ◯
ノート（サブノート型、ミニノート型を含む）他LCD ダミー ◯
テレビチューナ ダミー ◯
Vidco MB ◯
スピーカ
Sound card and 2 speakers ダミー ◯
Speakers and Sub ダミー ◯
Speakers and Prcmium Sub ダミー ◯

ソフトウェア
Software Office ダミー ◯
MSOfficc SBE ダミー ◯

保証 ３年保証 ダミー ◯
メーカダミー ダミー ４社 APPLEと他 ３社

６．回帰分析結果　自由度調整済決定係数 0.754.0.854 0.819～0.907 0.963

�．指数の計算 Pt/Pt* 時点ダミー偏回帰係数の
exp Pt/Pt* Pt/Pt*

毎月の企業からの価
格･仕様に関する報
告を基に計算

毎月の企業からの価
格･仕様に関する報
告を基に計算（３７モ
デル）

毎月の企業からの価
格･仕様に関する報
告を基に計算（１２１
モデル）

（注）日本銀行調査統計局は２００１年２月現在



品目の指数作成において、全国の主要家電量販店

で販売された全製品のＰＯＳ情報による価格及び

販売数量等を用いて、ヘドニック法により価格指

数を作成することとしている。（参考文献１０）

５　米国のデフレータについて

米国商務省経済分析局（ＢＥＡ）が、国民経済

計算の民間固定資本形成となった「電子計算機・

同付属装置」の価格指数を作成している。基本的

には米国労働統計局（ＢＬＳ）の生産者物価数指

数（ＰＰＩ）を利用して、連鎖指数として作成し

ている。

現在計測されている系列は、メインフレーム

（ＰＰＩの大型機及び中型機）、パーソナルコン

ピュータ（ＰＰＩのＰＣ・ワークステーションと

ポータブルコンピュータ）、記録装置、周辺装置、

ターミナルの５系列である。なお、メインフレー

ムの輸入品の推計にあたっては、大型メインフ

レームはＢＥＡの推計値、中規模メインフレーム

はＢＬＳの推計値を用いている。

具体的な数値は表（米国の電子計算機・周辺機

器の指数）のとおりである。

ここで日本と比較する意味でパーソナルコン

ピュータの価格指数の作成について記述すると、

さらにＰＣは国内ＰＣ、輸出ＰＣ及び輸入ＰＣの３

系列に分けて推計されている。ただし、輸出ＰＣ，

輸入ＰＣの系列は非公表となっている。
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総務省・統計局のパーソナル・コンピュータ　のヘドニック回帰式

（対象期間：１９９９．１－６）
変数 偏回帰係数 exp

1049926 36,289
時点ダミー ダミー -0.08479 0.9187
メーカダミー ダミー 0.19573 1.2162
ハード関係
画面サイズ インチ２ 0.00241 1.0024
テレビチューナ ダミー 0.08829 1.0923
主記憶容量 MB 0.00440 1.0044
HDD容量 GB、MB 0.00004 1.0000
CPUクロック数 MHz 0.00082 1.0008
通信機能搭載 ダミー -0.07872 09243
コンピュ,タの型
デスクトップ型（タワー型合む）CTR 分離型･一本型 基準
デスクトップ型　STN 一体型 ダミー 0.23533 1.2653
デスクトップ型（タワー型を含む）TFT 一体型 ダミー 0.45561 1.5771
デスクトップ型（タワー型合む）TFT 分離型 ダミー 0.42596 1.5311
デスクトップ型（タワー型を含む）モニタなし ダミー 0.54341 1.7219
ノート型（サブノート型、ミニノート型を含む）STN ダミー 0.45556 1.5771
ノート型（サブノート型、ミニノート型を含む）TFT ダミー 0.64970 19150
ノート型（サブノート型、ミニノート型を含む）他LCD ダミー -1.38241 0.6822
CPUのタイプ
486以下 基準 －
Pentium ダミー 0.15083 1.1628
Pentium� ダミー 0.38231 1.4657
Pentium� ダミー 0.31170 1.3657
Pentium Pro ダミー 0.52054 1.6829
MAX Pentium ダミー 0.29137 1.3383
Celeron ダミー 0.29186 1.3389
その他（AMD,サイリックス、PowerPC他） ダミー 0.26711 1.3062

発売からの期間
１年未満 基準 －
１～２年未満 ダミー -0.16732 0.8459
２年以上 ダミー -0.37583 0.6867

デ－タ数 2,173
回帰分析結果　自由度調整済み決定係数 0.86250

切片



使用しているＰＰＩのＰＣの品質調整のための

ヘドニックアプローチについては以下のとおりで

ある。

�　使用データについて

現在３０の代表的ＰＣ製造者が発表している

１２１製品の毎月の価格と仕様であるが、最近は

インターネットのウエッブ上での生産者のデー

タを試験的に導入している。１９９９年６月でデスク

トップコンピュータに関する６８５のデータを取得

している。データの更新頻度４半期ごと。

� 推計関数について

線形（加法モデル）

（式）

推計関数については式のとおりである。時点ダ

ミーが含まれていない点が特徴である。

米国・労働局のデスクトップ型コンピュータヘ

ドニック回帰式の説明変数は、表のとおりである。

ＰＰＩのＰＣの価格指数の中で、米国産ＰＣと輸

入ＰＣの価格指数の変化は以下の表のとおりであ

り、両者の間には若干の差が見受けられる。
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Total Domestic Import Mainframcs PC’s Storae Dcvices Teminals

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

Level
Pcrccnt
Change

1990年 207.4 213.8 191.4
1991年 186.3 -10.2 192.2 -10.1 171.7 -10.3
1992年 159.3 -14.5 164.2 -14.6 147.1 -14.3
1993年 135.9 -14.7 138.2 -15.8 129.7 -11.9
1994年 119.8 -11.8 121.7 -11.9 114.8 -11.5 123.0 125.8 115.7 116.3 101.8
1995年 100.0 -16.5 100.0 -17.8 100.0 -12.9 100.0 -18.7 100.0 -20.5 100.0 -13.5 100.0 -14.0 100.0 -17
1996年 76.2 -23.8 73.6 -26.4 83.1 -16.9 71.3 -28.7 68.9 -31.1 86.9 -13.1 78.1 -21.9 100.1 0.1
1997年 58.9 -22.6 54.6 -25.9 71.6 -13.9 50.9 -28.6 47.3 -31.3 77.1 -11.3 65.4 -16.3 89.7 -10.4
1998年 43.3 -26.5 38.8 -28.9 58.5 -18.2 37.1 -27.1 30.2 -36.1 633 -17.9 55.1 -15.7 72.1 -19.6

出所：TotalIは、経済分析局（BEA）のChain-Type Price Indexesの電子計算機･同周辺機器を１９９５年平均を１００に換算
他は、経済分析局の「Computer Pnces in thc National Accounts」を1995=100に換算

Pi＝β^1＋β^2X2＋β^3X3＋……＋β^k Xk

変　　　数 単位、ダミー
ハード関係

HDD容量 GB、MB
100MB ZIP ダミー
SDRAM MB

15インチ ダミー
17インチ ダミー
17インチ　Trinitron ダミー
Celeron ダミー

CPUクロック数 MHz
56.6fax modem ダミー
10／100MbsNic ダミー
DVD（4.6／6.0） ダミー

Video MB
Sound card and 2speakers ダミー
Speakers and Sub ダミー
Speakers and Premium Sub ダミー
Sftware Office ダミー
MSOffice ダミー

企業向け製品 ダミー
保証 ３年保証 ダミー
メーカダミー ３社 ダミー

米国の電子計算機・周辺機器の指数

表



９７年及び９８年において、米国の輸入した電子計

算機の価格指数が米国国産の電子計算機の価格指

数ほど低下していない点については、検討の余地

がある。例えば、日本から米国に輸出されたＰＣ

の価格が米国国産ＰＣほど低下していない可能性

も全くないとは言い切れないが、財構成の違い、

インナー取引、生産技術の違いが主な理由として

考えられ、国内製品と輸入品のプロダックス・

ミックスに差があるかどうかを詳細に検討する

必要がある。

６　米国のデフレータを日本に当てはめた場合

日本の民間部門における電子計算機・同付属装

置に対する投資額を、９５年を基準として日銀の価

格指数を用いて実質化したものと米国の価格指数

を用いて実質化したものを対比すると以下の表の

とおりである。

11 郵政研究所月報 ２００１．１１

0

50

100

150

200

250

300

350

Domestic
Import

Domestic 286.0 241.2 184.4 142.7 125.7 100.0 68.8 46.2 27.8
Import 330.8 271.8 195.1 154.1 126.4 100.0 69.0 53.7 48.5

1990年� 1991年� 1992年� 1993年� 1994年� 1995年� 1996年� 1997年� 1998年�

�

日米の民間部門における電子計算機・同付属装置に対する投資額の推移

1995年=100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

日銀の価格指数�

米商務省の価格指数�

米国の価格指数�



日銀の価格指数を用いた場合、９９年で金額で

７兆６６８０億円、指数で１３９となる。

一方、米国の価格指数を日本に適用した場合、

９９年で１５兆５３１０億円、指数で２８１．６となる。この

ことは、同じ現象をとらえていてもデフレータの

選択を変えることにより２倍以上の差が生じてく

ることを意味している。

さらに、同様にして経済成長率と「電子計算

機・同付属装置」投資の寄与度を試算してみると、

以下の表のとおりとなる。
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日本 米国
（日銀の価格指数） （米商務省の価格指数）
金額 指数 金額 指数 金額 指数

1990 4,539 82.3 3,243 58.8 18,634 28.9
1991 2,410 43.7 1,792 32.5 20,238 31.3
1992 3,956 71.7 3,181 57.7 27,351 42.4
1993 4,480 81.2 3,942 71.5 34,708 53.8
1994 4,475 81.1 4,!34 75.0 42,799 66.3
1995 5,515 100.0 5,515 100.0 64,568 100.0
1996 6,261 113.5 6,850 124.2 93,031 144.1
1997 7,012 127.1 8,976 162.8 135,096 209.2
1998 6,627 120.2 10,760 195.1 196,034 303.6
1999 7,668 139.0 15,531 281.6 285,348 441.9

単位：１９９５年１０億円．１９９５年１００万ドル

出所：米国は商務省資料、日本は産業連関表、工業統計表、商業マージン表等から推計

経済成長に対する寄与度
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この表のとおり米国のデフレータを用いると

１９９８年では０．４２ポイント、１９９９年では０．７ポイン

ト日本の実質ＧＤＰ成長率を押し上げることにな

る。このことは、寄与度と労働生産性も同じポ

イント向上することを意味する。

さらに、米国のデフレータを用いて同じ条件で

日米両国の比較を行うと、金額ベース（為替レー

トの問題があり比較が難しいが）でも指数ベース

でも差があるのも事実である。

この差を日米のＩＴ化の進展に大きな差がある

としてとらえられるのかどうかは判断が別れると

ころである。

参考までに情報装備率という考え方を導入して

日米比較を試みると、以下の結果となる。

なお、ここでいう情報装備率は民間部門における

就業者一人当たりの電子計算機・同付属装置のス

トック額である。このストック額は、米国商務省

の手法に準じて購入価格の３１．２％が毎年償却され

ると仮定した恒久棚卸法から計算される純資産額

である。
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� � � � � �

GDP 経済成長率
コンピュータ
投資の寄与度

（日銀デフレータ）
GDP 経済成長率

コンピュータ
投資の寄与度

（BEAデフレータ）

1990年 464,133 462,851

1991年 478,606 3.12 -0.46 477,988 3.27 -0.31

1992年 483,040 0.93 0.32 482,265 0.89 0.29

1993年 485,063 0.42 0.11 484,525 0.47 0.16

1994年 489.897 1.00 -0.00 489,556 1.04 0.04

1995年 497,587 1.57 0.21 497,587 1.64 0.28

1996年 514,852 3.47 0.15 515,441 3.59 0.27

1997年 524.122 1.80 0.15 526,086 2.07 0.41

1998年 518,358 -1.10 -0.07 522,491 -0.68 0.34

1999年 522,278 0.76 0.20 530,141 1.46 0.91

単位：１０億円、%

出所�～�は経済社会総合研究所、�～�は本調査、�はコンピュータ投資の実質化にBEAデフレータ使用による調整

情報装備率
単位：万円（１９９５年）

日本 米国
� � � �

1990 11.5 8.0 4.1 4.9
1991 10.7 7.7 4.5 5.4
1992 12.3 9.5 6.1 7.3
1993 13.9 11.6 7.6 9.1
1994 15.2 13.5 9.1 10.9
1995 17.4 16.6 13.5 16.1
1996 19.7 20.4 19.1 22.8
1997 22.2 26.0 27.0 32.3
1998 23.0 32.3 38.6 46.1
1999 25.0 43.8 55.4 66.3
注：�は電子計算機・同付属装置を日銀のWPIで実質化
�は電子計算機・同付属装置をBEAのデフレータで実質化
�は米国のドルベースのストック類を円／ドルを１０４．６として換算
�は米国のドルベースのストック額を円／ドルを１２５として換算



この表から、ＢＥＡのデフレータを利用し１ド

ル１０４．６円とすると、９６年では日本が一人当たり

２０．４万円米国が１９．１万円、９７年では日本が２６．０万

円米国が２７．０万円、９８年では日本が３２．３万円米国

が３８．６万円、９９年では日本が４３．８万円米国が５５．４

万円となり、徐々にその差が拡大しつつある。

当然のことながら、１ドル１２５円とすると、米

国は９６年が２２．８万円、９７年が３２．３万円、９８年が

４６．１万円、９９年が６６．３万円とその差はさらに拡大

する。

しかし、この額の差を大きいとみるか、差があ

まりないとみるかは判断が難しいところである。

７　終わりに

以上、日米の電子計算機・同付属装置の価格指

数をデフレータ機能に着目して検討してきたが、

日銀の卸売物価指数は今後の基準改定においても

「需給動向を敏感に反映する取引段階の価格を調

査する」という指数の大原則に反しない範囲内で、

商品の出荷額を実質化するデフレータとしての機

能向上を図るとの方針が打ち出されている。

このことは、ＩＴ社会の調査分析に携わる者に

とって、卸売物価指数が「企業物価指数」に変更

されようが、デフレータ機能としては必ずしも十

分に期待できない可能性もあることを意味してい

る。

経済成長が低迷するなかで、電子計算機・同付

属装置のデフレータを米国並に変更することによ

り、実質ＧＤＰの成長率が９９年で０．７６％から

１．４６％へ約２倍へと押し上げられるのも不自然で

ある。

また、日本においては、指数作成段階において

品質変化を調整するヘドニック・アプローチを採

用しても、そのデータの収集方法、データの取扱

い方法、推計関数の決定、指数系列をどう分け何

系列にし、どう統合されるのかという基本的な点

が明らかにされないままに実務に委ねられており、

検証する手段もないことが大きな問題と考える。

今後、日本社会が高度情報社会を目指すのであれ

ば、それを科学的に学問的に検証するために、Ｉ

Ｔ先進国といわれる国々と共通の尺度の設定が必

要となろう。

情報社会の経済的研究のためにも、デフレータ

機能に着目した指数の開発が政府で統一的になさ

れることが今ほど必要な時はないのではないだろ

うか。その際には、指数作成の具体的マニュアル

にまで及ぶ検討が必要であり、その公表も当然必

要となろう。

今後の研究課題としては、２０００年以降ＩＴ不況

といわれる米国の状況を日本と対比しながら検証

していきたいと考えている。
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１ 本研究の目的は、９０年代の日本経済において株価の変動が銀行や企業の財務行動にど

のような影響を与えたかを、マクロの時系列データを用いて実証分析するものである。

銀行や企業は、利潤極大化を図るために事業リスクをとる一方で、安全資産の保有や自

己資本の拡充を図って経営の安定性を保っている。株式を親密な取引先と長期にわたっ

て交換・保有する銀行や企業においては、持ち合い株式の含み益が一種の内部留保のよ

うな役割を果たし、経営の安定性に寄与している。

２ ９０年代に入ると日本の株価は大きく下落し、株式の含み益は目減りし、さらに、株式

保有に伴う価格変動リスクが顕在化した。このため、自己資本比率といった銀行や企業

の安全性は著しく低下した。この状況下では、企業は一定の安定性を取り戻すため、貸

出を抑制したり、場合によっては貸出を回収するため、信用収縮が発生する。本研究で

は、このような株価の変動と銀行や企業の貸出行動や信用の供与の関係について、資金

の貸出サイドの要因による貸出や信用の供与を抑制する動きが、株価の下落によっても

たらされたのかどうかを検証する。

３ まず、貸出を本業とする銀行の貸出行動が、株価の変動の影響を受けていたかを検証

する。銀行は一定の自己資本比率規制の達成をバーゼル合意において求められており、

株式の含み益の４５％が自己資本に算入されるため、株価の下落は銀行の自己資本比率の

低下をもたらす。自己資本の回復や銀行経営の安全性の回復のため、銀行が貸出を抑制

したり、場合によっては、すでに貸し出してある資金を満期の時点で回収する、いわゆ

る「貸し渋り」が発生していたことが指摘されている。銀行の貸出残高を見ると、短期

性資金である運転資金と長期性資金である設備資金とでは、その動きに大きな違いがあ

る。９０年代における株価の変動が設備資金と運転資金の貸出量にどのような影響を及ぼ

したのか、比較・検討を試みる。特に、問題とされた中小企業向け貸出において、いわ

ゆる「貸し渋り」が株価の下落によって引き起こされたのかどうかを検討する。

４ そのためにまず、株価を説明変数にとり、銀行の貸出量の前期比増加額を被説明変数

にとって、回帰分析を行う。その結果、製造業向け運転資金を除く全ての貸出において、

調査研究論文

株価の変動が銀行や企業の財務行動に与えた影響について
－株価の変動は何をもたらすのか？－

第二経営経済研究部研究官 芦原　一弥*

［要約］
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株価の水準が銀行の貸出の増加額に有意に正の相関関係があったことが確認された。ま

た、運転資金の場合は、株価に対して短いラグで正の相関があったのに対し、設備資金

では１年程度の比較的長いラグで正の相関が有意に現れた。このことは、短期資金は株

価が下落すると時間をおかずにすぐに銀行の貸出量の減少につながっていることを意味

する。一方、長期資金は株価が下落しても１年程度のラグをおいてから、銀行の貸出残

高の減少につながっている。特に、中小企業向けの運転資金でもこのような特徴が現れ

ている点に注目したい。

５ 次に銀行の貸出量の減少が、資金需要の減退によって引き起こされた可能性があるの

で、資金需要側の要因も考慮に入れて推計を行う。ここでは、資金需要者の行動を反映

すると想定できる景気の代理変数を推計式に加えて推計を行う。推計の結果、景気の代

理変数が銀行貸出に正の相関があると同時に、株価も銀行貸出に正の相関が見られるこ

とが確認された。このことから、銀行貸出は資金需要の減退だけではなく、株価の下落

に対応して銀行が貸出を抑制するという行動によって何らかの影響を受けていたことが

推測される。

６ この計測手法を、銀行の貸出だけではなく、製造業や卸・小売業にも当てはめて推計

する。製造業や卸・小売業は、本業である製造業や卸・小売業を遂行すると同時に、販

売先への売掛金等の売上債権を保有し信用を供与している。例えば、製品や商品を取引

先に販売した時に生じる売掛金など、本業に付随して売上債権が発生する。株式の含み

益が、内部留保のような役割を担っている場合、株価の下落は経営の不安定要因となる。

従って、株価の下落が製造業や卸・小売業など銀行業以外の業種においても売上債権等

の抑制・回収につながっていたかを、先ほどの計測手法を用いて計測する。

７ 計測の結果、製造業や卸・小売業においても株価と売上債権等の増加との間で有意に

正の相関があったことが確認された。ただし、資本金が１億円を基準に、大企業と中小

企業とを区分した場合、株式の含み益を多く抱える大企業でこのような相関関係が見ら

れたが、株式の含み益を多くは抱えない中小企業では株価と貸出の相関は低いことが分

かった。また、大企業において、財務諸表上、流動資産に計上されている売上債権と固

定資産に計上されている長期貸出金との間では、株価が影響を与えるタイムスパンも銀

行貸出と同じように、短期資金は短いラグで、長期資金は長いラグで相関があることが

計測された。この関係は、資金需要を考慮にいれた計測でも、同様の結果が得られた。

８ 最後に日本の株式の保有構造を概観した上で、日本の株式市場の特徴について触れる。

銀行による株式保有の規制について、その動向と現在日本の株式市場が抱えている問題

点について考察する。

*本稿の第１節及び第２節は、福田慎一助教授（東京大学大学院経済学研究科）及び計　聡助教授（専修大学商学部）との共同
研究による成果である。また、郵政研究所研究発表会では、竹田陽介助教授（上智大学経済学部）より有益なコメントを頂いた。
ここに記して厚く御礼申し上げる。 連絡先E-mail：k-ashihara＠soumu.go.jp 電話：０３－３２２４－７３３６
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１．はじめに

日本の株価は８９年末に３８，１３０円（日経２２５種平

均）をつけてからは下落に転じ、その後は１万円

台から２万円台前半で乱高下を繰り返している。

０１年９月にはついに１万円台をも割り込んだ。株

価の変動は単に株式を保有する銀行や企業の財務

内容を悪化させるだけでなく、財務内容の悪化を

通じて貸出や信用の供与（以降「与信」という）

といった財務活動にも影響を与え、経済全体で信

用収縮を引き起こす。本研究ではこの点に焦点を

あて考えていきたい。

一般に銀行や企業は利潤極大化のため、事業で

発生するリスクを取りながらも、安全資産（金融

資産など）や自己資本を多くすることで安全性を

確保している。また、企業は負債を抱える場合、

財務リスクも同時にとっている。日本の株式市場

の特徴として、銀行や企業が長期的な取引関係を

重要視して、安定的な持ち合い株式を大量に保有

していることが挙げられる。持ち合い株式は、銀

行や企業の安定的な関係を築く政策的な観点から

保有するもので、その簿価と時価との間に生じた

含み益は一種の内部留保のような役割を担い、銀

行や企業の経営体力の安定に寄与してきた。業績

が思わしい成果を生まなかった時には、含み益の

ある株式で益出しを行い１）経常利益を意図した

水準にもっていくことが可能である。しかしなが

ら、９０年代の株価の下落とその後の乱高下では、

こうして本来、企業経営を安定化させるための持

ち合い株式も、含み益を減少させると同時に、危

険資産としてのリスクを内在させる結果となった。

銀行や企業は株価の下落によって不安定化した財

務内容を改善するためには、自己資本を補強する

か、または、取引先に対する貸出や与信を抑制し

たり、場合によっては既に貸出した資金を回収す

ることを余儀なくされる。

本研究では以上の視点から、株価の変動が銀行

や企業の財務活動に与えた影響を分析するもので

ある。本研究の構成は以下の通りとなっている。

第２節　株価の変動が、貸出を本業とする銀行

の貸出行動に与えた影響。

第３節　株価の変動が、製造業や卸・小売業の

与信に与えた影響。

第４節　日本の株式保有構造と、株式保有を取

り巻く環境の変化について。

第２節では、銀行貸出を短期資金の貸出である

運転資金と長期貸出である設備資金とに区分して

考察する。また、銀行の貸出先を、中小企業向け

や製造業向けにさらに区分して分析する。

第３節では、銀行以外の企業（製造業及び卸・

小売業）において、資本金が１億円以上の大企業

と資本金が１億円未満の中小企業に分け分析する。

最後に第４節では、第２節と第３節の分析結果

をふまえ、日本の株式保有の構造を概観した上で、

今後の株式保有に対する規制の動向について考察

し、本研究のまとめとする。

２．株価の変動が銀行貸出に与えた影響

２．１ 株価と銀行貸出の推移

過去２０年間の日本の銀行の貸出残高ならびにそ

の伸び率の時系列的な推移を見た場合、図１や図

２２）から分かるとおり、貸出残高は、その総額、

設備資金、運転資金のいずれにおいても８０年代ま

では一貫して上昇を続けてきた。しかし、これら

１）この益出しはクロス取引という手法によって行われることが多い。「クロス取引」とは、株式市場で含み益のある保有株式
の売りと買いを行い、含み益を実現させる取引。一般企業の場合、流動資産に計上されている株式の売買損益は経常利益に
計上される。ただ時価会計の全面的な導入によって、有価証券は全て期末に時価で評価され、簿価も時価に評価替えされる
ため、今後クロス取引は実質的には意味をなさなくなると考えられる。

２）グラフのデータの出所は日本銀行作成『金融経済統計月報』
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は９０年代に入ると伸びが緩やかになるか、横這い

になったりしている。

これはバブル崩壊によるところが大きいと考え

られるが、運転資金と設備資金とではその動きが

対称的になっている。まず、設備資金の貸出残高

は９０年代に入ってから伸び率が大きく鈍化した。

これに対して、運転資金（当座貸越を含む）の伸

び率は、バブル崩壊後鈍化した後横這いに推移し

ている。このことは、設備資金は長期にわたって

計画されたプロジェクトによって資金需要が決定

するため、景気や経済変動の影響を受けるものの、

運転資金ほど大きな影響を受けないことを反映し

ている。このように運転資金と設備資金とでは、

その動きに異なった特徴を持っている。

９８年にアジアを襲った通貨危機では、運転資金

の回収が急激になされ、アジアの経済危機に拍車

図１　銀行の貸出残高の推移

（資料）日本銀行『金融経済統計月報』
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図２　銀行の貸出残高の変化率の推移（対前年同月比）

（資料）日本銀行『金融経済統計月報』
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をかけた。運転資金の回収は貸出先の企業の正常

な営業活動を妨げるという問題をはらむが、９０年

代の日本でも同様の問題が、規模の大小の差はあ

るとはいえ、存在していた可能性が高い。

そこで本研究では、９０年代における長期と短期

の貸出動向の違いがいかなる要因によって生み出

されたのかを、特に株価の変化が設備資金と運転

資金の貸出量にそれぞれどのような影響を及ぼし

たかを比較することによって検討する。一般に、

銀行の貸出が低下する原因には、経済の停滞が資

金需要を減退させたことによってもたらされる場

合が一つ挙げられる。一方で、銀行サイドに原因

のある貸出抑制や回収によって、資金供給が低下

する場合も原因として挙げられる。つまり、銀行

貸出が減少した場合には原因が２つ考えられる。

一つは資金需要が減少したもので、資金需要曲線

が左にシフトした状況である。またもう一つは資

金供給サイドで何らかの問題が発生し本来、資金

需要があるにもかかわらず貸出を抑える行動に出

たことによる供給曲線の左シフトである。供給サ

イドのシフトは、９０年代の後半に経済が縮小して

いた局面で、「貸し渋り」の問題として議論され

た。本研究では、資金供給者である銀行サイドの

要因によるいわゆる「貸し渋り」が存在していた

のか、特に問題視された中小企業向けの貸出に影

響していたのかを検証する。

２．２ 自己資本の劣化と銀行の貸出行動

８８年、スイスのバーゼルで開かれた「BIS銀行

規制監督委員会」において、先進１２ヶ国の大手銀

行を対象に自己資本比率規制をスタートさせるこ

とが決まった。（いわゆる「BIS規制」）国際的に

銀行業務を展開する銀行は、８％の自己資本比率

規制をクリアすることが、９３年３月期の決算から

義務づけられるようになったのである。自己資本

比率規制の導入の過程で大きな議論の的となった

のは、有価証券含み益の自己資本算入をめぐる議

論であった。有価証券の含み益を自己資本として

カウントできるのか、できるのならどこまでそれ

を許すのか、という論争である。日本と欧米の銀

行で大きく異なる点は、日本の銀行は持ち合い株

式の保有を通じて、大量の株式を保有しており、

その含み益を一種の内部留保のような認識で経営

に当たっていることである。欧州ではドイツが日

本のように株式を持ち合う慣行があるものの、基

本的には、欧米では銀行が株式を保有するという

概念が存在していない。自己資本比率規制の導入

に際しては日本側の主張が採り入れられ、有価証

券の含み益については、決算期末の時点で把握し

た含み益のうち、最大４５％までを自己資本に準じ

る部分（Tier２）に算入できる仕組みが認められ

た。

自己資本比率を安全性の尺度の一つとして考え

ると、このような形で導入された自己資本比率規

制は一種の「時価会計」の先駆けとも考えられる。

自己資本比率の導入が銀行経営に与えた影響は、

まず貸出の抑制として現れた。自己資本比率が

８％をクリアできない場合、自己資本に算入可能

な劣後債などの発行を通じて自己資本拡充を行え

ばよいが、資本の増強にコストがかかるなど簡単

にできない状況下３）では、保有する資産の削減

を通じて自己資本比率の分母を圧縮する動きをと

る。すなわち、新規の貸出を抑制したり、場合に

よっては回収を図る動きがでてきたのである。

自己資本が劣化する要因は株価の下落だけに限

らない。不良債権が増大し、保有する資産のリス

クが増大したり、さらには収益構造が悪化した場

合にも自己資本に悪影響を与える。自己資本の劣

３）劣後債の発行による劣後資金の調達では、発行体の債務格付けが調達コストに大きく反映される。
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化は銀行経営の安全性を著しく損なう。また、格

付けなどの面で評価も下がるといった悪影響を伴

う。自己資本の毀損は銀行の安全性確保の上で重

要な問題であり、自己資本の増強はBIS比率達成

如何にかかわらず銀行に求められるようになった。

仮に、株価の下落で含み益が少なくなったとする

と、銀行はそれを補うために、貸出を圧縮する動

きにでる。流動資産に計上されている短期性の貸

出は、満期がすぐ来るので固定資産に計上されて

いる長期性の貸出よりも回収されやすい。こうし

てリスクの高い貸出を回収によってより安全な資

産に切り替え、銀行は経営の安定を図ろうとする。

自己資本の毀損による貸出の圧縮が、BIS比率

達成のためなのか純粋に経営安定化のための自主

的な行動なのかは容易には識別しにくい。しかし

ながら、BIS比率の達成は決算時点では必ず達成

しなければならない短期的な目標であるのに対し

て、経営安定化は長期的な視点で達成すればよい

場合も多い。その違いから、銀行の貸出行動に相

違がでてくる可能性が存在する。

２．３ 銀行の株式保有の状況

前述の通り、欧米では株式を銀行や企業が保有

することはまずありえない。銀行や企業による株

式保有に対しては規制が講じられていることもあ

るが、そもそも欧米の銀行や企業は他人から預

かった資本を、自分ではまったくコントロールで

きないハイ・リスクの株式に投下すること自体、

資金提供者に対する背任であるという認識が定着

している。

一方、日本では高度経済成長時代に企業が増資

によって資金調達する際に問題となったのが、株

式の引き受け先であった。当時、資本の自由化が

進展しており、増資によって増加した「浮動株」

をいかに安定した関係を築いていた企業との間で

持ち合うかが検討されたのである。すなわち日本

においては、株式は、企業と銀行が政策的に持ち

合いを通じて株主を安定化させる目的及び、取引

関係を安定化させる目的で保有されている。９０年

代に株価が大きく下落し、その後も変動を繰り返

しているような状況では、株式の持ち合いはリス

クの高い投資行動に一変してしまった。株式の持

ち合いに対する考え方に変革を迫る状況になって

きた。

０１年３月末時点、銀行の株式の保有残高は、５

業態（都市銀行、信託銀行、長期信用銀行、地方

銀行、第２地方銀行）合計で４４兆３，３００億円にも

のぼっている。これは、５業態における自己資本

の合計３３兆４，６００億円の１．３倍にもなっている。

なかでも、同時点での都銀の保有株式は２７兆

４，６００億円、信託銀行は７兆２，２００億円と、それ

ぞれ自己資本１６兆５，９００億円の約１．７倍、３兆

６，４００億円の約２．０倍となっている４）

また、銀行の株式保有状況を資本金との比率で

みると以下の表１の通りであるが、日本の銀行が

株式をいかに多く保有しているかがよく分かる。

４）日本銀行『金融経済統計月報』
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銀行による持ち合いを通じた株式保有は、融資

先企業の安定株主としてその企業と長期的な関係

を築くことができる。このため、日本の銀行によ

る株式保有は、伝統的には「メインバンク」とし

ての銀行のモニタリング機能を高める上で重要な

役割を果たしてきたと言っても過言ではない。ま

た、大きな含み益の存在は、株価が安定している

限りにおいて日本の銀行にとってはある種の内部

留保の役割を果たし、その経営の健全化に寄与し

てきた。

しかし、そのような株式保有の役割も、ひとた

び株価が大幅に下落することがあれば、逆に銀行

経営を圧迫することとなる。特に、上述のBIS規

制の下では、株価の下落によって有価証券含み益

が減少すれば、その４５％相当分のTier２も減少し、

それだけBIS比率の値も減少する。元来、銀行の

BIS比率は、不良債権額の増減の影響を受けるな

ど、その値が景気変動と連動して、不況期には低

下する傾向がある。これに有価証券の含み益を通

じた以上の特徴が加わると、その傾向が日本では

特に顕著となる可能性があるのである。

２．４ 株価と銀行貸出の相関推計

ここでは、これまでの議論に基づき、株価と銀

行貸出との間に考えられる相関関係を実際の統計

データを用いて計測する。計測式は以下の通りで

ある。

①（貸出量の変化額）＝定数項＋ａ＊（株価）

推計に用いたデータは、９０年第１四半期から００

年第４四半期までの四半期ごとのデータである。６）

被説明変数の貸出量は対前期比の変化額をとり、

説明変数の株価は四半期間の株価（日経２２５種平

均）の平均である。被説明変数の貸出量は、日本

銀行の『金融経済統計月報』に公表されている数

字である。対象となる銀行は全国銀行の５業態で

あり、貸出を�運転資金と設備資金、�中小企業

５）OECD various issuesより作成。
６）四半期データを使用した理由としては、９８年第２四半期以降月次データが公表されていないためである。公表されている９８

年第２四半期までの月次データを使用した推計でも同様の結果が得られた。

表１　銀行の株式保有状況（＝株式保有額／資本金）の国際比較５）

国名 ８７年末 ９７年末 国名 ８７年末 ９７年末

日本（全銀行） 98％ 169％ 韓国 N／A 56％

（都市銀行） 124％ 258％ ポルトガル 18％ 55％

オーストラリア 44％ 105％ スペイン 25％ 49％

スイス 21％ 93％ イタリア 17％ 36％

ドイツ 49％ 91％ メキシコ N／A 26％

デンマーク 29％ 74％ ルクセンブルグ 12％ 21％

フィンランド 28％ 68％ オランダ 10％ 20％

フランス N／A 68％ トルコ 50％ 18％

ベルギー 19％ 65％ ニュージーランド N／A 7％

スウェーデン 19％ 65％

ギリシャ N／A 62％
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向けと製造業向けとに分け、合計で９種類の貸出

で計測した。貸出には信託勘定も加えた。中小企

業の定義は、００年４月以降に変更となり７）、中小

企業として定義される資本金の金額の上限が１億

円から３億円に拡大された。しかし、本研究の計

測結果に大きな影響を与えなかったことから、原

データをそのまま使用し、特に修正は加えなかっ

た。また、両辺の計数には対数をとり、説明変数

の株価については変化額をとらず平均株価自体の

対数をとった。説明変数の株価は０期から４期ま

でのタイム・ラグをとり、係数ａのｔ値が最も高

く、AICが最も低くなっているラグを選んだ。ま

た、銀行貸出のデータには季節調整がなされてい

ないため、推計式にはダミー変数を加え、季節要

因を取り除いている。

�式の推計結果は表２の通りとなった。

表２から、株価と銀行貸出との間には次のよう

な関係があると言える。

①製造業向け運転資金を除き、株価は銀行貸出の

変化額と有意に正の相関関係にある。

②運転資金は０期という短いラグで正の相関関係

を持っている。このことから運転資金は株価の

変化に対して時間をおかずに反応している。

③設備資金は２期ないし４期という長いラグで正

の相関関係を持っている。このことから設備資

金は株価の変化に対して時間をおいてから反応

している。

表２　推計結果１

※下段の数字はｔ値を表す。

被説明変数 AIC 定数項 株価（0） 株価（-1） 株価（-2） 株価（-3） 株価（-4）

Ｔ値 Ｔ値 Ｔ値 Ｔ値 Ｔ値 Ｔ値

銀行貸出全体 -272.58475 -0.34406 0.036243

-4.24853 4.39841

運転資金全体 -241.00673 -0.34911 0.03699

-3.01108 3.13558

設備資金全体 -300.93271 -0.35347 0.36504

-7.67867 7.86235

中小企業向け銀行貸出 -254.38383 -0.32142 0.033407

-3.54726 3.64123

中小企業向け運転資金 -220.58984 -0.39997 0.041588

-2.73548 2.79536

中小企業向け設備資金 -266.8594 -0.33929 0.035092

-4.58564 4.69721

製造業向け銀行貸出 -269.31014 -0.26286 0.027964

-3.98651 4.20479

製造業向け設備資金 -260.37458 -0.62896 0.063138

-8.6177 8.57698

７）中小企業基本法が改正され、同法上の中小企業の定義が変更されたことに伴う。
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この動きをみたものが以下の図３－１及び図

３－２である。

グラフでは貸出の対前年同期比の変化率をとっ

ている。計測結果で判明したことが、これらのグ

ラフからも確認できよう。貸出の変化は、運転資

金の変化が早く、設備資金の変化の前に来ている

ことが分かる。特に、運転資金と株価の関係は９０

年代の前半でより密接であり、中小企業向けの運

転資金貸出でその傾向が顕著である。中小企業向

け運転資金は株価が下落する局面では最も敏感に

反応しており、対前年比でゼロを下回っている。

図３－１　株価と銀行貸出の変化率（対前年比：％）

（資料）日本銀行『金融経済統計月報』
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図３－２　株価と中小企業向け銀行貸出の変化率（対前年比：％）

（資料）日本銀行『金融経済統計月報』
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２．５ 資金需要の影響も考慮した推計

前項では銀行貸出と株価の相関の推計を試みた

が、景気が悪化している時には資金需要も減退し

ていることが多い。銀行貸出量の低下が景気の悪

化に伴う資金需要の減退による場合、銀行自らに

よる「貸し渋り」ではないことになる。ここでは、

前項の推計式に、資金需要を代理させる変数を説

明変数に加え、資金需要の変動を銀行貸出量の決

定要因に加えることにする。そこで推計式を以下

のようにする。

②（銀行貸出量の変化額）＝定数項＋ａ＊（株価）

＋ｂ＊（景気の代理変数）

この推計式によって推計を行った結果、ａとｂ

とがともに統計的に有意で正の相関を銀行貸出と

の間でとっている場合、銀行貸出量の変化の要因

が資金需要だけでなく、株価の変動にともなう銀

行による自律的な資金供給の抑制が要因であった

ことが実証できる。推計結果は下の表３の通りと

なった。なお、景気の代理変数として、景気動向

指数を作成する際に用いられる変数の中から、①

実質GDP ②鉱工業生産指数　③稼働率指数

④有効求人倍率　⑤所定外労働時間指数　⑥中小

企業売上高　⑦実質機械受注　の７つの変数のう

ちどれか一つをとり、対数値または対数値の対前

期比変化値をとった。

表から言えることとして以下の点が挙げられる。

①景気の代理変数を加えた場合でも、株価は貸出

量の変化に有意に正の相関関係がある。

②株価は設備資金と４期（１年間）のラグをもっ

て正の相関がある。

③運転資金とはラグなしのケースで正の相関があ

る。

したがって、前節２．４で得られた株価と貸出量

の変化との間の相関は、必ずしも景気の低迷によ

る資金需要の低下のみに帰着することはできない

ことがわかる。仮に株価が下落する局面において、

銀行貸出の変化額の減少は、資金需要の減退だけ

が要因ではなく、資金供給サイドである銀行にも

要因が存在することが推測される。

表３　推計結果２

被説明変数 AIC 定数項 株価 ラグ 景気代理変数 ラグ

銀行貸出全体 -277.1 -0.53525 0.02048 -1 稼働率指数 -2 0.07489

Ｔ値 -4.92047 2.03642 2.46241

運転資金全体 -241.82 -0.26429 0.02846 0 中小企業売上高 -4 0.5848

Ｔ値 -2.10225 2.22995 1.08632

設備資金全体 -312.74 -0.02409 0.00401 -4 有効求人倍率 0 0.02458

Ｔ値 -24933 0.41898 3.7423

中小企業向け運転資金 -223.29 -0.39735 0.04148 0 稼働率指数 -2 0.26104

Ｔ値 -2.82969 2.90302 2.07073

製造業向け設備資金 -293.67 -0.17879 0.01856 -4 有効求人倍率 -4 0.03664

Ｔ値 -2.17055 2.26086 6.83829
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２．６ 構造変化のテスト

これまでは、株価の変動が銀行の貸出に与えた

相関関係について多面的にみてきたが、本節では

これまでみてきたような相関関係が９０年代を通し

て存在してきたかどうか検討したい。

次の表４にある通り、９０年代日本の金融市場で

は未曾有の出来事が起こった。特に、９４年に起き

た東京協和・安全の２信組の破綻を発端として、

９０年代後半は金融不安が続発した。９６年前後には

一度景気は回復し、株価も若干は上昇したものの、

運転資金の銀行貸出は必ずしも上昇に転じていな

い（図３－１および図３－２参照。）。このことか

ら、９０年代後半は前半に比べると、株価と銀行貸

出（運転資金）の相関は何らかの影響を受けて変

化したことが容易に想像できる。また、９７年から

９８年にかけては深刻とも言える金融危機が起こっ

ており、銀行の貸出行動にも何らかの影響を与え

ていた可能性が高い。この時期に特筆すべき事件

としては、ジャパン・プレミアムの発生が挙げら

れる。その後日銀がゼロ金利や大量の流動性供給

に動くきっかけにもなったが、ジャパン・プレミ

アムが銀行の資金調達に与えた影響は大きく、貸

出にも何らかの影響を与えていた可能性も高かっ

た。

そこで以下では、これまでの推計式でチャウ・

テストを行い株価と銀行貸出の関係が９０年代を通

して安定的であったかを計測する。まず、図４－１

から図４－３では設備資金（設備資金全体と製造

業向け設備資金）に対して行ったチャウ・テスト

の結果である。図から、設備資金に関しては、９３

年頃に一時的にＦ値が臨界点の５％を超え、構造

変化があったことが観察される。９３年頃は図

３－１や図３－２から分かるように、バブル崩壊

表４　金融市場　主な出来事

１９９０年　　６月　証券不祥事表面化。証券業協会、大手四社の損失補填リストを公表。

１９９１年　　４月　協和銀行と埼玉銀行が合併。

１２月　都銀等で架空預金証書による不正事件が発生。

１９９４年　 １２月　東京協和・安全の２信組救済特別銀行を日銀が設立。

１９９５年　　４月　三菱銀行と東京銀行が合併。

８月　コスモ信組、木津信組、兵庫銀行が相次いで経営破綻

９月　大和銀行がニューヨーク支店の簿外取引で１１００億円の損失を発表

１２月　住専処理策が閣議決定

１９９６年　　１月　住専２次損失処理策決定

５月 ９６年３月決算で都銀７行が赤字決算を発表

６月　住専処理・金融関連六法が成立

１１月　債務超過に陥った阪和銀行に業務停止命令下る

１９９７年　　４月　大蔵省、日産生命に業務停止命令

７月　アジアで通貨危機発生

１０月　京都共栄銀行が清算、幸福銀行に譲渡

１９９８年　 １１月　三洋証券、北拓銀行、山一証券が相次ぎ破綻

３月　大手銀行１８行と地方銀行３行が公的資金投入を申請
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で株価が下落した後、一時的に株価が回復してい

た時期である。しかし、この時期に設備資金の伸

び率は上昇に転じておらず、逆に下落し続けてい

る。バブル崩壊後、政府は株価対策も含めて幾度

にもわたって経済対策を実施した。幾度にもわた

り財政出動を行ったが、民間企業による設備投資

には影響しなかった。

図４－１　CHOW検定（設備資金全体）
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図４－２　CHOW検定（製造業向け設備資金）
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図４－３　CHOW検定（製造業向け設備資金、景気代理変数）
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次に、運転資金の構造変化の分析を行う。図

５－１から図５－３では、銀行貸出として運転資

金を被説明変数として推計した時の推計式でチャ

ウ・テストを行った結果である。図から、運転資

金に関しては９５年以降に構造変化があったことが

観察される。特に、中小企業向け運転資金では、

９７～９８年頃に大きな変化が観察でき、その時期、

株価と運転資金の変化の関係が不安定であったこ

とが推測される。また、この構造変化のパターン

は、株価に加えて景気の代理変数を説明変数に加

えた場合でほとんど変化がなく、株価と運転資金

の変化との相関関係に大きく影響していたことが

確認できる。

９７～９８年頃は、アジア通貨危機に端を発した不

況が日本の金融システム不安を増幅していた時期

である。この時期、中小企業を始めとして日本の

企業は、逼迫した流動性危機に陥っていた。株価

は政府の経済対策や、銀行への公的資金の注入を

通じて安定を取り戻していたものの、銀行による

運転資金の供給は減少していた。（図３－１、図

３－２を参照）

また、不良債権の増大も無視できない要因だろ

う。全国銀行の不良債権残高は９０年代を通じて増

加の一途をたどっている（図５－４）。特に、９７

～００年には不良債権の残高が急速に伸びており、

銀行の貸出態度に影響を与えていた可能性がある。

９８年は銀行の不良債権の数字が公表された９３年以

降の中で最も経営破綻先の不良債権の残高が大き

かった年であった。不良債権の増大は、銀行の収

益力を低下させるだけでなく、銀行は新規の貸出

に対して消極的になる可能性が高い。株価下落に

ともなう含み益の減少と同じような悪影響を銀行

の貸出行動に与えるものと想定できる。つまり、

株価が回復しても不良債権を多く抱えたままの銀

行は、貸出を容易には拡大できないという関係が

この９７～００年頃の銀行には発生していたものと推

測される。

チャウ・テストの結果はこうした株価と銀行に

よる運転資金の供給との相関が崩れている状況を

端的に表わしていると言える。

図５－１　CHOW検定（設備資金全体）
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図５－２　CHOW検定（中小企業向け運転資金）
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図５－３　CHOW検定（中小企業向け運転資金、景気代理変数）
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図５－４　全国銀行の不良債権比率の推移

（出所）全国銀行協会『全国銀行財務諸表分析』
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３．株価の変動が銀行以外の企業に与えた影響

３．１ 株価と企業の売上債権

前節では、株価が銀行の貸出行動に与えた影響

について検証した。

本節では、こうした株価が銀行の貸出行動に与

えた影響が、銀行に限らず一般の企業にも成立し

ていたかどうかを検証する。一般の企業には、本

業を通じて売掛金や受取手形といった売上債権が

生じる。例えば、製造業であれば製品を販売した

とき、すぐに現金が受け取れない場合、売掛金や

受取手形といった形で販売先に対して売上債権を

保有する。こうした債権は貸借対照表上、流動資

産の「売掛金・受取手形」に計上される。本節で

は、製造業や卸・小売業などの売上債権の回収行

動が、銀行の貸出行動と同じように、株価の変動

の影響を受けているのかを検証する。

一般の企業には、銀行のような自己資本比率規

制が存在しない。とはいえ、大企業はグループ企

業を中心に持ち合いを通じて大量の株式を保有し

ている。株価の水準によってはそこに含み益が存

在し、企業にとって含み益は銀行のように自己資

本には算入されないものの、内部留保と同じよう

な位置づけで経営資源の一つとなっている。株式

を保有する企業にとって株価の下落は、業績の悪

化と同じように、自己資本の毀損と同等のインパ

クトを企業経営に与える。

企業は事業を遂行する上で、事業リスクをとり、

同時に経営安定化のために安全資産を保有してい

る。株式の含み益は、株価が安定的に上昇してい

る環境下においては、安全資産と同様の役割を持

つが、９０年代の日本を襲った株安やその後の株価

の低迷により、株式の保有は危険を伴う投資と同

じような状況に陥った。株価が下落した場合、株

式を保有する企業は少しでもリスクを減らすべく、

本業に伴って発生する売掛金や受取手形の残高の

抑制ないしは回収、あるいはサイトの短縮化を行

うことが想定される。これは株価が下落した時に、

銀行が貸付金を抑制・回収するというこれまでの

検証を延長したものに他ならない。本節では、一

般企業として製造業と卸・小売業の２業種を採り

上げ、９０年代において株価の変動がどのように企

業の売上債権の回収行動に影響したかを検証する。

製造業や卸・小売業の売上債権等の残高は、００

年１２月末において製造業が８０兆２７９６億円、卸・小

売業が７５兆８６２９億円となっている。一方、同時期

の全国銀行の貸出量は４５８兆３６８８億円である。残

高でみると、貸出を本業としている銀行の貸出残

高と比較して製造業で１７．５％、卸・小売業で１６．

６％に相当している。銀行の貸出金と比較すると

残高はいずれも５分の１に満たないが、これらの

業種は、マクロ経済において無視できない大きさ

の残高の売上債権を保有していると言えよう。本

節では、銀行の貸出に加え、製造業や卸・小売業

の売上債権にも焦点をあて検討したい。

３．２ 企業の含み益の状況

ここで含み益を多く有している主要企業を見て

みよう。９９年３月決算でとらえた含み益の大きさ

が１兆円を超える企業（金融機関を除く）は表５

に挙げる６社となっている。これらの企業は、規

模が大きく、伝統のある企業で、多くは成長企業

に属している。また、９９年３月末で含み益が１，０００

億円以上ある企業は４８社である。
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３．３ 株価と企業の与信との相関関係の検証

まず、始めにグラフで株価と企業の売上債権の

推移をみてみる。（図６－１から図６－８参照。）

データは大蔵省が四半期ごとに集計した「法人企

業統計」から採った。製造業と卸・小売業の２業

種を、大企業、中小企業に区分する。大企業と中

小企業との区分は、資本金の金額が１億円を分岐

点とする。ここで大企業と中小企業の保有する債

権をさらに流動性債権と固定性債権とに分解する。

ここでいう流動性債権とは、企業の財務諸表上、

流動資産に計上されている債権である。例えば、

本業を営む際に発生する売掛金や受取手形がこれ

に含まれる。また、固定性債権とは、貸借対照表

上、固定資産の投資の欄に計上されている回収に

要する期間が１年を超える長期貸付金である。

表５　株式含み益の多い企業（含み益１兆円超）８） （９９年３月期）

８）『日経会社情報』『会社四季報』より作成。

企業名 株式含み益 対自己資本比率

１ ＮＴＴ ８兆９，３１４億円 １．８２倍

２ イトーヨーカ堂 １兆９，５９２億円 ２．９７倍

３ 松下電器産業 １兆３，０９５億円 ０．６７倍

４ トヨタ自動車 １兆３，０９５億円 ０．２７倍

５ 富士通 １兆　７５５億円 １．００倍

６ 日立製作所 １兆　１７０億円 ０．６４倍

図６－１　中小企業のうち製造業の流動性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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図６－２　中小企業のうち製造業の固定性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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図６－３　大企業のうち製造業の流動性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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図６－４　大企業のうち製造業の固定性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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図６－５　中小企業のうち卸・小売業の流動性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

-35％ 

-25％ 

-15％ 

15％ 

-5％ 

5％ 

対前年同期比（％） 

25％ 

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

　　貸出（右目盛り） 

　　株価（左目盛り） 

図６－６　中小企業のうち卸・小売業の固定性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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図６－７　大企業のうち卸・小売業の流動性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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以上が製造業や卸・小売業が行っている売上債

権と株価の推移である。これを以下の計測式③で

回帰分析を行い、その相関性について調べた結果、

以下の通りとなった。③式は第２節で銀行貸出の

変化額を株価と回帰分析させた①式を、企業の売

上債権の変化額に置き換えた式である。

③（企業の貸出の変化額）＝定数項＋ａ＊（株価）９）

表６は、③の回帰分析の結果である。

図６－８　大企業のうち卸・小売業の固定性債権の対前年比の変化率と株価の推移

（資料）大蔵省『法人企業統計』
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９）両辺ともに対数をとっている。左辺の変化額は、貸出変化額の対数の対前期比をとっている。④式も同様である。

表６　推定結果３

***：１％有意水準　*：１０％有意水準

被説明変数 ラグ 定数項 a

中小企業 製造業 流動性貸出 0 -0.132714 0.019725

-0.367807 0.53725

中小企業 製造業 固定制貸出 0 1.15026 -0.114339

0.777021 -0.7591

大企業 製造業 流動性貸出 0 -0.308873 0.036607 *

-1.41186 1.64453

大企業 製造業 固定制貸出 4 -0.54315 0.055518 ***

-3.0106 3.04982

中小企業 卸・小売業 流動性貸出 3 -0.268114 0.032932

-0.597207 0.726983

中小企業 卸・小売業 固定制貸出 1 1.33758 -0.128038

0.567925 -0.536905

大企業 卸・小売業 流動性貸出 0 -0.36972 0.042541 *

-1.37125 1.55067

大企業 卸・小売業 固定制貸出 4 -0.87178 0.089293 ***

-3.41588 3.46888
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表６の結果から読みとれることは、以下の３点

である。

①大企業（製造業、卸・小売業）の売上債権の変

化と株価との相関が高い。大企業は大量の持ち

合い株式を保有しているため、株価が変動した

時にはそれにあわせて売上債権を変動させてい

た可能性が高い。

②逆に中小企業（製造業、卸・小売業）の売上債

権の変化と株価の相関性は低い。中小企業は株

式の持ち合いが少ないことを反映して、株価が

変動した時の影響は中小企業の保有する債権に

対しては軽微である。

③大企業の売掛債権等の変化でも、固定性債権

（長期貸付金）との相関は深く、ｔ値をみても

有意性が高い。特に、固定性の債権は株価との

ラグが４期の場合、最も有意性が高くなってい

る。

以上の結果を総括すると、持ち合い株式を多く

保有すると見られる資本金１億円以上の大企業の

場合、長期貸付金は４期という長いラグを伴い、

また、流動性の高い売上債権などの短期債権はラ

グなしで、株価の影響を受けている。これは第２

節で検証した銀行貸出のケースと酷似している。

注目すべき結果である。

３．４ 景気の代理変数を加えた推計

③式の推計では株価のみを説明変数としており、

景気の影響は考慮していない。この点については、

第２節と同じように景気の代理変数を説明変数に

加え、資金需要の影響を考慮してもなお、株価が

売上債権の変化額に有意な相関関係をもつかを確

認する。推計式は次の④となる。

④（企業の売上債権等の変化額）＝定数項＋ａ＊　

（株価）＋ｂ＊（景気の代理変数）

④式の計測結果は表７の通りである。

表７　推定結果４

***：１％有意水準
** ：５％有意水準
*  ：１０％有意水準

被説明変数 ラグ 定数項 a 景気代理変数 ラグ ｂ

大企業 製造業 流動性貸出 0 -0.222624 0.027924 所定外労働時間 1 0.293536 ***

-1.10417 1.36182 2.98427

大企業 製造業 固定制貸出 3 -1.28674 0.047311 ** 鉱工業生産指数 4 0.178765

-2.36098 2.5119 1.4435

大企業 卸・小売業 流動性貸出 0 -0.280454 0.033554 所定外労働時間 2 0.303804 **

-1.09187 1.28416 2.4238

大企業 卸・小売業 固定制貸出 4 -2.04629 0.056908 機械受注 4 0.108234

-2.0981 1.56181 1.24708
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図７　株価下落の影響の波及経路

株価の下落 

景気の後退 

株式を保有する企業・銀 
行のバランスシート 

企業・銀行の財務行動 

含み益の 
目減り 

収益力の 
低下 

不良債権の
増加 

自己資本比率が
低下 

経営体力の低下 

自己資本の 
増強を図る。 

資本調達が困難 
な場合 

・慎重な貸出態度 
・リスクの高い資産の抑
　制・回収 

リスク許容度の低下 
（新たにリスクを負担す
　る力が低下） 

資金の需給 

資金需要の減退 
（需要曲線の右シフト） 

資金供給の低下 
（供給曲線の左シフト） 

表７より、銀行貸出の場合と同様、資金需要を

代理する景気指標と企業の売上債権の変化額は、

正の相関関係があり、それでもなお株価は企業の

売上債権の変化額と正の相関関係を有している。

このことから、企業の売上債権は資金需要の影響

を差し引いてもなお、株価の影響を受け、資金供

給サイドである企業の行動要因で売上債権の動き

を説明できることを示唆している。

４．おわりに

以上、第１節から第３節にわたり、銀行の貸出

行動のみならず大企業の製造業や卸・小売業の売

上債権の回収行動が株価の影響を受けることを説

明した。最後に本節では、これまで見てきた株価

が変動した時の銀行貸出への波及メカニズムを総

括する。また、参考として、現在進行中の会計ビ

ッグ・バンによって導入された時価会計との関係

において、日本の銀行および一般の企業が有する

持ち合い株式がどのように今後の財務活動に影響

するかについての問題点を提示したい。

４．１ 株価の変動の影響（総括）

ここでこれまでみてきた株価の変動がどのよう

に企業や銀行の行動に影響するか、その影響の波

及経路をまとめたのが次の図である。
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４．２ 本研究のインプリケーション

日本の企業の財務構造としては、これからも株

式の持ち合いが続くと株式相場の影響を受けやす

いという弱みを抱えることになる。経済学に「合

成の誤謬」という言葉があるように、個々の「株

式の持ち合い」自体は批判されるべき行為ではな

いが、多くの企業が株式を持ち合うとマクロ経済

的には色々な形で弊害が経済に現れる。本研究の

インプリケーションとして次の２点が掲げられよ

う。

①株価の下落がもたらす信用収縮（いわゆる「貸

し渋り」）は、銀行だけでなく製造業や卸・小

売業でも行われていた可能性がある。

②当初は取引関係を安定するために持ち合う株式

も、株式が乱高下する局面では信用収縮を発生

させる可能性が高く、経済不況に拍車をかけや

すい弊害を生み出す。

４．３ 日本の株式保有構造について

ここで日本の株式がどのような保有構造となっ

ているか、９７年末のデータ１０）で簡単にみてみよう。

下の＜図－８＞は株式の所有者の割合の推移を

時系列で見たものである。そこから分かるように、

個人投資家の所有割合は戦後間もない頃に７０％近

くもあったが、その後は減少を続け今では２５％程

度となっている。替わりに株式の保有が増えたの

が、金融機関１１）（銀行、信託、生保、損保）や事

業法人である。こうした法人（金融機関ならびに

事業法人）の株式保有は個人に替わって一貫して

上昇、７２年には６０％に達し、以降、６０％以上のシェ

アを保っている。日本の企業は外国資本の攻勢に

備える目的で関係企業に株式をはめ込み、企業グ

ループ内での株式の持合比率を高めたのである。

これが、「株主安定化工作」現象で、企業の成長

とともに増加した「浮動株」を安定した取引関係

のある企業や金融機関に保存してもらうという行

動である。この期間において法人の株式保有動機

は、必ずしも直接的な投資収益を求めるものでは

なかった。

１０）「株式分布状況調査」平成１０年度　全国証券取引所協議会
１１）個人が投資信託を通じて株式を間接的に保有している場合は、金融機関（信託）に含まれている。

図８　所得者別持株比率の推移

（資料）『株式分布状況調査』平成１０年度　全国証券取引所協議会
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個人の株式保有のシェアが一貫して下落し続け

ている原因については、未だ定説がない。次の図
１２）から分かるように、家計の資産選択の観点か

らも株式の保有割合が低い状況となっている。

４．４ 銀行による株式保有をめぐる議論

近年の銀行経営を取り巻く議論としては、銀行

による株式保有自体を厳しく制限する意見が多い。

すでに述べたように、米国ではグラス・スティー

ガル法によって銀行による株式の保有は制限され

ている。０５年にはBIS規制の見直しが行われる予

定だが、米国からは株式には信用リスクと価格変

動リスクの２つがあり、これらのリスクに見合っ

た自己資本を銀行に要求すべきだとの意見が出さ

れている。それを受け、新BIS規制では株式の評

価を厳格化し、リスク・ウェートを引き上げるこ

とで、高い自己資本を要求する案がほぼ固まりつ

つある。米国では、銀行による株式保有には厳格

な制限が法改正によって加えられた。こうした一

連の国際的な流れを受け、金融庁では日本の銀行

の株式保有に対する法的な制限も検討している。

また、時価会計の導入によっても、銀行による

株式保有には厳しい制約が加わってくる。現在は

まだ「売買目的の有価証券」に区分経理されてい

る株式だけが時価会計の対象だが、いずれ保有す

る株式が全面的に時価で評価されるようになると、

株価の変動が直接業績に影響するようになり、株

式保有のメリットが事実上なくなってくる。

日本の銀行や企業はこうした株式保有に対する

制限の流れを真摯に受け止め、リスク管理の強化

を早急に進める必要に迫られよう。さらに、銀行

や企業による大量の株式保有は今後、時価会計の

全面的な導入を機に、財務の健全性の観点から改

めるべき課題ではないだろうか。

そこで問題となっている点として、銀行が持ち

合い株式を大量に放出する際、個人株主といった

買い手が不在なために株価が大きく下落する懸念

があげられる。現在、金融庁は、銀行の株式を一

時的に買い取る機構（「株式取得機構」）の銀行の

資金拠出による設立を進めている。そこでは、公

的な資金を投入すべきかどうかが大きな検討課題

となっているが、公的な資金投入は株式市場の価

図９　個人金融資産の構成率（９７年末）

（資料）『株式分布状況調査』平成１０年度　全国証券取引所協議会
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１２）「株式分布状況調査」平成１０年度　全国証券取引所協議会
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格形成に歪みを生じさせる可能性が高く、できれ

ば避ける方がよいのではないかと考える。株式取

得機構の設立にあたっては、単なる利害の調整に

終わることのないよう、株式市場のあるべき姿と

異なる部分があればより良い市場になるような工

夫を期待したい。

また、個人投資家による株式保有を促進させる

ために、証券税制の改正が議論されている。個人

が株式投資に参入しやすい環境を少しでも早く進

めるべきだろう。

そもそも株式市場とは、事業が抱えるリスク１３）

を「リスク・プレミアム」として評価する場であ

り、そこでは企業の「成長性」１４）を様々な要因を

もとに株価として多数の投資家が評価する場であ

る。ベンチャー企業などが必要とするようなリス

ク・マネーの供給、すなわち「投資」こそが本来、

株式市場で行われるもので、定期的に定額の利息

を受け払い、信用リスクは担保で回避しようとす

る「融資」とは根本的に異なる金融行動であるこ

とを再認識するべきであろう。
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「メタデータ・ネットワーク時代の

セキュリティと保護」�

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

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。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、電子化ディジタルコンテンツ（以

下コンテンツと略称）流通上の最も特徴的な変化

がメタデータの整備・流通にあることを示した。

第二編では、このような時代の特徴を捉え、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し、コンテン

ツを特徴づける識別子（以下IDと略称）付けを

重点として、この動きについて述べた。アプリ

ケーションあってのネットワークであることを

示すために、このような順序で話を進めたが、セ

キュリティの高いネットワークができなければア

プリケーションでのセキュリティが確保できない

ことも明らかである。第三編では、ネットワーク

セキュリティの課題について述べる。

２．ワシントンDCでのテロ体験から

「America under ATTACK」あの忌まわしい

テロ事件に米国マスコミがつけた名前である。

２００１年９月１１日午前テロ発生の瞬間、私は仲間２１

人とともにワシントンDCにいた。それもペンタ

ゴンを０９：１０頃かすめて南へ１５Km移動し、その

地点でペンタゴン突入時の「ドーン」という大き

な音を耳にし、立ち上る煙を目にしたのである。

その後の言語を絶する航空界大混乱の中で何とか

便をさがし、ワシントンダレス空港から日本への

再開１番機の席に収まって、離陸した瞬間は感無

量であった。テロ行為の忌まわしさをまさに実体

験として感じたわけであるが、テロ発生後旅程を

すべてキャンセルされ、帰国の飛行機に乗り込む

まで約５０時間、ホテルに缶詰になりただひたすら

テロと飛行便の情報をチェックする中で、セキュ

リティに関する少なからぬ考察を行うことができ

たことは、今後の研究生活に大きな影響を持った

と確信している。

何が気になったか。第一は国際通信に関わるこ

とである。テロ発生が起こったとほぼ同時に幸い

にも我々は詳細な情報を入手することができた

IT封鎖、メタデータ、コンテンツ流通、次世代ネットワーク通信、ネットワークセキュリ

ティ、知的財産権保護、プライバシー保護、ユビキタス通信環境

キーワード
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（たまたま打ち合わせ中の相手がCATV会社で

TV情報を簡単に入手できた）ので、直ちに全員

の安全を日本に連絡するように図ったが、すでに

国際回線は超輻輳の状況でなかなか接続できず、

約２時間かかってようやく連絡がついた次第であ

る。たまたま日本が深夜にかかる時間帯であった

ので、日本側での混乱が大きくなることは無かっ

たのが不幸中の幸いであった。その後もこの状態

は継続し、混乱を避けるためか、国際電話はクレ

ジットカード通話のみに制限され、慣れない人た

ちは連絡がなかなか取れずイライラがつのってい

た。一方インターネット接続は、ワシントンDC

近傍と言う地の利から、どのネットワークともア

クセスポイントが市内に存在し簡単に接続ができ

た。あの混乱の中でも接続ポイントが輻輳するこ

とはなく、またインターネット自身の動作にもそ

れほど輻輳の影響があるようには感じられなかっ

た。電子メールによる連絡でどれだけ助かったこ

とか。逆にインターネットにも問題が出たらもっ

ともっと大騒ぎになったことと確信する。ウィル

スNimdaの攻撃がテロに遅れたことは不幸中の幸

いであり、これがもし同時を意図されたもので

あったらと思うとぞっとするのは私だけではな

いと思う。

すなわちネットワークなしではすでにビジネス

だけでなく、生活すらできないことは明らかに

なっており、ネットワークを失わないことに全

力を挙げなければならない状況を確信・確認した

次第である。日本のネットワークは大丈夫かを後

で述べたい。

次にホテルに缶詰になり、TV情報三昧の生活

の中で映像情報について感じたことが２点ある。

今回のような突発事故としては珍しく、２回目の

WTC突入事件については発生の一部始終をプロ

がビデオカメラで撮影し、それが情報として提供

されていた。与えられた映像情報は臨場感あふれ

る内容であり、映画を見ているようなと言う解説

には不満であった。ところが、半日経った頃から

映像に違和感を覚えだし、何がおかしいのかなと

思いつつ映像を見続けたところその原因を発見し

た。つまり映像がどんどん作られて行く過程を目

の当たりにしたので、最後の方は違和感が大きく

なったのである。WTC北棟への第二の襲撃のス

ローモーションが半日後くらいから流れだしたが、

これぞまさしく画像処理の典型といえよう。ス

ローモーションを作るには高速度撮影機能を

持った特殊なカメラが必要（通常は１秒間に３０

駒の映像を撮りこれを再生するが、高速度撮影で

は１秒間に１２０駒くらい撮影し、これを通常の１

秒間３０駒で再生して時間を４倍に引き延ばすこと

で、スローモーションにしている）であり、通常

のビデオカメラで撮られた映像では、どんなに頑

張ってもストップモーション画像でしかスロー

で見せることはできず、あの瞬間いかに準備の良

いマスコミ関係者でも高速度撮影カメラまで用意

ができていたとは思えない（準備できていれば、

最初からスローモーションの映像が流せるはずで

あり、半日後に流されるのはおかしい。相撲中継

の本番とスロー再生の関係をお考え頂ければ理解

は容易であろう）。すなわち最初の数時間は実写

状態の映像であったのが、その後は画像処理がふ

んだんに加えられた、文字通り映画を見せられて

いたことになる。

我々はワシントンDCのペンタゴン近くで、立

ち上る黒煙を見たことから、TV映像を実感する

ことができたが、そうでない人達もあの映像を容

易に本物と信じてしまうのだろうかと考え込んで

しまった。情報の信頼性・正しさとは何なのだろ

うかとも思う。１９７０年マーシャルマクルーハンは

「メディア論」の中で「音声メディアはホット、

映像メディアはクール」と喝破し、シンボル化さ

れた音声情報（すなわち送り手の意図で取捨選択



された情報のみが伝えられる）の危険さを訴えた

が、世紀が代わってクールなはずの映像（作為の

入らないはずの情報）にも危険が発生してきたこ

とが明らかとなったのである。ネットワークを流

れる情報の確かさを検証する手段を提供しないと、

何を信じて良いのか解らない時代になってしまう

ことを切実に感じ取った次第である。

次に繰り返し流される突入シーンを、ビデオに

収めておきたいと切実に思った。残念ながら出先

であり、かつ簡単に自宅に連絡が取れない状況で

もあったので、ついに機会を逸してしまった。こ

の事件と映像は２１世紀を象徴するものであり、繰

り替えし使われ続けることになろう。多分多くの

人がビデオ化しており、それが私的な使用の範囲

を超えて使用されることは間違いないと思われる。

厳密に言えば著作権上の違法コピーが多くの場所

で登場し、使われ続けることになるわけである。

このような事態を想定して、コンテンツへのID

付与を検討しているのであるが、現実のこのよう

な例が発生するに及んで、さらにID付与の重要

性に思いを新たにした。

３．危ないネットワーク

このようなことを想像してはいけないのだろう

が、インターネットを混乱させるには重たい

SPAMメール攻撃を意図すれば簡単ではないだろ

うか。例えば、３０万人規模のグローバル企業の全

社員のアドレスを手に入れ、５MBの添付ファイ

ルをつけて３０万同報で流すことを計画する。仲間

１０００人が世界中に分かれて、このような同報を１０

種類ずつ流すとしたら何が起こるだろうか（３０万

同報が物理的に作り難いことは確かだが、リスト

さえあればコンピュータはやってくれる）。この

結果、ネットワークのトラヒック量が跳ね上がっ

て輻輳状況となり、正常な通信が妨げられること

は明らかである。機械通信の脆弱さそのものと思

う。同報数を制限するということが対策であろう

が、ハッキングにより同時多発同報メール発信

エージェントを、全世界に組み込んでしまえば

同じことができることになる。インターネットが、

如何に組織攻撃に弱いかはこの例から明らかであ

る。

次に不正コピー問題を考えてみよう。コピー手

段は発達を遂げて完璧の域に達してきた。これに

対し、様々な技術やシステムで不正コピー防止策

が試みられており、それなりの効果をあげてはい

るが、まだ不安は残っている。そのため、ライブ

以外はビジネスになりにくいとの話が最近は有力

であるが、ネットワークの発達はそのライブをも

危うくしている。第三世代携帯、第四世代携帯で

は、２Mbpsないし１０Mbpsの伝送速度が実現し、

かつAnytime Anywhereとなる。さらにマイ

ク・ビデオカメラの性能向上は目を見はるばかり

で、劇場内への持ち込みをチェックすることは困

難を極めることになる。数人がマイク・ビデオカ

メラを持ち込み、適当に分かれた場所から携帯を

使って上演をインターネット中継すれば、極めて

容易にライブの違法同時立体生中継が実現可能で

あり、会場外で簡単にライブが楽しめることから、

興業者はビジネス機会を大幅に失ってしまうこと

になると思われる。会場内を携帯電波が通じない

世界にすれば良いというのが唯一の解決策である

が、振動モードでのかつメール形態の緊急連絡ま

で禁じてしまうのは、Anytime Anywhereに慣

れた現代では許されないであろう（それが劇場へ

入るときの契約とすれば許されるかもしれないが、

そんなところに入りたいと思わないのでは？）。

以上は、私が容易に解決策が思い浮かばない大

きな危険である。これ以外にもいろいろ危険が一

杯である。「ｅガバメント、ｅビジネス、ｅライ

フ」が合い言葉でインターネット基盤が推進され

ているが、「危険が一杯」状況も身近に迫って来
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ているのである。この様子を図１に示す。

図１では、インターネットを通じて、ビジネ

ス・生活などを営んでいる個人や組織に対し、

「盗聴や改竄あるいはウィルス」といった直接的

な危険がせまり、さらには「侵入・妨害」などに

よりPCやサーバなどがダメージを受け、なりす

ました悪人により徹底的に痛めつけられるという

構図が見えてくる。

実際に、昨年初来あるゆるところのホームペー

ジ改竄は後をたたず、ウィルス被害も広がる一方

であり、ある統計によればインターネット接続を

行っている会社は平均して月に８回くらいは重大

障害に及びかねない攻撃を受けていることが明ら

かとなっている。どのように対処すれば良いので

あろうか。

４．ネットワークを守り抜かないと国、組織、個

人が村八分！－ＩＴ封鎖－

上記の危険から逃れ、情報の信頼性を確保し、

さらには著作権に関わる話を正常化するには、次

の内容を確認し守れば良いことは明らかである。

・情報は誰からきたものか

・間違いなくその人が出したものか

・途中で改ざんされていないか

・誰かに盗聴されていないか

・必要な人のみがアクセスしているか

暗号化や電子署名によりこれらのことを確保し

ようというのがPKI（Public Key Infrastructure）

であり、２１世紀ネットワーク社会はPKIの完全さ

に全面的に依存することは明らかである。

ある国、組織、個人がPKIを遵守することは、
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図１　コンテンツ流通：各プレイヤー間の関係



何を意味するのであろうか。思い起こして頂きた

いのは増水した川の堤防の状況である。すべてが

同じ高さにあれば、最後の最後に一挙に瓦解する

ことにはなっても、かなりの時間は持ちこたえる

ことが可能であり、もしかしたら崩壊の寸前に水

が引き始め難を免れることが可能となる。ところ

が１カ所でも低いところがあれば、早い段階でそ

の場所から崩壊が始まり、全面的に堤防が決壊し

て被害は大きなものとなろう。全体の被害をさけ

るために被害にあっても良い地域を作り、そこが

先に崩れる構造にするという考えも無きにしもあ

らずであるが、ネットワークには残念ながら被害

にあっても良いという部分がない。

ここで言う堤防の高さが、PKIあるいはネット

ワークセキュリティの完全さのレベルとなってい

るわけであり、レベルがそろっていれば非常に強

いネットワークとなるが、一カ所でも弱い所が有

れば早い段階でそこから崩壊が始まることは明ら

かであろう。接続されたネトワーク間で崩壊の波

及がくい止められないことは、ウィルス被害の例

を見るまでもなく明らかであることから、ネット

ワーク側の対処方法も明確である。すなわち自分

よりもセキュリティレベルの高い国、組織、個人

のネットワークは接続するが、レベルの低いとこ

ろとは絶対につながないという方針である。逆に

言えば自己の傘下に弱いところを作ってはならな

いと言うことである。

ここで日本の特質を考えてみよう。現状は、イ

ンターネット普及率はまだ低く、セキュリティが

らみの大問題が発生してはいないが、いくつか事

例は発生している。例えば大学のセキュリティレ

ベルが低く、なりすましやSPAMメールの温床に

なっていると指摘をうけたことは記憶に新しい。

知的レベルが平均的に高く、ビジネス意欲も強い

が、セキュリティ意識が低いのが日本の特徴であ

り、もっとも狙われやすい体質にあると言えよう。

今までのインターネット普及は、それなりに技術

と意識のある方々の範囲であったが、今後爆発的

と見込まれる普及は、使う意欲は旺盛だが自分を

守る意識の少ない平均的日本人となろう。加えて

ブロードバンド・常時接続となれば悪の跳梁はま

すます容易となり、崩壊の波及もかってないほど

短期的になりうる。このような日本の状況を見る

世界は何を考えるであろうか。

結論は明確であろう。電話網は、中央集権的で

あり組織化されたネットワークであるので、中枢

のみのレベルアップでも対応は可能であり、世界

に冠たる品質、安全レベルを持つ電話網に育ち、

一般人・組織は意識や努力することなくグローバ

ルな接続の効用を享受することができてきたわけ

である。インターネットはこの対極にあり、分散

型で個人化されているのが特徴である。国のネッ

トワーク、組織のネットワーク、家庭のネット

ワーク、そして個人のサイトがからみあって接

続されているのがインターネットであるが、統一

した管理ということはあり得ず、個々の責任にお

いて運用がまかされている。一つでもセキュリテ

キレベルが低いところがあれば、それは全体のレ

ベル低下を、ひいては国全体のネットワークセ

キュリティレベルの低さを意味することになり、

グローバルネットワークからの接続を拒否される、

昔風に言えば世界ネットワークから日本のネット

ワークが村八分－IT封鎖－になってしまうこと

になる。もしそうなれば、日本のビジネス組織は

窒息してしまうであろう。

５．まとめ　－ネットワーク的孤立（ＩＴ封鎖）を

避ける国家施策を－

村八分を避け生き残るためには、日本地域在住

者全員のセキュリティ意識を高めること、また高

いレベルのセキュリティ環境を、自己の力で準備

することが必要である。セキュリティ環境を他人
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第一編から本第三編までで、将来の日本の産業

を支えるコンテンツ流通の重要性と、それを支え

るネットワークセキュリティにおける村八分の恐

ろしさを述べてきた。ネットワークセキュリティ

の分野で、縦割り行政を乗り越える大きな方針の

設定を国に期待するとともに、その方向へのコン

センサス作りに努力していきたい。

３回にわたる「視点」連載を支えて頂いた、コ

ンテンツIDフォーラムの皆様、ネットワークセ

キュリティ論議にご意見を頂いたセコム田尾様、

INS岩見様に深謝します。

に依存することは、その基となった他人よりセ

キュリティレベルが低いことは確実であり、他

よりもレベルが低いことの証明以外の何物でもな

い。インターネットの爆発的普及を前にして、セ

キュリティ対策、なかんずく自前の発想に基づく

セキュリティソフトウェア開発を、国家的大方針

のもとに進めることが望まれる。今この努力をな

さなければ、遠からず日本地域に在住する人・組

織は、グローバルネットワークからの村八分に怯

えるか、周囲を無視して自分だけグローバルネッ

トワークの信頼をかちえる努力を行わざるを得な

くなるであろう。
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◯４－６月期実質GDPは前期比－０．８％と３四半期ぶりにマイナス成長。
（後掲トピックス「平成１３年４－６月期GDP速報（QE）」参照）

実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移

（注）季節調整値

（出所）内閣府　９月７日発表

平成１３年４－６月期　GDP（QE）
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◯７月の先行指数は２か月振りに５０％を上回った。一致指数は７か月連続で５０％を下回った（確報値ベース）。

一致指数等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）内閣府　９月１８日発表

景　気　動　向　指　数

一致指数 

先行指数 
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◯鉱工業生産指数（確報）……７月は前月比－３．０％　在庫率指数……７月は前月比＋０．４％
（後掲トピックス「平成１３年７月分生産・出荷・在庫率速報について」参照）

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　９月１４日発表

生　　　　産

生産指数（左軸） 

在庫率指数（右軸：逆目盛り） 
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◯機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）……７月は前月比－１．６％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……７月は前月比－５．２％

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９月１０日発表、経済産業省９月１４日発表
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◯新設住宅着工戸数……７月は前年同月比＋１．４％
首都圏マンション販売戸数……８月は前年同月比－２８．８％

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８月３１日発表、�不動産経済研究所９月１２日発表
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◯実質家計消費支出（全世帯）……７月は前年同月比－１．６％
小売業販売額……７月は前年同月比－２．７％

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９月７日発表、経済産業省８月３０日発表

消　　　　費

◯可処分所得（勤労者世帯）……７月は前年同月比－４．５％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……７月は前年と同水準

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９月７日発表、厚生労働省８月３１日発表
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◯完全失業率（季節調整値）……７月は５．０％（前月比０．１ポイント悪化）
（後掲トピックス「平成１３年７月の労働力調査について」参照）
有効求人倍率（季節調整値）……７月は０．６０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８月２８日発表、厚生労働省８月２８日発表
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◯貿易収支……７月は４，１９２億円の黒字で前年同月比－５８．１％
輸出入数量指数……６月の輸出は前年同月比－１２．３％、輸入は同＋０．２％

通関貿易収支、輸出入の推移

（出所）財務省　８月３０日発表

貿　易　収　支

◯消費者物価指数……７月は前年同月比－０．８％
国内卸売物価指数……８月は前年同月比－０．９％

物価指数の推移

（出所）総務省８月３１日発表、日本銀行９月１０日発表

物　　　　価

国内卸売物価指数 

消費者物価指数 
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◯マネーサプライ……８月のM2＋CDは前年同月比＋３．４％
民間銀行貸出……８月は前年同月比－４．２％

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　９月１０日発表

マネーサプライ

総貸出平残（５業態計） 
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◯対ドルで１１７円台まで上昇、対ユーロは１１０円台まで上昇、その後は徐々に下落。（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。
（後掲トピックス「日銀による金融緩和措置について」参照）
１０年最長国債利回りは、８月は概ね１．３％台を推移したが、９月以降１．４％台に上昇。

国内金利の推移

国　内　金　利
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◯９月第３週時点で、日経平均株価は９５００円台まで、TOPIXも９９０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

日経平均株価（左軸） 

ＴＯＰＩＸ（右軸） 
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《６月の動き》
・上昇傾向の管内：なし
・横ばい傾向の管内：中国
・下降傾向の管内：北海道、東北、関東、東京、信越、

北陸、東海、近畿、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９月５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 -2.6 -3.6 -4.5 -2.5 -5.1 -2.2 -2.2 -1.2 -1.0 -1.0 -4.7 5.7 -0.7
有効求人倍率（季節調整値、前月比）② 0.07 -0.04 -0.02 0.00 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）③ -6.2 -3.3 -5.2 -0.1 -1.2 -3.3 -2.5 -2.7 -4.0 -4.5 -3.2 -8.4 -1.9
新設住宅着工戸数（前年比）④ 1.8 -2.2 -10.3 -5.0 5.5 -5.6 -13.7 -22.4 -2.7 -24.7 -12.8 -8.8 -10.5
新築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）④ -30.2 -30.3 -13.6 -56.0 -58.6 19.8 -27.8 -41.9 -41.6 -47.7 -30.9 -9.0 -31.8
新車販売台数（乗用車、前年比）⑤ -3.1 -3.3 0.4 4.1 0.3 -2.5 2.5 5.0 -1.7 -0.5 1.5 21.6 1.2
実質家計消費支出（前年比）⑥ -17.4 -3.8 -4.0 -6.4 -6.5 -4.8 -12.7 1.5 0.6 -0.6 -1.0 -5.1 -3.3
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） 80.0 76.2 74.2 75.0 64.5 65.2 67.9 78.5 74.1 80.2 79.1 87.2 71.4
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） -0.6 -1.8 -1.5 -1.3 -1.8 -2.4 -0.9 -1.6 0.4 -0.6 -2.3 -1.2 -1.1

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

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

５月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

６月

×
×
×
×
×
×
×
×
―
×
×
×
×
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◯８月の非農業部門雇用者数は前月比－１１．３万人。失業率は４．９％と前月比＋０．４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　９月７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……７月は２８８．３億ドルの赤字。輸出は前年同月比－６．５％、輸入は同－７．４％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所）米国商務省　９月１９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……８月は前月比＋０．１％、コアは同＋０．２％
生産者物価指数……８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９月１８日、９月１４日発表

物　　　　価
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◯ＦＦレート誘導目標水準は８月２１日に０．２５％、９月１７日に０．５％引下げ３．０％。
１０年国債利回りは、８月から９月にかけて概ね４％台後半を推移。

米国金利の推移

米　国　金　利

FFレート誘導目標水準 
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財務省証券10年利回り 
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◯９月第３週時点で、ＮＹダウは８９２０ドル台まで、ＮＡＳＤＡＱも１５７０ポイント台まで下落（週足ベース）。

ＮＹダウ等の推移（週足ベース）

米　国　株　式
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月例経済報告（９月）

○基調判断は２ヶ月振りに据え置き　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府：９月１３日発表）

９月１３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いているものの、一部で

弱い動きがみられること、失業率は過去最高の５％台となり、求人も残業時間も弱含んでいること、輸

出、生産が大幅に減少し、設備投資も減少していることを取り上げた上で、景気に対する判断を「引き

続き悪化している」と総括した。また、先行きの懸念材料として、世界経済の一層の減速や在庫率が高

水準にあることなど、懸念すべき点がみられることが取り上げられている。

基調判断を「景気は、さらに悪化している」から「景気は、引き続き悪化している」と表現を若干変

更した理由について、内閣府は「『さらに悪化している』という表現を続ければ、どんどん悪化してい

るようで、下方修正ととられるため。『引き続き悪化している』と持続性のみを示し、（悪化）の程度が

加わっている訳ではない」と説明し、基調判断を２か月振りに据え置いた。

政策態度は「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」に従い、日本経済の再

生のための構造改革を断行することとしており、構造改革を強力かつ迅速に遂行するため、先行して決

定・実施すべき施策を「先行プログラム」としてとりまとめ、平成１３年度補正予算を編成するとし、前

回内容の「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」から変更している。

９月１１日に米国で起こった同時テロについては、「景気認識、先行き見通しを直ちに変更しなければ

いけない訳ではない。ショックの影響が持続するのか、もう少し分析する必要がある」と同省幹部は表

明している。

米国では既にガソリン小売価格が通常１ガロン（約３．８リットル）当り１ドル台の半ば前後の価格が

４ドルまで跳ね上がった州もあるという報道もあり、今回のテロ事件が経済に与える悪影響が懸念され

る。米国経済の混乱が世界経済に悪影響を及ぼすことは必至で、東京株式市場でも世界的金融システム

不安から８４年８月以来約１７年振りに日経平均株価が１万円を割り込んだ。当面は厳しい状況が続きそう

だ。

マクロ経済トピックス



９月の月例経済報告の総括判断及び主要項目の比較（前月からの変更部分は太字）
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８月　月例 ９月　月例

総　括
判　断

景気はさらに悪化している。
・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。住宅建設は、減少している。
・失業率は高水準で推移し、求人や残業時
間も弱含んでいる。
・輸出、生産が大幅に減少し、設備投資も
減少している。
先行きについては、世界経済の減速や在
庫の増加など、懸念すべき点がみられる。

景気は、引き続き悪化している。
・個人消費は、おおむね横ばいの状態が続
いているものの、一部で弱い動きがみら
れる。
・失業率は過去最高の５％台となり、求人
や残業時間も弱含んでいる。
・輸出、生産が大幅に減少し、設備投資も
減少している。
先行きについては、世界経済の一層の減
速や在庫率が高水準にあることなど、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。

おおむね横ばいの状態が続いているもの
の、一部で弱い動きがみられる。

住　宅
建　設

減少している。 同左

設　備
投　資

減少している。 同左

公　共
投　資

総じて低調に推移している。 同左

生　産
大幅に減少する中で、在庫が増加してい
る。

大幅に減少し、在庫率は高水準にある。

雇　用
情　勢

依然として厳しい。完全失業率がこれま
での最高水準で推移し、求人や残業時間も
弱含んでいる。

依然として厳しい。完全失業率が過去最
高の５％台となり、求人や残業時間も弱含
んでいる。

企　業
収　益

頭打ちとなっている。
頭打ちとなっており、電気機械を中心に製
造業では減益となっている。

国　際
収　支

輸出は大幅に減少している。輸入は減少
している。貿易・サービス収支の黒字は、
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。

８月

景気はさらに悪化している。
・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。住宅建設は、
減少している。
・失業率は高水準で推移し、求人や残業時間も弱含んでいる。
・輸出、生産が大幅に減少し、設備投資も減少している。
先行きについては、世界経済の減速や在庫の増加など、懸念すべき点がみられる。

９月

景気は、引き続き悪化している。
・個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いているものの、一部で弱い動きがみられる。
・失業率は過去最高の５％台となり、求人や残業時間も弱含んでいる。
・輸出、生産が大幅に減少し、設備投資も減少している。
先行きについては、世界経済の一層の減速や在庫率が高水準にあることなど、懸念すべき点がみら
れる。



平成１３年４－６月期GDP速報（QE）

○平成１３年４－６月期実質GDPは前期比－０．８％と３四半期ぶりにマイナス成長へ　　　　　　　　

（内閣府：９月７日発表）

平成１３年４－６月期の実質GDP成長率は、季節調整済み前期比－０．８％（年率－３．２％）と３四半

期ぶりのマイナス成長となった。

（注）８月１６日に発表された１－３月期の２次速報値は１次速報値の－０．２％から＋０．１％へ上方修

正された。これによって平成１３年度のゲタは＋０．３％となった。平成１３年度の当初政府見通し

（１月３１日閣議決定）の１．７％を達成するためには四半期ベースで前期比＋０．５％成長が必要と

なる。

４－６月期の実質成長率を需要項目別の成長寄与度に分けてみると、民間内需が－０．５％、公需が

－０．２％、外需－０．１％となる。民間企業設備投資は前期比－２．８％と２期連続でマイナスとなる一方、

民間最終消費支出は＋０．５％と２期連続でプラスとなった。また、外需は４期連続のマイナス寄与と

なっている。今次４－３月期QEのポイントは、１．民間消費はやや改善傾向を示したこと、２．民間企業

設備投資が調整局面に入ったこと、３．外需のマイナス寄与が続いていること、の３点である。

民間最終消費支出は前期比＋０．５％と１－３月期の＋０．６％から２期連続でプラス成長となった。尚、

１－３月期は１次速報の＋０．０％から２次速報では単身世帯支出の分が上方修正され＋０．６％となった

（家計調査ベースでは、４－６月期の実質消費支出（勤労者世帯）は前期比－３．３％、消費水準指数（１

世帯当たりの消費支出額を４人世帯３０．４日（３６５日÷１２ヶ月）に調整した数値）も同－３．３％とマイナ

スの伸びとなっている）。一方、供給側の統計をみると、６月の全国百貨店販売額（既存店ベース）

は＋２．１％と２０００年２月以来前年比でプラスとなるなど消費がやや改善したようにもみえる。しかし、

こうした改善は一時的なものと判断される。周知の通り、６月の完全失業率は５．０％と最高水準を更新、

同月の有効求人倍率も０．６０倍と年初来低下してきている。また所定外労働時間の伸びのマイナス幅も拡

大しつつある。IT関連業種の大規模な雇用削減計画も発表されており、こうした雇用削減の動きが本格

化すれば更に雇用情勢が悪化する公算がかなり高い。とすれば、消費が再び減速することが予想される。

民間企業設備投資は前期比－２．８％と１－３月期の－０．９％に引き続きマイナス成長となった。QE

の基礎統計となる法人企業統計季報によれば、４－６月期の製造業の設備投資（名目）は前年比＋１０．５％

となったものの、前期の＋２２．６％から大幅に伸びを鈍化させている。特に電気機械工業は＋１７．８％と前

期の＋３０．４％から大きく後退している。非製造業も同－１．８％と前期の－５．８％からはマイナス幅は縮

小したもののマイナスの伸びとなっている。売上高をみると、製造業が前年比－１．６％、経常利益も

－２１．２％と２年ぶりの減収減益となっている。IT関連業種のシェアが高まるなかで、世界的なIT需要

の調整が長引けば設備投資の調整が本格化する可能性が高まろう。

外需は前期比寄与度が－０．１％と４四半期連続でマイナス寄与となった。４－６月期は輸出等の伸び

が前期比で－２．９％と前期の－３．６％から２期連続でマイナスとなっている。米国経済は、４－６月期

の実質GDP成長率が前期比＋０．２％へ落ち込むなど、景気減速の程度が予想以上に大きくなりつつあ
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る。一時後退しつつあったＬ字型の景気パターンの見方も再びとりざたされ始めている。外需回復の見

込みは更に遠くなりつつある。

株価がバブル崩壊後の最安値を更新するなど、我が国経済を取り巻く環境は厳しさを増しつつある。

今後、補正予算、更なる量的金融緩和が遡上に上るものと思われるが、その政策効果の時間ラグ等を考

えば引き続き厳しい状況が続くものと思われる。

国内総生産（９３SNA：季節調整系列） （１０億円、％）

＜前期比寄与度＞

（出所）内閣府資料より郵政研究所作成
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実質国内総支出 0.1 -0.7 0.6 0.1 -0.8 1.4
民間最終消費支出 0.1 0.0 -0.3 0.3 0.3 0.8
民間住宅投資 -0.2 0.0 0.2 -0.2 -0.3 0.2
民間企業設備投資 -0.4 0.2 1.0 -0.2 -0.5 -0.2
民間在庫増減 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
政府最終消費支出 0.2 0.1 0.1 -0.0 0.1 0.6
公的固定資本形成 0.3 -0.9 -0.0 0.4 -0.3 -0.1
公的在庫増減 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
純輸出 0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.1 0.0

輸出等 0.4 0.0 0.1 -0.4 -0.3 0.5
輸入等 -0.3 -0.1 -0.4 0.2 0.2 -0.5

内需 0.0 -0.6 1.0 0.3 -0.7 1.4
民需 -0.5 0.2 0.9 -0.0 -0.5 0.8
公需 0.5 -0.8 0.1 0.4 -0.2 0.6
国内最終需要 -0.0 -0.6 1.0 0.3 -0.7 1.4

２０００年度
（平成１２）

２００１年度
（平成１３）

１９９９年度
（平成１１）

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6
民間最終消費支出 290,194 290,290 288,489 290,258 291,678 289,454

前期比 0.1 0.0 -0.6 0.6 0.5
前年比 0.0 -1.3 1.5 0.1 0.5 1.5

民間住宅投資 19,859 19,965 20,867 19,780 18,041 20,504
前期比 -5.3 0.5 4.5 -5.2 -8.8
前年比 -3.7 -2.5 4.0 -5.7 -9.2 5.1

民間企業設備投資 81,205 82,420 87,949 87,116 84,645 81,102
前期比 -2.5 1.5 6.7 -0.9 -2.8
前年比 2.5 3.4 7.6 4.6 4.2 -1.0

民間在庫増減 -171 -206 -111 -70 -42 -699
寄与度 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

政府最終消費支出 85,245 85,703 86,461 86,453 87,185 83,203
前期比 1.2 0.5 0.9 -0.0 0.8
前年比 3.8 3.1 3.7 2.7 2.3 4.0

公的固定資本形成 41,590 36,648 36,436 38,320 36,742 40,422
前期比 4.0 -11.9 -0.6 5.2 -4,1
前年比 -6.8 -5.9 -7.5 -4.2 -11.7 -0.7

公的在庫増減 159 52 72 92 -29 87
寄与度 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

純輸出 14,022 13,568 11,700 10,555 10,035 11,622
寄与度 0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.1 0.0

輸出等 59,841 59,977 60,487 58,310 56,618 54,606
前期比 4.0 0.2 0.8 -3.6 -2.9
前年比 14.6 11.9 9.8 1.4 -5.4 5.3

輸入等 45,818 46,410 48,787 47,755 46,583 42,983
前期比 3.9 1.3 5.1 -2.1 -2.5
前年比 10.4 9.5 11.1 8.3 1.7 6.2

実質国内総支出 532,103 528,441 531,864 532,502 528,254 525,696
前期比 0.1 -0.7 0.6 0.1 -0.8
前年比 1.0 0.3 2.5 0.2 -0.7 1.4

名目国内総支出 514,755 508,074 508,595 513,520 499,781 513,682
前期比 -0.5 -1.3 0.1 1.0 -2.7
前年比 -0.8 -1.2 0.5 -0.7 -2.9 -0.2

デフレータ 96.7 96.1 95.6 96.4 95.5 97.7
前期比 -0.6 -0.6 -0.5 0.8 -1.0
前年比 -1.8 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.5

２０００年度
（平成１２）

289,411

-0.0
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-1.9
84,871

4.6
-133
0.1

85,970

3.3
37,943

-6.1
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0.0

12,470
0.2

59,665

9.3
47,196

9.8
530,737

1.0
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1.0
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-0.1
0.7
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-0.5
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1.0
-0.8
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平成１３年７月分生産・出荷・在庫率速報について

○７月の鉱工業生産指数は５か月連続のマイナス　　　　　　　　　（経済産業省：８月３０日発表）

経済産業省が８月３０日に発表した生産・出荷・在庫指数速報によると、鉱工業生産指数が前月比５か

月連続マイナスの９５．０（季節調整値）と９４年３月以来の低水準となった。また同日に発表された製造工

業生産予測調査によると、８月上昇（＋４．３％）の後、９月は低下（－３．０％）を予測している。経済

産業省は基調判断を「生産は一段と低下傾向にあり、在庫は減少しているものの、在庫率が依然として

高水準にあることなどから、今後の動向を注視する必要がある」と、６月の「生産は低下傾向にあり、

在庫、在庫率は総じて増加基調にあることから、今後の動向を注視していく必要がある」から下方修正

した。

生産指数を業種別にみてみると、金属製品工業以外の１１業種で前月比マイナスとなった。特にIT関

連の一般機械（５か月連続）と電気機械（７か月連続）で減少が続いている状況となっている。寄与度

でみてもこの２業種のマイナス寄与がこのところ拡大傾向にあり、全体を押し下げている。

８月の月例経済報告において「世界経済の減速」が明記されたように、このところの生産の減少は輸

出の不振、特に電気機器をはじめとするIT関連の不振によるところが大きく、それが日本の生産の減

速に繋がっている。

一方、在庫指数は季節調整値で前月比２か月連続のマイナスとなり在庫調整が進んでいるかにみえる

が６月が－０．６％、７月が－１．４％とその足取りは緩やかである。景気局面の判断材料として用いられ

る在庫循環図でみると円が大きく膨らむ可能性を示唆しており、今回の在庫調整の進行が緩やかなもの

であることが伺われる。このまま在庫調整が遅れるようだと景気回復の足取りも遅れる可能性があり、

日本経済の低迷も長期化する懸念がある。

８月２９日に米国２００１年４－６月期の実質GDPが年率＋０．２％に下方修正され、米国の景気減速傾向

が鮮明になった。７月から始まった減税と年初から８月まで計７回、３％に達する利下げにより景気を

下支えすることが期待されるものの、いわゆるIT不況という今までに経験したことのない不況のため

景気低迷は長期化するのではという懸念もあり、楽観視は出来ない。

今回の日本の景気減速は米国を始めとする世界経済の減速によることは明らかであり、米国経済の減

速が長引くようだと日本企業の生産調整も長期化する可能性が大きい。
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生産指数業種別寄与度の推移　　　　　　　　　　　　IT関連輸出額の推移

鉱工業全業種

電気機械　　　　　　　　　　　　　　　　　一般機械
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平成１３年７月の労働力調査について

○７月の完全失業率（季節調整済）は５．０％と過去最悪の水準に　

総務省が８月２８日発表した労働力調査によると、７月の完全失業率（季節調整済）（以下、失業率）

は５．０％と前月比０．１％上昇した。失業率が５％台となるのは、調査が始まった昭和２８年以後では初め

てのことであり、過去最悪の水準となった。男女別では、男性が５．２％、女性が４．８％とともに前月に

比べて０．１％の上昇となり、特に男性は過去最悪の水準となった。

就業者数は６４５２万人で前年同月比３７万人の減少と４ヶ月連続の減少となった。産業別では、「運輸・

通信業」「卸売・小売業、飲食店」「サービス業」が前年同月比で増加となったのに対して、「建設業」

が同２１万人減と８ヶ月連続の減少、「製造業」が同５８万人減と３ヶ月連続の減少となった。特に「製造

業」は今年２～４月の就業者数の増加から、再び減少に転じたため、就業者数全体の減少に大きく寄与

することとなった。この要因としては、年初来のアメリカの景気減速に伴い、輸出産業、特に電機、精

密機械などのハイテク関連の業績が急速に悪化しているためである。大手電機メーカーは業績の悪化に

対して、相次いで人員削減を柱としたリストラ策を打ち出しており、今後も製造業を中心とした就業者

数の減少は続くものと考えられる。一方、他産業の雇用を吸収してきたサービス業も、今年２月の対前

年増加数１０２万人をピークとして徐々に増加数が減少しており、建設業、製造業の減少分を吸収する余

力が小さくなっている。

また、失業者数は３３０万人で前年同月比２３万人の増加と４ヶ月連続の増加となった。求職理由別に見

ると、非自発的な離職による者は前年同月と同数であったのに対して、自発的な離職による者は１５万人

増加、学卒未就職者は６万人の増加となった。これは、転職を試みたものの、企業側との雇用条件が折

り合わずに失業者となった、いわゆる雇用のミスマッチにより失業者が滞留したためと考えられる。ま

た、１５～２４歳で６万人、２５～３４歳で９万人と主に若年層で失業者が増加していることから、新卒採用に

ついても依然として環境が厳しいことが推察される。

失業率が今回５％台に突入した要因は、雇用のミスマッチなどによる構造的・摩擦的失業率が徐々に

上昇していることに加えて、年初来の景気後退による需要不足失業率が増加したためと考えられる。今

後は、①業績悪化に伴う製造業の雇用調整が本格化すること、②不良債権処理に伴い建設業・不動産業

など構造不況業種の淘汰が進むこと、③新規に雇用を吸収することが期待されるサービス業についても、

個人消費に減速の兆しが見られ、従来ほど雇用を下支えする効果が期待できないことから、雇用環境は

引き続き厳しいものとなろう。
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男女別の失業率　　　　　　　　　　　　　各産業の就業者数増減率への寄与度

平成１３年７月労働力調査結果概要

構造的摩擦的失業率、需要不足失業率

完全失業率（季調済） 
女性完全失業率（季調済） 
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サービス業 
卸売・小売業 
運輸通信業 

製造業 
建設業 
就業者増減率 

11
年
Ⅱ
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年
Ⅲ
 

11
年
Ⅳ
 

12
年
Ⅰ
 

12
年
Ⅱ
 

12
年
Ⅲ
 

12
年
Ⅳ
 

13
年
Ⅰ
 

13
年
Ⅱ
 

13
年
7月
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45 48 51 54 57 60 3 12963 6

（％） 
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

構造的・摩擦的失業率 

需要不足失業率 

完全失業率 

実数
（万人）

前 年 同 月
増減（万人）

就業者 6452 ▲ 37

男 3798 ▲ 24

女 2655 ▲ 13

雇用者 5390 29

自営業主・家族従業者 1038 ▲ 70

［主な産業別就業者］

農林業 319 ▲ 8

建設業 629 ▲ 21

製造業 1288 ▲ 58

運輸・通信業 419 12

卸売・小売業、飲食店 1490 32

サービス業 1745 17

実数
（万人）

前 年 同 月
増減（万人）

完全失業者 330 23

男 203 13

女 127 10

［求職利用別］

比自発的な離職による者 99 0

自発的な離職による者 114 15

学卒就職者 18 6

その他の者 86 ▲ 1

実数（％） 前月比

完全失業率（季調値） 5.0 0.1

男 5.2 0.1

女 4.7 0.1

（注）需要不足失業率＝完全失業率－構造的・摩擦的失
業率で算出（四半期）

（出所）厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省「労働
力調査」より厚生労働省推計



日銀による金融緩和措置について

日銀は９月１８日の金融政策決定会合において金融緩和措置を決定した。８月１４日に続いての緩和措置

である。内容は次の通りである。

�金融市場調節方針の変更：当面、日本銀行当座預金残高が６兆円を上回ることを目標として、潤沢

な資金供給を行う。

�公定歩合の引き下げ：公定歩合を０．１５％引き下げ０．１０％とし、明日より実施する。

�補完貸付制度の利用上限日数の引き上げ：補完貸付制度（いわゆるロンバート型貸付制度）の公定

歩合による利用上限日数を、今積み期間（９月１６日～１０月１５日）について、５営業日から１０営業日

に引き上げる。

今回の緩和は、９月１１日に発生した米国における同時多発テロ事件発生後の流動性需要の高まりを受

けたもので、１７日のFRBによる０．５％、欧州中銀による０．５％の利下げ、及び１８日の英国中銀による

０．２５％の利下げとの協調利下げ措置である。既に日銀は事件後、当座預金残高を８兆円を上回る水準に

まで拡大させる措置を講じていた。

各国とも金融緩和措置の最大の眼目は流動性の確保である。万が一、資金、証券決済機能が麻痺した

場合の混乱を回避するために潤沢に資金を供給する用意を示す事で市場を安定させる意図である。

次に、各国とも悪化している景気を更に下押しする懸念が大きいために、景気を浮揚させる目的であ

る。FRBは利下げ後のステートメントのなかで、当面の政策運営方針について「景気配慮型」（＝リス

クは引き続き景気減速の方向にある）を継続すると表明しており、次回の１０月２日の定例FOMCで追

加利下げの公算がかなり高い。湾岸戦争時もそうであったが、消費者マインド、投資マインドが大きく

後退する事が確実で、特に米国の場合、クリスマス商戦を控え消費が落ち込むリスクが高まっている。

我が国においても、株価がバブル崩壊後の最安値更新が続くなど厳しい状況が続いているため、更なる

緩和措置、補正予算を求める声が高まろう。今後、引き続き日銀当預残高の積み増し、長期国債の買い

切り増額措置が予想される。
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我が国政策金利の推移

米国政策金利の推移

欧州政策金利の推移
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１　はじめに

USPS（米国郵便庁）は世帯における郵便の差

出、受取の実態を把握するため、毎年、５，３００世

帯（１９９９年における全世帯数は１億３２０万世帯）

を対象に調査を行っている。この調査は、最初に

面接を行った上で、１週間単位でその世帯の郵便

の受取、差出を記録してもらい、それを集計し多

角的かつ詳細に分析しており、その結果はThe

Household Diary Studyとして公表されている。

この調査の分析は多岐にわたっているが、ここ

では、その中からＤＭ関係を中心に米国世帯にお

ける郵便利用の特徴を紹介する。

２　部門別の郵便利用状況

米国の１世帯が１週間に差し出し、または受け

取る通数の平均は、１９９９年には２１．５通であった。

１９８７年には２３．０通、１９９７年は２２．４通、１９９８年は

２２．６通であり、あまり変化していない。（表１）

表１　部門間の差出・受取割合　　　　単位：通

部門別の郵便利用状況を割合でみると、世帯発

の郵便物の割合は、１９９９年で６．９％であり、１９８７

年の１１．２％より減少している。一方、非世帯発の

割合は１９９９年で９３．０％と大半を占めている。日本

の私人・事業所間の交流状況（２０００年郵便利用構

造調査）と比べてみると、日本では私人発の割合

が１７．５％と米国の６．９％と比べて高いが、日本で

は私人発のうち私人宛が１５．８％、事業所宛が１．

７％であるのに対して、米国では世帯から世帯宛

が２．９％、非世帯宛が４．０％と非世帯宛が多く、

米国では公共料金等の支払いのために小切手を郵

送することが多いなど日米の郵便利用形態の違い

によるものと考えられる。なお、この割合を比較

するときには、米国の郵便物数が日本の約８倍あ

米国世帯における郵便利用
～The Household Diary Studyから～

第一経営経済研究部長　　濱　 俊之

トピックス

部門 1987 1997 1998 1999

世帯から世帯 1.6 1.2 1.1 1.1

世帯から非世帯 2.1 1.8 1.7 1.5

非世帯から世帯 18.5 18.9 19.4 18.6

連邦政府から世帯 0.4 0.2 0.2 0.2

差出元不明 0.1 0.2 0.2 0.2

あて先不明 0.3 0.0 0.0 0.0

（世帯郵便合計） 23.0 22.4 22.6 21.5

米国世帯、ファーストクラスメール、スタンダードメール（Ａ）、DM

キーワード
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ることに留意する必要がある。（図１、２）

３　世帯受取郵便物の種別、内容

米国の１世帯が１週間に受け取る郵便物の種別

は、１９９９年においては、ファーストクラスメール

が８．６１通（４３．０％）、定期刊行物が１．０３通（５．１％）、

スタンダードメール（Ａ）が１０．１４通（５０．７％）と

なっている。（図３）米国全体の郵便通数の割合と

比べると、ファーストクラスメールとスタンダー

ドメール（Ａ）の割合が逆転している。

図１　部門別交流状況（割合）

（米国は１９９９年、日本は２０００年、なお日本の郵便利用構造調査では私人、事務所と表示）

非世帯→非世帯�連邦政府→世帯�非世帯→世帯�世帯→非世帯�世帯→世帯� 不明�

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

日本� 15.8 50.4

1.7

32.1

米国�

2.9

4.0 50.0

0.5 0.4

42.1

図２　部門別交流状況（通数）

非世帯→非世帯�連邦政府→世帯�非世帯→世帯�世帯→非世帯�世帯→世帯� 不明�

0 500 1,000 1,500 2,000 億通�

日本�

米国�

図３　世帯が受け取る種別の通数

スタンダードメール（Ｂ）�スタンダードメール（Ａ）�定期刊行物�ファーストクラス� 政府�

0 5 10 15 20 25 通�

1999 8.61
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世帯が受け取る郵便物の内容を見てみると、広

告を内容とする郵便物が１９９９年で６０．５％と過半数

を占めており、請求書の割合は１３．８％、金銭関係

は４．４％となっている。（なお、The Household

Diary Studyでは新聞、雑誌といった「定期刊行

物」も広告を内容とするものに含めて広告を内容

とする郵便の割合は６５．２％としているが、ここで

は定期刊行物は除いた割合とした。また、この中

には、広告のみのものだけではなく、広告が同封

されているものや寄付の依頼も含んでいる。）広

告を内容とする郵便物の割合は、１９８７年の４８．６％

から増加しており、ここ数年は６０％前後で推移し

ている。（図４）

４　　年齢・収入別の広告郵便物の受取通数

The Household Diary Studyでは、年齢、収入、

学歴等の世帯属性と広告を内容とする郵便物の受

取の関係も詳細に分析している。その中で、年齢、

収入と受取通数の関係をご紹介する。

世帯主の年齢と郵便物の受取の関係については、

ファーストクラスメールとスタンダードメール

（Ａ）について分析しており、ファーストクラス

メールについては４５～５４歳の受取通数が、スタン

ダードメール（Ａ）については５５～６４歳の受取数が

最も多くなっているが、世代間の受取通数の差は

スタンダードメール（Ａ）のほうが大きい。（図５）

図４　世帯受取郵便物の内容別割合

注：ファーストクラスの広告が同封されているものが２度数えられているので、合計は１００％を超える。
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収入と受取通数の関係では、ファーストクラス

メールとスタンダードメール（Ａ）ともに、収入

が増加するに伴って受取数が増加している。スタ

ンダードメール（Ａ）は、収入が大きくなるほど受

取数の増加が大きくなる傾向が見られる。（図６）

５　スタンダードメール（Ａ）

ここでスタンダードメール（Ａ）について説明

する。スタンダードメール（Ａ）は、封書、フラッ

ト（大型薄物）、小包の形状を含んでいるが、重

量は１６オンス（４５３．６ｇ）までを対象としており、

ファーストクラスメールより送達速度は遅いが、

事前区分割引、道順組立割引、あて地郵便局差出

などの割引が大きく、低廉な料金で差し出せる

サービスとなっている。なお、USPSの最新の

DMM５６（Domestic Mail Manual５６版２０００年７

月発行）ではスタンダードメール（Ａ）は単に

「スタンダードメール」と改称され、小包等を対

象とするスタンダードメール（Ｂ）は「パッケー

ジサービス」と改称されている。

スタンダードメール（Ａ）の内容を１９９９年につ

いてみると、広告が８８．６％（世帯受取に対する割

合）と大半を占めている。（図７）また、利用者

を産業別にみると、通信販売が１３．５％を占め、出

版が７．０％、デパートが５．８％、専門店が４．８％

となっている。（図８）

図６　収入別の１週間当り広告郵便物受取通数（１９９９）
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６　　広告を内容とする郵便物に対する態度

広告を内容とする郵便物について、どの程度読

んでいるかの質問に対しては、１９９９年調査では、

「いつも読む」が１２．４％、「いつもざっと見る」が

３６．３％、「いくつかは読む」が３８．２％、「いつも読

まない」が１２．６％となっている。これをこれまで

の調査結果と比べてみると、「いつも読む」は、

１９８７年には１９．６％であったものが１９９７年には

１３．５％、１９９８、１９９９年は１２．４％と減少しているこ

とがわかる。これに対して、「いくつかは読む」

が１９８７年の２９．６％から、１９９７年には３５．９％、１９９８

年は３７．２％と徐々に増加している。（図９）

広告を内容とする郵便物を読む割合は、世帯の

受取物数によって影響を受けており、受取物数が

多くなるにつれて「いつも読む」割合が減少し、

「いくつかは読む」割合が増加するが、「いつも

ざっと見る」「いつも読まない」とする割合は受

取物数にあまり影響を受けていない。（図１０）

広告を内容とする郵便物が大部分を占めるスタ

ンダードメール（Ａ）について、郵便物を読む割

合は、その郵便物を発送した組織に対する親しさ

によって影響を受けている。「取引があった組織」

からの郵便物は「読んだ」割合が６７．７％、「見た」

図９　広告を内容とする郵便物に対する態度
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が１７．５％と高く、「知っている組織から」「知らな

い組織」になるにつれて「読んだ」「見た」とす

る割合は低くなり、「捨てた」とする割合が高く

なっている。（図１１）

また、スタンダードメール（Ａ）について、役

に立つかどうかの評価と読むことの関係について

は、「役に立つ」と評価された郵便物ほど読まれ

る割合が高く、「興味がない」「不快」と評価され

た郵便物は捨てられる割合が高くなっており、受

取人によって「役に立つ」と評価されるかどうか

が重要なポイントとなっている。（図１２）

郵便物が「役に立つ」と評価されるかどうかは、

発送した組織に対する親しさによって影響を受け

ている。スタンダードメール（Ａ）についての調

査では、「取引があった組織」からの郵便物は

「役に立つ」「興味がある」と評価される割合が高

く、「知らない組織」からの郵便物ほど「興味が

ない」と評価される割合が高い。（図１３）

また、広告を内容とする郵便物は多いほうがよ

いか少ない方がよいかの質問に対しては、１９９９年

の調査では「少ない方がよい」と答えた世帯の割

合が５０．０％となっており、１９８７年の３０．４％と比べ

て大幅に増加している。一方、「いくらでもかま

わない」との回答が１９８７年の６２．５％から１９９９年に

図１１ 組織に対する親しさと郵便物を読む割合（１９９９）
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は４２．２％と大幅に減少している。「もっと多いほ

うがよい」との回答は１９９９年で６．７％であった。

（図１４）

広告を内容とする郵便物に回答するかどうかに

ついては、ファーストクラスメールについては

１４．５％が、スタンダードメール（Ａ）（ノンプロ

フィットを除く）については１２．４％が、スタン

ダードメール（Ａ）ノンプロフィットについては

１７．３％が「回答する」としている。（図１５）

図１３ 差出企業の親しさと役に立つかどうかの評価（１９９９）
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図１６ 役に立つかどうかの判断と回答する割合（１９９９）

回答する　　たぶん回答する　　回答しない　　分からない／無回答�
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興味がある�6.3 3.513.0 77.3

役に立つ� 28.3 26.7 40.7 4.3

スタンダードメール（Ａ）の広告について、米

国世帯が回答するかどうかについては、「役に立

つ」と判断されるかどうかで回答する割合が異な

り、「役に立つ」と判断された郵便物ほど「回答

する」「たぶん回答する」割合が高い。（図１６）

また、「回答する」とする割合は、取引があっ

た組織からの郵便物のほうが高い。（図１７）

差出企業の業種毎に、「回答する」とする割合

をみてみると、全般的にはファーストクラスメー

ルのほうがスタンダードメール（Ａ）より高い回

答率を得ている。（図１８）

図１７ 差出企業への親しさと回答する割合（１９９９）
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また、スタンダードメール（Ａ）について、役

に立つと評価し、あるいは回答するとする割合を

産業別にみると表１９、表２０のようになる。

７　　まとめ

USPSが行っているThe Household Diary

Studyからは、米国世帯の郵便利用の実態ととも

に、米国の産業が郵便をどのように利用している

のかも浮かび上がってくる。

本稿で見たように、米国の郵便は広告に使われ

てる割合が大きく、郵便事業における広告を内容

とする郵便物の重要性がうかがわれる。The

Household Diary Studyでは、広告を内容とする

郵便物について様々な角度から詳細な分析を行っ

ている。

日本の郵便は、米国と同様に事業所から差し出

される郵便物のウェイトが大きく、ＤＭは、郵便

事業の収入の大きな柱になっている。今後の日本

の郵便利用動向を考える上で、米国の郵便利用実

態とその推移を分析することは重要と考えられる。

図１８ 業種別の回答する割合（１９９９）
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はじめに

わが国は、資源を国に集中させることで、画一

的な財政運営を行ってきた。その結果、経済的成

果をあげ、先進国の仲間入りを果たした。しかし

ながら、経済的成果をあげたいま、国民のニーズ

の多様化や高齢化社会などへの対応が、政府に期

待されるようになった。その期待に応えるために、

多様性を重視した財政運営、地域に根ざした財政

運営の必要性が指摘されている。特に、地方分権

には、それを実現させるものとして期待が大きい。

地方分権とは、街づくりや福祉といった身近な行

政に対して、地域住民が主体性をもって担えるよ

うに、国から地方自治体に権限を移すことである。

すなわち、それぞれの地域に必要な地方公共サー

ビスは、地域の判断と責任のもとで供給され、国

と地方自治体の役割分担が明確化される。その結

果、地域住民のニーズにあった地方公共サービス

が効率的に供給されると期待されている。なぜな

ら、地方自治体の財政責任が明確化され、地域住

民にコスト意識が働くからである。地方分権に

よって地方自治体の役割が明確化された後に、

地方税とはどうあるべきであろうか。本稿では、

地方分権に対応した地方税のあり方について検討

する。まず次節で、地方財政の実態を把握しよう。

１　地方財政の実態

受益と負担の乖離

地方公共サービスの財源は、地域住民が直接負

担することが望ましい。なぜなら、財政移転が大

きいと、地方自治体の主体性を弱めるからである。

さらに、地域住民のコスト意識が弱まることで財

政錯覚が生じ、地方公共サービスへの過大な要求

を招くからである。このように、地方財政の健全

性を保つためには、地域住民が直接負担する地方

税の比率を高め、受益と負担の乖離を縮小するこ

とが必要である。それでは、実際の地方財政は、

どのように運営されているのであろうか。図１を

見れば、わが国の租税収入のなかで、地方税が占

める割合は４０％程度で、国税のそれは６０％程度で

ある。近年、地方税の割合が上昇傾向にあるのは、

国税収入の落ち込みによるところが大きい。国税

収入の落ち込みは、景気動向に左右されやすい法

人所得への依存度が高いためである。しかしなが

ら、わが国の歳出構造を見れば、国の歳出よりも

地方自治体のそれは大きいと言われている。図２

を見れば、国の歳出がGDP比で１０％程度である

のに対し、地方自治体のそれは２０％にも達する。

すなわち、地方自治体の租税収入は国の半分であ

るが、地方自治体の仕事は国の二倍である。

地方分権に対応した地方税のあり方

第二経営経済研究部研究官　　山下　耕治

トピックス

地方分権　地方税　地方の法人課税　租税競争　租税輸出

キーワード
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このような地方財政は、他の先進国と比較して

どのような特徴があるのだろうか。表１を見れば、

わが国の地方税は、国民所得比で９．２％の水準に

ある。この規模はイギリスの６．５％を上回り、連

邦国家と比較しても見劣りしない。また、地方歳

出においても、わが国はGDP比で１９．０％の水準

にある。この規模は連邦国家を凌ぐほどで、わが

国の地方自治体の仕事は多いと言える。しかしな

がら、このような事実を見て、わが国では地方分

権が実現していると解釈することは妥当であろう

か。わが国の特徴は、税収段階で国と地方の比率

が６１：３９であるのに対し、歳出段階でそれが

３５：６５と逆転してしまうことにある。このような

逆転は、強固な中央集権のもとで実施された財政

移転によるものである。この乖離の大きさによっ

て、わが国の地方自治体は財政責任を弱め、地域

住民は財政錯覚に陥るのである。

図１　租税収入の配分

資料：国民経済計算年報（内閣府） 地方財政統計年報（総務省）
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図２　政府支出の規模(対GDP比)

資料：国民経済計算年報（内閣府） 地方財政統計年報（総務省）
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三割自治

税源配分と歳出配分の乖離は、国から地方自治

体への財政移転によって埋め合わされる。図３を

見れば、地方自治体の歳入のうち地方税は３０～

４０％程度で、それ以外の収入源として、地方交付

税、国庫支出金、地方債が大きな比重を占めてい

る。８０年代後半以降、地方交付税は国庫支出金を

上回るようになり、財政移転の最たるものとなっ

た。また、９０年代以降、地方債への依存度が急激

に拡大している。これは、幾重にも打ち出された

景気対策の地方負担分として、地方債が発行され

たためである。地方債とは基本的には地方自治体

が負う債務であるが、地方債の元利払いの一部が

地方交付税の基準財政需要額に算入されるため、

地方債の増加は、後年度の地方交付税の増加を意

味する。したがって、地方債の発行も、財政移転

の手段として実施されている側面が強いと言える。

このように、わが国の地方自治体は財政移転に大

きく依存し、地域住民の直接負担である地方税は

３０％程度に過ぎない。この地方財政の実態は３割

表１　財政規模の国際比較（１９９７年度）

注：『国民経済計算年報』（内閣府），『主要国の地方財政制度』（財務省）をもとに作成。イギリスは１９９６年度である。

単一制 連邦制

日本 イギリス フランス アメリカ ドイツ

租税負担率 国（連邦） 14.2％ 30.2％ 15.2％ 14.8％ 15.2％

（国民所得比） 地方 9.2％ 6.5％ 10.9％ 14.4％ 10.9％

国：地方 61％：39％ 82％：18％ 58％：42％ 51％：49％ 58％：42％

歳出規模 国（連邦） 10.3％ 21.1％ 11.6％ 9.5％ 11.6％

（GDP比） 地方 19.0％ 9.4％ 14.7％ 16.8％ 14.7％

国：地方 35％：65％ 69％：31％ 44％：56％ 36％：64％ 44％：56％

図３　地方政府の歳入構成

資料：国民経済計算年報（内閣府） 地方財政統計年報（総務省）
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自治と言われることがある。３割自治とは、地方

自治体には歳入の３割程度の地方税しかないとい

う意味である。ところが、個々の地方自治体を見

ると、地方税の割合は多様である。表２を見れば、

地方税の割合が１０％の県や１％の町村が存在して

いる。３割自治どころか、１割自治や１分自治と

いった状況である。これほどの財源を国に頼った

状況では、地方自治体が主体性を発揮することは

容易ではなく、地方自治が機能する余地は少ない。

地方税の法人偏重

表３を見れば、１９９９年度の市町村税は、２０兆

４，３９９億円（地方税収の５８．４％）である。一方で、

道府県税は１４兆５，８６３億円（同４１．６％）である。

市町村税で最も構成比が高いのは固定資産税で、

市町村税のうち４５．６％を占める。固定資産税とは、

土地や家屋の所有者に課される税で、課税対象は

土地、家屋、償却資産に分けられる。評価額は固

定資産評価基準に基づいて市町村長が決定し、標

準税率は１．４％である。次いで構成比が高いのは

市町村民税で、４０．９％を占める。市町村民税は、

個人均等割、個人所得割、法人均等割、法人税割

に分けられる。個人均等割は、市町村の人口規模

に応じて２千円、２．５千円、３千円である。個人

所得割は、課税所得に応じて３％、８％、１０％で

ある。法人均等割は、資本金と従業員数に応じて

５万円～３００万円である。法人税割は、国税であ

る法人税額を課税標準として１２．３％である。一方、

道府県税で最も構成比が高いのは事業税で、道府

県税のうち２７．０％を占める。事業税とは、事業所

得あるいは収入金額に課される税で、事業の種類

に応じて５．６％～１１％である。次いで構成比が高

表２　｢地方税／歳入｣の上位１０団体と下位１０団体（１９９９年度）

資料：『地方財政統計年報』（総務省），『市町村別決算状況調』（総務省）

市町村 都道府県

順位 自治体 地方税／歳入 順位 自治体 地方税／歳入

1 刈羽村　　（新潟県） 74％ 1 東京都 62％
2 田尻町　　（大阪府） 72％ 2 神奈川県 50％
3 川越町　　（三重県） 72％ 3 愛知県 47％
4 三芳町　　（埼玉県） 70％ 4 大阪府 42％
5 知多市　　（愛知県） 70％ 5 千葉県 38％
6 湯沢町　　（新潟県） 69％ 6 埼玉県 36％
7 神栖町　　（茨城県） 69％ 7 静岡県 34％
8 飛島村　　（愛知県） 68％ 8 福岡県 33％
9 女川町　　（宮城県） 68％ 9 京都府 31％
10 幸田町　　（愛知県） 67％ 10 宮城県 29％
3243 大和村　　（鹿児島県） 2％ 38 岩手県 14％
3244 渡名喜村　（沖繩県） 2％ 39 青森県 14％
3245 布施村　　（島根県） 2％ 40 鹿児島県 14％
3246 鹿島村　　（鹿児島県） 2％ 41 長崎県 14％
3247 魚島村　　（愛媛県） 2％ 42 秋田県 14％
3248 御蔵島村　（東京都） 1％ 43 沖縄県 14％
3249 十島村　　（鹿児島県） 1％ 44 徳島県 13％
3250 富山村　　（愛知県） 1％ 45 鳥取県 13％
3251 高島町　　（長崎県） 1％ 46 高知県 11％
3252 三島村　　（鹿児島県） 1％ 47 島根県 10％
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表３　地方税収入の構成比（％）

資料：『地方財政白書』（総務省）

いのは道府県民税で、２４．８％を占める。道府県民

税は、個人均等割、個人所得割、法人均等割、法

人税割、利子割に分けられる。個人均等割は、人

口規模に関係なく１千円である。個人所得割は、

課税所得に応じて２％、３％である。法人均等割

は、資本金と従業員数に応じて２万円～８０万円で

ある。法人税割は、国税である法人税額を課税標

準として５％である。利子割は、利子所得を課税

標準として５％である。ところで、１９８９年度と１９

９９年度を比較すれば、法人関係二税（法人住民

税、法人事業税）が極度に落ち込んでいることが

わかる。この落ち込みは法人企業の業績低迷によ

るもので、法人所得課税の不安定性を示している。

このようなわが国の地方税体系は、他の先進国

と比較してどのような特徴があるだろうか。表４

を見れば、多くの国々で、地方税は固定資産を課

税ベースにしていることがわかる。特に、イギリ

スは、固定資産に大きく依存している。一方で、

スウェーデンでは、個人所得に大きく依存してい

る。すなわち、地方税の税源は固定資産か個人所

得が中心的な存在で、法人所得に依存しているの

は、わが国だけである。このように、わが国の地

方財政は、受益と負担の乖離が大きいことだけが

問題ではなく、法人に依存した租税構造にも問題

が内在する。なぜなら、法人は投票権をもたない

ため、地方自治体は法人に対して財政責任を果た

す誘因が阻害される。また、法人課税はその負担

の帰着が不明確あるため、地域住民の財政錯覚を

助長する可能性がある。

わが国の地方財政の問題は、地方自治体レベル

で受益と負担が乖離していることと、地方税の法

人依存度が高いことにある。地方税とは、そもそ

も、どのように課税されるべきであろうか。次節

で、地方税の租税原則について整理する。

市町村税 道府県税
区分 1989年度 1999年度 区分 1989年度 1999年度

市町村民税（個人分） 34.8％ 30.8％ 道府県民税（個人分） 15.7％ 16.9％
市町村民税（法人分） 19.7％ 10.1％ 道府県民税（法人税） 7.8％ 5.2％
固定資産税 33.4％ 45.6％ 道府県民税（利子割） 5.9％ 2.6％
都市計画税 5.3％ 6.7％ 事業税（個人分） 1.4％ 1.6％
その他 6.8％ 6.8％ 事業税（法人分） 42.9％ 25.4％

地方消費税 － 17.0％
自動車税 8.1％ 12.0％
その他 18.2％ 19.3％

総額 17.0兆円 20.4兆円 総額 14.8兆円 14.6兆円

表４　単一国家における地方政府の税源構成（％）

資料：『Revenue Statistics』（OECD）

所得・利潤
固定資産 一般消費 個別消費 利用料 その他

個人 法人

1975 1998 1975 1998 1975 1998 1975 1998 1975 1998 1975 1998 1975 1998 1975 1998

日本 54.8 47.2 26.3 26.5 28.5 20.7 24.9 31.1 － 7.1 15.1 8.5 4.9 5.2 0.2 1.0

イギリス － － － － － － 100 99.5 － － － － － － － 0.5

フランス － － － － － － 46.0 50.6 － － 4.8 6.2 3.2 4.0 46.0 39.1

オランダ 15.4 － 15.4 － － － 54.2 62.8 － － 2.7 1.4 27.7 35.7 － －

スウェーデン 99.6 100 91.5 100 8.2 － － － － － 0.3 － 0.1 － － －



２　租税原則から評価した地方法人課税

租税とはいかにあるべきであろうか。国税であ

ろうと地方税であろうと、租税には、一般的に考

慮されるべき原則がある。その一般原則とは、公

平性、中立性、簡素である。第一の公平性とは、

経済的に等しい状態にあれば等しい税を負担し

（水平的公平）、経済的に異なる状態にあれば異な

る税を負担する（垂直的公平）という原則である。

例えば、所得水準や扶養家族の人数が全く同じ世

帯であれば同額の税負担が求められ、そうでない

ならば異なる税を負担することになる。第二の中

立性とは、市場経済で達成される資源配分をでき

るかぎり歪めないように課税するべきであるとい

う原則である。例えば、家計の労働供給や企業の

生産活動に対して、租税が影響を及ぼさないこと

が求められる。第三の簡素とは、徴税コストを出

来る限り小さく抑えなければならないという原則

である。公平性と中立性の観点から望ましい租税

でも、膨大な徴税コストを要するのであれば、そ

の租税は好ましくない。

地方税もこれらの一般原則が満たされることが

前提になるが、地方税に固有の租税原則も存在す

る。地方税の租税原則とは、応益性、安定性、普

遍性、負担分任性などがある。第一の応益性とは、

地方公共サービスの供給に関する費用負担は、そ

の便益に応じて負担することが望ましいという原

則である。地価に地方公共サービスの便益が反映

されているとすれば、固定資産税は、応益性の観

点からは好ましいと言える。第二の安定性とは、

税収が景気動向に左右されないで安定的に徴収で

きることが望ましいという原則である。これは、

地方公共サービスは経常的な支出が多いためであ

る。したがって、景気動向に大きく左右される法

人所得税は、表３にもあるように、安定性に欠け

る。第三の普遍性とは、どのような地域であって

も、十分な税収を確保できることが望ましいとい

う原則である。法人課税は、地域偏在が大きく普

遍性に欠ける。一方で、固定資産税あるいは個人

所得税（累進度の低い）は、普遍性の観点からは

好ましいと言える。第四の負担分任性とは、地方

公共サービスの供給に関する費用負担は、その地

域住民が皆で広く負担すべきであるという原則で

ある。これは、地域住民に地方自治を自覚させる

ためである。住民税の均等割は、負担分任性の観

点からは好ましいと言える。

もちろん、これらの租税原則を単一の税源で実

現することはできない。複数の税源で補完しなが

ら地方税体系を構築する必要がある。しかしなが

ら、これらの原則のなかでどれをより重視するか

は、時代背景にも応じて変貌するであろう。地方

分権が推進される状況下では、応益性や安定性と

いった租税原則がより重視されるべきである。な

ぜなら、応益性には税負担が反映されるし、生活

に身近な地方公共サービスの供給には安定性も不

可欠である。したがって、法人所得課税は、応益

性や安定性の観点からは地方税として不適当であ

ろう。一方で、土地などへの資産課税や累進度が

低い個人所得課税が、地方分権に対応した地方税

としては適当であると考えられる。

３　地方自治体の行動から評価した地方法人課税

わが国の地方税は、他の先進国と比較して法人

課税への依存度が高い。地方税の課税ベースとし

て法人を認めたままで、税率決定の権限が地方自

治体に移譲された場合、どのような事態を招くで

あろうか。国税として法人課税が全国一律に課さ

れるケースと、地方税として法人課税が地方自治

体の自由裁量で課されるケースとの違いは、財政

的外部性を発生させるかどうかである。すなわち、

地方自治体の租税政策は、その地域住民だけでは

なく非地域住民の厚生水準にも影響を及ぼす場合
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がある。この影響が、財政的外部性である。しか

しながら、地方自治体は、その地域住民の厚生水

準にのみ関心を向け意思決定を行うので、社会全

体で見れば好ましくない状況が起きる場合がある。

例えば、グローバル化が進展した状況下では、

企業は、地方自治体の行政区域を越えて自由に移

動できる。この場合、地方自治体は、課税ベース

（企業）の流入を企て、税率を引き下げる。それ

に応じて、近隣の地方自治体も、同様に税率を引

き下げることで課税ベースの流出を阻止しようと

する。このような地方自治体の行動は、租税競争

と呼ばれる。租税競争によって、企業は結果的に

地域間を移動しないで、当初より低い地方税率だ

けが実現する。すなわち、それぞれの地方自治体

が、それぞれの地域住民の厚生水準にのみ関心を

向けるため、地方税収が減少してしまい、地方公

共サービスの供給が過小となる事態が生じるの

である。

対称的なケースとして、企業は、地方自治体の

行政区域を越えて自由に移動できないとしよう。

例えば、観光資源や天然資源を生産要素とする企

業であれば、自由に移動できない。この場合、地

方自治体は、その企業に課税しても地域間を移動

しないことを見込んで、税率を引き上げる。すな

わち、移出される生産要素に課税することで、非

地域住民に転嫁することを意味する。このような

地方自治体の行動は、租税輸出と呼ばれる。租税

輸出によって、その地域の税負担が減少すること

で、地方公共サービスの供給が過大となる事態が

生じるのである。

このように、それぞれの地方自治体は、他地域

への財政的外部性を考慮しないで、地域住民の厚

生最大化を図るため、社会全体として効率的な公

共サービスの供給ができないことを意味する。す

なわち、企業が税負担の増加に直面した場合に、

その企業が税負担の低い地域に移動する状況では、

租税競争が発生する。あるいは、その企業が価格

に転嫁する状況では、租税輸出が発生する。そし

て、租税競争のもとでは、過小な地方税率が選択

され、社会的に過小な公共財が供給されるという

意味で非効率となる。一方、租税輸出のもとでは、

公共財価格が過小に評価され、社会的に過大な公

共財が供給されるという意味で非効率となる。こ

のように、地方税の課税ベースとして法人を認め

たままで、税率決定の権限が地方自治体に移譲さ

れた場合、社会全体としては望ましくない事態を

招く可能性がある。

４　まとめ

本稿では、地方分権に対応した地方税のあり方

について検討した。わが国の地方財政において、

第１の問題は、地方自治体レベルで受益と負担の

乖離が大きいことである。第２の問題は、地方税

の法人依存度が高いことである。地方税を拡充す

ることで、受益と負担の乖離を縮小させることが、

地方財政の健全性にとって重要であることは言う

までもない。なぜなら、それが乖離した状態では、

財政規律が機能しないからである。ただし、地方

税の拡充には、地方自治体に法人課税の裁量権を

与えないことが望まれる。なぜなら、地域間を移

動可能な法人に対しては税率の引き下げ競争が生

じ、地域間を移動不可能な法人に対しては税率の

引き上げ競争が生じる可能性がある。どちらの

ケースにおいても、社会的に最適な公共サービ

スの水準からは乖離する。要するに、地方分権を

推進するにあたって、法人課税に依存しないで地

方税を拡充することが重要である。

ところで、国と地方自治体の役割分担が明確化

され、公共サービスの供給主体として両政府が対

等の関係になる以上、両政府の税源は独立してい

ることが望ましい。なぜなら、われわれ有権者に

税負担の増加が要請された場合、両政府の税源が
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重複していれば、国による財政活動を賄うための

増税であるのか、地方自治体のための増税である

のかを識別できないからである。その結果、両政

府のあいだで財政責任の所在が不明確になる。さ

らに、地方税の拡充に、地域偏在度の大きい法人

課税で対応すれば、財政力格差の拡大を招く可能

性がある。したがって、抜本的に租税構造を改め

たうえで、地方税を拡充することが期待されるの

である。

参考文献

佐藤主光（２０００）｢地方自主財源の拡充と財政責

任の確立｣『エコノミックス』,４月号，p１６４-１７９．

林正寿（１９９９）『地方財政論』ぎょうせい．

林宜嗣（１９９７）『地方新時代を創る税･財政システ

ム』ぎょうせい．

堀場勇夫（１９９９）『地方分権の経済分析』東洋経

済新報社．

山下耕治（２００１）｢地方政府の課税インセンティ

ブ－超過課税に関する実証分析－｣『日本経済研

究』，No.４３，p１５５-１６９．
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郵政研究所は、本年７月４日からの１１日間、ニューヨーク大学スターンスクール・オ

ブ・ビジネス日米経営経済研究センター副所長　ラマ・Ｖ・ラマチャンドラン教授を海外

招聘研究官として招き、日米間における金融・経済政策の比較について調査研究していた

だきました。また、滞在期間中の７月１１日には、郵政研究所において「日米における金

融・経済政策の比較（Comparative Analysis of Japanese and U.S. Financial and Economic

Policies）」と題し、約１時間３０分にわたりご講演もいただきました。この講演会には、郵

政研究所、総務省、郵政事業庁、官民シンクタンクなどから約４０名が出席し、教授の講演

に熱心に耳を傾けました。

今回は、ラマチャンドラン教授に、特に郵政研究所月報用としてまとめていただいた講

演内容を、ご本人のご了解のもと翻訳・編集し、掲載するものです。

日本及びアメリカ合衆国における経済金融状況
－比較分析による研究－

ニューヨーク大学スターンスクール・オブ・ビジネス

日米経営経済研究センター副所長 ラマ・Ｖ・ラマチャンドラン教授
郵政研究所研究交流課

［要約］

溝口所長を表敬訪問（７月９日）
（左が筆者：ラマチャンドラン教授）

郵政研究所での講演会（７月１１日）

トピックス
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はじめに

アメリカと日本は世界の二大先進国であり、こ

のため両国の状況はしばしば比較・対照されます。

このような研究は、両国間の地理的条件や文化、

歴史の対比によってさらに強調されます。一方は

世界最大の国土面積を有し、耕地や天然資源にも

恵まれています。しかし他方は、耕地面積が限ら

れた山の多い島国で、鉱物や石油は輸入に依存し

ています。第二次世界大戦に参戦したものの、国

内での被害はほとんどなかったアメリカ合衆国に

比べ、日本は壊滅的な被害を受け、まるで不死鳥

のように再起しなければなりませんでした。アメ

リカではキリスト教のプロテスタント派が主流で

すが、日本では神道と仏教が多数を占めています。

比較には常に基準となる尺度が必要であり、ま

ず初めに適切な判断基準を選択しなければなりま

せん。両国の現状をもたらしている要因は同じも

のなのか。また、同一の経済原理で分析すること

が可能なのか。あるいは、文化的要因や歴史的要

因に基づいて異なるものなのか。各国の経済には

独自のシステムがあるという見解は、ドイツの経

済学者フレデリック・リストが１９世紀半ばに出版

した著書『National System of Political Economy

（政治経済の国家的システム）』に記されています。

また、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは、

その著書『The Protestant Ethics and The Rise

of Capitalism（プロテスタントの倫理と資本主義

の興起）』の中で、封建制度の終焉は新しい精神

によってもたらされたと記しています。

こうした対立的な意見には、１８世紀のスコット

ランドの哲学者であり経済学者だったアダム・ス

ミスにさかのぼる経済学の伝統が関連しています。

私はこうした経済学の伝統に親しんでおり、文化

的な説明は拒否しています１）。しかし、異なる経

済社会に身を置く個々人が、経済的要因に対して

同様の反応を示したとしたら、国により異なる状

況についてどのように説明したらよいのでしょう。

新古典派経済学の各分野から考えをまとめた結果、

私は次のように判断しました。

産業革命以降、すべての経済－アメリカ、ア

ジア、ヨーロッパ、資本主義、共産主義、社会

主義を問わず－は、次のような３つの分離から

発生する問題を解決しなければならない。

ａ）消費者と生産者の分離

ｂ）貯蓄家と投資家の分離

ｃ）所有者と経営者／労働者の分離

いつの時代もそれぞれの経済は、こうした問題

を他者よりも効率的に解決できるような方策を採

択してきました。しかし、そのような方策の利点

は永久に続くものではありません。経済の内的状

況と外的状況が変化するにつれて、国家はその構

造の見直しを迫られ、また、こうした変化にうま

く対応できない国家は、他に遅れをとることにな

ります。

問題がこれら３つの分離から発生するというこ

とを認識したうえで、それぞれの問題について検

討してみましょう。

Ａ．消費者と生産者の分離に由来する問題

産業革命までは、まず各個人が地元の職人を訪

れて鍬や椅子の製造を依頼し、それから職人が受

１）著名な経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、経済成長を人々の精神のような社会的要因に帰することは、「擬似の問題と
も言える問題、すなわちアナリスト自身が自らの手順で作り出した問題の典型的な例である」と記している。『History of
Economic Analysis（経済分析の歴史）』、Oxford University Press、１９５４年、P.８０。
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注した仕事を開始していましたが、１９世紀末には、

大量生産が一般的になりました。生産活動は消費

者から遠く離れた場所にある工場で行われ、製造

に関する決定は、顧客の消費動向とは無関係に行

われるようになりました。欲しいときにその製品

を買えるかどうかは、そのとき店にその製品の在

庫があるかどうかによって決まるのです。顧客が

求めるものを生産できない企業はマーケット・

シェアを失い、過剰生産した場合には在庫がかさ

み、そのためのコストが利益を縮小させることに

なります。

アップルコンピューターを例にして考えてみま

しょう。同社は、かつてはパーソナル・コンピュー

タの先導的メーカーでしたが、常に過剰生産の状

態で生産したものを販売できずにいるか、あるい

は生産不足に陥って潜在的売上を失ってきました。

１９９５年秋、コンピュータにとっての新学期・クリ

スマス商戦が始まると、アップルコンピューター

は、よりパワフルで収益性の高いコンピュータ用

の部品を入手することができなかったため、１０億

ドルもの未消化注文に直面しました。このため多

くの顧客が、Windows搭載のパソコンへと流出

してしまいました。

何百万人もの顧客と何千社もの企業が直接コ

ミュニケーションできないとしたら、この双方

の関係を調整することなど不可能です。アダム・

スミスによれば、市場は神の見えざる手として機

能し、必要な部分に資源を導くと言われています。

これは経済学においては重要な命題の一つです。

ただ経済学者も、市場が状況変化に迅速に対応で

きず、価格や生産高の変動をもたらす可能性があ

ることは認識しています。生産者と消費者にとっ

ては、絶えず変化していく市況を予測することが

課題となります。そうした予測が適切であるほど、

価格や生産高が大きく変動する可能性は小さくな

るからです。

１９７０年代のオイル・ショックと貿易自由化によ

り国際競争の圧力が高まったことで、米国企業の

間では活動の縮小、最新の在庫管理技術を用いた

在庫管理、低コスト生産者へのアウトソーシング

の動きが活発になりました。２０００年に経済が減速

し始めた頃、これらの措置は生産性の飛躍的な向

上とあいまって、主要産業がコスト効率の高さを

維持することを可能にしました。

こうした傾向に関しての例外は、情報技術分野

で、特にドットコム産業として知られるようにな

りました。この分野では、ベンチャー・キャピタ

リスト（投資家）は、極めて楽観的な予想に基づ

いて新しい企業への投資を行いました。例えば、

Deloitte & Touche社のコンサルティング部門で

は、インターネット・コマースが１９９７年の１５０億

ドルから２００２年には１兆５３０億ドルに成長すると

予想しています２）。これは５年間で７０倍の増加を

予測したものであり、実現した場合には驚異的な

記録となります。経営上の判断は、この分野に関

しては保留されているようです。その結果として

訪れた危機感はいまだに消えず、この分野がどの

ような結末を迎えるかは不明なままです。

過剰投資の極端な例としては、光ファイバー産

業があげられます。情報伝達の需要についてかな

り楽観的な予想を行ってしまったため、

３６０networksやFLAG Telecom、Global Crossings

などの企業はすでに何千マイルもの光ファイバー

を敷設したものの、２０００年半ばにおける使用量は

２）Deloitte Consulting、『The New Economics of Transactions（商取引の新法則）』、P.４。
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わずか１０%未満でした３）。

高い成長が続いている時期には、日本の産業も、

自動車業界やエレクトロニクス業界などの動向を

適切に予測することができました。１９８５年から

１９９０年にかけての金融緩和政策によって、株価や

地価は上昇していきました。価格の上昇は、予想

収入とはまったく無関係に、資産に対する投機的

需要を増加させました。産業設備に対する需要は、

固定資本形成の増大によっても高まりました４）。

こうした需要の中には、それまでの高成長期に行

われた投資に対する代替的な需要や、新しい技術

に対する投資もありました。しかし、資本と労働

力の生産性の向上に関する調査では、過剰投資が

資本の効率の低減を招く可能性があることも指摘

されています５）。

私が主張しているのは、これら２か国の経済は

まったく異なってなどおらず、むしろ共通の課題

に対処しなければならないという点です。つまり

需要を正確に予想し、それにしたがって生産およ

び投資上の決定を下すということです。過去１０年

間、アメリカの伝統的な産業は保守的な政策をと

り、過剰投資はほとんど１つの分野だけで行われ

てきました。日本では、１９８０年代後半の輸出ブー

ムと資産価格の高騰が全般的な過剰投資を招き、

そこから脱却できずにいるため、経済はこの１０年

間にわたって厳しい状態が続いています。それで

も自動車産業のように、この間も競争力を維持し

てきた日本の産業は、アメリカにおけるマーケッ

ト・シェアを拡大することでその底力を示してい

ます。

Ｂ．貯蓄家と投資家の分離に由来する問題

貯蓄があり融資資金を保有する人々は、その貯

蓄から利益を得ることを期待しています。消費や

投資のために資金の借り入れを希望する人々は、

その資金を融資してくれた人々に対して補償しよ

うと考えています。銀行や貯蓄金融機関、預金金

融機関（日本の郵便貯金および米国貯蓄貸付組合

など）、投資銀行、投資信託会社、保険会社など

金融仲介機関の機能の１つは、貸し手から借り手

への円滑な資金移転をおこなうことです。

これら各機関で得られる利益、及びこれらの機

関に関連するリスクによって、融資の形態はそれ

ぞれ異なります。金融改革や規制緩和によって、

貸し手と借り手は、相互に有利な形で利益－リス

ク間の混合物を変えることが可能になりました。

米国財務省が議会あてに作成した報告書には、次

のように記されています６）。

「金融システムについては、わずか３０年の間

に変化したと述べるだけではとても不十分で

ある…通常の貯蓄家が利用できる一連のオプ

ションは、認識を超える程度にまで拡大して

いる。デリバティブ市場および証券会社は

まったく新しいカテゴリーの金融商品を考

案しており、現金はクレジット・カードに

よって急速にその座を奪われ、小切手は電子

３）「３６０networksの成長に併ない供給過剰となる光ファイバー容量」、『The Wall Street Journal』、２０００年３月２３日付。
４）中村隆英著『The Postwar Japanese Economy（戦後の日本経済）』、東京大学出版会、１９９５年。
５）佐藤隆三、Rama Ramachandran、Youngduk Kim著「偏った技術進歩の予想」（佐藤隆三、Rama V. Ramachandran、ミ
ノカズオ（編集）による『Global Competition and Integration（グローバルな競争および統合）』）、Kluwer Academic
Publisher、１９９９年、pp.１２７-１７０。
６）Robert E. Litan 及び Jonathan Rauch著『American Finance for the ２１st Century（２１世紀のアメリカのファイナンス）』、
Brookings Institutions Press、１９９８年、p.２。
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取引に取って代わられつつある。投資信託会

社の幅、及び範囲が拡大したため、小規模貯

蓄家でも多様な株価指数に投資したり、アジ

ア企業、ハイテク企業、健康産業、あるいは

他の専門分野だけに限定して投資することも

可能になった。多くのアメリカ人が自らの年

金を管理することで、退職後の人生について

決定できるようになり、その数は今も増加し

ている。」

貸し手だけが利益を得たわけではありません。

規制緩和と新たなリスク管理手法により、低コス

トで資金を利用できるようになったおかげで、借

り手も恩恵にあずかっているのです。住宅購入者

に低金利で貸付ができるようになったのは、ロー

ンが金融商品に転換されたためです。中規模企業

は増加する金融会社に融資を求め、大企業は仲介

業者を回避して、商業手形を発行することで最初

の貸し手に接触することが可能となりました。

つまりこのような変化の影響によって、個々人

（貸し手か借り手かを問わず）が各自の資産と負

債をより的確に管理できるようになったのです。

１７世紀イギリスの哲学者であり、民主主義の初期

の理論家でもあったジョン・ロックは、個人のそ

の労働に対する権利を積極的に擁護し、こうした

権利は他者の承諾からは独立したものである述べ

ています７）。この主張を金融市場に置き換えた場

合、個人は政府からの制約を受けることなく、自

ら進んである程度のリスクを背負うことを条件に、

最も高い利率を得る権利があるということになり

ます。また個人は、長期にわたる法的手続きなし

に、自らのローンを返済する権利も持つことにな

ります。発達した金融市場と見なされるのは、こ

のような２つの権利を提供できるシステムだけだ

とすら言われています。

日本とアメリカの現行システムを比較した場合、

日本の金融規制緩和は、アメリカほどには個人に

権限を付与する結果をもたらしていないというの

が適切でしょう。日本の貯蓄家には、現在のアメ

リカの貯蓄家が利用できるほどの選択肢はありま

せん。これは、郵便貯金制度にとっては、仮に将

来民営化されるようなことがあったとしても、そ

れ自体は極めて局部的な問題なのです。そこで課

題となるのは、単に高額の利益を提供するだけで

はなく、預金者にとって魅力的な、利益とリスク

の間にあるより良い混合物を提示することなので

す。日本の郵便貯金制度は、金融市場の中で適切

な居場所を探し当て、そこでの先導的存在となる

必要があるのです。

繰り返しますが、アメリカでの変化はわずか半

世紀の間に起きていることから、これは、あるシ

ステムと他のシステムとの対立であるということ

ではありません。つまり問題は、日本の金融シス

テムが金融改革から利益を得、それを個々の貯蓄

家に還元するには、アメリカよりも速い速度で変

化しなければならないということです。規制緩和

に関しては、株式市場の合理性と、それが経済の

決定に及ぼす影響についての問題があげられます。

株式の価格決定については、様々な利益水準に対

する依存性と、これらの利益水準が実現する可能

性が議論の的となっています。この利益には、稼

７）Pierre Manentは、「ロックは、自由主義が所有財産に対する個々の権利にその基礎を完全に見出した瞬間を例示している。
同時に彼は、自然権の自由な精神が、いかにして自らをまったく異なる種類の思想、すなわち政治経済へと変質させるかを理
解することをも可能にしている。」と記している。『An Intellectual History of Liberalism（自由主義の知的歴史）』、Princeton
University Press、１９９４年、p.４６。ロックは、アダム・スミスをはじめとするイギリスの哲学者に多大な影響を及ぼしている。
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得配当だけではなく、株式の評価益も含まれてい

ます。ここで問題となるのは、市場が所有してい

るすべての情報が価格に反映されているかどうか。

また、価格決定の誤りがないかどうかです８）。た

だし合理的な価格決定には、必ずしも市場のすべ

ての投資家が合理的である必要はなく、誤った価

格決定を排除するための十分な裁定の機会があれ

ばよいということを指摘しておく必要があるで

しょう。裁定とは、株式に高値がついたときに

売却し、安値がついたときに買い戻すことを意味

します。こうすることで投資家は、資産に関して

通常の利益以外の利益を獲得することができます。

これまで受け入れられてきた理論、すなわち合理

的投資では、裁定機能があるために超過利益を得

る機会は市場では長続きしないとされてきました。

しかし、行動的投資では、市場には誤った価格決

定に結びつくような過剰反応が数多く見られると

主張しています。最も顕著な例としては、１９８７年

１０月１９日に株価が２６％下落したケースがあげられ

ます。これに関して合理的な説明はできません。

ロバート・ホールのような合理的投資の支持者は、

次のように指摘しています。

「実際の蓋然性に関連して、有価証券がしば

しば深刻に誤って価格決定される経済社会で

は、賢明な投資家は高い利益を獲得すること

ができる…投資信託会社のマネージャー（彼

らは巨額の資金を動かしており、強力なイン

センティブに直面している）は、一貫して消

極的な戦略の優位性を表明している。積極的

に運用管理された資金が生み出す利益は、そ

の積極的な運用管理に要する取引コストその

他のコストの分だけ、消極的に運用管理され

た資金が生み出す利益を下回るのである。」

（同書、pp.２-３）

アメリカではドットコム企業の株式も低迷して

いるため、株式市場を把握しようとする努力は今

後も続けられることでしょう。

資産の価格決定に関する問題から移り、この問

題が他の経済に及ぼす影響について考えてみま

しょう。まず、株式市場が企業の決定に対して

どの程度影響を及ぼすのかを検討する必要があり

ます。企業に流入する資金は、次のいずれかに由

来します。融資資金を保有する個人や組織が当該

企業の株式を購入する場合は、株式市場を通じて

提供されたり、あるいは資金がまず初めに銀行に

預けられ、銀行から企業にその資金が提供される

こともあります。前者の場合、株価の下落が株主

の反逆を招く可能性があることから、企業は株式

市場に対応しなければなりません。しかし経営者

は、株式市場の過剰反応のために、近視眼的な決

定を下さざるをえないのでしょうか。このような

主張は、銀行が企業への融資に際して主要な役割

を果たし、それら企業の取締役会に対して権力を

行使しているドイツや日本で何度も繰り返されて

きました。上記２つのシステムの相対的な利点に

ついては、これまで幅広い議論がおこなわれてき

ました９）。そこで私たちは、２つの見解に限定し

て注目したいと思います。第１は、資本の過剰利

用を促すことで、資産バブルが日本企業の決定に

影響を及ぼしたという点を認識すべきであるとい

う意見です。第２は、監視銀行自体が窮地に陥っ

た場合、システムが機能するかどうかについては、

まだ十分な分析が行われていないという意見です。

８）Andrei Schleifer著『Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance（非効率的な市場：行動ファイナンスへ
の手引き）』、Oxford University Press、２０００年；Robert Hall著「株式市場を理解するための努力」、『American Economic
Review、Papers and Proceeding（アメリカ経済に関する検討、論説及び手続き）』、２００１年、p.１-１１。
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Ｃ．労働者／経営者と所有者の分離に由来する

問題：エージェントの問題

個人及び組織は、ある種の行動を取ったり、決

定を下すために、他者、すなわち代理人と契約を

結びます。この契約では、代理人は、契約当事者

である個人や組織の利益をさらに高めるために行

動しなければならないと定められています。つま

り企業の経営者は、株主もしくはその企業の利権

にかかわっている他者の利益に資するように行動

することが求められるのです。金融機関は、投資

家に対して、リスクと利益に関する最善の選択肢

を提供することが要求されます。問題は、代理人

の利益が別のところにあり、その代理人が雇用主

に費用を負担させて自らの利益を追求してしまう

可能性があるということです。こうした行為が可

能になるのは、代理人を監視するにはコストがか

かり、また代理人は意思決定に直接関与すること

から、より多くの情報を入手しているためです。

契約当事者が入手できる情報がより良質であるほ

ど、また、彼らが代理人をより的確に監視できる

ほど、代理人がこうした行為に走る可能性は小さ

くなります。

代理人に関する問題は多くの側面を持っている

ため、ここでは２つの問題に絞って考えたいと思

います。まず、各システムの開放性（代理人が提

供する情報量）について。次に、何らかの危機的

状況によって強制されない限り、財政改革は抵抗

にあうのではないかという主張について検討しま

す。

アメリカの財務会計報告システムは、東アジア

の閉鎖的なシステムよりも多くの関連情報を公開

していると言われています。アジアの会計報告に

ついて透明性を高めるべきだとの要求は、幾度と

なく行われています。以下では、アメリカと日本

両国の金融システムは二つの大戦の間にある期間

の産物であり、どちらのシステムも２０世紀最後の

１０年間で変化を遂げてきたということを述べたい

と思います。組織は経済とともに変化していくた

め、理想的なシステムというものは存在しません。

１９世紀の所有者兼経営者は秘密主義の伝統を守

り、また株式会社の経営者は、強制されないかぎ

りその伝統を継続していくことを選びました。ア

メリカでは、会計報告に関する要件は、ヨーロッ

パの基準と比較しても緩やかなものでした。

Westinghouse Electric and Manufacturing

Companyは、１８９７年から１９０５年まで、年次報告

書の公表も株主総会の開催も行っていませんでし

た。１８６６年には、Delaware, Lacuna and Western

Rail Road Companyがニューヨーク証券取引所に

対し、財務報告および財務諸表の公開をしないと

告げてきました１０）。こうした状況は、今世紀に

入って３０年の間に、次のような４つの理由から

変化しました。�一部の企業が自らの公的責任に

ついて徐々に認識するようになった。�有力な市

民からの批判が高まった。�１９３３年証券法及び

１９３４年証券取引法のような連邦政府による規制が

施行され、米国証券取引委員会及び財務会計基準

委員会のような監督機関が設立された。�専門の

９）例：ホシタケオ著「システムとしての日本のコーポレート・ガバナンス」（Klaus Hopt、カンダヒデキ、Mark Roe、Eddy
Wymeersh、Stefan Prigge（編集）による『Comparative Corporate Governance: The State of the Art and Emerging
Research（コーポレート・ガバナンスの比較：最新報告書および新たな調査）』）、Clarendon Press、１９８８年；Jenny Corbett
著「日本におけるコーポレート・ガバナンスの変遷」（Morten Balling、Elizabeth Hennessy、Richard O'Brien（編集）によ
る『Corporate Governance, Financial Markets and Global Convergence（コーポレート・ガバナンス、金融市場及びグローバ
ルな収束）』）、Kluwer Academic Publisher、１９９８年。

１０）David Hawking著『Corporate Financial Reporting: Text and Case（企業の財務報告：テキストと事例）』、Richard D.
Irwin, Inc.、１９７７年、P.２５。
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会計士が定めた会計基準を企業が受け入れるよう

になった。経済システムの変遷にともない、情報

開示の規則にも変更の必要が生じます。企業合併

及び役員に対するストック・オプションの会計に

ついての議論は、情報開示の必要性と、最良の結

果を提示したいという企業側の要望との間に緊張

が続いていることを示しています。

現在の日本の金融システムには、二つの大戦の

間に起きた変化の影響が現れています。１９２３年の

関東大震災と１９２７年の金融恐慌は、銀行業務の統

合を招きました。この統合によって、企業に資金

を提供する独立チャネルとしての債券市場と株式

市場の役割は制限されることになりました。日本

の会計規則は、１９世紀にイギリス、アメリカ及び

ドイツからの影響を受けながら発達しましたが、

情報開示は、第二次世界大戦が終結した時点でも

制限されたままでした。しかし、過去２０年の間に

日本の会計規則は徐々に変化し、２０００年には急激

な変化を遂げました――現在企業は、グループ事

業の業績を報告し、市場価格に基づく資産評価額

を報告することが要求されています。株式の所有

権及び情報開示に関する規則の変化は、歩調を合

わせて進めていかなければなりません。株の持ち

合いを緩和すれば、より開放的な会計報告システ

ムを求める圧力が高まることになるでしょう。

金融システムの発展と規制緩和は、有益なもの

として広く受け入れられていますが、そのプロセ

スの進展速度は様々で、逆行するケースもあるよ

うです。Raghuram RajanとLuigi Zingalesは、

「金融システムの発展に関する共通利害団体の理

論」を展開しています１１）。金融システムが発展す

ることで、社会や経済に定着し、権力の梃子を利

用できる人々若しくは企業として定義されている

既存の市場参加者が損害を被る可能性があるとい

うのが彼らの主張の趣旨です。既存の市場参加者

は、現在の枠組みの範囲内で自らの活動資金を調

達し、他者へのアクセスを制限することで超過利

潤を得ることができる立場にいます。市場が開放

されても、新規参入者には、ほとんど利益が提供

されないでしょうし、むしろ、競争の増加により

自らを傷つけることになります。彼らが長年にわ

たって築き上げてきたつながりによる利益も、そ

の価値を失います。国家にその能力があるのに、

金融システムが発展できないのは、政治的な対立

が原因とされています。しかし彼らの主張は、世

界各国の金融システム発展の指標における時系列

的な変化及び断面的な差異は、こうしたモデルで

は十分に説明できないとしています。

日本の金融システムの改革に関する現在の議論

は、このモデルに照らし合わせて解釈することが

できます。政府によるセーフティ・ネットを失う

ことになる様々なグループは、改革に抵抗してい

ます。マクロ経済学者たちは、改革によってデフ

レ圧力が強まることを懸念しています。改革の支

持者は、１０年間にわたる景気浮揚の努力は、ミク

ロ経済の効率（生産業若しくは金融業における

個々の単位の効率）の上昇にも、また、マクロ経

済の回復にも結びついていないと指摘しています。

彼らはさらに、経済回復を待つよりも、システム

の効率を高めることを目的とした政策を直ちに講

じるべきであると述べています。よく知られてい

１１）Raghuram Rajan 及びLuigi Zingales著「偉大なる逆転：２０世紀の金融システムの開発政策」、シカゴ大学経営学大学院研究
報告書。この報告書には、以下のアドレスからアクセス可能。
http://gsbwww.uchicago.edu/fac/raghuram.rajan/research/#bankrel
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ることですが、２つの目標を達成するには２つの

政策が必要となります。不況をさらに悪化させる

ことなくミクロ経済の効率を実現するには、マク

ロ経済的政策によって補完する必要があります。

日本経済の回復と今後の成長は、こうした政策の

結合を許容できるような政治的理解に到達できる

か否かにかかっているのです。

Ｄ．結論

所得の断面的な差異について分析したParente

及びPrescottは、次のように述べています１２）。

「各国の所得の違いは、個々の社会が製品及

びサービスの生産に対して適用できる知識量

の差から生じるというのが、我々の見解であ

る。このような違いは、社会が利用できる知

識の蓄積の基本的な差異から生じるのではな

い。むしろ企業レベルでの作業慣行、及びよ

り優れた生産方法の適用に対して制約を課す

ような国ごとの政策から生じているのである。

このような制約若しくは障壁の大半は、現行

の生産慣行で付与された団体の利益を保護す

るために制定されている。」

私たちの議論は、経済的な差は文化的もしくは

宗教的な要因から発生しているのではなく、前述

のような３つの分離から生じる問題を解決するた

めに各経済が採択する解決策を反映している、と

いう点から出発しています。その後のセクション

では、とくに経済状況によって既存の市場参加者

に影響を及ぼすような政策が必要な場合、その解

決策を進めていくうえで政治的配慮が不可欠であ

ると述べてきました。

第二次世界大戦後、日本は、利用可能な知識の

蓄積を効果的に活用してアジアの奇跡を実現しま

した。しかしその過程の中で、ある種の経済的／

財政的な制度が定められ、現在ではこれらの有用

性が議論されています。成長期にはそれなりの活

力を示したシステムは、いまやその厳格さを失っ

ており、企業や組織は西欧諸国ほど迅速に経営の

合理化に対応できてはいません。また金融システ

ムも、個々人に力を与えるという点では西欧諸国

に及ばないようです。ただこのような問題は、適

切な改革を実行することで解決することができる

のです。

以上

１２）Stephen Parente 及び Edward Prescott著『Barriers to Riches（富者への障壁）』、MIT Press、２０００年、pp.１-２。

【筆者略歴】

○ラマ・Ｖ・ラマチャンドラン（Professor Rama V. Ramachandran）

ニューヨーク大学スターンスクール・オブ・ビジネス

日米経営経済研究センター副所長、経済学博士

１９５６年　　　マドラス大学経済学修士　 １９７４～７９年　サザン・メソジスト大学助教授

１９７２年　　　ブラウン大学経済学修士　 １９８０～８７年　サザン・メソジスト大学助教授

１９７３～７４年　ブラウン大学経済学部講師 １９８４～８５年　ブラウン大学客員助教授　　　　

１９７５年　　　ブラウン大学経済学博士号 １９８７～９０年　ニューヨーク大学スターンスクール客員教授
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１　はじめに

米国連邦議会は、今、第１０７会期。この会期は、

世界貿易センター、国防総省（ペンタゴン）

を襲った歴史に類を見ない多発同時テロへの対

応などで多忙をきわめると思われるが、この会期

で、ほぼ確実に、インターネット時代の遠隔教育

の基盤となり推進力となる著作権の新しい枠組み

が誕生するであろう。

著作権法の改正を目指す法案の名前はTEACH

法案。正式名称は、２００１年技術・教育・著作権協

調法案（Technology, Education, and Copyright

Harmonization Act of ２００１（S.４８７））。法案提案

者は二人の上院議員、Orrin Grant Hatch（ユタ

州、共和党）とPatrick Leahy（バーモント州、

民主党）である。法案は原案を改正のうえ６月７

日全会一致で上院を通過し下院に送付された。下

院では公聴会を６月２７日開いた。政府当局（著作

権局（Copyright Office））、教育機関、コンテン

ツ制作・出版業界の３者とも、法案の無修正承認

を求めた。

公聴会で証言した米国大学協会（Association

of American Universities）執行副会長John

Vaughnは、次のように述べた。

「TEACH法案は、ディジタル遠隔教育の効用

を一層広げ、時間、場所を問わぬ授業、学習を可

能にし、その教育内容も豊かなものにする。しか

も、著作権者の利益を守る点の配慮もある。法案

は、オンライン教育への著作権のある素材の活用

拡大と、その誤った活用への適切なセーフガード

とのバランスをうまくとっている。法案は、教育

機関や図書館、著作権者など関係者すべてが満足

するものであろう。」

この公聴会の結果を受け、下院司法委員会の裁

判所・インターネット・知的財産小委員会は、７

月１１日、委員１２名全員が法案に賛成。親委員会の

司法委員会は、夏休み明け審議をおこない、可決

する見込みだ。

この小稿では、インターネットが急速に普及し

ている米国の遠隔教育の概況や著作権法改正の取

り組みの歩みなどについて述べてみたい。

２　遠隔教育とインターネット

遠隔教育は新しいものではない。１世紀以上の

歴史を有する。郵便を使っての通信教育から

始まって、ラジオ、そしてテレビを媒体とする

教育放送へと多様化してきた。この数年の急激な

変化は、ディジタル技術、コンピュータ網、世界

的なインターネットの急速な技術革新・普及とそ

の教育への応用である。伝統的な授業を補うコン

ピュータの利用から、従来は不可能だったスキル

アップ、一般教養のための生涯教育用教材のオン

ライン配信、先生・学生間の双方向コミュニケー

ションまで、コンピュータ網は、教育、研修・訓

米国におけるインターネットと遠隔教育、著作権

沖縄総合通信事務所長　　大寺　廣幸
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練の機会を革新してきたといっても過言ではない。

遠隔教育は、ここ数年、おおむね公開の素材を

使い、利用可能な著作物については限定的に使用

してきた。教室での教師・学生間のフェース・

ツー・フェースの授業で著作物の上演・演奏や

提示を行う場合は、すでに著作権法で著作権が制

限され利用許諾がなくとも上演等が自由にできる

ようになっているのに対し、情報通信ネットワー

ク経由で送られる著作物の上演・演奏、提示の

ケースではどのような場合利用が許されるのか

不明確であった。この著作権法上の不均衡が、遠

隔教育の発展をはばむ要素として無視できなくな

ってきた。TEACH法案が生まれる背景には、こ

の不均衡があった。オンライン遠隔教育の無限の

可能性を現実のものにするには、この不均衡の解

消が不可欠であった。

３ １９９８年ディジタル千年期著作権法案
（Digital Millennium Copyright Act（DMCA））

TEACH法案が誕生するまでには長い前史があ

る。

１９９８年、連邦議会で、ディジタル千年期著作権

法案（Digital Millennium Copyright Act

（DMCA））が可決された。この議会の審議では、

インターネットを利用する遠隔教育にマッチした

著作権法の枠組みを新しく設けるか否かが議論の

的になった。１９７６年著作権法に追加された法１１０

条２項にある「遠隔教育」の著作権の制限、すな

わち、著作権者の利用許諾を得なくとも著作物を

遠隔教育で利用できる条項を改正するのかが大き

な論点になった。

コンテンツを制作・出版する業界は、法案に盛

り込まれていた著作権法１１０条２項の「著作権の

制限」の改正に反対した。この改正内容では、次

のような点が危惧されたからだ。

１）あたかも学生が通常、購入しまた供与される

教材のかわりに、すべての著作物のオンライ

ン利用が許容されてしまう。

２）無許可の複製やインターネット上の流通によ

り、著作物が市場価値を喪失してしまうリス

クが生まれる。

当時、議会は結論をだすことができず、DMCA

４０３条により著作権局に遠隔教育の調査と議会へ

の調査結果の報告をもとめた。報告には、「著作

者の権利と著作物利用者のニーズとの間の適切な

バランスをたもちながら、双方向ディジタル

ネットワークなどのディジタル技術を利用して

遠隔教育が加速される方策の勧告」を含むよう要

請した。

著作権局は、次のような観点を中心に調査

を行った。

１）新たな著作権の制限の必要性

２）著作権の制限に含まれるべき著作物の範疇

３）著作権の制限の対象となるのは著作物の一部

分であるべきか。その場合、量的にはどの程

度であるべきか。

４）著作物の制限の恩恵を受ける資格を有するの

は誰か。この著作権の制限の対象となる教材

を受け取ることができる人たちは誰か。

５）著作権の制限を享受する条件として、技術的

に強制されるべき負荷条件はどの程度のもの

が適当か。

６）権利付与の有効性への配慮

著作権局の調査は広範囲にわたった。パブリッ

クコメントを求め、ワシントン、ロサンジェルス、

シカゴの３都市で公聴会を開いた。

議会には、調査報告書が１９９９年５月２５日提出さ

れた。この報告書では、

１）ディジタル遠隔教育の状況

２）ディジタル遠隔教育において現在行われてい

る著作権関連手続きの実態や技術環境

３）遠隔教育に適用される現行著作権法の分析

郵政研究所月報 ２００１．１１ 92



４）遠隔教育に関する課題を解決するためすでに

行われている先進的な取り組み

５）著作権局の分析や連邦議会への法制度改正の

勧告に対する利害関係団体のコメント

調査報告書に盛り込まれた議会への主な勧告は

次のようなものであった。

１）著作権法１１０条２項を改正し、「送信」の定

義にはアナログのみならずディジタルも含ま

れることを明確にする。

２）著作権法１１０条２項で定める権利の対象範囲

を拡大し、ディジタル技術を使って上演・演

奏や提示のため著作物を送達することを許容

する。

３）「教室」の概念を物理的な空間、「場」と解釈

することをやめ、他方で、著作権の制限の恩

恵を享受する人たちは、正規に受講する学生

に限る。

４）「間接的に教師が介在する授業」（mediated

instruction）での著作権の制限の恩恵は、実

際の教室で著作権の制約なしに芸術作品など

を利用するときの条件と可能な限り同等なも

のにする。

５）著作権の制限の恩恵は、非営利の教育機関に

限られているがこの基本は変えない。また、

この教育機関の認定要件の強化を検討する。

６）上演・演奏権を制限する著作物の範疇を拡大

する。しかし、この追加された範疇の著作物

では「合理的かつ限定された『著作物の一部

分』」だけに著作権の制限の恩恵は限定され

る。

７）合法的に複製されたコピーの利用を強制する。

８）著作権法１１２条を修正し、短期臨時複製

（ephemeral copies）の規定を設ける。

９）著作物がディジタル形式で送信されるとき発

生する新たなリスクに対処するため数多くの

セーフガードを追加する。

４　今日の遠隔教育は

米国の遠隔教育の現状を、著作権局の議会へ提

出された調査報告書をもとにスケッチしてみよう。

米国の遠隔教育は、現在、ディジタル技術に

よって、急速に拡大しその内容も多様化してい

る。今日、遠隔教育に用いられる技術や受講する

人々、教育サービス提供機関などは、これまでの

典型的なモデルと質的にも量的にも異なってきて

いる。

遠隔教育の基本的な定義は、「受講者である生

徒・学生が、時間的かつ／あるいは空間的に講師

から離れている教育」である。遠隔教育は、教育

のあらゆる分野で活用されている。特に高等教育

での普及が顕著だ。個々の教育コースをみれば、

教室での授業と遠隔教育が組み合わされてい

るケースも多い。

遠隔教育は、その聴講生の範囲が広がってきて

おり、ほとんどすべての米国国民が受講できるよ

うになってきている。

小中学校レベルでは、遠隔教育よりも教室や家

庭での学習補助ツールとしてコンピュータ、ソフ

トパッケージ、インターネットの利用が多い。児

童生徒のコンピュータ利用はもう当たり前のこと

になっている。やや古いデータだが教育省の調査

によれば９８年秋段階で公立小中学校の８９％がイン

ターネットにアクセスし、５１％は個々の教室から

可能になっている。ソフトパッケージ教材は、家

庭での自習用の基礎読解や算数・数学のソフトな

どである。

高校レベルになると遠隔教育の活用が増加する。

高校生に対して、その通っている高校では履修で

きない短大レベルの学習コースなどを提供してい

るケースもある。また、ネブラスカ大学のCLASS

プロジェクトのようにインターネット上に高校課

程を履修できるコースを開設しているところもあ
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る。大学生以上となると、遠隔教育の機会は急速

に増える。

遠隔教育を受講する人たちはどのような人たち

なのか。

増加の特徴的な点は、より年齢が高くいわゆる

「学生」の枠からはずれる受講者や海外の受講者

が増えていることだ。学生のなかには、専門技能

の訓練・修得をめざす企業・社会の第一線で活躍

する人たちや退職した人たちも含まれている。

遠隔教育は、幾つかの障壁や不便から「リアル

な」キャンパスや教室での授業が難しいこと

がきっかけでスタートした。仕事に時間がとら

れてしまう。学校が遠い。子供や高齢者の面倒を

見なくてはならない。体が不自由だ。このような

事情が遠隔教育の契域だ。しかし、遠隔教育は、

このような不利を越えるためにあるだけではなく、

今ではディジタル技術の導入により、快適で融通

に富んだ学習機会を提供するようになってきてい

る。１９９９年はじめのInternational Data Corp.の予

測を引用してみよう。１９９８年、遠隔教育を受けて

いる学生数は全高等教育履修学生数の５％であっ

たが、２００２年には１５％に達すると見込んでいる。

また、カレッジレベルで遠隔教育を履修する学生

数は、１９９８年７１万人に対し２００２年２２０万人と予測

している。遠隔教育は、就学適齢をこえた年齢層

のニーズを吸収している。現在遠隔教育を受けて

いる人の平均像は、３４才、フルタイムの仕事につ

き、大学に通った経験をもつ。半数以上が女性だ。

さらに、米国に留学せず遠隔教育により米国の高

等教育機関の講議を受ける海外の学生が増えてき

ている。

高等教育レベルで遠隔教育を受講する多くの学

生は、仕事があってキャンパスに通えない人たち

である。そこで、HarvardやStanford、Dukeの

ような大学は、このような人たちのため、専門技

能・知識を修得する遠隔教育コースを設けている。

社会の第一線から退いた人たちも遠隔教育の機

会を享受している。可処分所得や余暇に恵まれ、

学問・専門知識を修得するというよりも生活を豊

かにしたいために受講するようだ。歩行が困難で

通学できない、一人で学びたい、といった理由か

らオンライン・コースを選択する事例もある。

遠隔教育の広がりは、教育サービスを提供する

大学などの教育機関にも変容を求めている。

遠隔教育の多くのコースは、今日でも既設の公

立、私立のカレッジ、総合大学が提供している。

しかし、非営利のＫ－１２（初等・中等教育）学校

やポスト中等教育の教育機関という伝統的な教育

機関は、もう遠隔教育で優位をしめる存在ではな

くなっている。いまでは、営利・非営利を問わず

いろいろな機関・組織が、さまざまな受講コース

を提供している。教育機関と出版社などの民間企

業が手を組むケースも出ている。

International Data Corp.のデータを紹介してみ

よう。２００２年短大の８５％、４年制大学の８４％が遠

隔教育コースを提供する見込みだ。（ちなみに

１９９８年段階では短大５８％、４年制大学６２％であ

る。）Stanford大学、Il l inois大学、Western

Governors大学などの有名大学も遠隔教育コース

を開設している。また、複数の教育機関が提携し

教育資源をプールし教育機関をまたがる講座が設

けられている。たとえば、Colorado Community

College Onlineは、基準認定を受けた１２の教育機

関が設ける３５のコースからなる。Southern

Electronic Campusは、１７５のカレッジの約１，５００

の講座、６０の学位コースから成り立っている。

Western Governors大学は、全米３０の教育機関の

講座を開設している。

米国では、教育は年１千億�のビジネスだ。遠

隔教育へのニーズの高まりにより、これまで非営

利の分野であった遠隔教育は、最近では儲かる市

場とみなされるようになった。これまでの非営利
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の教育機関に加え、営利目的の教育機関が進出し

てきた。もっとも著名なのは最大規模を誇る

Phoenix大学（UOP）で、このUOPオンラインキ

ャンパスは、学生数９千である。また、出版社な

どの民間企業がフルサービスの遠隔教育カリキュ

ラムの提供者として参入してきている。

また、遠隔教育分野でさまざまな連携が見られ

るようになった。大きく二つのジャンルに分類さ

れる。一つは非営利の大学と民間企業との提携、

そして、もう一つは大学などの教育機関どうしの

ものである。

教育の将来的な市場規模やビジネスの研修ニー

ズにマッチしたコース設定の必要性から、民間企

業が、大学と組んで遠隔教育のコースを企画・提

供するようになってきている。この提携の大きな

利点の一つは、遠隔教育技術の開発実用化の大き

なコストを、大学にかわって企業側が担ってくれ

ることだ。企業にとっては、教育環境での技術実

証という貴重な「研究」の機会を得ることができ、

また、提携先大学の最新の研究成果へアクセスが

容易になるというメリットもある。たとえば、

AT＆Tは、Pennsylvania州立大学やGeorge

Washington大学などの多数のカレッジ、総合大

学と組んで、learning Network Virtual Academy

を作ったが、この提携により大学側は広範な専門

的な研究開発の機会を得ることができた。また、

教育関係の書籍を扱う出版社は、市場性のある学

習コースを開発するため、教育機関との連携をま

すます強めている。たとえば、教育図書出版の大

手Houghton－Mifflinは、New York州立大学

Binghamton校と組んで化学一般コースを創設し

た。

大学などの教育機関は、この遠隔教育という発

展する分野で資源、経験を共有するメリットを活

かそうと、互いに提携し、州境や既存の大学シス

テムを越えた学習コースを次々に開設している。

これまでカレッジや総合大学は、各々一つの閉じ

たサークルを作り相互交流はあまりなかった。と

ころが、遠隔教育は、この垣根をこえるインセン

ティブとなった。提携の方法はさまざまだ。共通

の遠隔教育システムに相乗りして各々が個別に教

育コースを提供するかたちもあれば、各々の教育

コースを束ねて一つの「仮想」大学を作っている

ものもある。

ここで、米国に特有の話題を述べてみよう。教

育機関の「品質」確保をめぐる話題だ。

遠隔教育を行っている教育機関は、遠隔教育の

コースを正規のカリキュラムに組み込み、遠隔教

育の課程修了が正規の単位、学位の付与になるこ

とを社会的に認知させるよう努力している。この

社会的認知の仕組みにわが国にはない米国特有の

ものがあるのだ。

米国の大学制度にはアカデミック・スタンダー

ドを定義するような公的メカニズムがない。その

代わり、教育機関や講座が一定水準を満足してい

るか否かを認定する組織がある。８つの地域基準

認定協会（Regional Accrediting Body）や専門

的な学問領域などを対象とした基準認定機関であ

る。地域基準認定協会は、一般的に教育機関その

ものを審査し認定する。教育機関のすべての講座、

学位、専門課程が対象だ。図書館・資料館の整備

状況、教授等の質、カウンセリングの機能、試験

のレベルなどをチェックする。多くの高等教育機

関は、この地域基準認定協会の審査に受かるよう

努力している。ちなみに、この認定を受けること

は、州や連邦からの補助金を受け学生に奨学金を

与えるための主要条件の一つになっている。遠隔

教育もこの地域基準認定協会の審査の関門をくぐ

ることが大切になっている。非営利の公立・私立

の大学が提供する多くの遠隔教育コースは、これ

らの地域基準認定協会等から認定を受けている。

また、Jones International Universityのような営
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利の大学も認定を受け始めている。遠隔教育の

コースは特殊な評価を必要とする特性をもつゆ

え、認定基準についてこれまでのキャンパス・

コースと同じでよいかとの疑問が出ている。た

とえば、大学本部から遠く離れたところに複数の

事務管理オフィスがあるように分散した大学機能

をもつ遠隔教育のコースを評価するには、新たな

基準が必要ではないか、また、遠隔教育のコース

のなかには、単一の教育機関が提供するのではな

く、複数の教育機関が提携し一緒になって提供す

るものもあり、これをどう取り扱えばよいのか、

といった問題提起もある。

では、遠隔教育に利用される技術などについて

ふれてみよう。

遠隔教育の伝送手段として２０世紀前半はラジオ

が活躍。１９５０年代テレビが登場した。１９８１年５．５

万人、１９９６年４０万人の人たちが、公共放送サービ

ス（Public Broadcasting Service：PBS）の通信教

育を受けた。１９９０年代に入ると、コンピュータ網

やマルチメディア技術が教育現場にどんどん利用

されるようになった。現在、電子メールは、先生

と学生との間の連絡手段として普通になり、クラ

スごとのチャットルームも多くなり、また、予習

用の参考サイトへリンクを張る講座のウェブサイ

トの事例も増えている。ディジタル技術は、さま

ざまな目的、用途のため使われている。どのよう

な技術を使うかは、どのような聴講生を対象とし

ているか、どのような技術が有効か、さらに費用

はどれほどかかるかとリンクする問題だ。これま

での遠隔教育の課題は、コミュニケーションが一方

通行であった点だ。これが電子メールやチャット

ルームなどにより先生・学生間、学生どうしの間

と、双方向が可能になった。フェース・ツー・フ

ェースの授業が実現し「仮想教室」が生まれてい

る。また、遠隔教育は、より一層受けやすいもの

になり、生徒の多種多様なニーズを満たすことが

できるようになってきている。たとえば、これま

での遠隔教育は、PBSのように講義をリアルタイ

ムで受講するケースと通信添削のように先生・学

生間のやり取りが時間的にずれるケースがはっき

り分かれていた。これが電子メールなどの時間非

同期のディジタル技術とチャットルームや講義ビ

デオ放送などの時間同期の技術の組み合わせで、

先生・学生いずれも自分のライフスタイルに合わ

せた教育環境を得ることが可能になった。

遠隔教育をおこなう教育機関は、いろいろな方

法で図書館の資源を活用している。教育機関は、

図書館のスタッフを著作物の利用許諾関係の交渉

にあたらせることがある。また、図書館は、オン

ライン講座コースの提供を支援し、ディジタル補

助教材にアクセスできるよう手助けをし、著作権

法に関する相談窓口になっている。

教育機関は、遠隔教育にかかる著作権問題に対

処するため適切な対策をとるよう努力している。

たとえば、学部や職員に対し著作物の取扱いに関

する研修を行い、受講生に著作権法のイロハを教

育している。

５　著作物の利用許諾

米国の著作権法に基づく遠隔教育での著作物の

利用許諾の状況を述べてみよう。

５．１　利用許諾に関し考慮すべき事項

著作物をディジタル遠隔教育のカリキュラムに

組み込むとき著作権に配慮する必要がでてくる。

現在の著作権の利用許諾にかかる実務を理解する

ため、まず、著作物の利用形態や、著作物利用の

関係者、著作物の利用に関する権利の種類を明ら

かにしてみよう。
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５．１．１　著作物の利用とは

テキスト教材の紙ベースのコピーを学生に提供

することは、今でも最も普通のやり方だ。学生に

よる印刷された教科書の購入・利用は、ディジタ

ル遠隔教育でも基本であり続けるだろう。教師は、

基本テキストのほかに、しばしば補助教材をハー

ドコピーや電子化情報のかたちで学生に渡す。

また、ときに教育機関のデータベースに補助教材

を蓄積し学生は図書館を通じアクセスするシステ

ムを利用させることもある（e－reserve）。

著作物は、講義の必須教材として講義プラン自

体に組み込まれる場合がある。このケースと、先

生が学生に参考文献、資料として示す補助教材と

を分けて考えてみるべきだろう。つまり、著作物

を遠隔教育の講義に組み込むことは、教室で著作

物を上演・演奏すること、たとえば教室の講義で

画家の絵画のスライドを投影するのと同じことだ

と見ることができる。

５．１．２　著作物利用にかかわる人たちとは

著作物利用にかかわる人たちは、３つのカテゴ

リーに分けることができる。教育機関と著作権者、

著作権管理団体である。これら３者の間に立って

著作物利用を代理・仲介する「copy shop」もあ

る。「教育機関」には、著作物の利用、利用許諾

の意思決定に関与する事務スタッフ、図書司、教

職員を含む。「著作権者」には、著作物に関する

さまざまな権利をもつ個人、団体が含まれ、出版

権や著作隣接権をもつ者も含む。

これまで、教育機関は著作物の利用者、ライセ

ンシー、著作権者はライセンサーとみなしてきた

が、実際は重複している。この重複は遠隔教育で

はもっと大きい。遠隔教育の履修コースに自らの

資源を投入しようとする教育機関の多くが他の教

育機関にコースの利用を認めている。また、遠隔

教育ではマルチメディア教材がよく話題になるが、

教育図書出版社などの著作権者は、さまざまに異

なる種類、出典の素材を組み合わせマルチメディ

ア教材を製作しており、この傾向は一層進むであ

ろう。当然、著作物の利用許諾の権利調整はます

ます増え複雑になる。

著作権管理団体は、著作権を管理し、権利者・

利用者間の著作物の利用取引を円滑にする機能を

もつ。これらの団体自体は著作物を所有するわけ

ではないが、多数の著作物の利用許諾について著

作権者から委託を受けている。米国では、各団体

は、おおむね書籍や音楽などの各範疇の著作物を

その範疇に限って取り扱っている。その役割は、

まず著作物の利用のため著作権をめぐる情報をレ

ファレンスするデータベースを整備、公開するこ

とである。これらの団体は、これまでの経験や

データベースを使って比較的早く容易に検索に

応じることができる。ときに、著作権管理団体は、

利用者に「包括許諾」を与える。これは、一定の

期間、任意の著作物の利用すべてを一定額で許諾

するものである。

米国には幾つかの主要な著作権管理団体がある。

戯曲に属さない音楽関係の著作物の演奏に関して

は、主にASCAPやBMI、SESACが扱っている。

Harry Fox Agencyは、レコード形式の音楽著作

物の複製、頒布などを対象としている。Copyright

Clearance Center（CCC）は、テキスト（絵画、

図表、文学作品等の全種類の印刷物）、特に写真

の再製の利用許諾に関する中心的な存在だ。

５．１．３　著作権の利用許諾の種類

ディジタル遠隔教育に関連しては３つの種類の

利用許諾が基本的に関係してくる。アナログ利用

の取引許諾（transactional license）、ディジタル

利用の取引許諾、そしてサイト許諾（site license）

である。これらの利用許諾の使用料は、利用許諾

の種類、利用形態、利用者によって異なる。学校

の先生は、おおむね商業利用に比べて使用料の額
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は低く、全く無料ということもある。

アナログ利用許諾は、遠隔教育では紙ベースの

コピーを作り聴講生に送るときに必要になる。

ディジタル利用許諾は、ディジタル化された著

作物を利用するときに出てくる。このときは、教

科書自体の利用許諾のほかに、アナログ教材

のディジタル化、ディジタル形式での著作物の

再製、頒布、上演・演奏、提示なども許諾の範囲

に含むことになろう。

利用ごとの対価を払う取引許諾に対して、サイ

ト許諾は、一定の期間、特定の利用者が多数の著

作物を一定の方法で利用する場合、そのすべての

利用を認めるものである。なお、包括許諾

（blanket license）という言葉があるが、これは

サイト許諾の一形態で、多数の著作権者に著作物

が帰属し年間使用料として対価が設定されている

ものである。著作権管理団体は包括許諾を取り

扱っている。サイト許諾は、学術分野でソフト

ウエアの大学全体での利用や、専門誌、定期刊行

物などの学術論文のデータベースを大学全体で利

用する場合に、使われている。サイト許諾は、数

多くの利用をすべてカバーするため考え出された

概念で、典型的には、大学のキャンパスなど物理

的なサイトの中の者に許諾の範囲は限られる。し

かし、今ではサイト許諾は、物理的な制約をこえ

サイト外であっても契約で認められた者であれば、

利用できるようになっている。

５．２　利用許諾の現状

ディジタル遠隔教育の分野で利用許諾の現状を

見る場合、二つの関連するポイントがある。どの

ような種類のコンテンツがどの程度利用許諾され

ているのか、また、教育機関は、利用許諾に代わ

ってどのような手続き、原則にしたがっているの

か、の２点である。

５．２．１　利用許諾のコンテンツの種類、許諾の状況

遠隔教育の受講者に教材を提供するため、著作

権の利用許諾の実務作業が、特に高等教育で出て

きている。しかし、今のところディジタル利用に

関する利用許諾の申請も実際の許諾もあまり事例

が多くない。

権利付与のほとんどは、アナログ形式の補助教

材に関連してであり、これらは、A４版コピー紙

などに複写され学生に配布されているのが現状だ。

多くの教育機関は、遠隔教育プログラムでこの関

係の利用許諾の事務を行っている。教材のディジ

タル利用に関する権利処理は今は比較的限られて

いるが、今後急増するであろう。ディジタル形式

の教材利用は、図書館をベースに大学全体を対象

とするサイト利用許諾のものが一般的である。補

助教材を選択する場合大学は、利用許諾済みの電

子ソースに限り、個別許諾はできるだけ避けよう

とする傾向が見られる。

ディジタル遠隔教育で利用許諾される著作物は、

テキスト教材がほとんどである。テキストのディ

ジタル化が先行してきたことがこの背景にある。

写真やスライド、絵画、オーディオビジュアル著

作物、音声録音、ソフトウエアなど、テキスト以

外の著作物のディジタル利用は、これからである。

ただ、テキストにしても紙ベースのコピーに比べ

るとディジタル利用の許諾の割合はまだわずかだ。

映像（イメージ）のディジタル利用に関する利用

許諾は、美術館の高画質の収蔵作品を教育の場に

教材として利用するためいくつかのプロジェクト

で行われているものの、利用許諾件数はわずかで

ある。同じように、教育ビデオ、商業用映画など

のオーディオビジュアル作品のプロジューサーが、

ディジタル利用のため許諾を求められるケースも

まだ少ないということである。ディジタル形式で

用いることができるオーディオビジュアル素材が

まだ量的に少ないからであろう。
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ディジタル遠隔教育に音楽作品、音声録音を利

用するため許諾を求める事例は、なお少ない。こ

の分野の２つの最大手著作権管理団体である

ASCAPとBMIは、アナログ形式での演奏のため

教育機関に低廉な対価で包括許諾をこれまで与え

てきた。ディジタル形式の演奏を教育現場で認め

る利用許諾をどう扱うかは論議されているが、

１９９９年時点では、包括許諾の事例はない。

ASCAPとBMIは、ウェブサイトに利用許諾して

いるが、これらの許諾が教育環境で用いられては

いないようだ。報道によれば、音楽出版社が、ディ

ジタル遠隔教育用に音楽作品を再製、頒布する利

用許諾を要請する事例はまだない。

音声録音については、「音声録音におけるディ

ジタル演奏権利法」（Digital Performance Rights

in Sound Recordings Act）の施行によって、１９９６

年、演奏の許諾が可能になった。レコード会社に

よれば、形式を問わず音声録音の再製・演奏の許

諾を教育機関から求められる事例はまだ少ないよ

うである。ましてディジタル利用のケースはごく

限られているとのことである。

遠隔教育のクラスでコンピュータ・ソフトウエ

アを学習の対象とする利用許諾はようやく始まっ

たばかりだ。なお、一般的に授業をサポートする

ためソフトウエアを利用する教育目的の利用許諾

は、特にサイト許諾のかたちでよく行われている。

また、教育機関は、遠隔教育コースの教材作成・

伝送に、ソフトウエアパッケージを利用している

が、この利用許諾は一般的になされている。

５．２．２　利用許諾の代替

教育機関は、素材のディジタル利用許諾を選択

したがらない事情がある。また、著作権で保護さ

れた著作物を遠隔教育のコースに用いたがらない

傾向もある。著作権者との利害対立を避けるため、

著作権法の著作権制限条項を活用する傾向がある

ようだ。

現実に、多くのコースは、著作権で保護された

著作物を教材に入れていないか、加えるとしても

わずかに限っている。オンラインコースが一般的

になってからこの数年、大学など学校の先生は、

他人の教材をあまり組み入れず自らコンテンツを

作成するようになってきている。すでにあるコン

テンツを教材に入れる先生も、著作権問題を回避

するためパブリック・ドメインから素材を選ぶよ

うである。

教育機関が著作権のある素材を利用する場合で

あって利用許諾を求めないとき、その判断の根拠

として頼る寄りどころは、著作権法の著作権制限

条項である。多くの教育機関がもっともよく依拠

するのは「公正利用」条項である。しかし、この

「公正利用」原則がディジタル環境でどれほど働

くのか不明で、実際、「公正利用」原則の解釈は

まちまちである。このほかに著作権を制限し著作

物の利用を促す条項は、教育目的からの著作権の

制限を定める著作権法１１０条１項、２項である。

ただし、これらの条項の解釈、詳細条件の適用に

関しては実務事例は少ないようである。

５．３　利用許諾の手続き

利用許諾の手続きを一般化することは難しい。

教育機関と著作権者との間の利用許諾がさまざま

な方法で行われているからである。利用許諾の責

任は、しばしば分散化し、これらの責任を有する

人たちへの研修が十分に行われていないようだ。

一般的に、利用許諾にかかる契約に力点をおき責

任も集中させればさせるほど、許諾手続きは

スムーズになり上手くいく確率も高くなる。

５．３．１　教育機関

著作権の利用許諾の手続きを責任をもって担当

する人、セクションは、各教育機関によって異な

る。学校全体の許諾についての事務処理をすべて
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専担するスタッフを置いているところもあるが、

個々の先生が自分のコースに関することに責任を

もつケースが圧倒的に多い。図書司は、図書館の

蔵書、保管資料の著作権事務を取り扱うというそ

の仕事の性格から、アドバイスを求められること

が多い。そのほか、事務処理を担うのは、法務オ

フィス、学校事務本部、キャンパス書籍販売責任

者などである。ときに、著作物の種類によって担

当を分け、オーディオビジュアル素材はマルチメ

ディアセンター、e－reserveは図書館、教科書は

書籍販売セクションという事例もある。

学校の先生は、著作権者、著作権管理団体の両

方とコンタクトする選択肢がある。大手の著作権

管理団体については、その事務処理手続きが行き

届いていると評価する先生が多く、そのため、一

層これらの団体に頼るようになってきているよう

だ。著作権者に直接コンタクトする場合もある。

著作権者が映画会社や教育図書出版社などの場合

である。

５．３．２　著作権者

著作権者も、著作権の利用許諾手続きの取り扱

いについて同じく新たな対応を迫られている。許

諾要請に対する取り扱いの仕事は、集中化、効率

化しているとは必ずしもいえない。特にディジタ

ル利用に関してはそうである。権利処理の実務を

行うスタッフが、技術面に詳しいとはいえず、ま

た、処理手続きがしっかりルール化されているわ

けではないからである。

著作権者の経営規模や事業運営方法、教育市場

への関心度合い、著作物の種類によって、教育分

野に関する著作権の事務処理の効率性は、大きく

異なる。一般的に言えば、大手の著作権者になれ

ばなるほど、許諾事務の経験も豊富で、一貫した

事務処理の社内規則をもっている。学術市場への

経済的関心が高い著作権者は、市場に対応できる

許諾事務ができるよう基盤整備に努めている。た

とえば、大手の教育図書出版社は、著作権を専門

に扱うセクションをおき、比較的すばやく、合理

的な対応をしてくれる。

５．４　利用許諾の課題

多くの教育機関は、ディジタル遠隔教育への利

用許諾に関し幾度も障害にぶつかってきている。

主な問題は３つある、すなわち、著作権者を突き

止める難しさ、タイミングよく許諾を得られない

こと、合理的とは言えない利用対価である。

著作権者の特定は、時間がかかり、きわめて難

しい作業になる場合がある。昔の印刷されず刊行

されていない作品や、著作権管理情報が表示され

ていない作品は、特に問題だ。ディジタル環境下、

個々の著作者は、既存の出版社を取次店としてあ

いだに置かずにその作品を簡単に配ることができ

るので、この問題は、より一層深刻だ。オンライ

ンコースは、多くの異なる著作物を組み込むこと

ができるが、その際、たった一つの著作物の正当

権利者を見つけ出すため教職員や図書司を幾日も

かかりっきりにさせるのはかなわないとの声が教

育機関から聞こえてくる。さらに、たとえ特定で

きたとしてもその著作権者が１００％の権能をもっ

ていないケースもありうる。

学校関係者からは、著作権者からの許諾に時間

がかかりすぎるとの悩みが出ている。返答まで数

ヶ月、いや、「なしのツブテ」だってある。この

ような遅延が、新学期のスタート時期など期限が

きられている問題のため教材の準備に大きな障害

になることもありうる。

また、教育機関に共通の心配は、利用許諾のコ

ストである。素材のディジタル利用の対価は、ア

ナログ利用よりも相当うわまわることも多い。利

用料があまりにも大きすぎて利用を断念した非営

利の教育コースもある。そのほかの利用条件にも
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問題は内在する。特に著作権法では許される場合

であっても、ディジタル利用ゆえに著作権法を上

回る厳しい利用制約条件が課せられるおそれがあ

る。大学へのサイト許諾がキャンパスの学生に利

用に制限し遠隔地の学生からの教材へのアクセス

を禁止したり、仮に許容してもその見返りに使用

料の引上げが求められるといった問題が、図書司

から提議されている。

利用許諾の問題の程度は、著作物の種類によっ

て異なる。新聞雑誌の記事や音楽・映画などの

オーディオビジュアル作品に関して、特にデッ

ドロックに乗り上げることが多い。

ディジタルと関連づけると障害は一層大きくな

りがちだ。この理由として考えられることは、ま

ず、著作者は、著作物がディジタル化されれば許

諾なしで勝手に出回る危険性がさらに大きくなる

と思っているからである。著作権者は、このリス

クに対し、使用料を高めに設定し、制約条件を厳

しくし、ときには利用を認めないといった対抗策

を講じている。また、ディジタル化により元の作

品が容易に改変できるので新規性や創作性が損な

われるのではないか、との危惧をもつ著作権者も

いる。

５．５　今後の展望

近い将来、より効果的なディジタル利用許諾が、

作品の著作権を保護する技術革新や電磁的な著作

権管理情報の利用、オンライン利用許諾などによ

り行えるようになるであろう。

５．５．１　技術的な保護とオンライン利用許諾シス

テム

技術革新がディジタル利用の許諾を促すため大

きな役割を果たすべきであろう。日進月歩に開発

普及する技術的保護措置は、ディジタル利用の許

諾に関する著作権者の憂慮をなくし許諾しやすい

環境を作っていくであろう。さらに、著作権者の

名前、住所、許諾条件などのディジタル著作物の

著作権管理情報に関する技術は、一般的になって

きている。このことは、著作物を利用する側にと

っても著作権者の特定などが容易になるメリット

がある。

オンライン利用許諾の促進、標準化やディジタ

ル化著作物の利用環境の向上のためさまざまなプ

ロジェクトが進行中である。オンライン利用許諾

システム、著作権データベース、ディジタル著作

物図書館がどんどん増えている。たとえば、複数

の教育図書出版社がオンライン利用許諾システム

を構築しており、学校関係者はこのシステムを

使って著作権情報のすばやい検索が行えるよう

になった。

５．５．２　著作権の包括的な管理

オンライン利用許諾のサイトを構築運営するた

め、新しい組織が作られた。また、既存の著作権

管理団体もディジタル時代に即応できる体制整備

を急いでいる。たとえば、CCCのElectronic

Course Content Serviceは、教育機関が学習教材

やe－reserve用にディジタル素材のオンライン利

用許諾を受けるため、１９９７年にスタートした。１９

９８年、このシステムは、週平均４０件、取り扱っ

た。

ただ、これらの著作権管理団体が万能かという

とそうではない。米国のこれらの団体は、すべて

の著作物、著作権者を網羅しているわけではなく、

すべての範疇の著作物のディジタル利用すべてを

ワンストップショッピング的に一箇所で事務処理

できるかというと、近い将来に限れば望み薄であ

る。

５．５．３　ディジタル利用許諾の展望

ディジタル利用に関する著作権の利用許諾は、

101 郵政研究所月報 ２００１．１１



スタートしてようやく数年経ただけであり、許諾

処理案件もまだわずかだ。利用許諾の仕組みや著

作権者の意識は、技術革新に追いつくため懸命だ。

ディジタル利用は一般化するにつれ著作権者の考

え方も柔軟になってきている。過去には、出版社

は目的のいかんを問わず書籍のディジタル化を拒

んできたが、その態度は軟化し出版社の基準に合

えばディジタル化を認めるようになってきている。

著作物の有効な保護措置の発展を著作権者は理解

すべきであろう。

６　ディジタル遠隔教育での技術

利用許諾をスムーズにする技術としてまず思い

浮かぶのが、著作物にディジタル形式で関連情報

を挿入しておくことであり、また、利用許諾や応

諾をオンラインで行うことである。数多くの異

なった種類の著作物頒布・伝送技術が今日では

遠隔教育に用いられている。ディジタル・テレビ

やビデオ会議のようによく知られた技術もある。

先生と学生との間をコンピュータ網で結ぶディジ

タル網技術もある。

コンピュータは、遠隔教育の道具としてもっと

も使い勝手がよい。テレビや電話の機能もある。

さらに注目すべきは双方向機能、大量情報伝送機

能、さまざまな機能の複合化機能である。コン

ピュータ網を使うことで、テキストやグラフを

送り、即時的にあるいは時間をずらして利用者双

方を結びつけ、利用者間でメッセージや音声、映

像を送受しあうことが可能になった。

ディジタル遠隔教育のコースに「典型」という

ものはない。教師は、時として自ら作成した文

書・図表、パソコンファイルを使って教材を作り

だし、時に市販のソフトウエアのテンプレートを

使い教材を作成する。今日利用できるあらゆる技

術的なツールを組み合わせることが可能だ。電子

メール、チャット・ルーム、ホワイトボード、共

用アプリケーション、インターネット放送のビデ

オ・オーディオ、ビデオ・オーディオファイル、

コース管理インフラ、ウェブサイトへのリンク、

双方向機能をもつCD－ROM、DVD－ROMなど

だ。さらに、自分のペースで学ぶ独習教材を教材

販売会社や教育機関から手に入れることができる。

ディジタル環境での著作物の技術的保護の必要

性は、遠隔教育にかぎらずすべての分野で認識さ

れている。ベンダーもコンテンツ・プロバイダー

も商用ベースで実行可能な保護技術の開発に取り

組み、業界団体は協調して技術標準化を進めてい

る。著作物へのアクセスを制限する技術がある。

アクセス後の著作物の利用を禁止し、また、禁止

行為を探知する技術もある。コストやセキュリ

ティの程度で技術にもさまざまなレベルがある。

確かに多くの技術は高い有効性をもつが、１００％

完全な保護を保証するものはない。保護すべき素

材へアクセスして得られる価値よりも、そのアク

セスを実現するコストが上回ることが保護技術の

開発実用化にあたっての基準になる。

教育機関自体、その教育機関に入学し講座の履

修届をした学生に限ってアクセスできるようにし

ている。たとえば、パスワード、ファイアウォー

ル、IPアドレスやドメイン・ネームでのスクリー

ニング、ハードウエア接続、暗号化などである。

そして教材配布はCD－ROMに限っているところ

もある。

教材へのアクセスが許諾された後に続くのが、

学生の手による教材のダウンロードや他への転送

だ。このような川下利用のための技術がすでに陸

続と生まれている。すべてではないがほとんどの

技術は、ただ一つのコンテンツにしか合わないと

いう問題を抱えている。最も有効な技術は、コン

テンツ・権利情報閲覧技術である。この技術に

よって著作者は、その著作物の利用条件を定め、

すべてのディジタルコピーにこの情報を付加する
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ことが可能になる。この条件に合わない利用は何

人も許されない。たとえば、学生は、著作物を見

たり一部だけプリントしたりすることはできるが、

それをディスクに保存したり他に転送することは

できない、といった条件がディジタルコピーに刻

印されているのだ。ストリーミング・フォーマッ

トはコピーを阻止する仕組みを組み込んでおり、

画素密度の粗いホームページ画面では鮮明なコ

ピーができないようにしている。いずれもいく

ぶんかは転送を防止する効果をもっている。

利用を識別・追跡するためディジタル著作物内

に情報を埋め込む技術が開発実用化されてきてい

る。今のところディジタル・ウォーターマーキン

グ技術がもっとも有効なようだ。市販のソフトウ

エアやサービスを利用するとき、これらの識別情

報が、インターネット上で流通する著作物の中か

ら著作権の利用許諾がないものを見つけ出す目印

になりうる。

重要な開発実用化がすべてのディジタル分野で

進行中で、汎用的な技術はさらに増えるであろう。

もっと有効な著作権利用許諾メカニズムが普及し、

著作物の伝送システムはより効率的・高度化し互

換性も増すであろう。コンテンツを保護する技術

開発は予測が難しい。近い将来、無許可のアクセ

スや分配から著作物をかなり有効に保護すること

が技術的に可能になろう。川下の利用を防止する

技術が広く世の中に受け入れられるものになるか

否かなお見極めが必要なので、この技術が、ディ

ジタル遠隔教育で、実用的なレベルでいつどの程

度使えるようになるのかは明確に言えない。

７　遠隔教育への著作権法の適用

教育のさまざまな活動には著作権法上のさまざ

まな権利が関係する。ディジタル網を使って伝送

された著作物が上演・演奏、提示される場合、技

術特性から、素材が通過するコンピュータに一時

的にRAMコピーが作成される。この場合、結果

的に単に上演・演奏、提示の権利のみならず複

製・頒布の権利も関係してくるのだ。

ディジタル遠隔教育について著作権の制限、す

なわち著作者からの利用許諾が不要な場合は３つ

ある。著作権法１１０条による特定の教育目的での

著作物の利用のケースが２つと著作権法１０７条で

定める公正利用原則のケースが１つである。１１０

条の１項と２項は、ともに体系的な履修コースが

想定するすべての形態の上演・演奏や提示をカ

バーする。１１０条１項は、フェース・ツー・フェー

スの授業で著作物の上演・演奏、提示が行われる

場合は、著作権の利用許諾を受けなくてもよい、

と規定している。１１０条２項は、１９７６年に追加さ

れた条文だが、遠隔教育をカバーし、いわゆる教

育放送での上演・演奏、提示については著作物の

利用許諾が不要と定めている。ただ、これらの条

文にはさまざまな制限、制約がついており、たと

えば、１１０条２項は、上演・演奏権の制約がなく

利用が自由にできる著作物は、非「戯曲」的な文

学作品や楽曲に限っている。（ちなみに提示権の

適用除外はすべての分野の著作物に及ぶ）また、

１１０条２項は、伝送の性質、内容や受け手の特定、

所在地などに制約を設けている。上演・演奏、提

示は、非営利の教育機関や政府機関による体系的

な教育活動の一環であることが必要条件だ。さら

に、著作物は、授業内容に直接関連し補助教材に

なるものでなければならない。また、教室など授

業の行われる場所で著作物を受け取らなければな

らない。例外は、障害をもつ人や、教室に行けな

い特別の理由のある人、政府職員に限られる。

１１０条２項は、ディジタル網上で提供される講

座には適用がきかないと言ってよい。この規定は、

単に上演・演奏や提示といった行為しか例外とし

ないから、ディジタル伝送に含まれる再製や頒布

という行為は認められないのだ。さらに、教室へ
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出席ができないという特別の事情がない学生は、

遠隔授業を受講したいと希望しても、条文でいう

有資格受講生に該当しないであろう。

「公正利用」は、著作者の排他的権利に対する

最も広範かつ一般的な制限である。特別の教育的

事由でカバーできない遠隔教育であっても、著作

物の利用を可能にできる場合もあるからだ。公正

利用の規定は、弾力的で技術中立的である。ディ

ジタル世界で教育目的利用のため、これからも重

要な役割を担っていくであろう。公正利用の適用

の適否を争う訴訟は、ディジタル遠隔教育ではま

だないが、もし訴訟になれば、講座のテーマ・内

容、教育機関の性格、先生の素材利用の態様、素

材の種類・ボリュームが争点になるであろう。過

去に、「公正利用」規定の教育分野への適用につ

いて明確化するため、ガイドラインが利害関係者

で検討された。一定のアナログ利用に関するガイ

ドラインは、現行の著作権法の制定過程で条文に

盛り込まれた。

著作権法では、１１２条は一時録音の例外、１１４

条は音声録音の排他的権利の制限、１１１条は一定

の第二次送信の例外を定めているが、これらの著

作権制限条項は、ディジタル環境の遠隔教育に広

く適用することはできないようだ。許諾の強制に

より遠隔教育の行う者は、著作物を一定の方法で

使うことができるが、授業のニーズを十分に満た

すにはほど遠い。

ディジタル千年期著作権法（DMCA）により、

著作権法には、オンライン・サービスプロバイ

ダーの義務の制限や、著作権保護の新たな技術

的条件が条文追加された。これらの条項は、ディ

ジタル遠隔教育の著作物利用の許容範囲を左右す

るものではないが、ディジタル環境での素材の配

布・許諾に関し、教育機関と著作権者との間に一

定の緩衝帯を作る効果をもたらした。著作権法に

新規追加された５１２条によって、教職員や学生に

ネットワークアクセスの機会を与える教育機関は、

その機会提供だけではネットワークで送信される

素材を侵害したとして問責されないことになった。

著作権法に追加された新１２章では、著作物保護の

ため著作権者が講じる技術的措置をすりぬけるさ

まざまな行為を禁止する規定や著作権管理情報を

保護する規定が含まれている。

国際的な文脈では、２つの課題が出てきている。

条約の履行と海外への改正著作権法の影響である。

著作権に関し米国を拘束する主要な国際条約は、

ベルン条約と世界貿易機関（WTO）のTRIPS協

定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）

である。両条約とも著作権者の権利の例外に関す

る規定を含んでいる。遠隔教育のため著作権の制

限を定める場合、これらの条約との整合性をはか

ることが求められる。さらに、著作権の制限規定

を施行すれば、準拠法、国際裁判管轄の問題が海

外に影響を及ぼすことになる。米国の教育機関が

外国の学生に教材を送信するとき、米国の法令が

適用されるのか、受信国の法令が適用されるのか

ははっきりしない。これによって、著作物の利用

が許されるか否かの判断は難しい。また、海外の

国々は、ディジタル遠隔教育のため著作権法の改

正を進めようとしており、何らかの整合性をはか

る必要があろう。

８　調査報告書からTEACH法案まで

コンテンツの制作・出版業界は、なお、著作権

局が１９９９年に連邦議会に出した報告をベースとし

た議会での議論に対し、昨年まで次のような理由

をあげ難色を示し続けていた。

１）ディジタル遠隔教育の市場環境は、絶え間な

く急速に発展変化している。

２）インターネットをベースとする遠隔教育の講

座・教材については、非営利、営利いずれも

の提供者もいるが、これらの者の間の競争、

郵政研究所月報 ２００１．１１ 104



協力関係が複雑である。

３）ディジタルネットワーク環境下で、著作者の

権利と著作物の利用者のニーズとの間の「均

衡」を保つために、著作権局が不可欠の条件

とする有効・経済的な技術要件が妥当なもの

か否か不確実である。

紆余曲折を経て、今年３月７日、上院議員

HatchとLeahyは、著作権局の法案化勧告に沿っ

たTEACH法案を議会に提案した。

ところが、上院司法委員会の公聴会（３月１３日）

では議論百出で意見が大きくわかれた。教育機関

はおおむね法案に賛成。ただ、オンライン遠隔教

育とこれまでの教室での教育が同じような扱いに

するという法案の最終的な目的を達成するため多

くの条文修正をもとめた。コンテンツの制作・出

版業界は法案に猛反発した。現行法を変える理由

はないし、仮に議会が政治的な理由から法案化を

決意するのであれば、教育関係者が提案する方向

とはまったく反対の方向に改正すべきだと主張し

た。

この手詰まりを打開するため、上院司法委員会

は、教育関係者とコンテンツ関係者との調整を行

うよう著作権局にもとめた。

著作権局は、利害調整に参加する関係者の範囲

を広げ、両サイドの関係者も調整過程でさまざま

な支援団体とたえず連絡をとりあった。この調整

はしばしば中断をはさみながら４月なかばから５

月いっぱい続いた。調整は困難をきわめた。しか

し、最終的には、「虚心坦懐、誠実に、そして最

後は妥協が必要だ」とのコンセンサスが生まれ無

事、調整を終えることができた。

調整の結果、著作権法の１１０条２項と１１２条は

修正された。調整の過程では、その他の著作権法

の条文は明示的にも黙示的にも変えるべきでない

とのコンセンサスもできた。

この調整で修文されたTEACH法案によって、

オンライン遠隔教育普及のため著作権法を改正す

る主要な事項は次のとおりである。

○遠隔教育の上演・演奏に使うことができる著作

物の範囲を拡大する。（非「戯曲」的な文学作

品や楽曲など）

○物理的な意味での「教室」の概念を取り除く。

これによって学生がコンピュータ端末にアクセ

スできるところであればどこへでもディジタル

教材を伝送できるようにする。

○著作物教材をサーバーに蓄積できるようにする。

これによっていつでも上演・演奏や提示が可能

になる。

○著作物のディジタル版が教育機関で利用できな

かったり、ディジタル化作品が使用できないよ

う技術的にガードがかかっているときは、遠隔

教育用のアナログ版教材をディジタル変換でき

るようにする。

○ディジタル自動伝送のプロセスで一時的・臨時

的な複製が行われるが、許可されたディジタル

遠隔教育の受講生はこの複製違反責任を問われ

ないことを明らかにする。

他方で、TEACH法案では、許可を得ず不適切

に著作物を使うことを禁止するため、重要なセー

フガード規定も新たに盛り込まれた。その主なも

のは次のとおりである。

○上演・演奏や提示は、教師の実際の監督のもと

で間接的に教師が介在する教室授業の一部であ

ること。

○著作物の利用はその一部に限定される。非「戯

曲」的な文学作品や楽曲以外の著作物の上演・

演奏は、合理的な一部分に限られる。また提示

は、実際の教室で通常提示される分量に限られ

る。

○教材は、技術的に可能な限度において受講を認

められた学生に限って受け取るようにする。

○教育機関は、その講義の期間をこえてアクセス
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も盛んであった。そこにインターネットの登場で

ある。そして、この小稿で述べたように利害関係

者間の妥協により、インターネット時代の遠隔

教育の制約となる著作権法の現行の枠組みが、今、

変わろうとしている。今後、インターネットを利

用しての遠隔教育がますます盛んになるであろう。

他方、わが国においても、著作物のディジタル

化やインターネットを利用する遠隔教育などこれ

まで著作権法の規制では想定しえなかった状況が

現実化している。緊急に著作権法の枠組みを見直

す必要があろう。昨年１１月から文化審議会著作権

分科会の「著作物等の教育目的の利用に関する

ワーキンググループ」でネットワークを活用し

た教育活動への対応などが議論され始めた。

米国の動向はわが国の議論にも少なからず影響を

与えるであろう。今後とも注視が必要である。
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可能な形態で著作物を保持しないよう、また、

著作物が許可なく一層頒布しないよう、技術的

な防止措置を講じること。

○上演・演奏や提示は、コピーやフォトコピーの

形式で合法的に作成・取得されること。

９　最後に

米国はわが国とは教育風土が異なっている。州

が教育行政の責任をもち、連邦政府は教育ローン

の枠組みを作るなど補完的な役割をになってきた。

国民は、自らのニーズにあった科目を選択履修し、

もともと大学進学率が高い。このような教育環境

にくわえ、スキルアップ、転職のため学校卒業後

も専門技能・知識を習得しようとする意識が高く、

しかも国土が広く身近に適当な学校がないケース

も多い。このような理由から通信教育がこれまで
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米国におけるディジタル遠隔教育の事例

（米国教師連盟（American Federation of Teachers）のレポート「A Virtual Revolution: Trends in

the Expansion of Distance Education」より）

オンライン遠隔教育プログラム実施大学の例

教育機関 特色 規模等 履修者数 認定

e－Cornell
営利部門として分
離。コース準備中。

単位認定（学位授
与の予定なし）

未定
e－Cornell自体と
しては認定を受け
ておらず。

NYU

Online

営利部門として分
離。企業研修に主
力。

２大学院。企業専
門プログラム多数。

学部プログラム履
修者：１６６

NYU Online自体
としては認定を受
けておらず。

イリノイ大学

Online

イリノイ大学キャ
ンパスの一部で、
アンブレア組織。

１専門学位、１０修
士・学士コース

オンライン受講
コース総数６，０００

北中央地域基準認
定協会の認定

メリーランド大学
（UMUC）

世界最大規模のオ
ンラインコース履
修者数の大学

１４学部、１０大学院 ４０，０００
中部州地域基準認
定協会の認定

リオサラド・コ
ミュニティカレッ
ジ

コミュニティカ
レッジとしてオン
ライン遠隔教育を
最初に始めた機関
の一つ。

６の学位、１２の単
位

オンラインコース
は２００。一学期当
たり履修者数
８，０００

北中央地域基準認
定協会の認定

SUNY

Learning

Network

UMUC、Phoenix
と並ぶ全米最大の
遠隔教育プログラ
ムをもつ。

会計からウェブ設
計まで１，５００コー
ス

一学期当たり
約１０，０００のコース
履修数

中部州地域基準認
定協会の認定

Virtual

Temple

営利部門として分
離。コース準備中。

未定 未定
Virtual Temple自
体としては認定を
受けておらず。
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大学・企業提携：コース管理システムの提供

大学・企業提携：ハイブリッド・コース等の提供

特色 提供先の教育機関

Blackboard
オンライン教育運用ソフトウエアの提
供

１，９００以上の教育機関が利用

Campus Pipeline
高等教育機関に対するウェブプラット
フォームの提供

キ ャ ン パ ス ・ ラ イ セ ン シ ー は
６００近くにのぼる。

eCollege
大学向けオンラインキャンパスの提供
（Blackboard、Web CTはライバル）

Colorado大学、Johns Hopkins、Seton
Hall、DeVryなど

Web CT
遠隔教育用キャンパスプラットフォー
ムの提供

２，６００の教育機関が利用

特色 規模等 提携先 認定

Cardean大
学
／Unext
com

有名ビジネススクー
ルと協力し問題解決
型のカリキュラム構
成

MBAプログラ
ム、８０コース

Columbia、Chicago、

Stanford、Carnegie
Mellon、London
School of Economics

DETC

Cenquest
大学院ビジネスコー
ス、研修

２修士プログラ
ム等

Babson、Texas大学、

Oregon Institute、

Adelaide大学、MIT

なし

Fathom

Columbia大学から
営利部門として分離。
芸術、人文科学コー
スなどを提供。

６００コース。登
録者数は７５，０００。
オンラインコー
スで数百名の履
修者。

Chicago大学、

American Film

Institute、London
School of Economics、

NY公立図書館

なし

Global

Education

Network

Brainchild of

WilliamsのMark
Taylor教授、投資銀
行家Herbert

Allenが中心。
芸術、人文科学
が中核カリキュ
ラム。

３－４コースを準備中。
学位プログラムはない。

Williams、Wellesley、

Brown、Amheart、

Yaleの教授等がコー
ス開設に協力。

Quisic

（旧名

University

Access）

修士レベルのビジネ
スコース、研修プロ
グラムを提供。

Cisco、United、

Citigroup、

Lexus、IBMが
クライアント。

約２００の企業がクライ
アント。Dartmouth、

Economics、North
Carolina、USCが提携
大学。

なし

Universitas

２１

世界の１８の教育機関
の連合組織。

Thomson Learning

と提携。

計画中
米国の教育機関との提
携を模索中。

なし
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「仮想」大学（Virtual University）

教育機関 特色 規模等 履修者数 認定

Andrew

Jackson大学
教科書主体の通信制大
学。

３学士コース、３
大学院コース

４００－４５０ DETC

Capella大学

伝統的なコースや企業
研修を提供。

Honeywell、Lawson
Softwareと提携。

３６単位認定コース
１学士コース
１１大学院コース

１，０４９
北中央地域基準認定協
会の認定

Jones 国際大学
最初に認定を完全に受
けたオンライン大学

２１単位認定コース
１学士コース
２大学院コース

１，５００
北中央地域基準認定協
会の認定

Kennedy－

Western大学
企業中堅専門社員を対
象とする。

１３学士コース
１２大学院コース
１２博士コース

２３，０００

地域基準認定協会から
認定を受けておらず。

Wyoming州教育局よ
り認定。

Phoenix大学

Online

営利目的の大学で急成
長中。コースの２５％が
オンライン。

８学士コース
１０大学院コース
１博士コース
なお、単位認定
コースを準備中。

１８，５００
北中央地域基準認定協
会の認定

Western

Governors大学

他の教育機関、企業が
開設するコースメニュ
ーを提供する私立大学

３単位認定コース
４学士コース
１大学院コース

２０８ IRAC認定の予定。
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前回の「施策の検討」では、田園情報社会の構

築課程を３つの段階（「基本的な施策」「地域の魅

力づくりのための施策」「都市からの人の移動を

促す施策」）に分け、各種施策の検討を試みた。

特に第二段階の「地域の魅力づくりのための施

策」では、「リチャージパーク」「人材活用特区」

「情報スタンド」「ｅボランティア」など、具体的

なアイデアを提示した。

こうした議論を受け、最終回の本稿では、実現

のために必要な制度についての議論を行いたい。

ここでは、制度を検討するにあたっての課題抽出、

利用可能な既存の制度との関わりの明確化を行い、

最後に、田園情報社会が成立した際の人々の姿を

具体的に描いていく。

５　実現に向けた課題

「田園情報社会」の実現のためには、乗り越え

なければならない課題が多数存在する。

� 中央と地方の対峙

田園情報社会の具現化にあたっては、トップダ

ウンによる中央からの発想と、ボトムアップであ

る地方からの発想のバランスを検討し、そのビ

ジョンとアプローチについて国民の理解を得る

必要がある。と同時に、失われた１０年を克服し、

新しい１０年を創造する「覚悟」と「共通認識」を

作り上げることが求められる。

しかし、現時点では中央と地方の意識には大き

な隔たりがあり、田園情報社会構想に対する考え

方にも温度差が存在する。

①中央からの問題提起

「選択と集中」に邁進してきた中央からは、田

園情報社会構想に対して、以下のような反応が

返ってくることが予想できる。

・過剰援助

ナショナルミニマムを無視することは出来ない

が、それ以上のものについては、自助努力が必要

「田園情報社会」～基本構想と実現に向けた提言～�

構想の実現に向けて

日本総合研究所　主任研究員　　林　　志行*

トピックス

*１９５８年台北市生まれ。日台双方で教育を受ける。筑波大学博士課程、日興証券投資工学研究所を経て、現職。国際戦略デザイ
ンクラスター長。
日経BP社BizTech「e戦略の視点」、日本能率協会マネジメントレビュー「インターネット・ウェブ・マーケティング」など

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。



である。政府（中央官庁）主導による国土の発展

にこそ御上の発想的な問題が横たわる。

地方の再生のためには、地方の住人自らが危機

意識を持って立ち上がらなければならないという

自負が必要だ。

・ハイリスク・ハイリターン

衰退する地方はそのままいったん衰退させても

良い。これ以上の負担はごめんだ。努力した者、

リスクをとった者のみが報われるべきだ。

・効率性の阻害

中央での一極集中が中途半端な状況にあること

こそが、日本の競争力を阻害してきた元凶である。

したがって、田園情報社会構想は構造改革の逆行

を意味するのではないか。

ただし、地方への人材の流出には反対しない。

・従来の制度との差別化

田園情報社会構想はこれまでの様々な「地域開

発・企業誘致」に関わる諸制度と何が異なるのか。

従来通りのバラマキが行われるだけではないか。

・中央による選択可能性

中央から吸い上げられた資金が地方へと分配さ

れるのならば、せめて都市生活者が自分の選んだ

自治体に資金を集中できるようにして欲しい。

②地方による問題提起

一方、効率的になり得ない部分も含め、中央を

支えてきたというスタンスをとる地方の主張とし

ては、以下のようなものが挙げられる。

・見えざるサポート

中央や強い「個」は自分一人の力で生き抜いて

きたのか。それを支えるものや先人の努力に応え

る必要があるのではないか。

・貨幣価値の否定

効率性、貨幣価値のみが絶対的な価値観ではな

い。閉塞感の漂う中央よりも伸び伸びと、再生に

向けチャレンジをしている事例も見受けられる。

・多価値軸の構築

中央だけがそんなにすごいのか。東京を見上げ、

追いつこうとするのではなく、地方の良さを認め、

伸ばしていける多価値軸を作り上げる必要がある。

・安心感、セフティーネット

強いと言われる「個」でも、いつかは衰退して

いく。そのとき、敗者として切り捨てられてよい

のか。弱者でもそれなりに生活していける環境を

つくり、国民全体としての安心感を醸成する必要

がある。

・中央の中の地方

中央の中にも地方の側面が存在するのではない

だろうか。すべてを中央として括ってしまうと、

落とし穴にはまる可能性がある。

③対峙の構図

以上のように、中央からの主張は、中央集権の

強化を目指す「中央の強気論」と、若干トーンを

落として、少なくとも地方の一部の不効率は淘汰

すべきだと主張する「中央の弱気論」とに分類す

ることができる。

一方、地方の主張も２つに分類することができ

る。ひとつは、中央への一極集中を是正し、行政

や経済の中心を自然環境の整った別々の地方に移

せば、第二第三の中央を作り出す作業が従来の日

本の競争力を復活させる原動力になりうるという

「地方の強気論」である。その代表例は遷都の議
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論であろう。が、遷都した先が新たな中央として

君臨するならば、中央と地方の対峙は永久に解消

されず、引っ越しに伴う非効率性のみが残るとい

うリスクも存在する。

その対立軸となるのが、地方は過去も現在も未

来も、中央に対し多くの人材や資源を直接的、間

接的に供給しており、過度の切り捨ては容認でき

ないという「地方の弱気論」である（図表４３）。

こうした議論では、貴重な人材は固定されたも

のという前提のもと、人材の奪い合いや人材を人

質にしたインフラ整備のための戦略論に終始して

しまう。

これに対し、「田園情報社会」構想は、人材自

らが地域間を移動する意志を持ち、個人が自己責

任下で一定のリスクをとることを前提にしている。

スキルを有する人材が適材適所で一定期間滞在し、

ビジネスや文化を生み出すための「場」を政府や

自治体から供給されるべきであるという発想の転

換を促すものである。

こうしたスタンスに立てば、中央にこだわり、

中央に住み続ける人材を無理矢理地方に移動させ

る必然性もなく、地方の人材を中央並みに働かせ

る必要性も存在しない。個々がそれぞれの人生計

画や家族構成に合わせ、中央か地方かをその時々

に選択すればよいのである。

� 負のスパイラル

田園情報社会の実現のために克服しなければな

らない課題の２つめは、これまでの地域開発・企

業誘致制度の多くが陥っていた負のスパイラルか

（図表４３）中央と地方の対峙

遷都、新たな中央�

現状維持�

中央集権の強化�

さらなる集中が�
競争力を生む�

中央よりも�
自然環境が整っている�
地方の方が効率がよい�

少なくとも地方の�
一部は淘汰されるべ�
きだ�

地方が人材や資源を�
供給している�

地方の選別�

弱
気�

強
気�

中央の主張� 地方の主張�



113 郵政研究所月報 ２００１．１１

らの脱却である。

①地域開発制度

地方自治体が各種地域開発法に基づき条例を定

めている地域開発制度は、図表４４に示す通りであ

る。企業立地に関する法体系は、対象となる地域

の規模に応じて、全国法、ブロック法、個別地方

法に分類されており、次々と新たな法律が制定さ

れてきた。

また、時代を追って変化するニーズに対応する

べく、改訂されたものもある。例えば、個別地方

法の「新事業創出促進法」はテクノポリス法およ

び頭脳立地法（特定１６業種：自然科学研究業、情

報処理サービス業、ソフトウェア業、デザイン業、

機械建設業、情報提供サービス業、産業用設備洗

浄業、非破壊検査業、広告代理業、ディスプレイ

業、総合リース業、産業用機器器具賃貸業、事務

用機器器具賃貸業、機械修理業、経営コンサルタ

ント業、エンジニアリング業を定め、集中的に育

成することを目指した）を廃止し、発展的に移行

したものである。

・ミニ東京の二つの弊害

これら地域開発制度は、首都である東京を中心

とする太平洋ベルト地帯への過度の集中を是正し、

地域の均衡ある発展を図るため、工業再配置促進

法（１９７２年）などを皮切りに制定されてきた。し

かし、その意図するものは、先に幸せに到達した

「東京」の成功体験を模倣し、似たような「ミニ

東京」を育成することに他ならない。

こうしたアプローチには、構造的に２つのブ

レーキが存在することになる。

ひとつは、人材の中央集権的な動きである。

どんなに地方がミニ東京を目指しても、都会に

は、地方で十分な資産、ポジションを得られない

「志ある人」が一旗揚げに来るという原動力が存

在する。こうした人達の間には、必ずしも中央に

対する漠然とした憧れがあるわけではないが、一

方で結果として「地方を後にする」という「脱地

方」の行為がある。

一方、地方に残る「名士」のなかでは、中央の

良いところだけを模倣し、過度に効率的な部分は

排除しようという考えが支配的になる。地方には

（図表４４）地方開発制度の法体系

出所：地域別対日投資環境ガイドブック１９９９年　JTETRO

【全国法】 国土総合開発法（１９５０年）、多極分散型国土形成促進法（１９８８年）、国土計画利用法（１９７４年）

【ブロック法】

大都市圏：首都圏整備法（１９５６年）、近畿圏整備法（１９６３年）、中部圏開発整備法（１９７６年）
地 方 圏：北海道開発法（１９５０年）、東北開発促進法（１９５７年）、北陸地方開発促進法（１９６０年）、

中国地方開発促進法（１９６０年）、九州地方開発促進法（１９５９年）、沖縄振興開発特別措
置法（１９７１年）

【個別地方法】

産業振興：低開発地域工業開発促進法（１９６１年）、新産業都市建設法（１９６２年）、工業整備特別地
域促進法（１９６４年）、農村地域工業等導入促進法（１９７１年）、工業再配置促進法（１９７２
年）、高度技術工業集積地域開発法（１９８３年）、総合保養地整備法（１９８７年）、地域産業
の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（１９８８年）、特定産業集積の整
備の促進に関する特別措置法（１９９１年）、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関す
る臨時措置法（１９９２年）、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法（１９９７年）、新事
業創出促進法（１９９８年）

特別地域振興：離島振興法（１９５３年）、産炭地域振興臨時措置法（１９６１年）、
半島振興法（１９８５年）、過疎地域活性化特別措置法（１９９０年）
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地方の豊かさがあるという意味では誤りではない

のだが、それではすべてを模倣してこそのミニ東

京にはなることができない。さらに、中央で成功

しつつも、密度が濃すぎる都会の住み難さに辟易

とし、「脱中央」「地方の良さ」を求めるＵターン、

Ｉターン組により、地方らしさを残してもらいた

いという新たなブレーキがかかることになる。

結果、地方が十分に中央の良さを利用し、中央

で成功した人材とのコラボレーションを構築する

ことができないという、曖昧な構造が残ってしま

うのである。

・アジアの中心、世界の中心という発想

本来、競争の原理からすれば、地方は中央から

の企業誘致を目指したマーケティングを展開する

べきなのだが、中央を意識するあまり、中央より

も優秀で、アジアで突出した地方自治体になろう

というビジョンを描いてしまうことが多い。地方

自治体が作成したパンフレットでは、自分を中心

に、アジアの主要都市を結ぶ同心円が描かれた地

図をよく目にするのも、その現れである。一方で

何の根拠をもって、はるばる企業が地方まで来て

くれるのかという視点に欠けていることが多い。

実際には、当面の目標としてアジアの工業地帯

が存在するのであり、それらとの競争に勝ちうる

だけの競争優位（人、モノ、カネ、技術、デザイ

ン、情報、文化、手続きの自動化などのインフラ）

が備わっていなければ、中心になるどころではな

いのである。

ところがこれまでは、「日本を代表する東京が

過密ならば、次善の策として地方に進出するに違

いない」というロジックのみで地域開発制度が体

系化されてきたきらいがある。

さて、こうしてできた地域産業振興制度につい

て、代表的な企業誘致優遇政策を図表４５に列記し

た。

地方自治体では、こうした産業振興策の実施と

ともに、優遇税制措置として、固定資産税の免除、

不動産取得税の免除、事業税の免除などを行うと

ともに、財務支援措置として、補助金・助成金の

供与、低金利融資・利子補給などを行っている。

たしかに、アジアなど諸外国の各種インフラに

は割安感があり、国内の多くの企業がアジア諸国

（図表４５）自治体の企業誘致優遇政策

出所：地域別対日投資環境ガイドブック１９９９年　JTETRO

産　業　振　興　策 目　　　　　　　　　　的

輸入促進地域（FAZ）
空港や港湾周辺部における輸入促進関連事業の集積による輸入促進輸入品加
工組立工場、共同物流の卸センター、展示場、関連施設などの設置１７都道府
県５政令都市

リサーチコア 研究開発、人材育成、ベンチャービジネス支援

テクノポリス（高度技術工業集積都市） 先端技術産業、学術研究機関、住環境の有機的結合

リサーチパーク（ハイテクパーク、
サイエンスパーク、ビジネスパーク）

ハイテク産業の導入による地場産業の高度化

頭脳立地 ソフトウェア、情報、サービス業の立地

工業団地 ９６０ヶ所。立地企業数７５３１社。分譲率４８．３％



に移転するなか、アジアと同等の競争条件を確保

するために各種優遇制度を設けることの意義は大

きい。しかし、実際には、市場が成熟し、単純労

働に対する国民の拒絶感も強く、アジアならびに

諸外国への移転による空洞化は回避しようがない

のが現状である。

この時、国内の地方自治体でナレッジワーカー

を養成することが欠かせないという解答が誤って

導き出されることがあるが、たとえ高収入を約束

されたナレッジワーカーが地方で養成できたとし

ても、彼らが地方に留まってくれる補償はどこに

もない。アジアでIT技術者を多く排出する中国

やインドにおいてでさえ、多くの優秀な後継者を

継続的に育成できるのは、先輩達同様、米国など

の先進国に向け出国し、莫大な資金を稼げるから

である。そういう意味では、ナレッジワーカーの

賃金は上昇し、欧米並の水準に近づいており、イ

ンドや中国に行けば、割安で優秀な技術者を数多

く獲得できると考えるのは、市場原理に反するこ

とを明確に認識すべきであろう。

こうしたことの反省を踏まえ、田園情報都市で

は、初期段階では、中央の技術者が欲する最低限

のインフラのみを整備し、人材の移動により付加

価値が生まれるような地域産業振興制度の整備が

欠かせないと考えている。

②産学官連携

地方での産業育成、起業を促進することから産

学官連携への可能性が見直されている。特に、

「学」が教育機能から市場創造機能へシフトする

ことで地方拠点を再編する動きが加速している。

産学官連携は、「教育機能」「交流機能」「ナ

レッジ拠点」「実践」と段階を踏んで、機能が高

度化する（図表４６）。

・教育機能

高等教育の強化、社会人向け大学院の創設、社

会人の招聘による実践型カリキュラムの構築、大

学院大学の創設、大学間の単位交換による大学連

合の誕生などが挙げられる。

・交流機能

冊子配布や地方の有力企業の先端技術、ニッチ

技術の紹介、各種技術交流会の開催、会員制の限

定型交流組織の運営、インターンシップ制度の導

入や事業立ち上げによる学生と企業の橋渡しなど

が挙げられる。

・ナレッジ拠点

学内企業による起業、会員企業への仲介事業、

海外企業への技術移転事業、ハイテク拠点（シリ

コンバレー型研究開発拠点）の整備、各種遠隔事

業の立ち上げ、大学院大学による専門家養成、各

種ビジネスプランの作成支援などが挙げられる。

・実践

映画産業、アニメ産業、電気自動車産業などナ

レッジ集積型産業の立ち上げ、レンタルラボ・

賃貸工場の運営、営業機能の民間へのアウトソー

シングなどが挙げられる。

産学官の連携については、これまでの教育や自

主研究を中心としたニッチの存在意義へのこだわ

りから、市場創造、応用製品による起業へと体質

改善中であることは評価できる。しかし、一方で、

知的所有権の有効活用が十分になされていない現

状を改善するという側面からの発想が強く、「産」

の代わりに「学」がイニシアチブを取った場合の

市場創造の可能性を模索しているに過ぎない。

本来、十分に効率的な市場であるならば、あえ

て連携しなくても、期待リターンが得られる分野
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へは自然と資金が集まり、リスクを分散した上で、

大きなリターンを得ようとするものである。

もうひとつ指摘したい問題は、「産」で成功を

納めて「学」へと駒を進める傾向が理科系技術

者・研究者のモチベーションの中には強い点であ

る。マズローの欲求階層説に従えば、弟子を取り、

自らの成功体験を後生に伝え、感動を共有し、人

に尊敬されたいという欲求に支配されることにな

る。

この時、「産」で成功した個人に対し、十分に

「産」が礼を尽くしていないと、この個人が「学」

に移動した後に、新たな「産」を別途立ち上げる

可能性が高い。その場合、もともと所属していた

「産」との間で摩擦を起こさないかという懸念が

残ることになる。

こうした産学官での軋轢を経験した「産」には

「学」的な機能が含まれるであろうし、今の「学」

が「産」の良さを吸収すれば、きわめて「産」に

近い形の「学」が誕生する可能性もある。

そういう意味では、産学官連携は、異なるいく

つかの連合体が相互に競争する市場、社会の登場

を待つまでは十分な成果は期待できない１）。

（図表４６）産官学連携による産業育成

市場創造�

地域集積（現地進出）�
ネットワーク構築�
（遠隔操作）�

起業家育成�

ビジネスプラン作成�

レンタルラボ、賃貸工場�

創業まで施術、知識伝授�

学内企業�

ハイテク拠点�

遠隔事業�

社会人大学院�

専門家養成大学院�

インターシップ事業�

技術交流会�

冊子配布・紹介�

テーマ限定�

海外企業に移転�

減税�

商店街HP

企業情報HP

アニメ産業�

映画産業�

ナレッジ拠点�

交流�

実践�

教育�

映像関連産業育成�

電気自動車産業�

交流ゾーン工業団地�

会員制交流組織�

会員企業への仲介事業�

営業の民間委託�

大学内R＆D施設�

１）ただし、シリコンバレーでの「学」におけるイニシアチブの発揮を参考にする場合には、「学」の周辺に多くの個人商店的
な技術者工房が誕生し、ナレッジのワンストップ化が完成することによって得られるパフォーマンスに意義がある。そういう
意味では、産官学を意識し、「学」に特化した田園情報都市が出現する可能性は高いだろう。
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いずれのシナリオを採用するにしても、個人が

十分に移動できる田園情報社会のフレームを提供

し、それぞれのフレームのなかで、契約社会に基

づきナレッジを共有するシステムを作り上げるこ

とが重要となろう。

③地方選別時代の到来

さらに、市場原理に基づき、一定規模以下の地

方が選別される時代が間近に迫っている。やる気

のある地方が復活する一方で、何もしなかった地

方は破綻する時代である。

中央と地方の関係は大きく５つの時代に分類す

ることができる（図表４７）。

ａ）人材提供の時代（～９０年）

右肩上がりの高度成長期までは、「地方が中央

を支える時代」であったと言ってもよい。様々な

人材が中央に上京し、ふるいにかけられつつ自ら

の居場所を見つけ、事業を興し、やがて成功者と

して故郷に錦を飾ることを是としていた。

ｂ）地方活性化の時代（～２０００年）

地方に錦を飾る者とＵターン、Ｉターンが結び

つき、地方活性化を模索する時代が幾度となく地

方ブームを生んできた。東京並のインフラを整備

し、ミニ東京を目指し、いつか追いつき追い越す

ことが戦略の要でもあった。が、地方自治の最大

の制約でもあり課題でもある「制度は作るが営業

努力は民間の責任」という大義名分により、すべ

ての自治体が目覚ましい成果を得たとは言い難い。

ｃ）海外製造拠点との競合・競争の時代（～２００５年）

海外市場と比較した場合の地方の高コスト体質

は、中央の地方離れを加速し、日本の空洞化を生

み出してきた。当初は単純労働を必要とする簡易

加工分野のみだったが、やがて高密度製品に移行

し、最近は最先端の戦略商品までもが当初から海

外製造拠点で組み立て加工され、日本に再輸入さ

れる傾向が強まってきている。

（図表４７） 地方選別の時代への推移

破綻する地方が出てくる�

やる気のある地方のみが復活�
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支援するから�
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営業は民間努力�

消費市場がなく（作れず）衰退�



ｄ）地方自治体破綻の時代（～２０１０年）

さて、２１世紀を迎え、地方自治体のいくつかで

は、高齢化、過疎化傾向が強まり、やがて財政難

に陥って破綻する地方も出てくる可能性が強い。

ｅ）選別と差別化の時代（２０１０年～）

こうしたことを繰り返し、いわば、中央と地方

の間に一定の緊張感が存在するようになる。結果、

中央はコラボレート（相乗効果を発揮）できる地

方自治体のみに限りある資源を集中投資し、やる

気のある地方のみが生き残ることになる。

この時、中央からは「中央にない価値観」、地

方からは「地方を引っ張ることのできるリーダー

シップによる舵取り」への期待が高まる。

ただし、こうしたことの実現には、地方に横た

わる「保守性」や「中央的な生き方への憧れ」か

らの脱皮が不可欠である。

� 政府への期待

こうした課題を乗り越え、実効性の高い地域活

性化、企業誘致制度を確立するためには、戦略的

思考を心がけることが不可欠である。

特に田園情報社会の実現に際しては、中長期的

なビジョンに基づき、中央政府（省庁）間、地方

政府（自治体）間を跨いだ過去の経緯にとらわれ

ない創意工夫が求められる。

①中央政府

スリム化を目指した省庁再編により一府十二省

庁体制が動き出すなか、省庁間の連携による機能

の高度化が求められる。例えば、以下に示すよう

な尺度により、自らがこれまで実施してきた政策

を見直すことが望まれる。

・地方の自由な活動を阻害する各種要因の除去。

・旧来から漫然と続けられている各種サポート

サービスの見直しと無駄の排除。

・既に整備したインフラのうち十分に活かされて

いないものの有効活用の再検討（リエンジニア

リング）。

・各種申請手続きのための書類入手、提出が中央

のみにて完結する体制の改善。

・手続きのステップの多さ、複雑な承認経路を回

覧されることによりかかる時間の短縮。

・地方自治体あるいは企業が自由な発想を活発化

できるような雰囲気、下地作り。

②地方自治体

地方自治体が田園情報都市に生まれ変わるため

の体質改善としては、次のことが望まれる。

ａ）箱モノ行政からの脱却

ハードインフラではなく、ソフトインフラの時

代が到来している。特に近年、構築した組織の運

営方法、効果的な付加価値情報の伝達、こうした

組織を運営する人材の確保、さらには後継人材の

育成が注目されている。

とは言うものの、いまだにむやみやたらと中央

と同じもの（橋、ドーム型球場など）を欲しがる

傾向が強いのも事実である。しかし、たとえハー

ドインフラを整備するとしても、単に整備に明け

暮れるのではなく、その後の利用方法や利用頻度

などを十分に検討する必要がある。また、大規模

インフラには、一定のメンテナンス費用が必要な

ことを意識することが重要である。

ｂ）市場原理の導入

均等なバラマキではなく、地域の特性、市場

ニーズを踏まえ、テーラーメードの施策を実施

する必要がある。

また、地域が独自に考案した新規市場の創造に

おいて、自由闊達な競争を阻害しないための環境

の整備（法規制の撤廃）が求められる。
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この時、既存産業の保護育成を前提とするのか、

新規事業を優先的に育成するのかの判断（リスク

テーク）を地方自治体に任せることが重要になる。

ｃ）マーケティングマインド

地方自治体は、自らが企画実行したプランと類

似するプランが第二第三の自治体から誕生するこ

とを想定し、対策を講じる必要がある。いったん

企画が成功すれば、それを模倣し、追従する自治

体が現れることは自明であり、競合自治体との差

別化戦略（競争優位を持続できるだけのキラーコ

ンテンツ、各種データベースの構築など）となる

次の一手を用意しておくことが重要となる。

ｄ）リスクテーク

フレームだけをつくり、あとは企業努力（利潤

追求者の自己責任）という開発姿勢を是正し、自

治体の目指す方向性と合致する特別プロジェクト

等へは積極的に参加し、リスクをとることが必要

である。

そのためにも、職員の数年毎の転勤システムを

改善し、じっくりとひとつのプロジェクトを実施

できる状況、担当者が専門スキルを獲得できるよ

うな環境作りを可能とすべきであろう。

ｅ）人材のバーチャル（遠隔）利用

地方における独自の人材育成には限界がある。

特に、特殊なスキル、高度な先端技術が求められ

る専門家の育成には時間がかかり、中央でも需要

が高い人材であるため、コスト面も含め調達は難

しい。

こうしたことを考慮し、ITなどを利用し、実

際には駆けつけられなくても遠隔での応援が可能

であるようなシステムを構築し、専門家を招致し

やすい環境を整備することが求められる。

ｆ）エコマネーの導入

労働（汗）の対価を得られる制度の導入により、

通常の貨幣価値とは異なるインセンティブを確保

し、ボランティア要員の獲得を確実なものとする

ことが求められる。

６．既存制度との整合性

田園情報社会構想は２０１５年頃のビジョンを描い

た構想である。したがって、まったく新たなコン

セプトとしてゼロからすべてを構築するのではな

く、既存の政府施策のなかにその芽を見つけ、活

用することが実現への近道となる。

そこで、ここでは、田園情報社会と密接な関係

があると思われる「ｅ－Japan戦略」「市町村合併」

「電子政府」を取り上げ、その延長線上に展開す

る際の課題を抽出するとともに、実現に向けた方

向性を検討する。

� ｅ－Japan戦略

政府は、ITの活用により日本の発展を促進さ

せることを目的に、急ピッチで体制づくりを進め

ている。まず、昨年７月に「情報通信技術（IT）

戦略本部」を創設。有識者２０名から構成される

「IT戦略会議」が設置され、「IT基本戦略」をと

りまとめた（２０００年１１月２７日）。同時に、第１５０回

国会において、「IT基本法（高度情報通信ネット

ワーク社会形成基本法）」が制定され、本年１月

６日に施行された。

①ｅ－Japan戦略

政府は「IT基本法」に基づき、総理大臣を本

部長とする新たなIT戦略本部（高度情報通信

ネットワーク社会推進戦略本部）を発足、５年

以内に世界最先端のIT国家になるという目標が

掲げられた「ｅ－Japan戦略」を決定した（２００１

年１月２２日）。
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同戦略では、「全ての国民がITのメリットを享

受できる社会」「経済構造の改革の推進と産業の

国際競争力の強化が実現された社会」「ゆとりと

豊かさを実感できる国民生活と個性的で豊かな活

力に満ちた地域社会が実現された社会」「地球規

模での高度情報通信ネットワーク社会の実現に向

けた国際貢献が行われる社会」の実現により、５

年以内に世界最先端のIT国家へ変貌することを

目標に掲げている。

ｅ－Japan戦略の課題としては、中高齢層と若

年層におけるITの修得能力の差、目標年限まで

の先進諸国、途上国のIT技術の進展、コミュニ

ティ間の競争問題、リアルコミュニティとネット

コミュニティの概念の確立、外国人技術者導入に

伴う潜在リスクの発生、国際貢献における知的所

有権や文化侵略問題などが新たな論点として浮上

しよう。

実現目標の社会 具体的な数値目標

・すべての国民がITのメリットを享受

・５年以内に３０００万世帯が高速ネット網に
常時接続
・５年以内に１０００万世帯が超高速ネット網
に常時接続

・すべての国民がネットを使いこなせる
・多様な情報・知識を世界的な規模で
入手・供用・発信できる

・経済構造改革の推進

・産業の国際競争力の強化

・ITの活用を通じた新規産業の創出
・ITの活用による既存産業の効率化
・経済構造の高度化

・国際競争力の強化
・持続的な経済成長と雇用の増大

・豊かさを実感できる国民生活

・個性豊かで活力に満ちた地域社会

・２００３年までに電子政府を実現
・２００３年までに電子商取引の市場規模を
７０兆円超に

・遠隔教育、遠隔医療の普及
・全ての国民がネットを通じて、必要とす
るサービスを受け、様々なコミュニティ
に参加できる

・地球規模での高度情報ネットワーク実
現への国際貢献

・IT関連修士、博士号取得者を増大させる
・２００３年までに外国人人材を受け入れる
・米国水準を上回る高度なIT技術者・研究
者が絶え間ない技術開発を行う環境の
実現

・情報通信技術の高度化、コンテンツの
発信による国際貢献

（図表４８） e－Japan戦略の概要と課題

課題

・若年層、幼年層へのIT教育
・操作が簡単なハードウェア、

OSの開発

・多言語変換システム
・英語の公用語化

・ゲームの理論に基づく先進
国、途上国の構造変化と
競合先の増大

・コミュニティへの参画制限
・コミュニティ間の差別化

・コミュニティ間の競争容認
・落伍コミュニティの支援

・受け入れ先の開発
・労働コストの上昇
・年金医療制度への影響

・知的所有権、文化的侵略
問題
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②ｅ－Japan重点計画

「ｅ－Japan重点計画」は、ｅ－Japan戦略を具

体化するために、政府が迅速かつ重点的に実施す

べき５つの施策を明示したものである（２００１年３

月２９日）。

ここでは、５つの重点分野それぞれにおける重

点計画と２００５年時点での姿が描かれている（図表

４９）。

重点計画では、ITを活用した効率的な社会を

構築する上で政府が実施すべき最低限の計画が描

かれているものの、こうしたものが整備された上

で、企業や地域住民が独自に確立し、獲得する市

場やメリットについては描かれていない。

すなわち、ｅ－Japan重点計画が推進されても、

今の社会構造が画期的に変化し、まったく異なる

生活が誕生するというわけではなく、今の延長線

（図表４９） e－Japan重点計画と２００５年の姿

重点施策分野 重点計画 ２００５年の姿

・世界最高水準の高度情
報通信ネットワークの
形成

・公正競争条件の整備
・超高速ネットワークインフラの形成
推進
・研究開発の推進
・放送のデジタル化の推進

・高画質映像の配信
・遠隔地でのイベントの参加
・立体映像を仕様したショッピング
・音楽ダウンロード、テレビ会議、遠隔在宅介護
・外出先からの家電操作
・携帯端末での高速ネットへのアクセス

・教育及び学習の振興な
らびに人材の育成

・学校教育の情報化
・IT学習機会の提供
・専門的な知識・技術を有する人材の
育成

・授業でのネット活用による自発的、創造的学習
・趣味の充実、社会形成への参画
・仕事の効率化、IT産業への就職を容易化
・大学での独創的な研究、多様な人材の輩出、最
先端技術の開発
・ネットコンテンツの日本での制作、世界へ配信

・電子商取引等の促進

・電子商取引阻害規制の見直し
・新たなルールの整備
・知的財産権の適正な保護および利用
・消費者保護
・中小企業のIT活用基盤の整備

・高額な取引を安心してネット上で取引可能
・迅速なビジネス展開
・知的財産保護の徹底
・魅力あるコンテンツのネット上での提供
・個人が安心して電子商取引を行える
・中小企業の半数のネット商取引参加

・行政の情報化および公
共分野における情報通
信技術の活用の推進

・国民、企業と行政との間の情報化
・行政の事務・事業の情報化
・科学技術・学術研究分野の情報化
・芸術・文化分野の情報化
・保健医療福祉分野の情報化
・雇用分野の情報化
・高度道路交通システムの推進
・環境分野の情報化
・地理情報システムの推進
・防災分野の情報化

・２４時間行政情報の観覧、申請、届け出等
・手続、手数料納付・政府調達
・文化財、美術品の情報の入手、利用可能
・電子カルテの普及、高い医療サービス
・ITSの普及

・高度情報通信ネット
ワークの安全および信
頼性の確保

・制度・基盤の整備
・政府部内の情報セキュリティ対策
・民間部門の情報セキュリティ対策、
普及啓発
・重要インフラのサイバーテロ対策
・研究開発、人材育成、国際連携

・プライバシー侵害やサービス停止の心配がない
・サイバーテロの有無に関わらず、重要インフラ
関連のサービスの安定的供給
・重要な情報システムのバックアップにより自然
災害リスクが除去される
・ハイテク犯罪への国際連携による対応



郵政研究所月報 ２００１．１１ 122

上の多少便利な生活が達成されるにすぎないとい

う印象が強い。さらには、２００５年以降、IT環境

が整備された後には指数関数的に高度化するであ

ろう生活が描かれていない２）。

③ｅ－Japan重点計画と田園情報社会

一方、田園情報社会構想は、２０１０年から２０１５年

のビジョンを描いている。ここでは、市場原理に

従い、「個」に選択肢が帰着することが重要となる。

ｅ－Japan構想ではネット活用による効率的な

社会を是とするが、田園情報社会では、必ずしも

究極の効率性が保障されているものではない。ア

ナログとデジタルのどちらを使うか、リアルとバー

チャルのいずれを選択するかは「個」に決定権が

ある。すなわち、２０１０年の世界観では、巨大化し

たバーチャルな空間へのアクセシビリティを保障

するのではなく、実世界に対応し、情報が追いか

けてくるシステムを構築することを提唱している。

図表５０は、２００５年での達成が確認された

ｅ－Japan重点計画の主要項目と、２０１０～２０１５年で

の達成を目標とする田園情報社会構想を対比させ

たものである。

（図表５０） e－Japan構想と田園情報社会構想の目標

２００５年（ｅジャパン構想での実現内容） ２０１０年（田園情報都市での目標）

①
・高齢者、障害者も趣味に応じてコミュニティに参加
可能

・都市在住者が田園情報都市をサポートし、地域通貨
を蓄える

② ・全ての労働者がIT活用、仕事の効率の大幅向上
・効率良い仕事環境やツールを求めて、田園情報都市
を探訪

③ ・希望する職業への就職が容易になる
・求める人材を田園情報都市が指名。個人のスキルが
パーツ化される

④
・大学が地域産業や生涯学習の知的拠点として、人材
を輩出

・複数の地域と関わりを持ちつつ、人材育成と新陳代
謝を促進する

⑤
・人気アニメ等のコンテンツを多く輩出、ネットで全
世界配信

・欧米、アジア等のコンテンツ制作者の人材育成基地
となり、人を輸出

⑥
・知的財産権の保護の徹底、魅力あるコンテンツが
ネット提供

・一定期間経過後の知的財産権をコミュニティに寄付、
優遇税制適用

⑦
・個人情報の適切保護、消費者が安心してEC取引を実
施

・監視ボランティアが交替で巡回を行い健全なｅコ
ミュニティを維持

⑧ ・行政情報の電子化、２４時間、自宅・事務所より手続き
・電子自治体の所属先の配分を個人が選択可能、地域
育成に意志を持つ

⑨ ・公共分野の情報化、効率良い社会の実現 ・歩ける範囲での地域情報の細分化、情報の自動転送

⑩
・国境を越えた人材育成、国際連携、経済活動への取
り組み

・在外邦人へのサポート、外国人の名誉日本人として
の囲い込み

２）「ｅ－Japan２００２プログラム（平成１４年度IT重点施策に関する基本方針）」では「ｅ！プロジェクト」において、２００５年に実
現される世界最先端のIT国家イメージを国民（特にヘビーユーザーや来訪の外国人ビジネスマン）にわかりやすく示すため
の、最先端技術を実験的に投入することを提唱している。例えば、国際空港での無線LAN利用、多機能都市街区における超
高速ネット環境整備、モバイルを活用したショッピングモール、IT利用のマンションの展示販売、ITモデルハウスの提示、
さらには電子投票、電子申請、電子救急、教育のIT化などが掲げられている。



以下、田園情報社会構想のコンセプトを元に、

その実現のためにｅ－Japan重点計画の次の段階

として望まれる政策や課題を抽出したい。

ａ）弱者のコミュニティ参加

「高齢者、障害者が趣味に応じてコミュニティ

に参加可能」な社会とは、弱者がネットワークへ

アクセスする際のバリアが排除された社会を指す。

これらの達成には「ウェブ・アクセシビリティ」

を議論する必要がある。

ただし、「コミュニティ」の概念をどこまで広

げるか、リアルコミュニティとバーチャルコミュ

ニティの区別、さらには高度情報通信技術によっ

てリアルタイムでのバーチャル空間が実現した場

合、弱者にとってはさらにアクセシビリティが低

下、拡大するといった懸念も存在する。

「趣味に応じて」という生活の中での余力の部

分に範囲を限定しているのは、個人の選択にゆだ

ねることができるからであるが、趣味にかかるコ

ストをどう負担するかの議論も浮上してこよう。

こうしたことをふまえ、さらに国民の４人に１

人が６５才以上の社会が到来することを考えると、

２０１０年～２０１５年の社会では、弱者から健常者にそ

の範囲を拡大することが望まれる。

その第一段階として、都市在住者が任意のコ

ミュニティへ参画できるようにし、その財源と

して「地域通貨」を活用することが望ましい。田

園情報都市では、「都市在住者が（中央からもし

くは地方に滞在して）田園情報都市をサポートし、

地域通貨を蓄える」ことが可能な社会の実現を目

指すべきであろう。

ｂ）労働者の生産性向上

「全ての労働者がIT活用、仕事の効率を大幅

向上」する社会の実現は、それぞれの労働者の個

性やスキルを認め、個々の判断により最適な仕事

環境やツールを求め、移動することをサポートす

ることが望まれる。

「全ての労働者」という画一的な言葉で、基礎

となるIT環境の提供を行うフェーズ（２００５年）

から一歩前進し、知的生産性の高い労働者の育成

に全力を傾けることが必要となる。

また、ITを活用する人が増え、全ての労働者

の生産性が向上した場合、必ずしも労働者の生活

が楽になる（余暇が生まれ、報酬が増える）とは

限らない。

できるだけ少数の専門家が多くの知的労働に携

わることの方が、企業経営上はビジネスリスクが

小さいからである。結局、貧富の差が広がり、一

部のエリートと多くの単純労働者が増加すること

を潜在リスクとして認識し、その対処方法を検討

することが望まれる。

その解決方法として、代替手段を備えた社会の

実現が求められる。より少ない専門家が多忙な作

業を行ったとしても、それは企業側が短期集中型

で労働者の潜在能力を最大限に引き出すことであ

り、「使い捨て」を余儀なくされる。集中して仕

事をする時期と、余暇を楽しみ、次の仕事に向か

うための充電の時期とを交互に繰り返せる社会環

境を整備し、個々のリスクが一方的にどちらかに

振れてしまうネット社会の構造を中和することが

望ましい。

ｃ）就業機会の向上

「希望する職業への就職が容易になる」社会の

実現は容易ではない。今でも企業側が望むもっと

も基本的なスキルがITであることに変わりはな

いが、科学技術計算に関する基礎知識がなくても

コンピュータを動かせる時代は既に実現している。

むしろ、高度情報社会の実現後は、小さな政府

と僅かなエリートが中央に位置し、業務の大半は、

外部（特に地方のSOHOでネットワーク化された
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個人企業）に委託されることになる。

競争に耐えうる地方自治体は、それぞれ得意と

する業務やビジネスが存在するため、求める人材

を公募する形が登場する。

この時、個人のスキルが細分化され、パーツと

して利用可能な状況を作り出すことが重要になる。

そのためには、「ナレッジマネジメント」「知的所

有権」の議論が重要となる。また、ナレッジやス

キルを獲得するための「場」を意識的に提供可能

な「企業」をいかに創造するかを検討することが

望ましい。

ｄ）ナレッジの創造と供給

「大学が地域産業や生涯学習の知的拠点として

人材を輩出」する社会の実現は、第一段階として

のナレッジの供給拠点を大学に求め、産官学連携

を促進し、産業創造を促進する上では異論はない。

ただし、バーチャルな大学空間が登場し、国際

的なネットワークによってより密度の濃い高等教

育可能な環境が登場した場合の、単一拠点として

の地方大学の存在意義を再度検討することが望ま

れる。

例えば、地域大学間で連携を模索し、地域間で

の人材の移動を促進し、人材の新陳代謝が行える

フレーム作りを目指すことが、地方大学の生き残

りのための戦略となりうる。あるいは、一部高齢

者や障害者等の「弱者の活動拠点」としての「施

設」「機能」を整備し、図書館や病院、文化施設

としての役割を見直すことの方が現実的であると

いえる。

ｅ）コンテンツ市場でのイニシアチブ

「人気アニメ等のコンテンツを多く輩出、ネッ

トで全世界配信」できる社会の実現は、一部では

あるが既に実現している。機能が限定され、時間

がかかるものの、アナログ、デジタル双方をミッ

クスした状況での人気アニメのコンテンツ配信な

ども行われている。

ただし、技術的な問題として、知的財産権や大

容量での動画を配信可能な環境を作ったとしても、

メードイン・ジャパンとして取り扱われる可能性

は低い。アニメは文化であり、個々の国家の文化

戦略とも密接に関わっているため、影響力は極力

排除される。

エンドユーザーには、発信元が日本直接なのか、

第三国経由なのかは気にならない。さほど重要な

ことではないのである。これは、ウォークマン

（ソニー）が日本製であることを知らない海外

ユーザーが少なくないことからも理解できよう。

このことから、コンテンツを輩出するという段

階からさらに一歩進め、日本で良質なコンテンツ

を制作する技を学ぶことができる「人材育成基地」

としての機能を強化することがバーチャルな時代

の重要な産業政策として浮上する。そうした人材

供給基地には、自然と海外（特にアジア）の優秀

な人材が集まり、バリューチェーンを創造しつづ

ける上での好循環となる。

ｆ）知的財産権

「知的財産権の保護の徹底、魅力あるコンテン

ツがネット提供される」社会の実現は、一定期間

経過後では、コンテンツは全世界で利用可能にな

るため、あまり意味を持たない。

また、知的財産権で保護され、魅力あるコンテ

ンツを提供できた人たちは、勝者として讃えられ

るとともに、多くの税金を納めることを求められ

る。こうしたコンテンツ提供者は、いわばハイリ

スク・ハイリターンの中で生存し、飲まず食わず

の世界から、一転大金持ちの生活と人生を手に入

れることになる。

が、こうした成功者のなかには、後輩育成や地

域振興に貢献したいと考える人は少なくない。こ
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うした地域社会やニッチ市場での好循環を生み出

す上では、一定期間経過後の自らの知的財産権を

コミュニティ（バーチャル＆リアル）に提供した

人には優遇税制を適用できるなどの政策が望まれ

る。

ｇ）消費者信頼

「個人情報の適切保護、消費者が安心してEC

取引を実施」できる社会の実現は、政府と企業と

消費者（あるいは市民）の間での健全なやりとり

が基本となる。

電子商取引に関する施策提言を国際的な民間団

体という立場から行っているGBDe（電子商取引

に関する世界ビジネス会議）３）では、「消費者信

頼」なるワーキンググループにおいて、BtoCの

発展のためには、消費者に安心を与える要素であ

る「ADR（裁判外紛争処理）」「トラストマーク」

「個人データの保護」に関する提言の検討を行っ

ている。

GBDeの第３回東京会議（２００１年９月１４日）で

は、「個人情報のデータ保護」について、個人情

報以外の情報の収集による個人の特定、児童の個

人情報の収集、子会社への個人情報の転送、買収

時点での個人情報の取り扱いなどに関する企業側

からのガイドラインに関し、提言が行われている。

これは政府による過度の制約を受けるのではな

く、あくまで企業側が自主的に市場をリードでき

るというスタンスに立った企業側からの提言であ

る。こうした市場原理を維持した自由度の高い議

論には、政府関係者も一定の理解を示している。

ただし、国際的なネットワークに関するテロ行

為が拡大するなか、コミュニティにおける警察機

能の強化が叫ばれることになろう。

政府と企業が消費者（市民）を弱者として保護

する段階からさらに進め、消費者（市民）が自ら

監視ボランティアを組織化し、交代で巡回を行い

ながら、ｅコミュニティを監視し、健全なｅコ

ミュニティを維持するための政策を進めなくて

はならない。消費者保護には消費者自らが立ち上

がるという姿勢が重要となってくるものの、その

育成には時間を要するため、早い段階からの準備

が必要である。

ｈ）電子政府、電子自治体

「行政情報の電子化、２４時間、自宅事務所より

手続」が可能な社会の実現では、政府と市民の関

係を一対一で既定している。

電子政府、電子自治体での現時点での問題点と

しては、行政情報の電子化が企業、市民に与える

メリットを公開することが望まれる。例えば、電

子化が進むことで小さな政府が実現し、政府関連

サービスのランニングコストが削減されることや

各種申請や登録のコストが大幅に削減されること

などが挙げられる。

一方、電子政府、電子自治体を導入することに

由来するイニシャルコストやメンテナンスコスト

など、コスト負担に関する情報公開も望まれる。

こうしたことを２００５年までに実現した上で、電

子自治体への個人の所属に関し、柔軟な選択が可

能な環境を準備することが望まれよう。

個人が必要と思う地方自治体が生き残るという

仕組みが、既存の自治体改革でのインセンティブ

となる。

３）GBDe（電子商取引に関する世界ビジネス会議）は、日本、米国、EU、韓国、台湾、メキシコ、ベネズエラ、南アフリカ
の電子商取引に携わっている企業のCEOと役員で構成される会議。９９年より、政府関係者を巻き込む形で様々な議論を進
めている。その範囲は、消費者信頼、コンバージェンス、 文化的多様性、サイバー倫理、サイバーセキュリティ、デジタ
ルブリッジ、電子政府、知的財産権、インターネット決済、税制、貿易／WTOと多岐に渡る。



ｉ）クリック＆モルタル

「公共分野の情報化、効率良い社会」の実現は、

高齢化社会での高齢者、弱者に必ずしも心地良い

ものであるとは限らない。

歩ける範囲の地域情報の細分化など、情報化の

メリットをくみ取れるようにならなければ、単な

る役所の効率化（作業負担の軽減）のための措置

にしかならない。

情報化、電子化は社会システムの脆弱性を補う

ものであり、高度に効率化した社会では、可動範

囲ではアナログで必要とする情報を苦もなく入手

できることが望まれる。

一方、「いつでもどこでも」の世界が実現した

場合、個人が必要とする情報が絶えず自らの近く

に転送されることも望まれよう。

ｊ）国際貢献

「国境を越えた人材育成、国際連携、経済活動

の取り組み」を実現する社会は、従来、日本から

海外への国際貢献を前提としてきた。これを

ｅ－Japan構想では、国内への海外技術者の招聘

に伴う障壁の解消により、万人体制へと拡大した

い意向だ。このとき問題になるのは、IT専門家

を含む人材は引く手あまたであり、日本に来てく

れるという補償が何もないことだ。特に、欧米の

英語圏では日本語を学ぶということが他言語以上

に難しい。

こうしたことを考えると、国際貢献として受け

入れ可能な外国人には、帰国時に他のインセン

ティブを提供できることが望ましい。

そうした段階をふまえた上で、田園情報社会で

は、在外邦人のサポートと国内への求心力を回復

するとともに、外国人の一部を名誉日本人として

取り込む政策の検討が望まれる。

� 電子自治体

①移行期

初期段階での電子自治体の導入目的は、住民

サービスの向上を図ることである。居住地以外

の窓口や各種端末から２４時間申請、発行できるだ

けでなく、各種施設の許認可を受け付けることな

どが想定できる。端末操作は当然のことながら、

住民側に移行する。

自治体内においては、単に情報システムを通し

て既存コンテンツの電子化、自動化を図るだけで

はなく、電子自治体に対応したフラットで効率よ

い組織への変革、双方向に利用可能なコンテンツ

の整備や従来の概念にはないコンテンツの開発が

要求される。

こうした電子自治体への移行には、自治体破綻

につながる３つの問題が存在していることが指摘

されている（図表５１）。

②定着期

電子自治体の定着期においては、政府（中央政

府、地方政府、海外）、企業（大手企業、中小企

業、個人企業）、市民（弱者、家庭、外国人）な

ど、ステークホルダー（利害関係者）間のそれぞ

れのニーズと課題を把握し、調整することが求め

られる（図表５２）。

③応用期

究極の電子自治体では、「個」が地方自治体と

の関係をそれぞれの意志で選択する「裁量」を与

えることができるようになる。

自治体間では、隣接しない複数の自治体同士の

連携を模索することが容易となる。これを受け、

個人は、単に直接所属する自治体のみならず、間

接的に影響を受ける（関係が深い）自治体を選択

することが可能となる（図表５３）。
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（図表５１）電子自治体移行期に起こる問題

（資料）日経システムプロバイダ ２００１．２．１６号より日本総研作成

自治体破綻の恐れ�

�
　各自治体が確保できる予算と
人材によって、電子自治体のサー
ビス内容や質に差が生じる。さ
らに、そうした格差に関する情
報がネット上で露呈する。�
　自治体でも、都道府県レベル
と市町村レベルでの電子化が並
行して進まなければ、一元的な
サービスを受けられないといっ
た状況に陥る。�

�
　国の補助金や競争入札など
で、平均的なシステムが導入で
きたとしても、その後のシステ
ム運用や保守・点検、維持のた
めのコストが各自治体負担とな
る。財政的に厳しい自治体では
サービスの低下、税金の値上げ
などが起こりうる。�

�
　各自治体が個別にシステム導
入を行った後に、自治体の統合
計画（市町村合併等）が浮上し、
同時にシステム統合の必要性も
生じる。システムの再構築費用
がかさみ、結局は統合計画がと
ん挫、両自治体ともに破綻して
しまう。�

（図表５２）電子政府間での利害関係者の調整

世界（国際間）�
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　　環境福祉医療�

アウトソージング�
政府調達の効率化�

弱者�大手企業�

外国人�家庭�中小企業� SOHO等�

政府�地方�

企業� 消費者／市民�

中央政府�
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④田園情報社会構想の実現に与える効果

電子自治体への移行により、「田園情報市民」

はそれぞれが所属する母体となる自治体から各種

情報を自由に持ち出す（あるいは転送する）こと

が可能となる。

ａ）電子自治体の立ち上げ

初期の段階では、移動を頻繁に行う「市民」は

中央在住であり、地方の「田園情報都市」はこれ

ら市民を迎え入れる立場にある。

市民は、「ボランティア活動を行う（エコマ

ネーを入手する）」「リラックスのために立ち寄

る（精神的なスキルを高める）」「短期的なアルバ

イト要員として雇用される（労働スキルを提供す

る）」「スキルアップを心がける（ナレッジをもら

（図表５３）電子自治体の応用

連携した自治体への貢献�

市町村合併�

隣接しない自治体同士の連携�

個人の意志に基づく貢献�

田園情報都市�自治体の範囲内での貢献�

必ずしも隣接することで�
メリットを得られるとは�
限らない�

（図表５４）初期段階の田園情報都市型電子自治体

顧客ニーズの取り込み�

地方�

首都圏�・先端情報に関心が強い�

・米国から学者を紹聘中�

自治体内のキラー・コンテンツの電子化� 情報発信、マーケティング�

顧客の利用状況の把握�

優良顧客の囲い込み�

特定分野での評判により�
専門家が多く利用。�
経験をノウハウとして蓄積�

電子自治体としての対応が早い自治体�

�

口コミ�

�

Ａ�

Ｅ� Ｈ�

Ｇ�
Ｆ�

Ｄ�

Ｃ�
Ｂ�
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う）」などの目的で「田園情報都市」を訪れる。

市民と田園の関係は一対一であるため、先に電子

自治体に移行し、エコマネーを整備し、システム

を作り上げた自治体ほど、成功する確率は高い。

迎え入れる側は、自らが整備している電子自治

体が供給可能なインフラ、コンテンツ、人材、臨

時に調達可能な専門家、得意とする分野、これま

でに同田園情報都市を利用した人達の実績、寄せ

られる効果に関する謝辞などをマーケティング

データベースに登録し、「市民」のニーズの掘り

起こしを試みる。

ｂ）電子自治体間の競争

先行する電子自治体の成功は、周辺自治体の電

子化への動きを刺激することとなる。この時、先

行する電子自治体は豊富な顧客情報と顧客への

サービス展開時の試行錯誤によって得られた経

験を元に、さらなるサービス（エコマネーの貯蓄

ポイントの加算、利用可能先の拡大、提供可能ス

キルの深堀）を模索し、田園間の連携、合併を検

討することになる。

一方、「市民」は競争が激しくなる「田園情報

都市市場」のなかから、自らの目的と人生の段階

に合致した場所を選択することになる（図表５５）。

ｃ）中央電子政府による管理

より高度に発達した段階では、中央政府がこう

した「市民」の「生産活動」「消費活動」を数値

化し、それぞれが支払うべき「税金」、得られる

であろう「エコマネー」などを精査し、「市民」

ならびにその「家族」「親族」などへの転用を認

める。

また、中央は不正を働く、あるいは破綻懸念の

ある「電子政府」を監視することなどにも取り組

むことになる（図表５６）。

� 「地域間連携の可能性」

地域間連携の可能性として様々な試みが行われ

ている。ここでは、権限委譲の受け入れ体制の整

備を目的とする「広域連合」、地方分権の受け皿

作りを目指す「市町村合併」、交通アクセスと情

報アクセスの機能向上による第三次産業の創造を

目指す「広域経済生活都市圏」を取り上げる。

①広域連合

広域連合は、様々な広域的なニーズに柔軟かつ

効率的に対応するとともに、権限委譲の受け入れ

体制を整備するため、平成７年６月から総務省

（旧自治省）により施行されているものである。

（図表５５）田園情報都市型電子自治体間の競争

地方�

首都圏�

競合�

蓄積したエコマネーのポイント加算�

蓄積したエコマネーの利用先としての他電子自治体の提示�

連携�

選択肢が増える�

没落�Ｅ�

Ｆ�
Ｇ�

Ｈ�

Ｂ�

Ａ� Ｄ�

Ｃ�
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平成１２年９月２７日現在、２７都道府県において、６８

広域連合（構成団体数６８０）が発足している。

広域連合への財政措置としては、特別交付税措

置として、１構成団体あたり７００万円を交付し、さ

らに広域計画に基づく公共施設の整備事業に対す

る地域総合整備事業債の充当率の嵩上げ（７５％を

８５％に）などを行っている。

広域連合では、より多角的な事務処理を通じて

広域的な行政目的を達成することが可能な仕組み

を採用している。具体的には、作成する広域計画

に関連する構成団体の事務を盛り込むことができ、

事務の実施について勧告を行うことができるとい

うものである。

既に「一部事務組合」が地域連合では広く活用

されているが、同組合がゴミ処理や消防など同一

事務を持ち寄り、共同処理するこを目的にしてい

るのに対し、広域連合では廃棄物処理の他に、介

護保険事務、ふるさと市町村計画の策定、老人

ホームの設置運営、公立大学の設置管理運営、

観光振興など、地域ごとのニーズを元に、権限委

譲の受け皿づくりが進められている。

②市町村合併

基礎的な自治体が合併することで強化されない

限り、権限委譲は困難との立場から市町村合併の

機運が高まっている。現在３２００ある市町村を１０００

程度に再編することが目標とされている。

図表５７は、総務省の研究会が合併後の人口規模

に着目して市町村合併の類型をまとめたものであ

る。

総務省の要請に基づき、２０００年中に３３の都道府

県が合併推進要綱をまとめたが、一種類のみを提

示した宮城県４）や、複数案を示した北海道、大

阪府など、対応はまちまちである。ただし、全体

（図表５６）田園情報都市型電子自治体における中央政府の役割

地方�

首都圏�

Ｅ�

Ｆ�
Ｇ�

Ｈ�

Ｂ�

Ａ� Ｄ�

Ｃ�

年間活動報告�
年
間
活
動
報
告�

中央政府　　　　　　精査と分配、再投資�

４）宮城県では、仙台市と川崎町を除いた６９自治体を生活圏ならびに効率的な行政サービスの提供という尺度で、１５自治体に区
分けする一案が示された。「中核都市創造型」「都市移行型」「ポテンシャル開花型」「連携進化型」など、自治体ごとの特徴
を考慮している。
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としては、名称は異なるものの、総務省の指針通

り、「政令市移行型」「中核市移行型」「市制移行

型」「広域行政発展型」「財政基盤強化型」などの

５分類に類型化できる。

一方、昨年１１月には、政令指定都市（人口５０万

人以上、都道府県並の権限、１２市５）が指定され

ている）、中核市（人口３０万人以上、１０００～２５００

項目の権限委譲、要件を満たすのは３４市、うち２７

市が指定）に続き、特例市（人口２０万以上、２０項

目の権限委譲）が創設された。対象は全国で５９市

あるものの、半数以上は権限委譲が不十分として、

移行するかどうかの判断をしていない。

（図表５７） 市町村合併の類型

（資料）総務省ホームページより日本総研作成

想定される典型的な地域 合併を通じて実現すべき目標

人口５０万人超

・複数の地方中核都市が隣接している場合
・大都市圏において、複数の中規模の市が
隣接している場合

・経済圏の確立
・土木行政等の充実
・大都市圏における一極集中の是正
・政令指定都市への移行による県も含めた
イメージアップ

人口２０万人・３０万人程度

・地方中核都市と周辺の町村で一つの生活
圏を形成している場合
・大都市圏において、市街地が練たんした
複数の小面積の市が隣接している場合

・都市計画、環境保全行政等の充実、保健
所の設置など
・高次都市機能の集積
・急激な人口増加への広域的な対応
・県土全体の発展の中核となる都市の育成
・中核市・特例市への移行によるイメージ
アップ

人口１０万人前後

・地方圏において、人口の少ない市と周辺
の町村で一つの生活圏を形成している場
合
・大都市周辺において、人口の少ない市町
村が隣接している場合

・高等学校の設置や一般廃棄物の処理（焼
却）など一定水準の質を有する行政サー
ビスの提供
・県下第２、第３の都市の育成による県土
の均衡ある発展

人口５万人前後

・地方圏において、隣接している町村で一
つの生活圏を形成している場合

・福祉施設等の充実（福祉事務所の設置な
ど）
・グレードの高い公共施設の整備
・計画的な都市化による圏域全体の発展
・市制施行によるイメージアップ

人口１万人～２万人程度

・中山間地域において、同一の谷筋でのま
とまりなど、複数の町村が隣接している
場合
・離島が複数の市町村により構成されてい
る場合

・適切かつ効率的な基幹的サービスの提供

５）２００１年５月に誕生したさいたま市は、合併後２年以内の政令指定都市移行を目標に準備中。７月、「さいたま市行政区画審
議会」を設置し、「行政区画の編成及び区役所の位置」について、審議を行っている。
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③「広域経済生活都市圏」

旧国土庁が平成１１年度に実施した地方都市振興

方策に関する調査６）では、ミニマム基準として

６０万人が妥当であると示唆されている。

同調査では、２１世紀の地方産業振興の基本的方

向性として、２つの活性化、すなわち「第三次産

業の活性化」と「ベンチャー創業の活性化」を検

討。これらを実現する上で有効な施策として地域

の市場性の強化があるとしている。

地域市場の強化のために、都市圏統合を果たす

ことが望まれ、人口６０万人に到達していない都市

圏はそもそも地域的には自立的な経済発展が望め

ないため、ミニマム基準を６０万人にすべきだと主

張した。この根拠としては、「人口が少ない」こ

６）「街づくりによる地方都市振興方策調査」。同調査では、地勢的単位として、生活者や地元企業の日常的な行動に裏打ちさ
れた広域都市圏を採用し、その具体的な範囲として、「’９９民力（朝日新聞社）」のエリア概念を利用した。現在の日本には
最大である東京首都圏（３１８３万人）から最小の宗谷圏（９万８０００人）まで、計１０９の広域首都圏が存在する。

（図表５８） 政令指定都市、中核都市、特例市の概要

（資料）各種報道資料より日本総研作成

政令指定都市 中核市 特例市

要件 ●政令で指定する人口５０万人以
上の市
●都道府県並みの権限

●政令で指定する人口３０万人以
上、面積１００平方キロメート
ル以上の市
●人口５０万人未満の場合にあっ
ては、当該地域における中核
性（昼夜間人口比率が１００を
超えること）
●都道府県から１０００～２５００項目
の権限移譲

●政令で指定する人口２０万人以
上の市（平成１２年４月１日か
ら制度施行）
●都道府県から２０項目の権限
移譲

対象都市 大阪、名古屋、京都、横浜、
神戸、北九州、札幌、川崎、
福岡、広島、仙台、千葉
（指定順）

計１２市

（平成８年度）新潟、宇都宮、富
山、金沢、岐阜、静岡、浜松、
堺、姫路、岡山、熊本、鹿児島
（平成９年度）秋田、郡山、和歌
山、長崎、大分
（平成１０年度）豊田、福山、高知、
宮崎
（平成１１年度）いわき、長野、豊
橋、高松
（平成１２年度）旭川、松山

計２７市
要件を満たしている市は
八王子、倉敷
要件の見直しで対象となる市は　　
川越、横須賀、岡崎、高槻、
奈良

計７市
（合計３４市）

（平成１２年１１月１日移行）
函館、盛岡、小田原、大和、福
井、甲府、松本、沼津、四日市、
呉
（平成１３年４月移行）
八戸、山形、水戸、前橋、高崎、
川口、平塚、清水、富士、春日
井、大津、豊中、枚方、茨木、
吹田、八尾、寝屋川、尼崎、久
留米、佐世保

計３０市
要件を満たしている市は
青森、福島、浦和、大宮、所
沢、春日部、上尾、草加、越
谷、市川、船橋、松戸、柏、
市原、府中、町田、藤沢、茅
ケ崎、相模原、厚木、一宮、
東大阪、明石、西宮、加古川、
宝塚、下関、徳島、那覇

計２９市
（合計５９市）
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とが「消費量が少ない」ことを誘発し、「第三次

産業の衰退」「雇用の減少」「人口の流出」「さら

なる人口の減少」という悪循環を生んでしまうと

指摘されている。

ただし、規模の追求が生活の質の向上を目指す

今の時代に逆行することや、広域都市圏の中心部

に人口が集中し、域内での過密と過疎を生み出す

だけになる危険性がないわけではないと認識され

ている。これについては、適切な域内都市計画が

あれば、広域都市圏内部での都市部の多極化と、

各都市部の周辺での郊外地域、自然地域が広がる

重層的な構造も可能としている。

図表５９は、同報告書において指摘された実現の

ための５つのポイントに加筆したものである。広

域経済生活都市圏では「交通アクセス」と「情報

アクセス」を確保することが主要命題となる。こ

れを押し進めるための国による「コーディネート

機能」と地方自らの「プロデュース機能」、周辺

地域との合意形成プロセスを目的とした「地域ア

イデンティティ形成機能」などが求められる。

④田園情報社会構想への影響

・初期段階（隣接区域との連携）

中央の中の地方も含めた地方間の競争を促進す

る上で、地域そのものが一定の規模を有すること

が生存への最低条件となることが地域間連携の出

発点となっている。

その意味では、地方分権のためのひとつの考え

方としての旧国土庁の試算、即ち、６０万人を最低

単位とする手法は検討するに値する。

ただし、個々の田園情報都市は、必ずしも大き

な都市である必要はない。一定規模のインフラを

有するならば、「規模の効果で都市間の序列が決

定する」という２０世紀的な競争からの脱皮を図ら

なければならない。

効率的な情報システムと輸送システムさえあれ

ば、田園情報都市が自らの特徴を活かし、滞留す

る「中央からの市民」を対象にした次世代ビジネ

（図表５９）広域経済生活都市圏実現の５つのポイント

出所：平成１１年度「街づくり」による地方都市振興方策調査　国土庁より日本総研加筆修正
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ワンストップ機能�
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スを展開することにより、田園情報都市としての

存在意義を打ち出すことができるからである。

初期段階の地域間連携で考慮すべきは、地元志

向が強すぎて、自らのアイデンティティの崩壊を

恐れることであろう。アイデンティティが精神的

な、過去からの蓄積であるならば、まったく異な

る次世代の価値観を創造し、これらに打ち勝つこ

とが求められよう。

そのためには、地域連携の完成により、地元住

民に新たなインセンティブが与えられるような戦

略の検討が望まれる。この時、問題となるのが、

往々にして、２つの地域の境が山間部にあり、有

効な施設が見あたらないということだ。しかし、

よくよく考えると、今でも大規模な施設を構築し

ようとするならば、過疎の敷地に余裕のある場所

を等価交換で調達することが多く、地域間連携で

のデメリットとさほど変わらない状況にあるので

はなかろうか。

もう一つの考え方は、情報通信のバーチャル性

を利用し、第三の拠点に住民が期待を寄せるよう

なものをつくることである。

輸送システムについては、連携した地域間を万

遍なく輸送するのではなく、主要空港や繁華街と

の間のシャトルバスの運行など、週末での人の流

れを考慮し、孤立させないことの方が重要となる。

・中長期段階（戦略的連携）

隣接する地域間の連携が完了すると、地域間で

の競争が激しくなる。中央からの人材の移動を誘

発し、自らの地域に誘致する動きが増えてくる。

最小単位で動く「田園情報都市」は自らが不得

手とするインフラ（人材、システム、情報、コン

テンツ、顧客データベースなど）の獲得に向け、

他地域との戦略的な連携を模索する。

より強力な田園情報都市は、自らが他地域を制

御し、イニシアチブを取りつつ連携（買収）する

動きを模索することになる。

こうしたことを繰り返すなかで、中央政府は小

さな政府を標榜し、地方分権が促進されることに

なる。この時点で、中央政府は、人口６０万人以上

に達した田園情報都市にミニマムアクセスを補償

し、また不必要に他田園情報都市を買収・拡大し、

規模の効果を狙う自治体に対し、一定の監視と制

限を加えることのみに集中するようになることが

考えられる。

８．まとめ

これまで述べてきたように、「田園情報社会」

構想は、日本に居住する全ての人の個性が尊重さ

れ、自らの望む方向への軌道修正を図ることがで

きる社会を目指すものである。田園情報社会の実

現により、中央への一局集中が是正され、従来と

は異なる優位性、市場創造が可能となるのである。

本稿では、そのための基本的な考えをとりまと

めた。

� 田園情報都市の一日

「田園情報社会」が実現した場合の、人々の暮

らしやビジネススタイルの一例を以下に描いてみ

た。

①Ａさんの場合

台風３０号の影響で被災したＢ地区をサポートす

るため、災害対策に特化された田園情報都市にて

ボランティア活動を行っている。期間は２週間。

実際に田園情報都市に出向き、ｅキャッシュとし

て寄せられてくる各種義捐金を義捐金計算DB上

で集計し、それぞれの被災家庭、自治体の各口座

に振り込む作業だ。それだけならば、現地に行く

必要はないが、被災地向けに送付される各種救援

物資の整理、さらにはサポート地点における「災

害サポート・マネジメント」を学習するために訪
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れている。

ボランティアの部分は、エコ通貨として蓄える

ことにより、自らが居住する首都圏での地震リス

ク向け保険の長期割引を補填することにしている。

「災害サポートマネジメント学」については、

バーチャル大学院の実習に際し、認定単位とされ

ている。

②Ｂさんの場合

高齢者マーケティングの基礎調査のため、Ｄ地

区を訪れている。ここは、高齢者介護が発達して

いた関係で、高齢者を介護する中高年が多数ボラ

ンティアとしてエコ通貨を蓄えていたが、近年

ウェブマーケティングに強いＦ地区と提携し、

高齢者マーケティングのコンサルティングに進出。

脚光を浴びている。おおよそ３ヶ月滞在し、自ら

のチームが設計したプロトタイプの介護ロボット

の使い勝手をテストしてもらうことにしている。

Ｄ地区では、介護ロボットが介護補助を行うと

ともに、その使用評価テストの結果がＦ地区の解

析データベースで分析され、Ｄ地区が編集する

マーケティング専用ウェブサイトにて、アジア

地区にその性能テストの結果が配信される予定で

ある。

性能テストの結果が良ければ、Ｄ地区は抱えて

いる顧客データベースを通して、介護ロボットの

販売を手伝ってくれるという契約を別途結んでい

る。

③Ｃさんの場合

３年がかりのプロジェクトが当初の目標通りに

終了し、半年の休暇を得ることが出来た。プロ

ジェクトの参加前に、転職の斡旋を受け持つＧ

地区を通し、自らの転職希望を告げていた。この

３年間、Ｇ地区からは、３年後のスキル目標とオ

ファーが出ている業種名などのリストを受け取っ

ている。

足りないスキルについては、週末と夏期休暇を

利用し、Ｈ地区にて研修を受けてきた。

こうしたことを通し、転職にはよい感触を得て

�
�
�

情報加工型　�

�
�

ボランティア型�

�
�

リフレッシュ型　�

�
�

情報創造型�
�
�

大都市（首都圏）�

十分にリフレッシュして職場復帰�

過去の経験やスキルを伝える�

別の価値観、テーマを見つけ�
人生観を変える�

そのまま根付いて起業を果たす�

噂を聞きつけ�
起業の手伝いをする�

特定のテーマや災害等で�
困っている地域に�
集中的に支援する�

部分的に優れたヒトと�
全体の構想力に優れた人を�
結びつける�

自らのコンテンツを提示し、�
より付加価値の高いものを創造する�

疲れた心身を癒す�

創作活動に没頭するための�
環境を手に入れる�

自らのスキルを伝授する�
公共のために尽くす�

似たような創作活動のヒトとの�
コラボレーションを期待する�

（図表６０）田園情報社会の全体像



いるが、大型プロジェクトでの成功体験が評判を

呼び、現在居る会社が昇進の機会を与えると言い

出した。リフレッシュするためにも、リフレッ

シュ専門のＪ地区に滞在し、さらにマネジャー

としてのスキルを獲得する上での大学院大学に通

学することを認めるという。

Ｊ地区の大学院大学はリゾート地にあり、通常

２年かかるコースを、実務を考慮し、１年に短縮

するとともに、昼夜問わず集中して受講した学生

を半年で卒業させることでも有名だ。

④Ｄさんの場合

大都市が好きで、しばらくここを離れる気はな

い。ただし、ボランティアを兼ね、Ｋ地区の次世

代ナレッジマネジメントシステムの開発に携わっ

ている。

ボランティアの場合、企業の兼業規定に抵触し

ないとの法律が最近施行されたばかりだ。

開発に成功すると、Ｋ地区の開発会社は上場を

果たすが、Ｄさんにはストックオプションは存在

しない。その代わり、Ｋ地区が提携するＤ地区に

おいてこれから２世代に渡り、優先的介護を受け

ることができる。

ＤさんはそれをＫ地区内で暮らすＤさんの両親

と自らの今後のために使おうと考えている。

� 新たな社会への期待

田園情報社会は、高齢・少子化での外国人労働

者や高齢者、いったん退職した女性の社会進出を

促すなかで、必ずしも「競争」や「貨幣収入」を

「絶対的価値観」としない社会を目指すものであ

る。

高度に効率良い画一的な社会では、何らかの理

由でいったん競争の仕組みから除外された者が立

ち直れる可能性は低いが、田園情報社会では、そ

れぞれの個性や技能を活用できるようになる。

個々の人生観や競争のスピード、競争の条件を

考慮した地域社会が成立する「田園情報社会」に

より、国家としてのキャパシティが育まれ、日本

の国力が回復することを期待したい。

＜参考文献＞

・JETRO（１９９９）『地域別対日投資環境ガイド

ブック』JETRO

・JETRO（１９９５）『地域別対日投資ガイドブック』

JETRO

・IT戦略本部（２００１）「ｅ－Japan戦略、ｅ－Japan

重点計画、ｅ－Japan２００１プログラム」首相官邸

ホームページ

・GBDe（２００１）『GBDe２００１提言書』Global

Business Dialogue on Erectric Commerce

・「動き出した電子自治体市場」『日経システム

プロバイダ』２００１年２月１６日号　日本経済新聞社

・「新制度特例市１０市でスタート」日本経済新聞

２０００年１０月３０日付

・国土庁（２０００）『街づくりによる地方都市振興

方策調査』国土交通省ホームページ

・総務省ホームページ
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１　学会・大学・講演会等での発表

｢株価の変動が銀行貸出に与えた影響について―株価の変動は何をもたらすのか」日本金融学会

（９月２９日）

｢都市階級別データによる預貯金選択の分析」日本金融学会（９月２９日）

｢ペリー提督献上のエンボッシン・モールス電信機（複製機）の機能化改造と通信実演」

東海総合通信局（９月２６日）

｢ダイレクト・メールに関する調査」近畿郵政研修所（１０月５日）

「電気通信事業における規制と競争に関する調査研究」日本社会情報学会（１０月１８日）

「地方交付税制度のインセンティブ効果」日本財政学会（１０月２８日）

２　報告書等の発行

調査研究報告書｢日本経済の中期見通しに関する調査分析」

調査研究報告書「地方財政分析のための基礎研究」

調査研究報告書｢多チャンネル時代の視聴者行動に関する調査研究報告」

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」

「IPTPトピックス｣（適宜）

３　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）

｢最近の日本経済・地域経済の動向」（９月）

「電子商取引の拠点としての郵便局」（９月）

�　新聞・雑誌・学会誌等への掲載

｢生産性の考え方と計測について」郵政（９月号）

｢多様化する生命保険の販売チャネル」郵政（９月号）

｢日銀の金融市場調節方法の変更」郵政（９月号）

｢事業体と環境施策：国内外での実施状況」郵政（９月号）

｢郵便物自動選別取揃押印機を利用した郵便物数の把握」郵政（９月号）

｢重要文化財の修復」郵政（９月号）

｢次世代ネットワークで何が変わるのか」情通ジャーナル（９月号）

｢個人の宅配便利用について」（通信文化新報）

郵政研究所通信



先日から運動不足解消のため、スポーツクラブに通っています。久しぶりの本格的

な運動のためか体がついていかない！というのが現状です（苦笑）。でも、運動してい

ない頃に比べると体の調子はいいので、やっぱり運動することは必要だなあと今更な

がら実感しております。

お知らせいただいた住所変更等について順次対応させて頂いておりますが、修正さ

れていない場合は、誠に恐れいりますが、再度下記までお知らせいただけると幸いで

す。

Ｅ-mail  www-admin@iptp.go.jp 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/

（加藤）
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｢不良債権」かんぽ資金（９月号）

｢６月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（９月号）

｢地方政府の課税インセンティブ」日本経済研究No４３

｢個人が宅配便を利用するときの選択基準」（通信文化新報）

「The Household Diary Studyからみた米国世帯の郵便利用」DM年鑑２００１

「最近の英国郵便事業の動向について－２０００年郵便サービス法を中心に－」DM年鑑２００１

「ダイレクト・メール（DM）レスポンス率調査」DM年鑑２００１

｢ショッピングモールに望まれる要件－多いアクセス数・安い出店諸経費－」（通信文化新報）

｢ETF（株価指数連動型上場投資信託）」かんぽ資金（１０月号）

｢７月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（１０月号）

｢インターネット・ビジネスと企業提携」情通ジャーナル（１０月号）

｢東海道を描いた錦絵」郵政１０月号

｢近代郵便制度の母体となった飛脚制度」（ゑれきてる１０月号）

｢東海道絵巻と分間延絵図」読売新聞（１０月）

４　ていぱーくの特別展

・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�）

・「まぼろしの『東海道絵巻』と秘蔵！街道資料」展（１０月５日�～１０月２８日�）

（予告）・第２７回「私のアイデア貯金箱」コンクール入賞作品集（１１月１日�～１１月１１日�）

・下町小僧・なぎら健壱～風に吹かれた時代～展（１１月１６日�～１２月２日�）

５　その他

・「錦絵の中の西洋文化～逆ジャポニズム展」ハウステンボスギャラリー

・「切手～ニッポンをふりかえる～」八戸市教育委員会
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◆　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
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