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震は亨る 尾崎　　護

文明の利器と個人化の進展 中島　隆信

日本経済中期見通し－サマリー版－ 第三経営経済研究部

公共事業における競争導入と企業の対応に関する調査研究 中川　　豪

郵政事業資金における地方債運用の現状と課題 跡田　直澄



日本最初の地下鉄道

日本の地下鉄道は、昭和２年に開通した浅草・上野間（現在の銀座線）が最初とされて
いますが、逓信省は、これより早い大正４年に郵便専用の地下鉄道を東京駅と東京中央郵
便局間に開通させていました。

東京中央郵便局の局舎が最終的に完成し業務を開始したのは大正６年であったため、そ
れまでの間地下鉄道で運んだ郵便物は、日本橋の旧局舎まで自動車で運んで処理しました。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内　府中　安倍川

安倍川餅で有名な安倍川は、大井川と並んで徒歩越しの大河である。

その安倍川を連台や肩車で渡る女性の三人連れが描かれている。中心の女性は宿駕籠ごと連台に

乗せられて川を渡っている。

対岸に見える山は、静岡という地名の語源となった賎機
しずはた

山であろう。

（資料紹介・表紙解説　附属資料館　井上卓朗）

ていぱーく所蔵資料紹介�
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いま１０月の初旬である。この時期何か書こうとすると、どうしても９月１１日米国を

襲った多発テロ事件から離れられない。この文が人目に触れるころには事態の展開に

よってはピントはずれになってしまっているかもしれないが、事件に関連して思い出

すことがあるので、それを書いておきたい。

関東大震災直後に幸田露伴が書いた「震は亨る」という随筆がある。易経の一卦に

「震為雷」というのがあって、「震亨　震来 」で始まるのだが、その彖伝
たんでん

（卦の

義を統べ説くことば）に「震来 恐致福也」とある。露伴は「恐るれば福を致す

なり」と読み下している。

は恐れる意である。地震に恐れおののいたが、恐れることは福を招く。関東

大震災は大正１２年（１９２３）に起きた。大正時代は日本は第一次世界大戦で戦勝国側に

属して国際的な地位を高め、経済的にも発展して、慢心が始まったころである。露伴

は「高慢増長慢等、慢心熾盛
し せ い

の外道そのものであった」と書いている。その驕りが災

いを招いたもので、地震によって恐れる心を取り戻し、恐懼修省
きょうくしゅうせい

するなら却って幸い

だというのである。やはり易経に「君子以恐懼修省」とあって、君子は恐れを知り、

身をかえりみて修養するという意味である。

先般のバブルのころの日本人も露伴のいう慢心熾盛であった。そうしたら阪神・淡

路大震災に見舞われたが、恐懼修省する心が足りなかったのか、その後まだ経済停滞

から立ち直れないでいる。

「震は亨る」の亨
こう

は屯
とん

に相対する語である。屯田兵などという使い方からわかるよ

うに、屯は「たむろする」という意味で、屯田兵は一カ所にとどまって農耕をする軍

隊である。亨はその対語で「詰まっていたものがとおる」という意である。今様に言

「震は亨る」

国民生活金融公庫総裁　　尾 崎　 護

巻 頭 言

げきげき

とお

げきげき

げきげき
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えば、震によって行き詰まりをブレーク・スルーするという卦であろうか。

米国がテロで受けた被害は地震のような天災とは違う。大統領は戦争だと宣言して

いる。しかし、突然降ってかかった災いである点では同じである。災いの前、米国が

慢心熾盛であったとも言えなくはない。グローバリゼーション、環境問題、宇宙兵器

開発、人権問題、国連軽視、企業買収等々、自らの理念に頑なで思いやりに欠けてい

たような気がする。

ただ、テロ後の米国の動きは素早かった。まさに雷のごとしである。震為雷だ。各

国に働きかけ、イスラム教との宗教対決とか、アラブとの民族対決という文明の衝突

になることを避けた。敵はテロリズムだと趣旨徹底した。

ＥＵ、日、韓、加、豪のような同盟関係にある国だけでなく、アラブ諸国、イラン、

パキスタン、インド、中国、ロシア、中央アジア諸国などに周到に根回しした。タリ

バンを承認していたアラブ首長国連邦、サウジアラビアはタリバンとの関係を断絶し

た。苦渋の末パキスタンも過激派を見放したようだ。米国はテロとの戦いで世界のあ

らかたの支持を得てから攻撃に出た。テロと闘うには世界各国との協調が必要である

ことを強く認識したのである。

今後どうなるかわからないが、結果として、世界がテロ撲滅で一致し、また、米国

が国際協調重視の外交路線を選び、国連等国際的な仕組みを通じる活動にこれまで以

上の理解を示し、文明の多様性に寛容になるようになれば、米国にとっても、世界に

とっても、災いを転じて「震は亨る」結果になることが期待できそうだ。

なお、幸田露伴は逓信省の電信修技学校に学び、電信技師から文学に転じて名をな

した。郵政研究所とご縁がある文人である。
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日本経済中期見通し
－サマリー版－

第三経営経済研究部　主任研究官　佐々木文之
研究官　　　荒田　健次
研究官　　　佐藤　孝則

特 　 集

・この見通しは、郵政研究所の調査研究の成果をとりまとめたものであり、総務省の公式見解を

示すものではありません。

・ 次号の郵政研究所月報（２００２年１月号）に詳細版を掲載致します。

キーワード

中期見通し、潜在成長率、生産性、資本ストック、設備投資、労働市場、民間消費支出、

財政収支、物価、金融政策、不良債権、米国経済、為替レート、長期金利

［要　約］

１．潜在成長力を計測する際の前提となる生産関数は、コブ・ダグラス型、CES型（Constant

Elasticity）、トランス・ログ型のタイプを想定するのが一般的である。労働投入量については、国

立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」に基づいて今後５年間の平均伸び率を－０．２％、

資本ストックについては、今景気循環局面（９３年１０月を景気の谷とする循環局面）以降の年平均

伸び率である３．６％を前提とする。TFPについては、現状のトレンドである０．９％に加えて、IT 化の

進展に伴う上乗せ分０．２％、規制緩和による上乗せ分０．２％を上限として想定した場合、概ね０．９％

～１．３％となる。上記生産関数の推計結果によれば概ね労働弾力性は０．６８、資本弾力性は０．３２と観

察されることから、上記前提で推計すれば潜在成長率は１．９％～２．３％程度とみることができる。

２．消費の決定要因に関しては従来から２つの有力な見方がある。１つは、将来所得よりも過去、

及び現在の所得により決定されるとするいわばケインズ型消費関数である。もう１つは、ライフ

サイクル、恒常所得仮説であり、消費は現在、及び将来の所得によって決定されるとする。先行

事例研究によれば、我が国の消費がいずれの型に基づくかは明確な結論をみていない。向こう５

年程度の我が国の消費を展望するうえで前提とすべき点は、景気の長期低迷、財政動向、不良債

権問題、将来見通しの不確実性等である。これら要素を考慮すれば、流動性制約等に基づく消費

決定の可能性が最も高くなろうことが予想され、我が国の消費は緩やかな回復にとどまるものと

考えられる。



３．今後の我が国の潜在成長率を高めるためには労働、及び資本生産性を高めることが肝要である。

我が国における９０年代の労働生産性の年平均伸び率は１．１％である。一方、米国の９０年代後半に

おける労働生産性の伸び率は年平均２．２％と高まっている。日米の労働生産性格差の一因は資本

生産性にある。資本装備の点で我が国はヴィンテージ（資本の平均年齢）の上昇等がみられ、資

本ストック１単位当たりの付加価値算出額が減少している。今後生産性を向上させるためには、

資本ストックの質の向上、IT 革命の効果発現、企業組織のフラット化などの経営革新が条件とな

ろう。

４．設備投資については、循環的な観点からは、企業の期待成長率の低下を反映して左シフト（＝

設備投資対資本ストックの低下）が見込まれる状況にある。IT 関連産業とその他産業との二極化

の流れも設備投資を停滞させる要因となろう。また、設備投資決定要因としては、キャッシュフ

ロー要因が最も有意であり、今後企業収益の減速を前提とすればマイナスに働く可能性もある。

しかし、設備投資に占める労働力代替投資の増加、及び技術進歩の停滞から資本係数が趨勢的に

上昇していること、資本ストックの高年齢化（概ね１１年程度）に伴う更新投資需要を考えれば、

設備投資は概ね緩やかな伸びとなることが予想される。

５．労働市場の構造変化が進んでいる。UV曲線をみると、９０年代後半に右上方にシフトしている

ことがわかり、労働需給のミスマッチ（＝求人が増えても失業率が低下しない）が生じている。

同時期のUV曲線をもとに雇用失業率（完全失業者数÷（完全失業者数＋雇用者数））を分解して

みると、５．７％のうち、１．７％がミスマッチによる失業との推定結果が得られ、ミスマッチによる

失業率はここ２年程度増加傾向にある。IT 産業における人材不足に象徴されるように、今後ミス

マッチによる失業が失業率を押し上げる公算が大きい。

６．我が国においても財政赤字を改善させるべきとのコンセンサスが形成されつつあり、現内閣は

国債発行額を３０兆円以下にするとの公約を課している。我が国の財政収支を循環的部分と構造的

部分に分解すれば、その殆どが構造的赤字に属する。従って、好況による財政収支の好転は期待

し難く、財政改革が必要な状況にある。財政収支改善の目安としてプライマリーバランス（公債

関係費を除いた歳入歳出がバランスする水準）が挙げられるが、平成１３年度の当バランスは－１１

兆円であり、一朝一夕にバランスさせることは極めて困難である。GDP 比でみたプライマリーバ

ランスは２００１年度の－２．８％から－２．２％へ若干改善するにとどまる。

７．需要不足も一因となって現下下落が続いている物価は、GDP ギャップが拡大している状況下で

は下落歯止めにもう暫く時間がかかる見込みである。供給サイドの変化である「ユニクロ」現象

の広がりも考えれば、国内卸売物価が水面上（＝前年比でプラス）に浮かび上がる時期は２００４年

頃になるものと予想される。
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８．金融政策については、次の２点がポイントとなろう。� ３月１９日の決定会合で操作目標を金

利誘導から量的緩和へ変更、昨年８月までのゼロ金利政策では「デフレ懸念の払拭が展望できる

まで」との時間軸を設定しており、いわば forward looking な金融政策運営が実施されていたが、

消費者物価指数（全国、除く生鮮食品）の前年比上昇率が安定的にゼロ％以上となるまで継続」

という backward looking の時間軸へと変化したこと。� ４月２６日に発表された、「経済・物価の

将来展望とリスク評価」において政策委員の大勢は今年度の消費者物価指数（除く生鮮食品）に

ついて前年度比－０．８～－０．４％と見込んでいること。従って、当面は現在の実質金利ゼロ政策、

量的緩和政策を継続する公算が大きい。ゼロ金利解除時期は２００３年度の後半となるものと予想す

る。

９．不良債権処理については、先に財政経済諮問会議に金融庁が提示した試算である、今後７年程

度で主要１５行の不良債権残高を半分程度にするとの漸進的な前提を置く。具体的には、２０００年度

末の主要１５行の不良債権残高１７．４兆円が２００４～２００７年度には７～１０兆円程度に削減される。尚、

内閣府の試算によれば、既存分を２年、新規分を３年で最終処理した場合には、失業者は１２．６～

１８．５万人に達する模様である。

１０．米国経済については、Ｌ字型に近い回復パターンを想定する。当初指摘されたＶ字型、Ｕ字型

回復パターンは、世界的な IT 需要の調整が長引くものと予想されるため、その可能性が後退し

ている。米国実質 GDP 成長率は、２００１年の１．７％から２００５年には２．５％へと緩やかな回復過程を辿

るものと予測する。

１１．今後財政赤字が漸進的にとはいえ改善する方向性にあるものと前提し、１０年国債金利は２００５年

には２％台後半へと緩やかに上昇することを想定する。円ドルレートについては、日米の景況感

格差から２００３年度前半までは１２０～１３５円程度の円安基調、その後は我が国経済の回復から１１０～

　１２５円程度の円高へ若干調整されることを想定している。

１２．以上の前提から、我が国経済のメインシナリオ（標準ケース）では、２００５年度に２．０％成長を

遂げるとの緩やかな成長パターンを想定する。尚、サブシナリオとして、楽観ケース、悲観ケー

スを下記の通り想定している。

日本の中期経済成長率見通し
（％）
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２００１年度 ２００２ ２００３ ２００４ ２００５

メインシナリオ－標準ケース 0.3 0.5 1.5 1.8 2.0

サブシナリオ１－楽観ケース 0.3 1.0 2.0 2.5 3.0

サブシナリオ２－悲観ケース 0.3 0.0 0.5 1.0 1.0



はじめに

バブル崩壊後の我が国経済は、そのなかで景気

循環局面を迎えながらも、概ね低成長率に甘んじ

てきた。資本、労働、負債という３大過剰ストッ

クの調整過程のなかで、水準としてはピークを

打ったとはいえ、未だ着地点までの道のりが遠

く感じられる状況にある。加えて、２１世紀に向け

た我が国経済の方向性、ビジョンに関するコン

センサスが形成されていないがゆえに、ストッ

ク調整終了後の望ましい資源の配分に関する展望

が描けていない。大局的に言えば、英米型の資本

主義経済か、大陸西洋諸国にみられる第三の道と

も言える修正型資本主義か、またはそのどちらで

もない我が国独自の路線を歩むのか。こうした議

論が今後活発化する事を期待したい。

一方、我が国マクロ経済の構造問題に関する論

点自体は概ね明確になりつつある。１．経済全体

としての生産性の低下、２．低生産性産業部門の

資源ミスマッチ、３．成長産業の基盤の未整備、

４．労働市場、賃金の硬直性、５．間接金融制度

の機能麻痺と直接金融制度の未整備、６．財政の

硬直性、等である。しかし、これら論点の具体的

な解釈となると様々な議論がなされており、かつ

十分に整理されているか疑問が残る。

そこで本稿では、あらためて我が国経済を取り

巻くマクロ経済的な論点整理を展開し、更に実務

への材料に資する目的も視野に入れて、今後５年

程度の予想される我が国経済の中期的成長パス

（＝経路）を提示した。

まず第�章では、中期的な日本経済の潜在成長

力を計測するうえでの分析手法を検討し、我が国

の潜在成長力の推計を行う。

次いで各セクターにおける論点の整理と分析視

点に関する考察を行う。

第�章：我が国における家計消費行動の変化を

分析したうえで、今後の予想される消費行動パ

ターンを考察する。

第�章：産業別生産性の状況を分析し、今後の

動向を考察する。

第�章：足元までの設備投資動向を循環的観点

等から分析し今後の動向を考察する。

第�章：労働市場の構造変化を考察し、予想さ

れる雇用環境を展望する。

第�章： 財政についての問題点を整理したう

えで、今後の見通しについて展望する。

第�章：物価動向を輸入浸透度、GDPギャップ

等の側面から分析し、今後の展開を予想する。

第�章：マクロ経済変数予測の前提条件として

金融政策のシナリオを提示し、併せて長期金利、

為替レートを展望する。

第	章：不良債権の現状を把握し、マクロ経済

に与える影響を考察する。

第
章：米国経済の現状を分析し、外生変数と

してのシナリオを提示する。

第�章：以上の分析を踏まえ、我が国マクロ経

済の予測シナリオ（メインシナリオ）、及びマク

ロ経済変数の予測テーブルを提示する。

7 郵政研究所月報 ２００１．１２



�．我が国の潜在成長力の検証と推計

�　生産関数の推計

中期経済予測を行ううえで、先ずは供給力から

積み上げた我が国の潜在的成長力を検証、推計す

ることが必要である。成長要素は労働、資本ス

ト ック、その他である。

潜在成長力を計測する際の一般的な関数タイプ

はコブ・ダグラス型、CES 型（Constant Elasticity）、

トランス・ログ型の３タイプである（注）。なかでも、

コブ・ダグラス型はその操作性の利便性から最も

多く利用されている。その一般的な関数は次の通

りである。

（産出量 Y 、資本ストック K、 労働投入 L、

α，βはそれぞれ、労働、資本の生産弾力性で

α＋β＝１。一度同次、収穫一定を仮定。）

上記関数に基づいて我が国の実質国内総生産

（GDP）を推計してみると、労働弾力性は０．３２８、

Y ＝ ALαKβ

資本弾力性は０．６７２となる。この結果に従って実

質 GDP 成長率を要素別に分解してみると図表１

の通りとなる。後に潜在成長力を想定する際に前

提となる全要素生産性（TFP：Total Factor

Productivity）は、１９９０年代の１０年間で概ね年平均

０．９％の寄与度となっている。一方、資本ストッ

クの寄与度は１．２％、労働投入量のそれは－０．４％

となっており、バブル崩壊後もある程度資本ス

トックに依存した成長を遂げていることになる。

一方、CES 型関数（注）によって推計した結果、

資本の弾力性は０．３１８～０．３２８程度、労働の弾力性

は０．６７２～０．６８２との結果が得られた。これは、上

記コブ・ダグラス型とほぼ同程度の弾力性である。

次にこの結果に基づいて我が国の潜在成長力につ

いておおよその目処をつけてみたい。

�　我が国潜在成長力の推定

先ず全要素生産性について検討する。９０年代平

均値で推移すると仮定すると約０．９％となる。全

要素生産性には技術革新等様々な要因が集約
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図表１　実質ＧＤＰ成長率の要素別寄与度分解
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（出所）内閣府「国民経済計算」、経済産業省「鉱工業生産統計」等より郵政研究所作成。



されているため、その想定には慎重を期すべきで

あるが、今後５年間を我が国経済構造の調整期間

と位置付けた場合、９０年代のトレンドが暫くは継

続するものと想定して、全要素生産性の成長寄与

度を０．９％と予測する。

ただし、以下に述べるような上積み分を想定す

ることも可能と考えられる。それは、IT 化と規

制緩和の効果によるものである。

経済企画庁（当時：現内閣府）が９７年６月に実

施した「規制緩和などの経済構造改革が経済に与

える影響について」をみると、全要素生産性が上

昇する要因として、情報通信ストックの外部性効

果や労働規制緩和の生産性向上効果、人的資本に

対する投資促進効果等が主たるものとして挙げら

れている。成長に寄与する主たる効果は最終的に

全要素生産性を０．９５％上乗せするという結果に

なっている。

そこで、IT 化による効果分は０．２％程度が徐々

に実現されていくと想定する。また規制緩和の効

果については、経済企画庁（１９９７年）想定の１／

３程度とみなす。先ずIT化については、IT 部門

の全要素生産性上昇率により体現されると考える。

また、労働規制緩和の生産性向上効果、人的資本

に関する投資促進効果については、長期を要する

ものであるため、今後５年間においては、最終的

な効果の半分程度の０．１％ずつと想定する。その

場合、規制緩和効果上乗せ分としては０．２％程度

を前提とすることができる。これらの効果を上乗

せすると、全要素生産性は０．４％程度の上乗せが

可能と考えられる。

次に労働投入量を検討する。国立社会保障・人

口問題研究所「将来推計人口」によれば、日本の

人口は僅かながらも２００７年までは増加する見込み

である。しかし、趨勢的に低下する出生率を背景

として生産年齢人口（１５歳から６４歳）は１９９５年を

ピークとして低下していく。生産年齢人口の年平

均伸び率を計算すると、１９９５年から２０００年までの

間に－０．２％、２０００年から２００５年までは－０．５％、

２００５年から２０１０年までは－０．８％と減少する予測

になっている。今次中期見通しでは、この国立社

会保障人口問題研究所の推計をベースに、１９９５

年時点と同様の労働力率を前提とする。１９９５年か

ら２０００年までにおいては、年平均で辛うじてプラ

ス（０．２４％）となるものの、２０００年から２００５年の

年平均では０．２０％のマイナスに転じる。

最後に、資本ストックについては、９０年代の平

均の伸びである、３．６％を前提とする。ピークを

過ぎつつあるとはいえ、業種によってはなおス

トック調整過程にあることを勘案すれば、９０年
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図表２　規制緩和により見込まれる
全要素生産性の上昇

図表３　潜在成長率の推計

・情報通信ストックの外部性効果
◇全要素生産性：０．４０％（１９９８－２００３年）

・労働規制緩和の生産性向上効果
◇全要素生産性：０．２８％（１９９８－２００３年）

・人的資本に対する投資促進効果
◇全要素生産性：０．２７％（１９９８－２００３年）

【合計】０．９５％

（出所）経済企画庁（１９９７）「規制緩和など
の経済構造改革が経済に与える影響
について」

２００５年度

全要素生産性（TFP）
全要素生産性（現状トレンド）
IT効果（上乗せ分）
規制緩和効果（上乗せ分）

０．９０％～１．３０％
０．９０％
０．２０％
０．２０％

労働寄与分（労働投入量） －０．１４％

資本寄与分（資本ストック） １．１５％

計 １．９１％～２．３１％

（注）１．労働人口は－０．２％、労働参加率は２０００年度横
這いを想定。

２．資本ストック伸び率は３．６％を想定。
３．労働弾力性は０．６８、資本弾力性は０．３２を前提。

CES型、トランス・ログ型関数においても概ね
同様の弾力性が推計された。

（出所）郵政研究所作成。



代のトレンドがもう暫く続くものと予想されるた

めである。

以上の想定に、前述した労働弾力性、資本弾力

性に基づいて我が国の潜在成長力を推定すると、

概ね１．９％～２．３％程度と見込まれる。

�　GDPギャップの状況

最後に潜在的 GDPを論じる際に議論となる

GDP ギャップについて触れておきたい。

潜在的 GDPとは、労働、資本、その他要素が

インフレを起こさない程度、自然失業率の状態に

おいてフルに稼働した場合の趨勢的な（言い換え

れば平均的な）GDP の水準である。従って、実

際の GDP の水準が潜在 GDP を下回る状態では供

給が上回るため、物価が下落し、その程度が大き

い場合には現在の我が国の様なデフレとなる。そ

の反対に、実際の GDP が潜在 GDP を上回る状態

では物価の上昇が生ずる。

先のコブ・ダグラス型関数、及び HP フィル

ターによってGDPギャップを推計したみた

（図表４．５）。いずれにおいても足元で GDP

ギャップは概ね４．０％と推計される。

後述するように、今次中期見通しにおいては、

予測期間の最終年度である２００５年度に潜在成長率

並みの２．０％の実質GDP成長率を予測している。

言い換えれば、それまでは GDP ギャップがなか

なか解消されず、デフレ的な状況が続くことが予

想される。
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図表４　コブ・ダグラス型生産関数による潜在ＧＤＰの推計
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（注）推計式は以下の通り。
ln（Y／L）＝－2.3387＋0.3283ln（K／L）＋ 0.0025t 

（－277.91） （9.734） （5.396） adjR2＝0.990 DW＝0.65
Y：実質GDP Ｌ：労働投入量
K：資本ストック（稼働率修正）t：タイムトレンド

（出所）内閣府「国民経済計算」、経済産業省「鉱工業生産統計」より郵政研究所作
成。

図表５　ＨＰ（Hodorick Prescott）フィルターに
よるＧＤＰのトレンド推計
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（注）以下の損失関数を最小化するgを抽出。 
g：成長成分　c：循環成分 
λ：調整パラメータ（1600とした） 

（出所）内閣府「国民経済計算」より郵政研究所作成。 
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�．緩やかな回復にとどまる個人消費

１９９０年代の個人消費はゆるやかな伸びにとど

まった。実質民間最終消費支出の前年度増加率は

１９８０年代平均が３％台であったのに対して、１９９０

年代平均は１％台に低下した。この要因は、バブ

ル崩壊による企業収益の悪化により、所得の伸び

が低迷したことに加えて、１９９０年代後半には大手

金融機関の破綻、景気の長期低迷などにより、所

得・雇用の不安から消費を控えたためである。こ

れは、低下基調であった貯蓄率が１９９７年度以降、

上昇傾向に転じたことからもうかがわれる。

今後の中期的な消費について、まず考慮すべき

ポイントは少子高齢化の進展である。国立社会保

障・人口問題研究所によると（図表６）、老年

（６５歳以上）人口割合は２０００年の１７．２％から２００５

年には１９．６％に上昇する見込みである。

ライフサイクル仮説によると、消費は現在及び

将来の所得、つまり生涯所得によって決定される。

これは、相対的に所得の多い現役世代が貯蓄を行

い、逆に相対的に所得の少ない退役世代が貯蓄を

取り崩すことになる。したがって、高齢化の進展

は貯蓄率を押し下げる要因となる。にもかかわら

ず、１９９０年代後半に貯蓄率が上昇した要因は、前

述のとおり金融機関の破綻や景気の低迷により将

来不安が高まり、消費者がリスク回避的に行動し

た結果、貯蓄を増やしたものと考えられる。年金

や医療など社会保障に対する政府の施策は未だ十

分とはいえず、消費者の将来不安は払拭されてい

るとはいえない。

今後の貯蓄率については、高齢化の進展に伴い

低下圧力がかかるものの、払拭されにくい将来不

安要因により、当面は徐々に貯蓄率が減少すると

考えられる。したがって、２０００年度１３．０％の貯蓄

率が２００５年度には７．７％に漸減すると予測する。

また、消費に決定的な影響を与える所得要因で

ある雇用者報酬は、２００１～２００５年度にかけて前年

度比－１．５～１．９％と年度平均でほぼ横ばいに推移

すると予測する。当初は景気後退により所得環境

が低迷するが、その後は景気回復に伴い増加に転

じる。ただし、増加に転じたとしても、その伸び

は小幅にとどまるであろう。デフレの進行により

企業収益は鈍化傾向を示すこと、企業がＲＯＥ重

視の経営への転換を求められており、企業収益の

伸びに比べて、所得の伸びは限定的にとどまるこ

とが予想され、所得を取りまく環境は厳しい。ま

た、労働者派遣事業の規制緩和などにより労働市
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図表６　将来人口推計
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（出所）国立社会保障･人口問題研究所

図表７　消費、所得、貯蓄率

（出所）内閣府「国民経済計算」、予測は郵政研究所作成。
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場の整備が進み、派遣社員やパートタイマーの比率

が高まることも所得全体を押し下げる要因となろう。

次に、資産価格の変動が消費に与える要因を検

証する。バブル以降、地価は下落し続けており、

家計の保有する土地資産の価値は減少している。

他方、金融資産は現金・預金を中心に残高を増加

させている。流動性制約仮説によると、家計の借

入額には限度があるため、保有する金融資産の範

囲内で消費を決定する。つまり、家計が際限なく

借入れを行うことができないとすると、金融資産

の減少は消費を減少させる。これを可処分所得、

金融資産、土地資産を説明変数としたマクロ消費

関数で推計した結果が図表８である。

推計結果を寄与度で見ると、所得が消費に与え

る寄与度が最も大きい。また、金融資産も安定的

に寄与している。一方、土地資産については、バ

ブル期前後では影響が見られるものの１９９０年代以

降はほとんどその影響は見られない。したがって、

資産価格の変動については金融資産が一部消費に

影響を与えるものの、その効果は限定的であると

言えよう。

さらに、消費の内容を耐久財、半耐久財、非耐

久財、サービス、ＩＴ関連に分類してみると（図

表９）、バブル崩壊以降はＩＴ関連の支出が高い

伸びを示している。また、自動車などの耐久財、

レジャー・教育などのサービスも相対的に高い伸

びを示している。他方、衣料などの半耐久財、食

料などの非耐久財は相対的に低い伸びとなってい

る。消費者が非耐久財、半耐久財など生活必需品

の単価を抑える一方、ＩＴ関連、サービスなどラ

イフスタイルに関連した消費を拡大していること

示しており、「消費の二極化」現象が観察される。

中期的な消費動向は所得の動向に大きく影響さ

れるが、前述のとおり所得の伸びはほぼ横ばいと

予測される一方、高齢化の進展により貯蓄率は

徐々に低下するため、消費は緩やかな伸びにとど

まるであろう。民間最終消費支出は、２００１～２００５

年度にかけて前年度比＋０．５～＋２．０％と緩やかに

回復するものと予測する。
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図表８　民間消費支出伸び率の寄与度
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（出所）内閣府「国民経済計算」より郵政研究所作成。

実質可処
分所得

前期金融
資産残高

前期土地
資産残高 ─

R２ D.W.

0.5867
（18.37）

0.0439
（5.40）

0.0097
（2.92）

0.998 0.93

図表９　消費の二極化

（注）IT関連はパソコン、ワープロ、通信機器、通信費。名目
ベース。

（出所）総務省「家計調査」より郵政研究所作成。
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�．求められる生産性の向上

人口の高齢化、長期景気低迷等の問題を抱えた

日本が、潜在成長力を高めるためには、生産性を

向上させることが不可欠である。米国の例を参考

に生産性の動向を検証し、今後の課題を整理して

みたい。

日本の年平均労働生産性の伸びは、１９９０～１９９９

年で平均＋１．１％、９０年代前半は＋０．７％、後半

は＋１．３％とやや上昇している。

一方米国の場合は１９９０～１９９８年で、平均１．３４％、

１９９０～１９９６年が＋１．１８％に対して１９９６～１９９８年

は＋２．１６％と上昇している。

また、年平均資本生産性の伸びをみると、日本

の場合、１９９０～１９９９年で－３．０％、９０年代前半で

は－３．３％に対して後半は－２．４％とやや改善して

いる。

業種別に労働生産性と資本生産性の関係をみる

と、両者には正の相関がある（図表１０）。業種別

にみると、労働生産性は上昇しているが、資本生

産性が低下している業種がほとんどである。その

理由としては単なる投入生産要素間のシフトが生

じているだけであり、その業種における技術革新

が進んでいないためと思われる。つまりＩＴ化の

効果が発現していないか、老朽設備と新規設備の

並存、それに伴うビンテージの上昇等のためと思

われる。

米国においては、労働生産性の高まりの一因と

して、資本整備の充実が指摘されている。日本に

おいても、資本生産性の上昇、資本装備の充実が

労働生産性を向上させる可能性は高いものの、近

年においては、ほとんどの業種において資本生産

性は低下しており、労働生産性の貢献度合いを低

くしている可能性がある。

生産性の向上にはＩＴ化が不可欠であるが、Ｉ

Ｔ化の進展が労働生産性を押し上げるルートとし
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図表１０ 業種別資本生産性と労働生産性の相関
（１９９０～１９９９年）
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（出所）内閣府「国民経済計算」等より郵政研究所作成。

図表１１ 米国における労働生産性加速へのＩＴの寄与

労働者１
人当たり
ＩＴ資本
の増加

percentage point

a

ＩＴ製造
部門全要
素生産性
の上昇

percentage point

b

ＩＴの
寄与度

percentage point

c = a+b

生産性
の加速

percentage point

d

ＩＴの
寄与率

percent

e = c /d

Oliner and Sichel
（1996-1999年と1991-1995年の差） 0.45 0.26 0.71 1.04 68.3％

Congressional Budget Office
（1996-1999年と1974-1999年の差） 0.40 0.20 0.60 1.10 54.5％

Economic Report of the president
（1995-1999年と1973-1995年の差） 0.47 0.23 0.70 1.47 47.6％

Jorgenson and Stiroh
（1995-1998年と1990-1995年の差） 0.31 0.19 0.50 1.00 50.0％

Whelan
（1996-1998年と1974-1995年の差） 0.46 0.27 0.73 0.99 73.7％

（出所）U. S. Department of Commerce,“Digital Economy 2000”

図表１２ ＩＴ化が企業に与えた効果
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（出所）経済企画庁調査局「ＩＴ化と企業組織・人材育成に
関するアンケート」



ては、�ＩＴ産業自体の効率性上昇、�ＩＴス

トックの蓄積、�ＩＴストックとその他資本ス

トックや労働力との間におけるプラスのシナジー

効果が考えられるが、いずれも統計的に確認は出

来ていない。米国では９０年代後半における労働生

産性上昇率の加速の１／２～２／３程度がＩＴ化

によるものという研究成果がある（前頁図表１１）。

日本でも、経済企画庁が行った「ＩＴ化と企業

組織・人材育成に関するアンケート」調査でＩＴ

が業務の合理化・効率化に効果があったかという

問いに「効果あり」または「やや効果あり」と回

答した企業が約８割ある（前頁図表１２）。

また、ＩＴと最も関連が深い電気機械業の労働

生産性の伸びが最も高いことからもＩＴ化が労働

生産性の向上に寄与することが推察される。

日本のＩＴ化の進捗状況を米国と比較する一

つの目安として、パソコン普及率をみてみると、

日本の約５０％（２００１年３月実施、内閣府「消費動

向調査」）に対し米国は約６０％（１９９９年時点米国

調査会社発表）と、まだ日本にはＩＴの普及余地

があり、それに伴い労働生産性の向上も期待でき

る。

しかし、パソコン等を配備しハード面のみＩＴ

化しただけでは効果は限定的である。それに伴う、

人的資本や企業組織のあり方の変革（企業組織の

フラット化）が同時に行われないとＩＴ化による

労働生産性の上昇は発現しない。この点が日本と

米国における労働生産性の伸び率の違いに出てい

ると思われる。

一方、今後生産性上昇の見込める産業への資源

配分をスムースに行うためには、労働市場の柔軟

性が不可欠である。産業間、職種間の労働移動性

向をみると、相当数が前職業、前職種と同じ分野

に再就職していることが分かる（図表１３、１４）。

日本の場合、異業種、異職種への転職は雇用契

約、賃金体系において困難な面がある。労働生産

性の低い業種から労働生産性の高い業種への人材

移動がスムーズに進まない点も日本の労働生産性

の向上を阻害している要因と思われる。

シェア拡大型の経営からＲＯＡやＲＯＥ重視型

の経営への移行が求められている。労働生産性を

向上させる設備投資（IT投資）、労働生産性に見

合った賃金体系、労働生産性の低い産業から高い

産業への人材のシフトなどが今後求められる。
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図表１３ 産業間の労働移動性向（１２年全期）

区　　分

前　　職　　業

鉱業 建設 製造
運輸
・

通信

卸売
・

小売

金融
・

保険

不動
産

サー
ビス

電気
ガス熱
水道
公務員

農林
漁業

現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職

鉱　 業 32.2 2.6 1.2 3.7 0.0 0.8 0.0 0.1 0.9 4.6

建　 設 0.5 5.4 0.8 0.5 0.4 0.6 1.9 0.4 0.5 1.2

製　 造 1.5 0.5 2.8 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6 0.8

運輸・通信 0.9 0.5 0.6 5.9 0.5 0.6 0.6 0.8 0.5 1.1

卸売・小売 0.9 0.5 0.6 0.6 2.0 0.9 1.0 1.0 0.7 0.6

金融・保険 1.0 0.1 0.6 0.3 1.0 7.1 1.0 1.2 0.7 0.4

不 動 産 0.0 2.2 0.2 0.3 0.5 0.6 13.9 1.4 0.5 0.4

サービス 0.9 0.5 0.6 0.5 0.6 0.9 0.4 1.5 1.8 1.5

電気ガス熱水道 0.0 0.1 0.4 0.5 0.4 1.2 0.0 0.6 4.7 0.0

（注）算出方法
Ａ産業からＢ産業に移動する場合

（Ａ産業からＢ産業に移動した労働者数／Ａ産業から移動した労働者数合計）
／（Ｂ産業に移動した労働者数合計／全産業労働移動者数合計）

（出所）厚生労働省雇用統計課作成

（注）算出方法
Ａ職種からＢ職種に移動する場合

（Ａ職種からＢ職種に移動した労働者数／Ａ職種から移動した労働者数合計）
／（Ｂ職種に移動した労働者数合計／全職種労働移動者数合計）

（出所）厚生労働省雇用統計課作成

図表１４ 職種間の労働移動性向（１２年全期）

区　　分

前　　　　職　　　　種

専 門
・

技 術
管 理 事 務 販 売

サー
ビス

運 輸
・

通 信

生 産
工 程
・労務

その他

現
　
　
　
　
　
職
　
　
　
　
　
種

専門・技術 5.0 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.5

管　 理 0.3 16.4 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3

事　 務 0.2 0.9 4.5 0.6 0.5 0.1 0.2 0.7

販　 売 0.4 0.4 0.7 3.3 1.1 0.2 0.4 0.6

サービス 0.3 0.3 0.6 0.6 2.9 0.6 0.6 0.8

運輸・通信 0.3 0.2 0.1 0.5 0.6 10.0 0.4 0.9

生産工程・労務 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 3.2 0.9

そ の 他 0.5 0.3 0.4 0.8 0.8 0.6 0.7 8.6



�．緩やかな伸びが見込まれる設備投資

バブル崩壊後長らくストック調整を余儀なくさ

れた設備投資は、９９年４月を谷とする回復局面に

おいては、ＩＴ関連が寄与し景気をリードしてき

た。しかし、昨今のＩＴ需要減速等の影響により、

足元では２００１年１～３月、４～６月と２四半期連

続でマイナスの伸びとなっている。

中長期的にみた設備投資は、キャッシュフロー、

期待成長率等を要因としながら、時計回りの循環

図を描く（図表１６）。

その循環図によれば、１９９０年から１９９５年にかけ

て大きく左方向にシフトしていることがわかる。

これは企業の期待成長率の低下を反映したものと

推察される。循環図からみるかぎり、今後設備投

資が急激に低下することは想定しずらい。基本的

には緩やかな伸びが見込まれる。

また、企業の設備投資の目的としては、更新投

資、研究開発投資、省力化投資、高付加価値化投

資等がある。

更新投資の強さを測る際の尺度となるビンテー

ジの推移をみてみる（図表１７）。ビンテージとは

設備と設置時期からの経過年数を指す。それによ

ると、足元でビンテージの急激な上昇がみられ、

企業が更新投資を控えてきていることがわかる。

このことは前述の生産性の分析で指摘したとおり、

資本生産性の悪化にも繋がることから、企業の競

争力維持の点から考えれば、更新投資を控えるこ

とは想定しにくい。中期的には更新投資需要が設

備投資を下支えするものと予想される。

次に設備投資の源泉であるキャッシュフローの

動向をみてみると（図表１８）、周知の通り、キャッ

シュフローは設備投資の大きな要因の１つになっ

ている。

今次予測では、２００１～２００２年度は減益の見込み

であるが２００３年度から増益が予想され、それに伴
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図表１５ 設備投資の推移

（出所）内閣府「国民経済計算」、予測は郵政研究所作成。
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図表１６ 期待成長率と資本ストック循環

（注）１．予測数値は資本ストックの償却率６．０％、資本ストックの伸び率３．６％を前提。
２．期待成長率の双曲線は資本ストックの償却率６．０％、資本係数の伸び２．０％

を前提。
（出所）内閣府「国民経済計算」「民間企業資本ストック」、予測は郵政研究所作成。
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図表１７ ビンテージの推移

（注）１．１９７０年国富調査における民間企業の有形固定資産の平均経過年数は６．８年
でありこれを元に以下の算式で経過年数を算出。
平均経過年数=（（前年末年数＋１）×（前年度末資本ストック
－当年度除却額）＋今年度新設額×０．５））/当年度末資本ストック。
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（出所）内閣府「国民経済計算」、１９７０年「国富調査」より郵政研究所作成。

6

7

8

9

10

11

12

19
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

全産業ヴィンテージ 

（年） 

トレンド 

（年） 



いキャッシュフローの増加が見込まれる。一方、

設備投資・キャッシュフロー比率をみてみると、

足元では製造業で１００％を下回って推移している。

これは、手元資金があっても債務の返済に回して

いるためである。一部産業については、今後とも

その傾向は継続するものと予想される。よって、

今後の企業収益の改善によるキャッシュフローの

増加が設備投資に与える影響は限定的とみられる。

最後にＩＴ投資の先行きについては、日本政策

投資銀行のアンケート調査によれば全産業で２００１

年度においてＩＴ投資を前年度比＋２１．７％計画し

ており、こうした動きは中期的にみても堅調に推

移することが見込まれる（図表２０）。

総務省「平成１３年版情報通信白書」によれば、

ＩＴ投資の対民間設備投資比率は１９９０年が１１．３％

であったの対し、１９９９年が２２．８％と直近１０年程度

で倍近く伸びている。ＩＴ投資額でみてみると

１９９０年が約１０兆円、１９９９年が約１８兆円になって

いる。それに対し米国の場合は、１９９０年が約８４４

億ドル、１９９９年が約４，７３４億ドルと、直近１０年程

度で５倍近くの伸びを示している。米国に比べ、

日本のＩＴ投資額の伸びは低く、前述の生産性の

分析でも指摘したが、労働生産性の日米差になっ

ていることが推察される。労働生産性を高め競争

力を向上させるためには、今後、よりＩＴ投資が

活発になることが条件である。

ＩＴ投資は企業生き残りのための不可避的な手

段である。
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図表１８ キャッシュフローの推移

（注）キャッシュフロー＝経常利益×０．５＋減価償却費として
算出。
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図表２０ 情報化投資の概要（２００１年度計画）
（単位：億円、％）

（出所）日本政策投資銀行

業 種

情報化投資額
情報化

増減率

2001/00

設備投資

増減率

2001/00

情報化投資の構成比 情報化／設備投資

２０００年

度実績

２００１年

度計画 ２０００年

度実績

２００１年

度計画

２０００年

度実績

２００１年

度計画

（1,807社） （1,807社）（1,807社）

全産業 10,322 12,565 21.7 1.3 100.0 100.0 7.7 9.3

製造業 3,396 4,122 21.4 13.3 32.9 32.8 11.1 11.9

非製造業 6,927 8,443 21.9 ▲2.3 67.1 67.2 6.7 8.3



Ⅴ．構造変化の進む労働市場

１９９０年代は労働環境が大きく変化した。バブル

期以前では２％前後で推移していた失業率がバブ

ル崩壊後急速に上昇し、２００１年７月には５％台と

なった。これは、先進国の中でも米国、英国より

も高い水準である。一方で少子高齢化の影響から

労働力人口は１９９８年度より減少に転じている状態

を考えると、労働市場において需給のミスマッチ

が生じていることが推察される。

これを、失業と求人のトレードオフを示すＵＶ

曲線で検証してみたのが図表２２である。ＵＶ曲線

は労働市場における超過需要を示す未充足求人率

と、超過供給を示す雇用失業率が等しくなる点の

推移を表したものである。

これによれば、均衡点は１９９０年代後半からＵＶ

曲線に沿って左上方に移動している。これは、景

気の後退により、失業と求人がともに悪化してい

ることを示している。しかし、１９９９年後半頃から

は、雇用失業率が５％台半ばで安定しているにも

関わらず、未充足求人率が上昇傾向にある。これ

は、労働市場に何らかの構造変化が起きて、ＵＶ

曲線が右上方にシフトした可能性を示している。

こうした変化の要因としては、雇用のミスマッ

チが挙げられる。雇用のミスマッチとは、企業と

求人者の間に年齢、給与、能力・経験などの条件

が一致せず、雇用されずに失業者が生じる現象で

ある。ミスマッチによる失業者数を１９９０年代後半

のＵＶ曲線を当てはめて試算を行うと（図表２３）、

１９９９年以降ミスマッチによる失業者数は増大し、

現時点において雇用失業率５．７％のうち、１．７％分

（９７万人）がミスマッチによる失業、１．０％分（５５

万人）が求人の減少に伴う失業となった。特に、

１９９９年後半以降において、ミスマッチによる失業

が急速に伸びていることが分かる。こうしたミス

マッチによる失業は例え景気が回復したとしても、

改善は限定的にとどまる。むしろ、職業紹介の民

間への開放、労働者派遣事業の拡大など労働市場

の規制緩和や、年齢等で採用を差別することのな

いような施策が必要である。

次に、業種別に雇用の創出と喪失をみてみる。
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図表２１ 完全失業率、有効求人倍率

（出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「一般職業紹介状
況」、予測は郵政研究所作成。
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ｌｎ（雇用失業率）＝ａ・ｂ・ｌｎ（未充足求人率）
雇用失業率＝完全失業者数／（雇用者数＋完全失業者数）
未充足求人率＝未充足求人数／（雇用者数＋未充足求人数）
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（出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統
計」より郵政研究所作成。



日本政策投資銀行「調査」（２０００年３月）では、

個別企業までさかのぼることにより、雇用の創出

と喪失を調査している（図表２４）。それによると、

バブル崩壊以降においては、あらゆる業種で雇用

創出率が低下し、雇用喪失率が上昇している。た

だし、サービス、卸・小売に関しては１％を超え

る雇用創出率を維持している。一方、雇用喪失で

は、金融・保険、運輸・通信などに加えて、製造

業全般で－２％以下の雇用喪失率となっている。

これは、中国などアジア諸国が製造業の生産拠点

として発展してきたため、それに代替する形で雇

用が喪失したものと考えられる。さらに、この調

査時点（１９９３～１９９８年）では建設業の雇用喪失率

は－２％を超えてはいないが、労働力調査による

と、建設業の就業者数は前年比マイナスを続けて

おり、今後不良債権の最終処理や公共工事の削減

などで、建設業の雇用喪失が大きくなるものと考

えられる。

足元の雇用環境としては、景気の低迷、生産の

減退などを背景として、企業の雇用過剰感が強い

状況が続くものと想定される。さらに、企業は生

産性の向上を求められており、企業収益が回復し

たとしても、雇用の増加は限定的にとどまるだろ

う。また、雇用のミスマッチはここ２～３年で拡

大しており、構造要因による失業者が増加ないし

は、歩留まることが予想される。

従って、今後２年間は不良債権の最終処理の進

展等によって、失業率が上昇するものと予測され

る。その後は、海外景気の回復などにより企業の

労働力需要も高まることから失業率は改善するも

のと思われる。ただし、雇用のミスマッチは一朝

一夕には払拭されず、失業率は高止まりする。完

全失業率は、２００２年度に５．５％まで悪化、２００５年

には４．８％に改善すると予測する。
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図表２３ ミスマッチによる失業者数の推移
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計」より郵政研究所作成。

図表２４ 業種別雇用創出率と雇用喪失率
（１９９３年～１９９８年：年平均）

（出所）日本政策投資銀行「調査」
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�．不可避の財政改革

財政状況が悪化している。２００１年度末の国及び

地方の長期債務残高は６６６兆円程度に上ると見込

まれており、対 GDP 比で１２８．５％程度に達する見

込みである。さらに、単年度の財政収支で見ても、

日本政府推計による２００１年度の国及び地方の財政

収支は対 GDP 比で－６．４％と大幅な財政赤字の見

込みである。債務残高・財政収支ともに、主要先

進国の中で最悪の水準となっており、他の主要先

進国が財政を健全化させる中、我が国は逆に財政

を悪化させている状況にある。

この財政悪化の過程を税収と歳出の要因から検

証してみる（図表２５）。ここでは、１９８０年代、１９９０

年代の５年毎の時期区分に関して、税収および歳

出の増減をプロットしている。１９８０年代前半の日

本は、「歳出増加－税収増加」のゾーンに位置し

ており、これが１９８０年代後半にかけて強力な歳出

カットが実施されて「歳出減少－税収増加」の

ゾーンに移行し、財政再建が達成された。この

１９８０年代の税収の増加は主に景気の回復によるも

のである。しかし、１９９０年代に入ると、バブル崩

壊により景気が悪化、税収が減少した。さらに、

公共投資を中心とした景気対策が発動されたため、

歳出が急増し、「歳出増加－税収減少」のゾーン

に移行した。こうして、１９９０年代に渡って景気の

本格的な回復がないまま、減税と公共投資を中心

とした景気対策が繰り返し実施され、財政悪化の

度合いを強めることとなった。

次に、財政収支悪化の要因が景気循環による一

時的なものか、歳入歳出の制度に起因する構造的

なものかを検証してみた（図表２６）。構造的財政

収支式（注）を推計し、財政収支から構造的財政収

支を除いたものを循環的財政収支とする。これに

よると、財政赤字のうち、ほとんどが構造的な赤

字であり、景気循環から説明することのできる循

環的財政収支は非常に小さい。このことから、景

気回復により税収が回復し、財政赤字が解消され
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（注）構造的財政収支式
ここで、B＊：構造的財政収支、T i＊：i 税に関する構造的税収、G＊：構造的政府支出、T i：i 税に関する税収、G：政府
支出、Y ＊：潜在ＧＤＰ水準、Y ：ＧＤＰ、αi：i 税のＧＤＰ弾力性、β：政府支出のＧＤＰ弾力性とすると、

T i＊─
T i＊

＝〔 Y─
Y ＊ 〕αi

，
G
─
G＊

＝〔 Y─
Y ＊ 〕β

B＊＝ΣT i＊－G＊－capital spending

図表２５ 財政改革の推移
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（出所）ＯＥＣＤ資料より郵政研究所作成。

図表２６ 構造的財政収支の推移
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（出所）内閣府「国民経済計算」より郵政研究所作成。



るといったシナリオが困難であることが分かる。

次に、個別に歳入歳出を２００１年２月に財務省が

策定した「財政の中期展望」にしたがって確認す

る（図表２７）。まず歳出については、社会保障費

の伸びが２００４年度まで４～５％台と高い伸びを示

している。これは、現状の社会保障の給付額、社

会保険料の維持を前提としたものであるが、少子

高齢化により高齢者の割合が上昇し、医療・年金

を中心に国庫負担が増大するためである。また、

公共事業費は現行の９．４兆円を維持しているが、

我が国の公共事業費の対 GDP 比率は６％程度と

他の主要先進国と比べて２～３倍の水準を維持し

ている。他方、歳入については、仮に名目成長率

を２％とした場合でも伸び率はほぼ横ばいである

ことから、厳しい歳入状況が想定される。こうし

た財政状況のもと公債発行による歳入は２００２年度

以降３０兆円を大幅に越える試算がなされている。

このような財政状況のもと小泉内閣は「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」において、国債発行の３０兆円以内への抑

制と中期的なプライマリーバランス（注）の均衡を

目標とすることが明記された。小泉内閣は、景気

対策のための安易な財政支出を慎み、マイナス成

長もやむなしといった経済スタンスを取っており、

歳出削減を中心とした緊縮財政が取られると想定

する。ただし、直間比率の見直しなど税制の改正、

社会保障制度の抜本的な改革、公共事業費の大幅な

削減など構造的財政収支を均衡させる政策が実施さ

れなければ財政収支の改善は難しい状況にある。

さらに景気悪化により税収の落ち込みが大きい

一方、景気対策としてある程度の歳出が見込まれ

ることから、年間３０兆円を超える国債発行は止む

を得ないものと想定する。したがって、大幅な財

政赤字の解消は難しく、僅かな改善に止まるであ

ろう。国の歳入における公債金収入によって定義

される財政赤字は、２００１年度（補正後ベース）の

対名目 GDP 比－５．９％から２００５年度の－５．９％と

ほぼ横ばいを予測する。また、プライマリーバ

ランスについては、２００１年度（補正後ベース）

の対名目 GDP 比－２．８％から２００５年度の－２．２％

に緩やかに改善するものと予測する。
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（注）プライマリーバランスとは税収から公債費を除く歳出を差引いたものである。なお、プライマリーバランスの均衡を達成す
ると、金利（利子率）＝名目経済成長率であれば、債務残高は対ＧＤＰ比で見て一定に保たれる。

図表２８ プライマリーバランス

（出所）財務省「一般会計」、内閣府「国民経済計算」、予測は
郵政研究所作成。
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図表２７ 財政の中期展望（平成１３年２月）
（単位：兆円、％）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

歳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

国　　 債 費 22.0
（▲21.8）
17.2

（7.1）
18.4

（6.2）
19.5

（6.3）
20.8

地 方 交 付 税 14.9
（12.7）
16.8

（15.6）
19.5

（1.3）
19.7

（6.9）
21.1

一 　 般 　 歳 　 出 48.1
（1.2）
48.7

（1.6）
49.5

（1.6）
50.2

（2.2）
51.3

社会保障関係費 16.8
（4.7）
17.6

（5.1）
18.4

（4.2）
19.2

（4.2）
20.0

公共事業関係費 9.4
（0.0）
9.4

（0.0）
9.4

（0.1）
9.4

（0.2）
9.5

そ　　の　　他 21.9
（▲1.0）
21.7

（▲0.4）
21.6

（0.0）
21.6

（1.2）
21.8

計 85.0
（▲2.7）
82.7

（5.6）
87.3

（2.5）
89.5

（4.1）
93.2

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

歳
　
　
　
　
入

税　　　　　 収 48.7
（4.2）
50.7

（▲0.7）
50.4

（0.4）
50.6

（1.4）
51.3

そ の 他 収 入 3.7
（▲3.0）
3.0

（1.2）
3.6

（4.2）
3.5

（1.4）
3.5

公 　 　 債 　 　 費 32.6
（▲13.2）
28.3

（17.5）
33.3

（6.4）
35.4

（8.2）
38.3

計 85.0
（▲2.7）
82.7

（5.6）
87.3

（2.5）
89.5

（4.1）
93.2

（単位：兆円、％）

（注）１．（ ）書きは対前年度伸率
２．１２年度は当初予算
３．実質経済成長率２％、消費者物価上昇率０％、名目経済成長率２％等を仮定

（出所）財務省



�．デフレ傾向の続く物価

現状、物価は下落を続け、消費者物価指数（生

鮮食品を除く総合）は１９９８年４月以来、国内卸売

物価指数は２０００年１０月以来、前年同月比で下落を

続けている。こうした状況を受けて、２００１年３月

に発表された月例経済報告において、「持続的な

物価下落」をデフレと定義し、日本経済は緩やか

なデフレにあるとした。

項目別に見ると、消費者物価指数においては、

交通・通信費、被服及び履物等の下落寄与が大き

く、卸売物価では、電気機器、輸送用機器の下落

寄与が大きいことはよく知られている。

卸売物価を財別に寄与度分解してみると、１９９８

年～２０００年は中間財のマイナス寄与が大きく物価

下落の主要因になっていたが、２０００年初頭より、

中間財がプラス寄与に転じても最終財が依然マイ

ナス寄与を継続し、その幅は更に拡大している。

いわゆる「ユニクロ現象」と言われる垂直分業か

ら水平分業への移行が年々浸透し、格安の輸入品

の増加が最終財価格を下落させている大きな要因

の一つである。

国内卸売物価を「単位労働コスト」、「輸入物価」、

「需給要因」、「輸入浸透度」の項目で要因分解し

てみると、「輸入浸透度」の上昇が最近の下落に

大きく寄与していることがわかる（図表３０）。

１９８９年第１四半期に６．８％だった輸入浸透度が

２００１年第１四半期には１２．６％まで上昇しており、

直近１０年程度で倍近く上昇している。割安な輸入

品の増加により国内産業が競争力を維持するため

に値下げを行い、それが波及することで物価を押

し下げている状況となっている。

通商産業省の「２０００年海外事業活動基本調査」

によれば、１９９０年度に６．４％であった海外生産比

率は１９９９年度には１２．９％となっており、２０００年度

も１４．５％と予測している。海外生産へのシフト→
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図表２９ 物価指数の推移

（出所）総務省、日本銀行、予測は郵政研究所作成。
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図表３０ 国内卸売物価の変動要因
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lnWPI＝α＋β×lnULC＋γ×lnIPI＋δ×lnZAIKO＋

ε×lnSHINTO＋DT

WPI：国内卸売物価指数（総平均）
ULC：単位労働コスト（季節調整値）＝

（現金給与総額（製造業））×（常用雇用指数（製造業））
／（生産指数（製造工業））

IPI：輸入物価（総平均）
ZAIKO：在庫率（製造工業）（季節調整値）、（※）需給

要因とした。
SHINTO：輸入浸透度
DT：消費税導入ダミー

（８９年第�四半期以降１、それ以前は０）
（出所）日本銀行「卸売物価指数」、労働省「毎月勤労統計」、

通商産業省「鉱工業生産指数」、通商産業省「鉱工業
生産活動分析」等により作成。



逆輸入の増加という傾向は今後も継続する見込み

である。

また、「規制緩和」、「流通革命」も引き続き物

価を抑制する方向に働こう。「物価レポート２０００」

（経済企画庁）では規制緩和による消費者物価の

下落寄与度を９７年度０．０８％、９８年度０．３８％、９９年

度０．０４％、流通革命による消費者物価の下落寄与

度を９７年度０．１１％、９８年度０．０７％、９９年度０．１６％

と試算している。

２００１年３月には「規制改革推進３か年計画」が

閣議決定され、今後とも規制緩和は着実に進展す

るものと思われる。

こうした要因はいわば供給サイドに寄因するも

のと考えるが、一方で需要不足による物価低下圧

力も働いている。

潜在的ＧＤＰと実際のＧＤＰの隔離であるＧＤＰ

キャップとＧＤＰデフレーターの動きを見ると、弱

いながらも逆相関となっており、ＧＤＰギャップが

拡大する局面では、物価には下落圧力がかかること

がわかる（尚、前述（図表３０）の推計では“在庫率”

で代理している）。

足元ではＧＤＰギャップは概ね４％以上となっ

ており、このギャップが解消するまでは、相当程

度の時間を要する。２００３年度まではＧＤＰデフ

レーターはマイナスと予測する。その後は緩や

かな景気回復を要因にデフレーターも徐々にプラ

スに転じるものと見込まれる。

消費者物価については、２００２年度まではマイナ

スを続けるが、２００３年度から徐々にプラスに転じ

るようになり、２００５年度には＋０．２％。国内卸売

物価については、２００３年度までマイナスを続け、

２００４年度からプラスに転じ、２００５年度には

＋０．３％を予測する。
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図表３１ ＷＰＩとＣＳＰＩの推移

（出所）日本銀行
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図表３２ ＧＤＰギャップと物価指数　

（注）シャドーは景気後退期を表す。
（出所）内閣府「国民経済計算」より郵政研究所作成。
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�．金融政策、金利、為替の展望

日本銀行は２００１年３月１９日に金融市場調節の操

作目標を、これまでの無担保コールレート（翌日

物）から、日本銀行当座預金残高へ変更した。さ

らに、実施期間の目処として消費者物価を採用し、

消費者物価指数（全国、除く生鮮食品）の前年比

上昇率が安定的にゼロ％以上となるまで継続する

こととした。すでに短期金利はほぼゼロ％に低下

していたものの、政策目標を「金利」から「量」

に変更したこと、「消費者物価」という具体的な

指標を用いて、「安定的にゼロ％以上となるまで」

と具体的な期限を定めたことは大きな政策変更で

ある。

量的緩和政策の有効性については、貨幣の流通

速度が参考となる（図表３３）。貨幣の流通速度と

は、名目ＧＤＰをマネタリーベースで割ったもの

である。１９８５年頃までは、日本の貨幣の流通速度

は１４程度で安定したものの、１９９０年代以降低下傾

向にあり、直近では８程度まで下がっている。こ

れは、マネタリーベースの伸びに比べて、名目

ＧＤＰの伸びが低いためであり、量的緩和政策が

限定的な効果しかもたらさない可能性を示唆して

いる。さらに、マネタリーベースの代わりに

Ｍ２＋ＣＤを用いた場合でも同様の低下傾向を示

している。

この要因としては、名目金利の低下に伴い貨幣

保有コストが低下していること、金融不安により

予備的動機に基づく貨幣需要が急増する一方、経

済活動が収縮していることなどがあげられる。今

後についても、デフレ圧力が強いこと、名目金利

が低位にある状況から貨幣の流通速度は当面低下

し続けるものと予想される。

消費者物価が安定的にプラスに転じる２００３年度

まで、無担保コールレート（翌日物）はほぼゼ

ロ％が続くと予測する。一方、マネーサプライを

示すＭ２＋ＣＤは、足元の景気低迷により、２００２

年度には前年度比１．９％と伸びは鈍化するものの、

その後景気回復により伸び率は上昇し、２００５年度

には前年度比３．０％の伸びを予測する。

また、長期金利については、現状の１．３～１．５％

水準から２００５年度には２．５％程度へと緩やかに上

昇を見込む。その背景は次の通りである。

①前述の通り、短期金利については、ゼロ金利

解除が２００３年度後半に予想されている。

②インフレについては、需給ギャップは当面は

大きいものの、中期予測後半に向けて徐々に上昇

することが予想されること。
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図表３３ 貨幣の流通速度

（出所）内閣府「国民経済計算」、日本銀行資料より郵政研究
所作成。予測は郵政研究所作成。
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図表３４ 長期金利、コールレート

（出所）Bloomberg、予測は郵政研究所作成。
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③財政赤字拡大に伴い、国債の発行残高が増加

してきたが、これまではデフレ状況、貸出の需要

後退等により、金利に対しては低下要因として働

いてきた。今後、財政が更に悪化すれば、リスク

プレミアムとして上昇圧力要因に転じることも考

えられるが、政策論として財政赤字は削減する方

向でコンセンサスが形成されつつある。

こうした要因を背景として、上昇圧力は緩やか

なものになると予想される。

次に為替の動向を考察してみる。長期の為替動

向を予測する方法として、購買力平価説、マネタ

リー・アプローチ、アセット・アプローチ、ポー

トフォリオ・バランス・アプローチ等が挙げられ

る。その中では資産の不完全代替性を前提とした

ポートフォリオ・バランス・アプローチが比較的

説明度が高い。今次中期見通しについては、ポー

トフォリオ・バランス・アプローチを参考として、

日米金利差、経常収支、日米景況感格差等を勘案

して予測を行っている。

先ず、日米の景況感格差については、米国経済

の調整過程に対する不透明感があることは確かだ

が、景気後退期にある我が国の構造改革推進によ

るデフレインパクトに対する不透明感の方が強い

ものと予想する。次に金利差については、８回に

わたる米国の金融緩和により日米金利差は縮小し

ているものの、我が国景気の減速感、財政赤字、

不良債権問題等の要因が勝り、その影響が健在化

していない。こうした状況は２００３年度まで継続す

るものと思われ、それまでは緩やかな円安傾向を

辿るものと予想される。レンジとしては１２０～１３５

円を想定している。その後、前述の通りゼロ金利

解除時期が２００３年後半に予想されること、その時

期には構造改革の効果も徐々に発現し始めること

から緩やかな円高傾向に向かい、２００５年度には

１１０～１２５円程度のレンジで推移するものと予想さ

れる。経常収支については、今年度に米国景気減

速の影響が最も強く現れるものと想定され、２００２

年度はその反動からやや改善しよう。２００３年度以

降は米国経済が２％程度の回復過程に入るものと

予想されるため、輸出の回復から経常収支は８兆

円台後半に改善するものと予測する。
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図表３５ 円・ドルレートの推移　

（出所）日本銀行、予測は郵政研究所作成。
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図表３６ 日米金利差と円・ドルレート

（出所）長期金利は１０年国債指定銘柄（日本）と１０年物財務省
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短期金利は無担保コールＯＮ（日本）、ＦＦレート
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図表３７ 経常収支・証券投資収支と円・ドルレート

（出所）財務省
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�．漸進的な不良債権処理

バブル崩壊後約１０年間が経過したにも関わらず、

我が国の経済は未だに立ち直りを見せていない。

１９９０年代の「失われた１０年」の最大の要因は不良

債権問題にある。バブルによる資産価格の上昇と

その後の下落により、企業は過剰設備、過剰人員

を抱え込んだ。一方、金融機関は、貸出競争の中

で、土地を担保に融資を膨らませた結果、膨大な

不良債権を抱え込むこととなった。

１９９５年度には住専問題が表面化し、全国銀行

ベースで１３．３兆円の不良債権処理を実施した。さ

らに、１９９７年度に入り、消費税の引き上げ、歳出

削減による緊縮財政とアジア危機などの外部要因

が加わり景気が悪化した。その結果、三洋証券が

破綻したのを引き金として、北海道拓殖銀行、山

一証券など大手金融機関が相次いで倒産した。金

融不安が広がり、銀行は自己資本比率維持のため

貸し渋りを行い、クレジットクランチが発生した。

１９９８年に入ると日本長期信用銀行が危機的状況に

陥り、政府は、預金保険法の改正、金融機能安定

化法の制定により金融機能の安定化を図り、２１行

に対して合計１．８兆円の公的資金の注入を行った。

その結果、金融再生法などが整備され、日本長期

信用銀行、日本債券信用銀行が国有化され金融危

機はひとまず収まった。

こうした環境を背景に１９９７、１９９８年度ともに１３

兆円以上の不良債権処理が実施された。１９９９、

２０００年度には６兆円以上の不良債権処理が実施さ

れている。しかし、多額の不良債権処理にも関わ

らず、担保価値の下落や検査基準の厳格化により

不良債権額は増え続け、リスク管理債権ベース（注）

での残高は３０兆円を越えた水準を維持している。

１９９２年度以後、不良債権の処理累計額は７０兆円あ

まりに達している（図表３８）。

このように多額の不良債権処理にも関わらず不

良債権は減少するどころか逆に増加している状況

にあるが、以下では不良債権が実体経済に与える

影響を検証してみる（図表３９）。まず、信用収縮

により銀行の融資機能が低下する。つまり、銀行

は不良債権処理により低下した自己資本比率を維

持するため、リスク性の高い資金を特に零細な中

小企業に対して供給できなくなる。企業は資金繰

りが悪化し、設備投資を抑制するようになり、そ
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図表３８ 不良債権処理状況

（出所）金融庁資料より郵政研究所作成。
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図表３９ 不良債権問題と景気
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（注）リスク管理債権は、銀行法や銀行法施行規則などに基づいて各銀行が発表するもので、債務者の返済状況に応じて悪いほう
から「破綻先債権」、「延滞債権」、「３ヶ月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」に区分される。



の結果不況が深刻化する。また、こうした不況の

深刻化はデフレとなって、さらに地価や株価を下

落させる。地価や株価の下落は銀行の担保価値を

減少させ、不況の深刻化は企業の経営を悪化させ、

さらに不良債権を増加させるといったデフレスパ

イラルを発生させることとなる。

こうした不良債権の連鎖をなくすためには、最

終処理（法的整理、債券売却、債権放棄）などに

よって、不良債権を早急にオフバランスすること

が必要である。政府は、４月６日の「緊急経済対

策」および６月２６日の「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」において、

主要行の「破綻懸念先」以下の債権について、既

存分８．３兆円を２年で、新規発生分３．４兆円を３年

でオフバランスさせる方針を打ち出した。（注）ただ

し、今後景気の後退により、「破綻懸念先」より

安全性の高い「要注意先」債権が新たに不良債権

化する可能性がある。そうなると、銀行は資本不

足により、不良債権処理のための原資が捻出でき

なくなる恐れがある。

こうした状況に対して、一部では公的資金を注

入して、銀行の自己資本を充実させるべきなどの

意見が出されている。しかし、公的資金を注入し

て不良債権の最終処理を一気に進めるといった

ハードランディング的な解決方法は、国民負担

の増加につながる可能性もあることから、合意が

得られにくく政策の実行は難しい。

これに対して、金融庁は漸減的な不良債権処理

の方針を打ち出した（図表４０）。それによると、

主要行について今後３年間を不良債権処理の集中

期間として位置付け、毎年約３兆円の不良債権処

理を実施する。なお、この間は新たな不良債権が

発生すると予想されることから、不良債権残高は

現状の約１７兆円を維持する。２００４年度以降は、新

規の不良債権は少なくなり、最終的に２００７年度に

７～１０兆円に漸減する。こうした金融庁の試算は

追加的な公的資金を注入せず、銀行の利益の範囲

内で不良債権処理を実施するというものであり、

ソフトランディング的な解決方法といえる。今後

予測においては、政府方針に沿ったシナリオを前

提とする。
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（注）銀行による自己査定は早期是正措置に基づくもので、全債務者の返済状況に応じて悪いほうから「破綻先」、「実質破綻先」、
「要注意先」、「正常先」に区分される。

図表４０ 政府の不良債権処理方針

�不良債権最終処理
「緊急経済対策」（４月６日）及び「基本方針」（６月２６日）
に基づき、主要行の不良債権（「破綻懸念先」以下）の最終
処理を実施。
（注）最終処理：法的整理、債権放棄、バルクセールなど

によりオフバランス化すること。

�不良債権解決後のイメージ
＜金融庁試算（主要１５行）＞

（注）リスク管理債権の係数。新生銀行、あおぞら銀行を除く。

１３年３月末破綻懸念先以下債権 

既　存　分 8.3兆円 ２年で処理 

新規発生分 3.4兆円 ３年で処理 

年　　度 １２（実績） １３～１５ １６～１９

不良債権残高 １７．４兆円 ほぼ横這い 逓減し、７～１０兆円に

不良債権比率 ５．７２％ ５％台 逓減し、２～３％に

不良債権処分損 ４．３兆円 ３兆円前後 ０．６～１．０兆円

与信費用比率 １．４％ １％程度 ０．２～０．３％



	．Ｌ字型回復軌道を辿る米国経済

米国においては、企業部門で生産と投資の調整

が急ピッチで進みはじめている。だが、ドットコ

ム・ブームに煽られて二桁投資を続けてきた米国

企業にとって調整の前途は不透明である。

既に２０００年の秋口から生産は明らかな調整モー

ドに入っているが、販売の減速ピッチが上がって

おり、在庫対販売比率は高止まり状態が続いてい

る。

なお、生産調整が進む中で労働生産性上昇率に

も頭打ち傾向が明確に出始めている。ニューエコ

ノミー化の輝かしい成果として、グリーンスパン

ＦＲＢ議長も誇る米国経済のこのところの生産性

パフォーマンスだが、ＢＩＳ（年次報告）が指摘

するように「生産性上昇を過信した需要創造」に

ブレーキが踏まれることで、当の生産性上昇率そ

のものが抑え込まれる状況となっている。一方で

労働需給は超逼迫状態が続いて来たから、賃金上

昇率はなお高率である。その結果、当然ながら米

国企業の生産コストは上昇ペースが加速している。

価格転嫁が難しい競争環境の中で、企業の収益

マージンにさらに縮減圧力がかかることは避け

られない。

調整一色となった企業部門に対して、一方の家

計部門を巡る環境はなお微妙な状況にある。バ

ランス・シート調整が不可避と思われるが、そ

の健在化を抑え込むいくつかの要因が働いている

とみられる。それらを列挙すれば以下の３点であ

る。

①　政策要因（ＦＲＢの金融積極緩和スタンス）

②　不動産市況の堅調さ（株価低迷の一方で住

宅価格はなお上昇傾向維持）

③　雇用リストラの波及がなお本格化していな

い

しかしながら、その一方で貯蓄ポジションの立て

直しを要する状況は明らかになりつつある。それ

を示す指標の一つが家計の金融資産残高と貯蓄率

の関係である。金融資産残高の対可処分所得比が

大きく上昇したことを背景に、米国家計は貯蓄率

がマイナス圏内に入ることをいとわない消費行動

を続けてきた。だが、頼みの金融資産残高もここ

に来て伸びが頭打ちとなり、対可処分所得比は下

落に転じた。こうなれば、資産インフレ進行前の

レベルまで貯蓄率を立て直す調整行動が健在化す

る可能性がある。
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図表４１ 全米企業の在庫対販売動向

（注）全産業ベース。在庫率は月間販売額に対する手持ち在庫
の倍率（左軸）。

（出所）米国商務省
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図表４２ 米国の個人貯蓄率と金融資産残高の対可処分所得

（出所）米国商務省、連邦準備理事会
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そこで、米国経済のパスを想定した場合、概ね以下のとおりＶ字型、U字型、Ｌ字型の３パターンが考

えられるが、今次見通しでは、需給の調整に相当程度の期間を要するL字型回復シナリオを前提とした。

①　Ｖ字型回復シナリオ

・　減税効果が２００１年末から２００２年にかけてフルに発現。

・　現在の調整が在庫調整のみに留まり、２００２年には回復。

・　原則としてニューエコノミー経済の成長が続き、生産性上昇が続く。

・　ＩＴ投資（コンピューター投資）が高まるものの、低価格化は続くためインフレ率は低め。

・　失業率は２０００年水準の４．０％を２００５年でも達成。

・　潜在成長力は４％程度。

② Ｕ字型回復シナリオ

・　減税の効果は比較的限定的。

・　現在の調整は向こう２年弱続くが、その間で調整終了。

・　調整後は引き続きＩＴ投資を中心に設備投資が比較的高めに推移。

・　失業率は２００５年で４．６％と１９９０年代後半の水準を維持。

・　潜在成長力は４％弱程度。

③　Ｌ字型回復シナリオ

・　減税の効果は比較的限定的。

・　今後アメリカ版失われた１０年が始まり、設備投資は４％台の低め推移。

・　失業率は１９９４年水準の６．０％台へと再び上昇。

・　マクロ需要が弱いため、物価はデフレ傾向が比較的強まる。

・　潜在成長力は３％弱程度。
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図表４３ 米国経済の見通し

（出所）郵政研究所作成
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．日本経済中期見通しのシナリオ・

予測テーブル

以上考察してきた各セクターの現状分析、将来

展望をもとに以下の３つのシナリオに分けてマク

ロ経済変数を予測した。

（なお、予測は日本経済中期マクロモデルを

ベースとして段階的接近法にて行っている。サ

ブシナリオの詳細については次号２００２年１月号で

解説する）

○メインシナリオ（標準ケース）

メインシナリオにおける主な前提条件は以下の

通りである。

� 無担保コール翌日物金利は、２００３年以降

０．２５％ずつ引き上げることを想定した。現下の

量的緩和、実質的なゼロ金利政策が今後とも継

続するとの前提に立って、消費者物価指数（生

鮮食品除く総合・全国）の前年比がプラス成長

に転じるのは２００３年度と想定している。

� 円ドルレートは２００３年までは緩やかな円安、

２００４年以降は円高を想定した。変動レンジは比

較的大きくなく、予測期間を通じて１２０～１３０円

のボックス圏内での推移にとどまると想定した。

� 米国の実質 GDP 成長率については、２０００年

度まで続いてきた３～４％の高成長パスへの回

帰は予測期間中ないものと想定している。すな

わち、２００１～２００２年度は１％台の低成長に留

まった後、２００３年度以降徐々に２％台半ばま

で成長率が高まっていく「L字型回復パターン」

を前提にしている。

このメインシナリオにおいては、現内閣の構造

改革進展を前提としている。従って、改革スター

ト時点にあたる２００１年度、２００２年度については低

成長となるが、２００３年度以降改革効果が次第に顕

在化し、景気循環面からも回復軌道に乗るものと

予測する。

財政については、補正予算の編成等足許の政策

動向は未だ不透明であるものの、いわゆる「歳出

削減による国債発行３０兆円枠」を基本的には２００５

年度まで維持していくものと想定しており（尚、

税収の落ち込みによって結果３０兆円を上回る可能

性は想定）、後述するように、公的需要の寄与度

も低いものに留まるとみられる。

金融政策については既に述べたように、２００３年

度に消費者物価が緩やかながらも増加基調に転じ

ることを受けて、２００３年度以降０．２５％ずつ徐々に

引き上げていくことを想定している。この間財政

政策は緊縮型で推移することから、長期国債買い

切りオペの増額等一段の量的緩和が実施される可

能性が高いものとみられるが、当メインシナリオ

においては、現状（２００１年９月時点）の政策が続

くもことを前提としている。
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図表４４ メインシナリオ（標準ケース）の予測・前提
（％）

2001年度 2002 2003 2004 2005

日本実質 GDP 成長率 0.3 0.5 1.5 1.8 2.0

無担コール ON レート 0.00 0.00 0.25－0.50 0.50－0.75 0.75－1.25

円ドルレート 115－130 120－135 120－135 115－130 110－125

米国実質 GDP 成長率 1.7 1.5 2.0 2.3 2.5



以上の前提に基づく予測結果は次の通りである。

１．実質 GDP／名目 GDP

実質 GDP の５年間年平均成長率は１．２％と予測

される。２００１～２００２年度は不良債権処理等の調整

期間と位置付けられ、消費や設備投資などの主な

需要項目が弱含みで推移するとみられることから

ゼロ％台の低成長が続く（２００１年度０．３％、２００２

年度０．５％と予測する）。２００３年度以降は、外需が

米国を中心に海外経済の持ち直しを受けて徐々に

回復していくことから、２００５年度にはほぼ潜在成

長率並みの２．０％の成長を達成するものと予測す

る。

一方、名目 GDP の５年間年平均成長率は１．０％

と予測される。いわゆる名実逆転現象の解消は

２００４年度以降となり、２００５年度の成長率は２．５％

と予想される。

２．物価

国内卸売物価指数の５年間年平均の変化率は

－０．２％と予測される。２００３年までは内需の緩さ

が続き国内卸売物価が前年比プラスに転じるのは

２００４年度以降と予測される。一方、消費者物価指

数（生鮮食品除く総合・全国）の５年間年平均変

化率は０．０％と予測する。消費者物価についても

民間消費が安定的なプラス成長となる２００３年度後

半から、ようやくプラスに転じるとものとみられ

る。

３．失業率

完全失業率は不良債権処理に伴う人員整理等の

影響から２００２年度までは上昇を続け５．５％まで上

昇するが、２００３年度以降の緩やかな回復を受けて

徐々に低下にする。ただし、今次予測の最終年度

である２００５年度においても４．８％と予測され、依

然９０年代半ば頃までの水準に比べ高い水準に留ま

ることになろう。

４．国際収支

経常収支の５年間年平均伸び率は－６．３％であ

り、２００５年度の対名目 GDP 比は＋１．６％と予測さ

れる。足許の２００１年度は米国経済の急速な景気鈍

化を主因として輸出が急減していることから、対

名目 GDP 比で＋１．２％まで落ち込むことが予測さ
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図表４５ 実質GDP成長率需要項目別寄与度分解
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予測 

（出所）内閣府「国民経済計算」、予測は郵政研究所作成。



れる。その後は、米国経済の緩やかな回復が見込

まれること等から２００２年度以降は対名目 GDP 比

で１．５％前後の水準が続くとみられる。

５．貯蓄投資バランス

家計部門（対家計民間非営利団体を含む）の IS

バランスは、２０００年度の対名目 GDP 比は７．１％と

推定されるが、２００５年度には同２．７％まで低下す

ると予測される。これは、人口高齢化が徐々に進

むことで家計部門の貯蓄率が低下することが主な要

因である。法人部門（金融機関を含む）は、２０００

年度の対名目 GDP 比は１．１％と推定されるが、

２００５年度は２．６％と予測される。従来法人部門は

投資超過で推移してきたが、２００５年度までは民間

設備投資が緩やかに伸びていくことを主因に、引き

続き貯蓄超過部門として機能することが予想される。

一般政府部門は、２０００年度の対名目 GDP 比は

－５．９％と推定されるが、２００５年度には－３．８％ま

で投資超過幅が縮小することが予測される。公的

需要は実質ベースでは一貫してウェイトを低めて

いくものの、名目 GDP 成長率も低水準で推移し

ていくことから投資超過幅の大幅な縮小は見込み

難い。

６．財政収支

国の歳入における公債金収入（建設国債＋特例

国債）によって定義される財政赤字は２００１年度補

正後ベースで対名目 GDP 比－５．９％と見込まれる

が、２００５年度においても－５．９％と、ほぼ横這い

で推移すると予測される。国債に係わる歳出入を

除いたプライマリーバランスは、２００１年度補正後

ベースで対名目 GDP 比－２．８％と見込まれ、２００５

年度には－２．２％まで徐々に縮小すると予想され

る。今後５年間で地方交付税交付をカットすると

いう歳出構造の変化がない限り、名目 GDP 低成

長の下、財政面での黒字転換が難しい状況が続く

ものと見込まれる。
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図表４６ （参考）サブシナリオの予測・前提

（％）サブシナリオ１－楽観的

（％）サブシナリオ２－悲観的

2001年度 2002 2003 2004 2005

日本実質 GDP 成長率 0.3 1.0 2.0 2.5 3.0

無担コール ON レート 0.00 0.25－0.50 0.25－1.00 1.00－1.50 1.50－2.00

円ドルレート 115－130 120－135 115－135 100－115 100－115

米国実質 GDP 成長率 1.7 1.5 2.0 2.3 2.5

2001年度 2002 2003 2004 2005

日本実質 GDP 成長率 0.3 0.0 0.5 1.0 1.0

無担コール ON レート 0.00 0.00 0.00 0.00－0.25 0.25－0.50

円ドルレート 115－130 120－135 125－140 125－140 120－135

米国実質 GDP 成長率 1.7 1.5 2.0 2.3 2.5
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【日本経済中期予測テーブル】� メインシナリオ� （標準ケース）�

○実質国内総支出� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

－� 4.2% 5.5% 2.5% 3.4% 0.2% -0.6% 1.4% 1.0% 0.3% 0.5% 1.5% 1.8% 2.0% 2.7% 5.0% 1.4% 1.1% 1.2%

－� 3.8% 4.2% 2.0% 2.5% -1.2% 1.3% 1.5% 0.0% 0.5% 0.6% 1.4% 1.6% 2.0% 2.6% 4.3% 2.2% 0.8% 1.2%
－� 2.1% 2.3% 1.1% 1.4% -0.6% 0.7% 0.8% 0.0% 0.3% 0.3% 0.8% 0.9% 1.1%

－� 2.8% 5.2% -6.5% 13.6% -20.9% -10.4% 5.1% -1.9% -1.2% -1.9% 3.1% 0.1% -2.8% -0.9% 9.3% -2.1% -3.7% -0.5%
－� 0.1% 0.3% -0.3% 0.7% -1.1% -0.4% 0.2% -0.1% 0.0% -0.1% 0.1% 0.0% -0.1%

－� 12.1% 11.3% 3.6% 8.5% 8.9% -5.2% -1.0% 4.6% 0.3% 2.0% 2.2% 2.7% 4.3% 5.7% 10.6% -4.2% 3.0% 2.3%
－� 1.7% 2.1% 0.5% 1.2% 1.4% -0.9% -0.2% 0.7% 0.0% 0.3% 0.4% 0.4% 0.7%

－� 31.2% -16.2% *** 20.6% 1.4% -109.7% *** *** *** 18.1% -19.1% 26.4% 13.7% -0.3% 10.9% -0.4% -156.0% ***
－� 0.1% -0.1% *** 0.1% 0.0% -0.6% *** *** *** 0.0% -0.1% 0.1% 0.0%

－� 1.1% 2.7% 3.9% 2.5% 1.2% 2.5% 4.0% 3.3% 2.5% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 2.4% 3.4% 3.2% 2.7% 1.8%
－� 0.2% 0.4% 0.6% 0.4% 0.2% 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

－� -6.4% 4.9% 7.8% -1.9% -6.3% 1.8% -0.7% -6.1% -5.0% -5.0% -5.0% -5.0% -5.0% -2.8% 4.2% 8.0% -2.7% -5.0%
－� -0.5% 0.3% 0.6% -0.2% -0.5% 0.1% -0.1% -0.5% -0.4% -0.3% -0.3% -0.3% -0.3%

－� 31.9% *** -20.2% -20.9% -11.0% -99.9% 29000.0% 9.7% -100.0% *** *** *** *** *** -21.0% 36.7% -21.0% ***
－� 0.0% *** 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% *** *** *** ***

－� 12.6% 16.4% -34.3% -9.3% 93.6% 8.7% 2.0% 7.3% -13.6% -3.4% 18.5% 19.7% 12.1% 13.4% -13.3% -3.0% 15.8% 5.8%
－� 0.4% 0.2% -0.6% -0.1% 1.0% 0.2% 0.0% 0.2% -0.3% -0.1% 0.4% 0.4% 0.3%

－� 2.6% 6.2% 4.6% 7.9% 8.8% -3.7% 5.3% 9.3% -4.5% -2.1% 5.9% 5.8% 5.0% 4.5% 3.5% 3.1% 5.4% 1.9%
－� 0.2% 0.5% 0.4% 0.7% 0.8% -0.4% 0.5% 1.0% -0.5% -0.2% 0.6% 0.6% 0.6%

－� -3.8% 4.2% 14.7% 10.5% -1.6% -6.6% 6.2% 9.8% -2.1% -1.8% 3.1% 2.2% 2.7% 0.0% 11.3% 4.3% 3.4% 0.8%
－� -0.2% 0.3% 1.0% 0.8% -0.1% -0.6% 0.5% 0.8% -0.2% -0.2% 0.3% 0.2% 0.2%

－� 3.9% 5.3% 3.2% 3.6% -0.7% -0.8% 1.4% 0.8% 0.6% 0.6% 1.1% 1.4% 1.7% 2.4% 5.5% 1.4% 0.8% 1.1%
－� 3.7% 5.2% 3.1% 3.5% -0.7% -0.7% 1.4% 0.8% 0.6% 0.6% 1.1% 1.4% 1.7%

－� 5.4% 5.8% 2.5% 4.5% -0.5% -1.6% 1.1% 1.0% 0.7% 0.8% 1.6% 1.9% 2.3% 2.9% 6.0% 0.5% 0.9% 1.5%
－� 4.0% 4.5% 1.9% 3.4% -0.4% -1.2% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 1.2% 1.4% 1.7%

国内総支出（GDP)

民間最終消費支出�

民間住宅投資�

民間企業設備投資�

民間在庫品増加�

政府最終消費支出�

公的固定資本形成�

公的在庫品増加�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの純輸出�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入�
＜控除＞�

国内需要�

民間需要�

公的需要�

312,712.7

174,382.7

18,435.4

40,444.2

1,714.0

45,436.6

27,556.4

-330.5

5,073.9

23,766.6

18,692.8

307,638.8

234,976.3

72,662.5

368,184.1

201,627.8

17,267.2

54,922.4

1,471.7

54,376.6

24,132.9

211.5

14,173.9

33,119.7

18,945.8

354,010.2

275,289.2

78,721.0

469,780.5

248,840.1

26,930.3

90,710.9

2,474.3

64,139.6

29,670.7

65.1

6,949.4

39,302.0

32,352.6

462,831.1

368,955.6

93,875.4

502,794.3

277,906.5

24,239.0

73,151.5

2,431.0

75,226.5

43,552.7

311.3

5,975.8

45,841.2

39,865.3

496,818.5

377,728.0

119,090.5

520,053.8

284,766.8

27,531.9

79,348.1

2,932.7

77,102.3

42,707.4

246.2

5,418.5

49,473.6

44,055.1

514,635.4

394,579.5

120,055.9

521,315.1

281,393.7

21,791.2

86,429.4

2,974.1

78,018.5

39,998.9

219.0

10,490.3

53,830.0

43,339.6

510,824.7

392,588.4

118,236.3

518,380.7

285,094.0

19,515.1

81,959.0

-289.8

79,998.0

40,704.5

0.3

11,399.6

51,864.4

40,464.7

506,981.1

386,278.3

120,702.8

525,695.8

289,454.2

20,504.0

81,102.3

-698.9

83,202.9

40,421.8

87.3

11,622.3

54,605.7

42,983.4

514,073.6

390,361.6

123,712.0

530,736.9

289,411.4

20,109.8

84,870.8

-133.3

85,969.6

37,942.9

95.8

12,469.9

59,665.4

47,195.5

518,267.0

394,258.7

124,008.3

532,150.3

290,791.4

19,873.4

85,128.5

1,416.3

88,118.8

36,045.8

0

10,776.1

56,980.5

46,204.4

521,374.2

397,209.6

124,164.6

535,033.8

292,532.7

19,502.3

86,790.6

1,672.3

89,881.2

34,243.5

0

10,411.2

55,783.9

45,372.7

524,622.6

400,497.9

124,124.7

542,888.0

296,620.0

20,103.3

88,708.3

1,353.7

91,229.4

32,531.3

0

12,342.0

59,100.3

46,758.3

530,546.0

406,785.3

123,760.7

552,716.1

301,502.1

20,126.9

91,105.4

1,711.1

92,597.9

30,904.7

0

14,768.0

62,551.9

47,783.9

537,948.1

414,445.5

123,502.6

0

563,872.1

307,452.5

19,566.9

94,999.0

1,945.1

93,986.8

29,359.5

16,562.3

65,659.6

49,097.3

547,309.8

423,963.5

123,346.3
－� -0.3% -0.2% -0.1% 0.8% 3.6% 4.9% 0.8% -0.1%

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

95暦年10億円�

95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度�
95暦年10億円�

前年比寄与度� －�
-1.2% 3.6% 5.2% 0.8% -1.5% 2.1% 2.5% 0.2% 0.1% 0.0%
-0.3% 0.7% 1.2% 0.2% -0.3% 0.5% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 0.0%

（出所）内閣府、予測は郵政研究所作成。�
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○名目国内総支出� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

10億円�
前年比� 6.6% 8.1% 2.0% 2.6% 1.0% -1.1% -0.2% -0.6% -0.4% 0.0% 1.0% 1.9% 2.5%
10億円�
前年比� 5.5% 6.9% 1.6% 2.5% 0.1% 0.8% 0.7% -1.1% 0.1% 0.3% 1.1% 1.9% 2.6%

2.6% 3.5% 0.9% 1.4% 0.0% 0.4% 0.4% -0.6% 0.0% 0.2% 0.6% 1.0% 1.4%
10億円�
前年比� 3.8% 9.1% -6.9% 15.1% -19.9% -12.1% 4.7% -2.1% -1.1% -1.8% 3.1% 0.4% -1.9%

0.2% 0.5% -0.4% 0.7% -1.1% -0.5% 0.2% -0.1% 0.0% -0.1% 0.1% 0.0% -0.1%
10億円�
前年比� 12.2% 14.0% 2.3% 6.4% 8.0% -6.9% -3.5% 2.6% -2.1% 0.4% 1.5% 2.2% 4.2%

1.7% 2.5% 0.3% 0.9% 1.2% -1.1% -0.5% 0.4% -0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.6%
10億円�
前年比� 42.5% -16.6% 21.2% -5.6% -116.4% 19.6% -22.5% 29.7% 14.6%

0.2% -0.1% 0.1% 0.0% -0.6% 0.0% -0.1% 0.1% 0.0%
10億円�
前年比� 5.4% 7.0% 4.2% 3.5% 2.1% 2.0% 2.5% 3.0% 3.2% 2.0% 1.5% 2.2% 2.7%

0.7% 0.9% 0.6% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5%
10億円�
前年比� -6.1% 9.2% 7.0% -3.2% -5.7% -0.2% -2.7% -7.4% -6.2% -5.9% -5.7% -5.3% -4.9%

-0.4% 0.6% 0.6% -0.3% -0.5% 0.0% -0.2% -0.5% -0.4% -0.4% -0.3% -0.3% -0.2%
10億円�
前年比� 64.9% 18.7% -15.7% -3.8% -108.6% 32.5% -103.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 0.0%
10億円�
前年比� 33.5% -20.5% -35.3% -63.7% 235.6% 33.5% -18.2% -20.9% -35.3% -17.6% 24.3% 42.2% 20.1%

0.8% -0.3% -0.7% -0.7% 1.0% 0.5% -0.3% -0.3% -0.4% -0.1% 0.2% 0.3% 0.2%
10億円�
前年比� -3.5% 5.7% 4.4% 10.5% 10.5% -5.1% -2.5% 6.7% -1.0% -2.8% 5.3% 4.0% 3.4%

-0.5% 0.6% 0.4% 1.0% 1.0% -0.6% -0.3% 0.7% -0.1% -0.3% 0.5% 0.4% 0.4%
10億円�
前年比� -12.2% 9.6% 14.6% 21.3% 0.6% -10.8% 0.9% 11.5% 3.3% -1.6% 4.0% 1.0% 1.5%

-1.3% 0.8% 1.0% 1.7% 0.1% -1.0% 0.1% 1.0% 0.3% -0.2% 0.4% 0.1% 0.1%
10億円�
前年比� 5.8% 8.5% 2.7% 3.4% 0.0% -1.6% 0.2% -0.2% 0.0% 0.2% 0.8% 1.6% 2.3%

4.9% 7.8% 2.6% 3.4% 0.0% -1.6% 0.2% -0.2% 0.0% 0.2% 0.8% 1.5% 2.2%
10億円�
前年比� 7.0% 8.6% 1.9% 4.2% 0.2% -2.4% 0.0% -0.2% -0.1% 0.3% 1.2% 2.0% 2.7%

4.6% 6.3% 1.4% 3.1% 0.1% -1.8% 0.0% -0.2% -0.1% 0.2% 0.9% 1.4% 2.0%

国内総支出（GDP)

民間最終消費支出�

民間住宅投資�

民間企業設備投資�

民間在庫品増加�

政府最終消費支出�

公的固定資本形成�

公的在庫品増加�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの純輸出�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入�
＜控除＞�

国内需要�

民間需要�

公的需要� 10億円�

248,607.7

136,333.5

15,132.3

39,847.3

2,120.5

33,164.6

23,366.7

-227.7

-1,129.5

33,501.3

34,630.8

249,737.2

193,433.6

56,303.6

329,979.3

179,539.2

14,760.8

55,120.9

1,789.2

45,366.2

21,457.5

350.5

11,594.8

44,396.1

32,801.3

318,384.5

251,210.2

67,174.3

450,532.4

237,367.0

25,545.7

91,319.3

2,791.7

59,724.6

29,081.9

143.9

4,558.2

46,126.6

41,568.4

445,974.2

357,023.8

88,950.4

501,960.3

277,750.0

24,206.8

72,756.0

2,374.5

75,288.1

43,361.2

329.8

5,893.9

46,221.8

40,327.9

496,066.4

377,087.4

118,979.1

515,248.9

284,773.9

27,850.4

77,413.3

2,877.7

77,943.7

41,975.3

278.0

2,136.6

51,054.0

48,917.4

513,112.3

392,915.4

120,197.0

520,177.4

284,926.0

22,313.4

83,570.8

2,717.6

79,618.5

39,592.9

267.5

7,170.7

56,397.5

49,226.8

513,006.7

393,527.8

119,478.9

514,456.4

287,160.6

19,610.8

77,833.5

-444.8

81,220.9

39,528.0

-23.0

9,570.3

53,493.8

43,923.5

504,886.1

384,160.2

120,726.0

513,682.2

289,297.9

20,532.2

75,086.1

-869.5

83,288.4

38,441.7

76.9

7,828.5

52,151.4

44,322.9

505,853.7

384,046.8

121,807.0

510,839.1

286,156.2

20,100.6

77,023.9

-84.4

85,748.3

35,596.8

101.9

6,195.8

55,632.4

49,436.6

504,643.3

383,196.3

121,447.0

508,755.8

286,350.1

19,883.1

75,441.5

1,174.7

88,493.0

33,405.2

-3.3

4,011.4

55,078.7

51,067.2

504,744.4

382,849.4

121,894.9

508,887.2

287,208.3

19,528.4

75,760.8

1,404.6

90,232.3

31,449.3

-3.3

3,306.8

53,542.2

50,235.3

505,580.4

383,902.1

121,678.3

513,959.3

290,461.6

20,137.0

76,892.7

1,088.5

91,605.1

29,667.7

-3.3

4,110.1

56,371.9

52,261.8

509,849.2

388,579.7

121,269.5

523,803.6

296,070.8

20,213.3

78,575.7

1,411.3

93,589.8

28,099.7

-3.3

5,846.3

58,618.4

52,772.1

517,957.3

396,271.1

121,686.2

536,977.9

303,835.0

19,832.9

81,851.8

1,617.2

96,102.9

26,721.5

-3.3

7,020.0

60,583.9

53,563.9

529,958.0

407,136.9

122,821.1
前年比� 1.6% 8.0% 5.2% 1.0% -0.6% 1.0% 0.9% -0.3% 0.4% -0.2% -0.3% 0.3% 0.9%

4.6% 6.4% 2.2% 0.4% 1.0%

4.5% 5.7% 3.2% 0.6% 1.2%

-0.1% 11.6% -1.1% -3.6% -0.3%

5.9% 10.6% -4.4% 1.1% 1.2%

2.8% 9.3% -3.2% -151.3% ***

4.6% 5.7% 4.7% 2.6% 2.3%

-2.2% 6.3% 8.3% -3.9% -5.6%

*** -16.3% 18.0% -20.9% ***

41.9% -17.0% 5.3% 1.0% 2.5%

2.7% 0.8% 0.0% 3.8% 1.7%

-2.3% 4.9% -0.6% 4.2% 1.6%

4.0% 7.0% 2.2% 0.3% 1.0%

4.5% 7.3% 1.1% 0.3% 1.2%

2.3% 5.8% 6.0% 0.4% 0.2%

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

前年比寄与度�

－�

－�
－�

－�
－�

－�
－�

－� *** *** *** ***
－� *** *** *** ***

－�
－�

－�
－�

－� *** *** *** *** *** ***
－� *** *** *** *** *** ***

－�
－�

－�
－�

－�
－�

－�
－�

－�
－�

－�
－� 0.3% 1.5% 1.2% 0.2% -0.1% 0.2% 0.2% -0.1% 0.1% 0.0% -0.1% 0.1% 0.2%

（出所）内閣府、予測は郵政研究所作成。�
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○デフレータ� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

79.5 89.6 95.9 99.8 99.1 99.8 99.2 97.7 96.3 95.6 95.1 94.7 94.8 95.2
－� 2.3% 2.5% -0.5% -0.7% 0.7% -0.6% -1.5% -1.4% -0.7% -0.5% -0.5% 0.1% 0.5% 1.8% 1.4% 0.8% -0.7% -0.2%
78.2 89.0 95.4 99.9 100.0 101.3 100.7 99.9 98.9 98.5 98.2 97.9 98.2 98.8
－� 1.5% 2.6% -0.4% 0.1% 1.3% -0.6% -0.8% -1.0% -0.4% -0.3% -0.3% 0.3% 0.6% 1.8% 1.4% 0.9% -0.2% 0.0%
82.1 85.5 94.9 99.9 101.2 102.4 100.5 100.1 100.0 100.0 100.1 100.2 100.4 101.4
－� 1.1% 3.7% -0.4% 1.3% 1.2% -1.9% -0.4% -0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 0.9% 0.9% 2.1% 1.0% 0.0% 0.3%
98.5 100.4 100.7 99.5 97.6 96.7 95.0 92.6 90.8 88.6 87.3 86.7 86.2 86.2
－� 0.1% 2.5% -1.3% -1.9% -0.9% -1.8% -2.5% -1.9% -2.4% -1.5% -0.7% -0.5% -0.1% 0.1% 0.1% -0.2% -1.8% -1.0%
73.0 83.4 93.1 100.1 101.1 102.1 101.5 100.1 99.7 100.4 100.4 100.4 101.1 102.3
－� 4.1% 4.1% 0.3% 1.0% 1.0% -0.6% -1.4% -0.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 1.2% 2.1% 2.2% 1.5% -0.1% 0.5%
84.8 88.9 98.0 99.6 98.3 99.0 97.1 95.1 93.8 92.7 91.8 91.2 90.9 91.0
－� 0.3% 4.1% -0.7% -1.3% 0.7% -1.9% -2.1% -1.4% -1.2% -0.9% -0.7% -0.3% 0.1% 0.5% 2.0% 0.3% -1.2% -0.6%
141.0 134.0 117.4 100.8 103.2 104.8 103.1 95.5 93.2 96.7 96.0 95.4 93.7 92.3
－� -6.0% -0.4% -0.2% 2.4% 1.6% -1.6% -7.4% -2.4% 3.7% -0.7% -0.6% -1.8% -1.5% -1.8% -2.6% -3.0% -1.6% -0.2%

95暦年=100

95暦年=100

95暦年=100

95暦年=100

95暦年=100

95暦年=100

95暦年=100

95暦年=100 185.3 173.1 128.5 101.2 111.0 113.6 108.5 103.1 104.7 110.5 110.7 111.8 110.4 109.1

国内総支出（GDP)

民間最終消費支出�

民間住宅投資�

民間企業設備投資�

政府最終消費支出�

公的固定資本形成�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出�

財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入�
＜控除＞�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比�

前年比� －� -8.7% 5.2% 0.0% 9.7% 2.3% -4.5% -5.0% 1.6% 5.6% 0.2% 1.0% -1.2% -1.2% -2.3% -5.8% -4.7% 0.7% 0.8%
（出所）内閣府、予測は郵政研究所作成。�

○労働・家計部門� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

労働力人口� 万人� 5,671 5,975 6,414 6,672 6,737 6,794 6,789 6,775 6,772 6,741 6,731 6,722 6,717 6,718
前年比� －� 0.5% 1.8% 0.3% 1.0% 0.8% -0.1% -0.2% 0.0% -0.5% -0.1% -0.1% -0.1% 0.0% 0.9% 1.4% 0.8% 0.3% -0.2%

就業者数� 万人� 5,552 5,817 6,280 6,456 6,512 6,557 6,495 6,455 6,453 6,405 6,354 6,310 6,292 6,289
前年比� －� 0.5% 1.9% 0.0% 0.9% 0.7% -1.0% -0.6% 0.0% -0.7% -0.8% -0.7% -0.3% 0.0% 0.8% 1.5% 0.6% 0.0% -0.5%

完全失業者数� 万人� 118 158 134 216 225 237 295 320 319 346 367 362 334 319
前年比� －� -0.4% -3.4% 11.0% 4.4% 5.1% 24.6% 8.6% -0.2% 8.3% 6.1% -1.4% -7.6% -4.6% 4.5% -3.3% 10.0% 8.2% 0.0%

完全失業率� ％� 2.1% 2.6% 2.1% 3.2% 3.3% 3.5% 4.3% 4.7% 4.7% 5.1% 5.5% 5.4% 5.0% 4.8% *** *** *** *** ***
有効求人倍率� 倍� 0.73 0.68 1.43 0.64 0.73 0.69 0.50 0.49 0.62 0.60 0.51 0.53 0.57 0.62 *** *** *** *** ***
雇用者報酬� 10億円� －� －� 234,317 273,761 278,896 285,199 281,103 277,473 281,068 276,987 274,965 273,524 276,013 281,349

前年比� －� －� －� 1.7% 1.9% 2.3% -1.4% -1.3% 1.3% -1.5% -0.7% -0.5% 0.9% 1.9% －� －� 3.2% 0.5% 0.0%
家計部門貯蓄率� ％� －� －� 13.7% 12.3% 10.9% 11.8% 11.4% 11.0% 13.0% 11.7% 10.9% 9.5% 8.5% 7.7% *** *** *** *** ***
（出所）内閣府、総務省、厚生労働省、予測は郵政研究所作成。�
○生産� 予測�

年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00
鉱工業生産指数� 95暦年=100 70.6 84.0 105.9 100.3 103.7 104.9 97.5 100.9 104.9 99.8 97.5 99.4 101.4 104.6

前年比� －� 2.5% 5.0% 2.2% 3.4% 1.1% -7.0% 3.4% 4.0% -4.8% -2.3% 1.9% 2.1% 3.1% 3.1% 4.7% -1.1% 0.9% -0.1%
鉱工業製品在庫指数� 95暦年=100 82.9 86.5 94.0 98.8 94.7 103.8 93.7 91.5 94.2 94.2 91.3 89.2 89.1 89.8
（年度末）� 前年比� －� 4.3% 4.1% 3.5% -4.1% 9.6% -9.7% -2.3% 3.0% 0.0% -3.1% -2.3% -0.1% 0.9% 1.2% 1.7% 1.0% -0.9% -0.9%
（出所）経済産業省、予測は郵政研究所作成。�

○営業余剰（国民経済計算）� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

営業余剰（純）� 10億円� －� －� 113,941 100,878 103,657 99,896 94,085 99,154 100,758 96,773 96,554 97,292 99,330 101,009
前年比� －� －� －� -0.6% 2.8% -3.6% -5.8% 5.4% 1.6% -4.0% -0.2% 0.8% 2.1% 1.7% －� －� -2.4% 0.0% 0.0%
対GDP比� 25.3% 20.1% 20.1% 19.2% 18.3% 19.3% 19.7% 19.0% 19.0% 18.9% 19.0% 18.8%

家計部門営業余剰� 10億円� －� －� 48,804 55,694 56,211 56,285 55,068 57,305 57,758 57,757 57,773 58,291 59,718 60,670
（純）� 前年比� －� －� －� -2.5% 0.9% 0.1% -2.2% 4.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.9% 2.4% 1.6% －� －� 2.7% 0.7% 1.0%

対GDP比� －� －� 10.8% 11.1% 10.9% 10.8% 10.7% 11.2% 11.3% 11.4% 11.4% 11.3% 11.4% 11.3%
法人部門営業余剰� 10億円� －� －� 65,137 45,184 47,446 43,611 39,016 41,849 42,999 39,015 38,781 39,001 39,612 40,340
（純）� 前年比� －� －� －� 1.8% 5.0% -8.1% -10.5% 7.3% 2.7% -9.3% -0.6% 0.6% 1.6% 1.8% －� －� -7.1% -1.0% -1.3%

対GDP比� －� －� 14.5% 9.0% 9.2% 8.4% 7.6% 8.1% 8.4% 7.7% 7.6% 7.6% 7.6% 7.5%
（出所）内閣府、予測は郵政研究所作成。�
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○物価� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

総合卸売物価指数� 95暦年=100 121.2 117.5 108.6 99.9 100.3 101.5 99.0 96.6 96.8 96.8 97.1 97.0 96.9 96.7
前年比� －� -3.3% 1.1% -0.8% 0.3% 1.2% -2.5% -2.5% 0.2% 0.0% 0.3% -0.1% -0.1% -0.2% -0.9% -1.6% -1.7% -0.6% 0.0%

国内卸売物価指数� 95暦年=100 110.5 108.6 104.5 99.6 98.1 99.1 97.0 96.0 96.0 95.1 94.8 94.7 94.9 95.1
前年比� －� -1.7% 1.2% -1.0% -1.5% 1.0% -2.2% -1.0% 0.0% -0.9% -0.3% -0.1% 0.2% 0.3% -0.4% -0.8% -1.0% -0.7% -0.2%

輸出物価指数� 95暦年=100 150.1 143.2 123.3 101.5 105.2 106.8 105.8 95.9 93.5 93.5 97.0 95.6 94.3 91.7
前年比� －� -6.6% -1.3% 0.4% 3.7% 1.5% -0.9% -9.3% -2.6% 0.0% 3.8% -1.5% -1.4% -2.7% -1.8% -2.9% -3.8% -1.6% -0.4%

輸入物価指数� 95暦年=100 216.0 195.2 136.9 101.0 113.4 116.1 108.4 102.9 108.6 116.4 117.5 119.6 118.8 117.9
前年比� －� -9.8% 5.2% 0.1% 12.2% 2.4% -6.6% -5.1% 5.6% 7.1% 0.9% 1.8% -0.7% -0.7% -3.0% -6.9% -5.9% 1.5% 1.7%

消費者物価指数� 95暦年=100 77.4 87.6 93.9 100.0 100.3 102.4 102.2 102.1 101.7 101.3 101.3 101.3 101.3 101.5
（生鮮食品除く総合）�前年比� －� 1.7% 2.7% 0.0% 0.3% 2.1% -0.2% -0.1% -0.4% -0.3% -0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 1.7% 1.4% 1.3% 0.3% 0.0%

（出所）日本銀行、総務省、予測は郵政研究所作成。�

○金融関連・為替・原油� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

無担保コール翌日物金利�年度中平均� －� －� 7.77 0.77 0.48 0.47 0.30 0.03 0.15 0.00 0.00 0.38 0.63 1.00 *** *** *** *** ***
日本10年国債利回り� 年度中平均� 9.38 5.55 7.43 2.84 2.70 1.87 1.46 1.71 1.65 1.59 1.93 2.13 2.38 2.58 *** *** *** *** ***
M2＋CD（平均残高）� 10億円� 201,495 301,618 490,138 539,062 556,466 576,016 600,272 619,633 633,483 648,221 660,450 674,030 692,055 712,735

前年比� －� 8.7% 10.2% 2.9% 3.2% 3.5% 3.7% 3.2% 2.2% 2.3% 1.9% 2.1% 2.7% 3.0% 6.4% 10.2% 1.9% 3.3% 2.4%
マーシャルのk M2+CD/GDP 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 *** *** *** *** ***
円／ドルレート� 年度中平均� 217.2 221.1 141.3 96.5 112.6 122.7 128.0 111.5 110.5 122.5 125.0 127.5 125.0 122.5 -0.6% -8.6% -7.4% 2.8% 2.1%
原油価格（通関CIFベース）ドル／バレル� 34.6 27.3 22.8 18.2 21.4 18.8 12.8 20.8 28.2 27.0 25.0 25.0 25.0 25.0 -5.8% -3.6% -4.3% 9.1% -2.4%

（注）M2＋CDの実数は98年度以降在日外銀・外資系信託・全信連の国内預金等を含めた新ベースに基づく。前年度比は99年度以降同ベースに基づく。�
（出所）日本銀行、財務省等、予測は郵政研究所作成。�



○国際収支� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

経常収支� 10億円� －� 12,573 5,578 9,482 7,172 12,949 15,170 12,643 12,078 6,138 7,823 7,347 8,661 8,724
前年比� －� －� -36.9% -23.7% -24.4% 80.6% 17.1% -16.7% -4.5% -49.2% 27.5% -6.1% 17.9% 0.7% －� -15.0% 11.2% 5.0% -6.3%
対GDP比率� －� 3.8% 1.2% 1.9% 1.4% 2.5% 2.9% 2.5% 2.4% 1.2% 1.5% 1.4% 1.7% 1.6%

貿易・サービス収支� 10億円� －� 11,254 4,259 5,877 1,921 7,277 9,563 7,850 6,357 541 2,009 1,289 2,674 2,796
前年比� －� －� -21.7% -35.1% -67.3% 278.8% 31.4% -17.9% -19.0% -91.5% 271.5% -35.8% 107.4% 4.6% －� -17.7% 6.7% 1.6% -15.1%
対GDP比率� －� 3.4% 0.9% 1.2% 0.4% 1.4% 1.9% 1.5% 1.2% 0.1% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5%

貿易収支� 10億円� －� 13,447 10,284 11,524 8,783 13,634 15,982 13,769 11,548 6,275 7,481 6,550 7,713 7,485
前年比� －� －� -4.7% -18.3% -23.8% 55.2% 17.2% -13.8% -16.1% -45.7% 19.2% -12.5% 17.8% -3.0% －� -5.2% 2.3% 0.0% -8.3%
対GDP比率� －� 4.1% 2.3% 2.3% 1.7% 2.6% 3.1% 2.7% 2.3% 1.2% 1.5% 1.3% 1.5% 1.4%

輸出� 10億円� －� 40,074 41,053 40,944 44,834 49,888 47,644 46,716 49,805 47,909 48,925 50,466 52,080 52,617
前年比� －� －� 6.6% 3.7% 9.5% 11.3% -4.5% -1.9% 6.6% -3.8% 2.1% 3.1% 3.2% 1.0% －� 0.5% -0.1% 4.0% 1.1%

輸入� 10億円� －� 26,628 30,769 29,420 36,051 36,255 31,662 32,948 38,257 41,635 41,444 43,916 44,366 45,133
前年比� －� －� 11.0% 15.9% 22.5% 0.6% -12.7% 4.1% 16.1% 8.8% -0.5% 6.0% 1.0% 1.7% －� 2.9% -0.9% 5.4% 3.4%

サービス収支� 10億円� －� -2,192 -6,025 -5,647 -6,862 -6,357 -6,419 -5,919 -5,191 -5,734 -5,473 -5,260 -5,039 -4,688 －� *** *** *** ***
所得収支� 10億円� －� 1,628 3,113 4,449 6,306 6,707 7,066 5,877 6,658 6,643 6,841 7,066 6,976 6,899 －� 13.8% 7.4% 8.4% 0.7%
経常移転収支� 10億円� －� -309 -1,794 -844 -1,055 -1,034 -1,459 -1,083 -937 -1,046 -1,027 -1,008 -990 -971 －� *** *** *** ***
資本収支� 10億円� －� -13,338 -3,701 -2,497 -7,994 -15,336 -16,829 -4,384 -9,009 -4,253 -6,647 -6,453 -7,651 -7,352 －� *** *** *** ***
外貨準備増（－）減� 10億円� －� -127 509 -6,262 -2,076 -762 361 -9,791 -3,434 -676 -229 218 -229 -676 －� *** -265.2% *** ***
誤差脱漏� 10億円� －� 892 -2,386 -723 2,898 3,148 1,298 1,532 365 -1,209 -947 -1,112 -781 -697 －� -221.7% *** *** -213.8%

（出所）財務省、予測は郵政研究所作成。�

○通関輸出入� 予測�
年度� 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

通関収支尻� 10億円� -1,418 11,651 7,704 9,116 6,369 11,450 14,056 12,096 9,609 4,484 6,063 5,492 7,053 7,179
前年比� －� 36.7% -9.1% -22.5% -30.1% 79.8% 22.8% -13.9% -20.6% -53.3% 35.2% -9.4% 28.4% 1.8% －� -7.9% 3.4% 1.1% -5.7%
対GDP比率� -0.6% 3.5% 1.7% 1.8% 1.2% 2.2% 2.7% 2.4% 1.9% 0.9% 1.2% 1.1% 1.3% 1.3%

通関輸出額� 10億円� 30,059 40,731 41,875 42,069 46,041 51,411 49,449 48,548 52,051 50,141 51,262 52,935 54,690 55,325
前年比� －� -1.1% 7.7% 3.2% 9.4% 11.7% -3.8% -1.8% 7.2% -3.7% 2.2% 3.3% 3.3% 1.2% －� 0.6% 0.1% 4.4% 1.2%

輸出数量指数� 95暦年=100 －� －� －� 99.9 103.5 114.4 110.8 117.7 123.4 118.8 116.7 122.5 128.4 133.8
前年比� －� －� －� 2.4% 3.5% 10.5% -3.1% 6.2% 4.8% -3.7% -1.7% 4.9% 4.9% 4.2% －� －� －� 4.3% 1.6%

輸出価格指数� 95暦年=100 －� －� －� 101.4 107.1 108.3 107.4 99.4 101.6 101.6 105.4 103.9 102.5 99.6
（円建）� 前年比� －� －� －� 0.9% 5.6% 1.1% -0.8% -7.4% 2.3% 0.0% 3.7% -1.4% -1.4% -2.8% －� －� －� 0.0% -0.4%

通関輸入額� 10億円� 31,477 29,080 34,171 32,953 39,672 39,961 35,394 36,452 42,443 45,656 45,198 47,442 47,637 48,146
前年比� －� -11.0% 12.4% 13.7% 20.4% 0.7% -11.4% 3.0% 16.4% 7.6% -1.0% 5.0% 0.4% 1.1% －� 3.3% -0.7% 5.2% 2.6%

輸入数量指数� 95暦年=100 －� －� －� 102.0 107.1 106.5 102.7 114.3 125.4 122.7 120.5 124.2 126.8 130.3
前年比� －� －� －� 11.2% 5.0% -0.5% -3.6% 11.3% 9.8% -2.2% -1.8% 3.0% 2.2% 2.7% －� －� －� 4.2% 0.8%

輸入価格指数� 95暦年=100 －� －� －� 102.4 117.5 118.9 109.4 101.1 107.2 116.9 117.6 119.8 117.8 115.9
（円建）� 前年比� －� －� －� 2.3% 14.7% 1.2% -8.0% -7.6% 6.0% 9.1% 0.6% 1.9% -1.7% -1.6% －� －� －� 0.9% 1.6%

（出所）財務省、予測は郵政研究所作成。�
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○制度部門別資本調達勘定� 予測�
年度� 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 95/90 2000/95 2005/00

家計部門�
総資本調達� 10億円� 35,435 35,768 31,975 35,108 34,693 33,314 39,762 34,935 31,713 26,764 23,643 21,398

前年比� －� -4.6% -10.6% 9.8% -1.2% -4.0% 19.4% -12.1% -9.2% -15.6% -11.7% -9.5% 0.2% 2.1% -11.7%
貯蓄（純）� 10億円� 37,808 39,032 34,921 38,034 37,090 35,688 42,627 38,122 35,129 30,354 27,373 25,244

前年比� －� -4.2% -10.5% 8.9% -2.5% -3.8% 19.4% -10.6% -7.9% -13.6% -9.8% -7.8% 0.6% 1.8% -9.9%
資本移転（純）� 10億円� -2,373 -3,264 -2,946 -2,927 -2,396 -2,374 -2,864 -3,187 -3,416 -3,591 -3,730 -3,846

前年比� －� *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
総資本形成� 10億円� 2,892 2,386 12,951 5,377 1,412 3,181 3,531 4,908 4,826 5,504 6,779 6,648

前年比� －� -84.6% 442.8% -58.5% -73.7% 125.3% 11.0% 39.0% -1.7% 14.0% 23.2% -1.9% -3.8% 8.2% 13.5%
総固定資本形成� 10億円� 34,273 32,278 35,325 29,719 26,522 27,432 27,273 26,058 25,226 25,600 26,991 26,936

前年比� －� -5.5% 9.4% -15.9% -10.8% 3.4% -0.6% -4.5% -3.2% 1.5% 5.4% -0.2% -1.2% -3.3% -0.2%
固定資本減耗� 10億円� 18,611 22,482 22,977 23,244 23,172 23,056 22,208 21,973 21,808 21,775 21,933 21,974
＜控除＞� 前年比� －� 1.3% 2.2% 1.2% -0.3% -0.5% -3.7% -1.1% -0.8% -0.1% 0.7% 0.2% 3.9% -0.2% -0.2%
在庫品増加� 10億円� -147 -339 666 122 504 -616 -128 -133 -115 -137 -115 -100

前年比� －�-240.7% *** -81.7% 312.4% -222.2% *** *** *** *** *** *** *** *** ***
土地の購入（純）� 10億円� -12,623 -7,072 -64 -1,221 -2,442 -579 -1,406 956 1,523 1,817 1,835 1,787

前年比� －�-313.9% *** *** *** *** *** *** 59.3% 19.3% 1.0% -2.6% *** *** ***
貯蓄投資差額（A）� 10億円� 32,543 33,382 19,024 29,731 33,281 30,133 36,231 30,027 26,887 21,260 16,864 14,750

対GDP比� 7.2% 6.7% 3.7% 5.7% 6.5% 5.9% 7.1% 5.9% 5.3% 4.1% 3.2% 2.7% 0.5% 1.7% -16.5%
法人部門�
総資本調達� 10億円� 16,335 17,721 26,420 25,418 50,190 30,502 21,364 17,078 19,536 21,468 27,395 32,594

前年比� －� 19.1% 49.1% -3.8% 97.5% -39.2% -30.0% -20.1% 14.4% 9.9% 27.6% 19.0% 1.6% 3.8% 8.8%
貯蓄（純）� 10億円� 14,552 13,917 21,866 22,392 20,416 24,995 18,415 14,482 17,256 19,475 25,656 31,077

前年比� －� 20.8% 57.1% 2.4% -8.8% 22.4% -26.3% -21.4% 19.2% 12.9% 31.7% 21.1% -0.9% 5.8% 11.0%
資本移転（純）� 10億円� 1,783 3,804 4,554 3,026 29,774 5,506 2,950 2,596 2,280 1,993 1,739 1,517

前年比� －� 13.1% 19.7% -33.6% 884.0% -81.5% -46.4% -12.0% -12.2% -12.6% -12.7% -12.8% 16.4% -5.0% -12.5%
総資本形成� 10億円� 56,394 22,787 18,259 25,850 15,674 13,042 15,748 14,214 14,683 15,300 15,964 18,594

前年比� －� 164.1% -19.9% 41.6% -39.4% -16.8% 20.7% -9.7% 3.3% 4.2% 4.3% 16.5% -16.6% -7.1% 3.4%
総固定資本形成� 10億円� 90,044 76,244 81,301 87,227 81,097 78,112 79,051 77,845 78,089 78,951 79,116 81,678

前年比� －� 3.5% 6.6% 7.3% -7.0% -3.7% 1.2% -1.5% 0.3% 1.1% 0.2% 3.2% -3.3% 0.7% 0.7%
固定資本減耗� 10億円� 44,803 57,450 60,184 60,897 61,967 61,020 61,086 60,890 60,778 60,824 60,883 61,315
＜控除＞� 前年比� －� 2.6% 4.8% 1.2% 1.8% -1.5% 0.1% -0.3% -0.2% 0.1% 0.1% 0.7% 5.1% 1.2% 0.1%
在庫品増加� 10億円� 3,078 2,986 2,437 2,818 -994 -204 119 1,285 1,498 1,206 1,505 1,695

前年比� －� *** -18.4% 15.6% -135.3% *** *** 980.5% 16.6% -19.5% 24.8% 12.7% -0.6% -47.5% 70.1%
土地の購入（純）� 10億円� 8,074 1,006 -5,294 -3,298 -2,462 -3,845 -2,336 -4,027 -4,126 -4,033 -3,774 -3,465

前年比� －� *** -626.1% *** *** *** *** *** *** *** *** *** -34.1% -218.3% ***
貯蓄投資差額（B）� 10億円� -40,059 -5,066 8,161 -433 34,516 17,459 5,617 2,863 4,853 6,168 11,432 14,000

対GDP比� -8.9% -1.0% 1.6% -0.1% 6.7% 3.4% 1.1% 0.6% 1.0% 1.2% 2.2% 2.6% *** *** 20.0%
一般政府部門�
総資本調達� 10億円� 31,669 6,002 2,352 3,011 -35,118 -16,588 -13,658 -13,786 -13,618 -12,179 -14,209 -16,588

前年比� －� -37.9% -60.8% 28.0% -1266.4% *** *** *** *** *** *** *** -28.3% -217.9% ***
貯蓄（純）� 10億円� 31,223 6,822 4,374 4,022 -5,631 -11,889 -12,847 -14,058 -14,724 -13,969 -16,570 -19,436

前年比� －� -31.6% -35.9% -8.0% -240.0% *** *** *** *** *** *** *** -26.2% -213.5% ***
資本移転（純）� 10億円� 446 -821 -2,022 -1,012 -29,487 -4,699 -811 271 1,105 1,790 2,361 2,847

前年比� －� *** *** *** *** *** *** *** 307.3% 61.9% 31.9% -213.0% *** ***
総資本形成� 10億円� 19,977 28,871 26,376 22,870 23,377 21,339 16,464 13,211 10,574 8,169 5,716 3,729

前年比� －� 7.3% -8.6% -13.3% 2.2% -8.7% -22.8% -19.8% -20.0% -22.7% -30.0% -34.8% 7.6% -10.6% -25.7%
総固定資本形成� 10億円� 21,630 31,801 30,613 28,531 29,353 28,517 26,397 24,826 23,424 22,147 21,023 20,035

前年比� －� 6.4% -3.7% -6.8% 2.9% -2.8% -7.4% -6.0% -5.6% -5.5% -5.1% -4.7% 8.0% -3.7% -5.4%
固定資本減耗� 10億円� 6,206 9,053 9,647 10,224 10,903 11,629 13,702 14,705 15,471 16,211 17,263 18,003
＜控除＞� 前年比� －� 7.2% 6.6% 6.0% 6.6% 6.7% 17.8% 7.3% 5.2% 4.8% 6.5% 4.3% 7.8% 8.6% 5.6%
在庫品増加� 10億円� 4 57 52 45 22 27 27 19 17 17 18 19

前年比� －� 25.2% -8.2% -14.1% -49.9% 21.3% -2.3% -29.0% -7.6% -2.7% 5.6% 5.3% 66.6% -14.1% -6.6%
土地の購入（純）� 10億円� 4,549 6,066 5,358 4,518 4,904 4,424 3,742 3,071 2,603 2,216 1,938 1,678

前年比� －� 11.9% -11.7% -15.7% 8.5% -9.8% -15.4% -17.9% -15.2% -14.9% -12.5% -13.4% 5.9% -9.2% -14.8%
貯蓄投資差額（C）� 10億円� 11,693 -22,869 -24,024 -19,859 -58,494 -37,927 -30,122 -26,997 -24,192 -20,348 -19,926 -20,318

対GDP比� 2.6% -4.6% -4.7% -3.8% -11.4% -7.4% -5.9% -5.3% -4.8% -4.0% -3.8% -3.8% -214.4% *** ***
海外に対する債権の変動� 10億円� 5,434 9,198 6,875 12,320 13,082 11,674 11,725 5,893 7,547 7,080 8,370 8,433
（D）� 対GDP比� 1.2% 1.8% 1.3% 2.4% 2.5% 2.3% 2.3% 1.2% 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 11.1% 5.0% -6.4%
統計上の不突合� 10億円� 1,258 3,752 3,714 2,881 3,779 2,009 0 0 0 0 0 0
（＝D-（A+B+C））� 対GDP比� 0.3% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.4% -86.6% ***
（出所）内閣府、予測は郵政研究所作成。�
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○財政� 予測�
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 85/80 90/85 95/90 2000/95 2005/00

年度�補正後� 補正後� 補正後� 補正後� 補正後� 補正後� 補正後� 補正後� 補正後�
名目GDP 10億円� 248,607.7 329,979.3 450,532.4 501,960.3 515,248.9 520,177.4 514,456.4 513,682.2 510,839.1 508,755.8 508,887.2 513,959.3 523,803.6 536,977.9

前年比� －� 6.6% 8.1% 2.0% 2.6% 1.0% -1.1% -0.2% -0.6% -0.4% 0.0% 1.0% 1.9% 2.5% 4.6% 6.4% 2.2% 0.4% 1.0%
財政赤字（＝公債金収入）�10億円� -14,270 -12,438 -7,312 -22,032 -22,368 -18,458 -34,000 -38,616 -34,598 -29,979 -31,903 -31,560 -31,390 -31,548

対GDP比率� -5.7% -3.8% -1.6% -4.4% -4.3% -3.5% -6.6% -7.5% -6.8% -5.9% -6.3% -6.1% -6.0% -5.9% *** *** *** *** ***
プライマリーバランス�10億円� -8,779 -2,257 7,137 -6,200 -4,299 -890 -15,851 -16,726 -13,152 -14,000 -13,081 -11,822 -11,684 -11,812

対GDP比率� -3.5% -0.7% 1.6% -1.2% -0.8% -0.2% -3.1% -3.3% -2.6% -2.8% -2.6% -2.3% -2.2% -2.2% *** *** *** *** ***
（注）プライマリーバランス＝（租税印紙収入＋その他収入）－（地方交付税・地方特例交付金＋一般歳出）�
（出所）財政関係資料集等、予測は郵政研究所作成。�
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１．１９９０年代に入り、バブル経済が崩壊したことで日本経済の閉塞感が強まる中、日本企業

の高コスト体質・内外価格差の是正、規制分野の改革等が課題となってきた。電気事業に

ついても９７年７月には電気事業審議会基本政策部会が設置され、電力の自由化についての

検討が開始された。競争を導入することで、電気の長期安定的な供給や供給信頼度の維持、

ユニバーサルサービスの維持といった公益的な課題について現状どおり維持することが可

能かどうかについて議論がなされ、結果的にわが国の電力自由化は小売りの部分自由化を

軸として実施されることとなった。こうして２０００年３月２１日に電力の小売り部分自由化が

スタートしたが、電気は国民生活に密接にかかわる財だけに、制度実施後概ね３年後を目

途にその成果について再度入念な検証がなされることとなっている。

２．２０００年８月、通商産業省（現経済産業省）の電力入札が行われ、新規参入者であるダイ

ヤモンドパワーが落札し、本格的に電気事業にも競争原理が導入されたことが印象づけら

れた。一方、既存の電力会社は自由化を見越して従来から経営効率化を加速させており、

効率化による経営余剰をみこんで同年１０月、部分自由化がスタートして以降初めて規制分

野の大幅な電気料金引き下げと選択メニューの大幅な拡充を実施した。

３．電気事業に競争原理が導入されたことで、各電力会社は財務体質の強化や効率的な設備

形成、経営全般にわたるコスト削減など、さまざまな経営効率化計画を策定している。既

存電力会社は地域独占であったことや、発電所、送・配電線などの膨大な設備を保有する

ことなど共通点が多く、自由化に伴う経営効率化計画もほぼ同様のものとなっている。

４．平成１３年３月中に電力自由化に対応した企業動向について、既存電力会社と新規参入企

業数社に対し調査を実施した。既存、新規参入ともに顧客獲得競争においては低価格戦略

による体力戦よりも、顧客のニーズに対応する付加価値の高いソリューション型営業を重

視するとした企業が多かった。

５．既存各社が経営効率化計画や中長期の経営計画の中で掲げているさまざまな企業行動、

経営目標を評価基準として、ＡＨＰ（Analytic Hierarchy Process）の手法を用いて分析し、

競争が導入された電力業界における既存企業の行動方針の優先順位を導き出した。その結

調査研究論文

公益事業における競争導入と企業の対応に関する調査研究

第一経営経済研究部研究官　　中 川 豪

［要約］
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１．電気事業規制緩和における規制省庁の動向

１．１　電気事業における自由化の経緯

９７年５月　　　経済構造の変革と創造のための行

動計画

○電気・ガス事業において２００１

年までに国際的に遜色ないコ

スト水準を目指し、我が国電

気事業のあり方について全般

的な見直しを行う

９７年７月　　　電気事業審議会基本政策部会設置

９９年１月２１日　基本政策部会報告・料金制度部会

中間報告（基本答申）

○小売りの自由化

○規制料金の柔軟化

○将来の検証（制度開始後、概

ね３年後に制度を見直す）

９９年５月　　　電気事業法改正

９９年１２月２日　基本政策部会報告・料金制度部会

中間報告（制度答申）

○託送に関するルール

○託送料金の柔軟化に関する

ルール

○適正な電力取引についての指

針

○情報公開ガイドライン

○紛争処理ガイドライン

９９年１２月２４日　電力会社による託送約款届出

２７日

２０００年１月末　　通産省による託送約款の妥当性

判断公表

２０００年３月２１日新制度施行

電力の自由化において、部分的な競争導入であ

れば、ユニバーサル・サービスの維持は現状どお

り維持が可能であり、また新規参入者の数が限ら

れることから供給信頼度維持のためのシステムや

ルールの設定が比較的容易であるという理由から、

今回の電気事業制度改革は部分自由化を軸として

行うこととなった。

２０００年３月２１日から電力の部分自由化が導入さ

れたが、電気は国民生活に密接に関わる財だけに、

制度実施後もその成果について入念に検証すべき

であり、具体的には、制度実施後概ね３年を目途

に、自由化の範囲拡大、全面自由化等の是非につ

いて検討することとなっている。（１９９９年１月

電気事業審議会基本政策部会報告・料金制度部会

中間報告（基本答申）より）

１．２　競争の枠組み

特別高圧需要家（電気の使用規模２千ｋＷ以上

で、２万Ｖ特別高圧系統以上で受電する需要家）

を自由化対象需要家とする。また、原則として、

対象需要家は供給者と個別交渉力を持つので、行

政による参入規制・料金規制・供給義務等は課さ

れない。しかし例外的に、どの供給者とも交渉が

成立しなかった需要家に対しては、電気という財

の必需性に鑑み、区域の電力会社が行政に届け出

た料金（最終保障約款）によって、最終保障義務

果、既存各社は経営効率化などでコスト削減を進める一方で、新規投資や収益力強化、財

務体質改善といった方針を掲げ、競争への最初の対応としては全方向的な競争力強化に取

り組んでいることが分かった。またその過程で従業員の意識付けが大きく変わることも明

らかになった。
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を持って対応することとなっている。ただし、公

平な競争環境の確保および非自由化範囲に対する

悪影響を避けるという意味から、電力会社に十分

な予備力がない場合などには供給要請に応じる必

要はないものとされている。

さらに、自由化部門の収支の悪影響が規制部門

に及ぶことを防止するため、自由化部門の赤字を

補填する意味での規制部門の料金値上げは認めら

れない。そのため、部門別に収支を算定（部門別

収支のルール）し、毎年度それぞれについて確認

がなされることになっている。部門別収支確認の

ための費用及び収益の配分方法モデルが省令によ

って設定され、それに基づいて正しく算定されて

いるかが、中立な第三者（公認会計士）によって

確認され、また、自由化部門収支が赤字の場合に

は、行政によってその事業者名と赤字額が公表さ

れる。

２．電力自由化に伴う既存電力会社の対応

２．１　電気料金戦略

２．１．１　料金改定（料金引き下げ）による

低価格戦略

平成１２年３月の電力自由化に伴い、多くの企業

が電力小売り参入を表明しており、平成１２年８

月には通産省（現経済産業省）の電力を新規参入

者である三菱商事系のダイヤモンドパワーが落札

した。

ダイヤモンドパワーの落札価格はそれまでの電

力会社からの電力調達に比べ、約４％の節約にな

るということであり、電力自由化後の新規参入第

一号として、今後の自由化の進展と電気料金の低

廉化の第一歩と受け止められた。また今回の通産

省の電力入札にはダイヤモンドパワー、東京電力

および東北電力の３社が応札しており、東京電力

管内の電力供給入札に隣接既存事業者である東北

電力が参加したことで、既存電力会社間において

も顧客争奪競争が始まったことが印象づけられた。

平成１２年１０月１日、既存電力会社は電力小売り

部分自由化が実施されて以降初めて、電気料金改

定の発表を行った。それぞれの改訂率の内容を表

２．１．１に示す。

今回の電気料金改定により、電力１０社の電気料

金単価の引き下げ率は、１０社平均で電灯が４．７５％、

電力は６．０３％となった。通産省がダイヤモンドパ

ワーから電力を調達することによる電気料金の節

約効果が約４％であることを考えると、今回の電

気料金改定は新規参入者に大きなインパクトを与

えたと考えられる。

表２．１．１　各社契約種別電気料金改定率（％）

北海道 東　北 東　京 中　部 北　陸
電 　 灯 　 計 ▲ ４．８０ ▲ ４．９８ ▲ ４．４３ ▲ ５．０５ ▲ ４．６４
電 　 力 　 計 ▲ ６．８９ ▲ ６．２８ ▲ ６．１８ ▲ ６．３１ ▲ ６．２３
業 務 用 電 力 ▲１０．３７ ▲ ９．０６ ▲ ８．９０ ▲ ９．６９ ▲ ６．２３
小 口 電 力 ▲ ２．５４ ▲ ４．１１ ▲ ２．６２ ▲ ２．６８ ▲ ３．９４
大 口 電 力 ▲ ３．０１ ▲ ３．７９ ▲ ３．２１ ▲ ６．５１ ▲ ４．６６
電灯・電力計 ▲ ５．８３ ▲ ５．６８ ▲ ５．３２ ▲ ５．７８ ▲ ５．５７

関　西 中　国 四　国 九　州 沖　縄
電 灯 計 ▲ ４．０４ ▲ ５．４１ ▲ ４．６４ ▲ ６．２９ ▲ ３．２１
電 力 計 ▲ ４．３６ ▲ ８．２９ ▲ ５．８１ ▲ ５．９６ ▲ ４．２４
業 務 用 電 力 ▲ ６．８４ ▲１２．３６ ▲ ６．５５ ▲ ８．９８ ▲ ４．８３
小 口 電 力 ▲ １．８２ ▲ ４．９３ ▲ ４．８３ ▲ ３．１５ ▲ ２．８６
大 口 電 力 ▲ ２．０７ ▲ ５．２０ ▲ ６．０５ ▲ ３．０９ ▲ ３．９２
電灯・電力計 ▲ ４．２０ ▲ ６．９０ ▲ ５．２６ ▲ ６．１２ ▲ ３．７８

（エネルギーフォーマル２０００年１１月号　Forum Reportより筆者が作成）



この表からすぐに読みとれることは、各社とも

業務用電力の引き下げ幅を最大にしているという

ことである。業務用電力というのは主に百貨店、

大規模ショッピングセンター、大型スーパーなど

で使用する電力のことであり、電力の自由化に

伴ってもっとも顧客争奪戦が激しくなるだろう

と予測されている分野である。産業用電力などに

比べて平均単価が電力契約種別のなかで高い部類

に属していた業務用電力は、新規参入企業にとっ

てはもっとも参入しやすいと考えられていた分野

であり、既存電力会社は業務用電力の引き下げ幅

を最大とすることで百貨店や大型スーパーといっ

た、業務用電力分野の顧客層の囲い込みを図った

と考えられる。

今回の電気料金改定は、電力自由化に伴う新規

参入者に対してのみの戦略的防衛手段という性格

を持つだけではない。通産省の電力入札に供給エ

リア管外の東北電力が応札したことに象徴される

ように、既存電力会社どおしでも顧客の争奪戦が

始まることを受け、既存電力各社は隣接電力会社

に対する防衛手段、あるいは攻撃手段として電気

料金の引き下げを行ったともいえる。電力の小売

り部分自由化に伴い、自社管外の顧客に他社の送

電線を使って電気を供給する託送制度が始まった

ため、託送料金を含めても価格競争力を確保でき

る電気料金格差が生じた場合、これまでの供給領

域にとらわれない電力供給が始まる可能性も十分

にある。

２．１．２　選択メニューの拡充

電気という貯めることのできない性質を持つ商

品を供給するため、電力会社は常に最大電力をま

かなえる供給力を持つことを義務づけられてきて

おり、そのため電力需要の大きい夏・冬期、昼間

時と電力需要の小さい春・秋期、夜間時の負荷の

大幅な乖離は、それだけ遊休資産を生み出すこと

となり、電力会社にとって高コストをもたらす大

きな要因の一つとなっている。そのため、既存電

力各社は従来から季節別、時間帯別に電力需要の

大きい高負荷時の電気料金を通常料金よりも高く、

電力需要の小さい低負荷時の料金を通常よりも低

く設定した料金選択メニューを設け、消費者の電

気使用実態に則した料金メニューを選択してもら

うことで、負荷の平準化を図ってきた。

今回の電気事業制度改革により、これまでは

「負荷平準化に資する」ことを要件としていた選

択メニューは、「経営効率化に資する」もの全般

に拡大されたため、これを受けて既存電力会社は

選択メニューを大幅に拡充した。効率的かつ継続

的な電気の使用により負荷率を向上させることで

電気料金が安くなる契約や、電力需要の小さい

土・日・祝日等に平日から負荷を移行させ、休日

の電気使用量を多くすることで電気料金が安くな

る契約種別を新たに設けるなど、従来に比べてよ

り細かく電気の使用形態を区別し、顧客の電気使

用形態に最適な料金メニューを提示すると同時に、

選択メニューの対象顧客層を拡大し、消費者によ

る選択の幅を広げた。これらの選択メニューに

よって、消費者は電気の使い方を工夫すること

で電気代を節約することができ、電力会社にとっ

ても電力需要の少ない休日、夜間の需要を開拓す

ることができる。

２．２　販売力強化戦略

２．２．１　大口営業専門窓口の増強による販売

力強化

電力自由化に伴い、ほとんどの既存電力会社は、

小売り自由化対象となる大口の顧客に一括して対

応する営業窓口をあらたに設置し、大口営業専門

の人員を増強した。今回の小売り自由化は新規参

入者が現れることによる電気料金の低廉化が意図

されているが、電力ビジネスにかかわるプレイ
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ヤーにとって第一義的に価格戦略があるものの、

破滅的な価格競争に陥らない限り、最終的には電

気料金は安定的な水準に落ち着くことが予想され

る。そうなったとき、品質に差を付けることので

きない電気という商品で顧客の選択を勝ち取ろう

とするには、当然のことながら何らかの付加価値

をつけなくてはならない。営業力の強化とはすな

わち、顧客の省エネルギーに対するニーズや、エ

ネルギー効率向上のニーズに対し、専門的な資

格・能力を持った営業マンが積極的にコンサル

ティングを行うという付加価値の強化に他なら

ない。

企業は長引く不況の中、エネルギーの効率的な

活用・調達に熱心である。これまでは電気とガス

を別々の会社から調達していたが、規制緩和によ

り電力とガスの相互参入が認められたため、電気

とガスを同一の会社から調達することも可能に

なった。電気主体であれ、ガス主体であれ、両

方のエネルギーを効果的に組み合わせることに

よってもっとも経済性の高いエネルギー消費が

できるようになれば、企業にとってエネルギー費

用の削減という大きなメリットが達成できること

になる。つまり、顧客のニーズに最も適したエネ

ルギーを総合的かつ合理的に提供できる会社が、

自由化後も顧客に選択される会社になると思われ

る。こうした環境下において、顧客と従来から長

期にわたる関係を構築してきている既存電力・ガ

ス会社はエネルギービジネスの新規参入者に対し

て大きな強みを持っているといえる。こうした関

係を持っていることにより、既存電力・ガス会社

は顧客に対して専門的な見地からのアドバイス、

コンサルティングを行うことができるため、それ

が長期安定的な顧客の獲得につながるからである。

既存電力会社が自由化に伴って営業力を強化して

いるのは、この強みを活かした戦略がとられてい

るものと考えられる。

２．２．２　エネルギーソリューション事業

（提案型営業）の拡大

上述のように既存電力会社が顧客に対し、提

案・解決型（ソリューション）の営業が行えると

いうことは競争における大きな強みとなりうるし、

言い換えれば有用な経営資源であるともいえる。

そのため既存電力各社はこの経営資源を活かし、

グループ戦略のひとつとして新規のエネルギーソ

リューション事業を立ち上げている。

現在、マイクロガスタービンや燃料電池など、

従来の大規模発電・変電、送電ネットワークを利

用しないオンサイト電源の技術革新が進んできて

おり、今後それらの新技術が確立、普及するにつ

れて顧客のニーズもさらに多様化することが予想

される。その際、省エネルギーやエネルギー効率

向上を目的としたコンサルティング業務などを含

め、大口の顧客に対するエネルギーソリュー

ションを展開することにより、顧客の囲い込み

を図るというのが狙いである。エネルギーソ

リューションでは電力の負荷率管理、省エネル

ギーコンサルティング、ガス、オンサイト発電な

どを一括して消費者に提供し、電力会社ないしそ

の子会社が負荷率管理や省エネルギーコンサル

ティングを行うことで、需要家はエネルギーコ

ストを下げることができる。エネルギー効率の高

いコージェネレーションやマイクロガスタービン

などのオンサイト発電設備の調達、設置、運転等

まで代行することで、より効率的なエネルギー活

用を希望する需要家などを囲い込むことが可能に

なる。つまり需要家にとっては、従来どおりの大

規模発電・送電・配電による電気のもっとも効率

のよい使用方法を知ることができ、その上であた

らしい電気の調達方法としてオンサイト発電とコ

ストを比べることができる。これにより、消費者

は多様な電気の調達方法のなかから、もっとも合

理的かつ経済的な方法を選択することができるよ
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うになる。そうなるとより多くの電力供給の選択

肢を持ち、電力負荷率管理や省エネコンサルティ

ングなどができることは、顧客獲得競争において

大きな競争優位となりうる。

３．既存電力会社の経営効率化計画

地域独占という構図のなかでは、電力会社が顧

客を奪われる心配はなかったため、予想した将来

の電力需要を上回るレベルの設備投資（発電所、

送電線建設等）を続けてきたが、これでは電力会

社のコスト削減意識が働かないということで、電

力業界に競争原理を取り入れることにより、電力

料金を世界的に見て遜色ないレベルまで下げよう

としたのが、今回の電気事業制度改革の主旨で

あった。

この制度改革により、大口の需要家に対する電

力供給が自由化され、実際に顧客が新規参入者や

近隣の既存電力会社に奪われる可能性がでてきた

ことにより、各電力会社は財務体質の強化による

資金調達コストの削減、より効率的な設備形成な

ど、電力自由化に対応した様々な経営効率化計画

を策定した。

それぞれの既存電力会社は、地域独占であった

ことや、発電所、送・配電線などの膨大な設備を

保有することなど共通点が多く、電力自由化に伴

う経営効率化計画についてもほぼ同様のものと

なっている。主な経営動向としては、利益・財

務体質改善について目標を設定し、自己資本比率

の向上や、有利子負債残高の削減など、株主や市

場からの評価を重視する経営を目指すこと、経営

効率化に向けた取り組みとして、設備投資額の削

減、修繕費の抑制、原子力発電所の設備利用率向

上、社員数の削減を含む業務・組織の効率化、負

荷平準化の推進等をあげている。

各電力会社がホームページ上で公開している経

営効率化計画を表３に整理する。

表３　既存電力各社の経営効率化計画

指　　標 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

経
　
営
　
効
　
率
　
化
　
指
　
標

設
　
備
　
効
　
率

設備投資額削減目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
修　繕　費　削　減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
負荷率・ピークシフト目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
原子力設備利用率向上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
火力発電熱効率向上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
資機材調達コストの削減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新規電源の運開・建設延期 ○ ○

業
　
務
　
効
　
率

事業所の統廃合 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
人　員　削　減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
諸　経　費　削　減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
組織改正等の組織の再編成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ＩＴの活用による業務高度化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
店所自立経営への取り組み ○ ○ ○

財務体質
改善目標

利益・キャッシュフロー目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
財務体質改善目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
グループ体制の再構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新規事業開発推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
海外事業進出 ○ ○ ○ ○ ○ ○

グループ
経営目標

（各社公表ホームページ資料等より筆者が作成）
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上表のように、既存各電力会社それぞれの経営

効率化計画はほとんど同様であることがわかる。

しかし、自由化環境下においては既存電力会社同

士も競争相手にほかならず、今回のような横並び

の電気料金値下げは各既存電力会社にとって本質

的な企業経営戦略とはいえない。

今後は経営効率化の進展度合いや、小売自由化

による新規参入の影響により、経営余剰を創出で

きるかどうかは電力各社で差が出てくることが予

想される。現時点では各社の経営効率化計画およ

び経営戦略は大差ない状態と言えるが、競争原理

の導入された電気事業において生き残っていくた

めには、コスト削減を中心とした経営効率化を進

めると同時に、他社に先んじる事業企画力、高い

技術力、採算性の高い事業への重点的投資および

不採算事業からの撤退など、常に同業他社との差

異化を生み出していかなくてはならない。それに

加えて、基盤となる産業群や地域特性、新規参入

業者の動向といった外的要因により、既存電力各

社の経営戦略にも変化が現れてくる可能性が高い。

３．１　設備投資額の削減

石油危機に直面するまで、我が国はエネルギー

源を石油に大きく依存してきた。しかし石油危機

以降、資源に乏しい日本においてはエネルギーの

ベストミックスを達成するためにエネルギー源の

多様化が図られ、既存の電力会社が原子燃料をは

じめとする安価な発電用燃料の調達を進めた結果、

電力会社の供給コストに占める燃料費等の受給関

係費の割合は大幅に低下した。しかし一方、増え

続ける電力需要を賄うために既存の電力会社は発

電設備や、それに対応する送電設備などを建設し

てきたが、立地上の問題や環境対策などのために、

近年、その建設費が増大してきている。

電力会社の設備投資の規模は非常に大きく、コ

スト構造の約３～４割を設備関係費が占めている。

そのため、経営効率化を図る上で、設備投資額の削

減は電力会社にとって重要な経営課題の一つとなっ

図３．１　電力会社のコスト構造比較
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＜中部電力コスト構造の比較＞ 

（昭和５５年度＝１００とした場合の指数） 
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（出所　中部電力　平成１２年経営効率化への取り組み）
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ており、各社とも今後数年間の設備投資額の抑制を

それぞれの経営効率化計画の中で掲げている。

地域の電力需要に応えるため、各電力会社は長

期の電力需要の予測を立て、それに従って供給計

画を策定し、発電・送電設備等への投資を行うの

で、設備投資額の大小は各社固有の事情によって

左右される。しかし、電力自由化に伴って競争が

導入されたことにより、各社ともより効率的な設

備形成を図っており、設備投資額自体は抑制され

る方向にある。

３．２　従業員数の削減

全ての既存電力会社は経営効率化計画の中で、

人員削減を課題のひとつに挙げている。今後数年

間で、業務運営の見直しや情報技術の活用による

効率化の推進を進め、主に新規採用の抑制による

人員削減を図り、同時に生産性（社員一人当たり

販売電力量）の向上を目指している。

右肩上がりの景気動向の中では、市場規模が大

きくなっていく過程で売り上げも伸びていくため、

設備投資が活発になり、新卒者の採用も増えてい

く。しかし、平成のバブル崩壊以降、日本の景気

はなかなか不況感を脱することができず、今後電

力需要が急速に伸びるということも予想しにくい。

こうした状況の中で価格競争力を強化していく方

策のひとつとして、労働生産性の向上があり、電

力各社は従業員の削減（新卒採用者の抑制）を進

めている。

３．３　利益目標、財務体質改善目標

既存の電力会社は、これまでは電気事業法の下

で供給の地域独占が認められ、総括原価方式により

事業コストの回収が保証されてきたため、資本市場

からは最も投資リスクの小さい企業という評価を受

けていた。しかし、小売の部分自由化が始まり、本

格的な競争にさらされることになると、既存電力も

図３．２　電力会社の労働生産性の推移
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（出所　東京電力　平成１２年度経営効率化計画の概要）
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普通の会社と同様に、投資家からその財務体質につ

いて厳しくチェックされることになる。

資本市場から投資リスクの大きい企業と判断さ

れると資金調達コストが高くなるため、以後も電

力設備の増強・補修のために継続して事業資金を

調達しなくてはならない電力会社にとって、財務

体質の強化は必須案件となった。

また、従来は電力需要に応えるために長期の電

力需要の伸びを予測し、その最大電力をカバーで

きる電力設備を常に用意しなくてはならなかった

ため、電力会社は多大な設備投資を続けてきた。

そのため電力各社は一様に膨大な有利子負債残高

を抱えている。これについても、電力会社は遊休

設備を少しでも減らし、今後の工事計画を見直す

などして効率化を図り、設備投資額の削減を進め

る一方で、有利子負債残高の削減を図っている。

設備投資額削減などの経営効率化により得た資金

は、電気料金の引き下げ原資になると同時に、有

利子負債返済といった、各社の財務体質改善原資

にもなる。

電力会社の総資本利益率（ＲＯＡ）と、株主資

本比率はその他の業種に比べても脆弱であり、ほ

とんどの電力会社が改善目標として具体的な数値

をあげている。

各社（沖縄電力除く）の経営効率化計画に掲げ

られている利益目標、財務体質改善目標（今後３

～５年間の平均、あるいは、３～５年後の目標値）

を表３．３に示す。

表３．３　既存電力会社の各種経営指標

北海道 東　北 東　京 北　陸 中　部 関　西 中　国 四　国 九　州

ＲＯＡ １．５％ ４％ ４％ ３％ １．５％ ２．３％ ２％ ２．５％ １．５％

ＲＯＥ ９％ ８％

ＥＶＡ
ＥＶＡ
導入

ＰＣＡ
導入

株主資
本比率

２５％ ２０％ １６％ ２５％ ２０％ ２０％ ２０％ ２７％ ２０％

経常利
益目標

３０００億
円以上

３００億円
以上

１５００億
円以上

１５００億
円以上

６００億円
以上

９００億円
以上

有利子
負債削
減目標

８０００億
台維持

２兆３５００
億以下

３０００
億／年
削減

９０００億
以下

３．６兆円
以下

４兆円
以下

１．９兆円
以下

７３００億
円程度

２．４兆円
以下

（各社ＨＰより筆者が作成）



総資本利益率（ＲＯＡ）は会社の総投下資本に

対する利益がどの程度あるかの判断に利用され、

会社の収益性を評価する最も代表的な指標である

（日本の全産業の平均は２．６％、１９９８年３月期）。

このＲＯＡについて各社とも数値目標を掲げ、収

益力の強化を目指している。

株主資本比率は総資本に占める自己資本の割合

を意味し、これが高いほど会社の不況抵抗力が強

く、安定性が高いとされる。日本の全産業平均

３１．５％（１９９８年３月期）に対し、電力会社の平均

は１７．８％（１９９９年度３月期）であり、さらに各社

が一様に膨大な有利子負債を抱えていることを併

せて考えると、電力業界の財務体質は他産業に比

べて脆弱であるといえる。このため、電力各社は

フリーキャッシュフロー（株主への配当や社債・

借入金の返済、新規事業投資等に自由に使えるお

金）を重視し、これを増やしつつ有利子負債の圧

縮、株主資本の増強など、財務体質改善に充当す

ることを計画している。

３．４　新規事業開発

既存電力各社とも、従業員数、設備投資額の削

減などの経営効率化計画によって、コスト削減を

進めようとしているが、長期にわたって従業員が

減少している会社や、将来の売上高および利益の

増加を見込んだ設備投資が行われていない会社に

は大きな成長は望めない。ただし、かつての高度

成長期と違い、現在の日本の電力市場は成熟した

市場であるともいえる。そのため、電力市場自体

の急拡大が望みにくい現状において、電力各社は

グループ力の強化を今後の経営戦略の大きな柱の

ひとつとして掲げており、本業分野におけるスリ

ム化と同時並行的に次世代を担う新規事業の開拓

に乗り出そうとしている。連結会計、時価会計が

導入されるに伴い、収益力のあるグループ会社を

育て、グループ全体の収益を増大させることが重

要になってくることが予想されるが、経営環境が

激変している現状で、不採算部門の売却・整理、

成長分野への集中的な資源配分がいかに迅速かつ

的確に行えるかどうかが、新規事業開発の成功の

鍵となり、ひいては既存電力会社の生き残りをも

左右しうる。

３．４．１　情報通信事業への参入

既存電力各社は自社の保有する電柱設備や光

ファイバを有効利用し、今後成長の見込まれる

電気通信事業に参入している。平成１１年には全国

の電力系通信会社１０社で「パワー・ネッツ・ジャ

パン」を設立し、戦略的な通信事業展開を行って

いる。また各電力は通信事業を行うグループ会社

を設立し、それらは光ファイバの貸し出し業務や、

送電線建設による難視聴家屋のためのケーブルテ

レビ設置のノウハウを活かしたＣＡＴＶ業務など

を実施している。パソコンの普及によりインター

ネットが急速に広まっている中、電話通信線では

データ容量が小さいため、通信速度が遅いことが

ユーザーの不満となっているが、これに対して光

ファイバはデータ容量が大きく、通常の電話回線

に比べ圧倒的に早く大量のデータを送ることがで

きるため、通信事業者にとって光ファイバは非常

に魅力的なインフラとなっている。

既存電力各社は従来から情報通信会社、電気通

信会社などをグループ企業に持っていたが、情報

通信市場はますます拡大し、競争も激しくなって

きている。そうした中で生き残り、かつ収益をあ

げていくためには、情報通信会社や電気通信会社

が個別のサービスを展開するより、それぞれのノ

ウハウと保有インフラを集約することでシナジー

効果を発揮した方が有利であると判断し、情報・

電気通信にかかわるグループ企業の統合・再編を

進めている。
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３．４．２　ガス事業への参入

電力小売りの部分自由化により、自家発電設備

を保有する企業や、既存のガス会社、外国企業な

どが電力事業への参入を表明している。その一方

で既存の電力各社や大手石油会社などもガス小売

りの部分自由化を受けて、ガス事業への参入を表

明した。電力、ガスの規制緩和により業界間の垣

根がなくなりつつあり、従来電気とガスで住みわ

けしてきた既存の電力、ガス会社はそれぞれ総合

的なエネルギーサービスを提供できる会社に変わ

ろうとしている。

既存電力各社は火力発電用の燃料として大量の

ＬＮＧを輸入している。今後、化石燃料に比べて

クリーンなＬＮＧを重要なエネルギーソースと考

え、発電用の余剰を利用してガスの卸売り、小売

り事業への参入を計画している。

３．４．３　オンサイト発電事業への参入

既存電力各社は小型・高効率の分散型電源であ

るマイクロガスタービンや燃料電池について実証

試験を開始している。これらの技術は電気と同時

に温水による熱エネルギーも取り出せ、非常にエ

ネルギー効率が高く、技術革新によってこれらの

製造コストが大幅に下がった場合、従来の原子

力・火力等を中心とした大規模発電所、大規模送

電・配電による電力供給のあり方を一気に陳腐化

させる可能性を持つ。過去には非常に高価であっ

た大型コンピューターが、現在、演算速度はほぼ

同じであるにもかかわらず、パソコンとしてほ

とんどの人が持つことができる程度の価格で市

場に出回っている。コンピューターと同様に、大

規模な発電システムも技術の進歩により、各個人

ベースで保有するところまで分散化が進むかもし

れない。

既存電力会社にとっては、従来の大規模発電と

分散型電源を組み合わせたエネルギー供給ができ

れば大規模発電のみに頼っている現在よりも消費

者に提案できるエネルギー供給の選択肢を増やす

ことができる。消費者によっては自らマイクロガ

スタービン等の自家発電設備（オンサイト電源）

を導入したほうがコスト的に有利と判断する場合

もあるため、既存電力各社はマイクロガスター

ビンや燃料電池の研究とともに、オンサイト・

エネルギー事業にも参入し、顧客の繋ぎとめを図

っている。顧客が既存電力の持つ発電所を利用し

ないで、自家発電設備を導入するということは、

既存電力の収入減に直結することになるが、自家

発電に流出する顧客をグループ企業であるオンサ

イト・エネルギー会社で受け止めるという考え方

である。

これらのオンサイト・エネルギー会社は自家発

電設備の調達から運転・メンテナンスまでの一括

サービスを提供する。このため、消費者にとって

は、最適なエネルギー利用形態や省エネルギーに

ついて専門的なアドバイスを受けることができる

ことになる。既存電力会社はそうしたエネルギー

ソリューションによる消費者への提案力を強化す

ることで、消費者からの選択を勝ち取ろうとして

いる。

４　電力自由化に対する既存電力会社の

経営動向分析

電力自由化に対し、既存企業ならびに新規参入

企業がどういった対応をしているかについて企業

動向調査を実施した。規制緩和に伴い、競争原理

が導入された電力業界において、既存企業および

新規参入企業のファクトベースでの動向を調査す

ることにより、今後の公益事業の規制緩和に関す

る研究の基礎資料とする。既存電力会社９社なら

びに新規参入企業８社を対象として平成１３年３月

中に調査を実施し、既存電力会社に対する調査結

果について以下に示す。
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ついで「都市ガス会社を含む自家発電設備販売業

者」となった。新規に発電所を建設することなく、

既設発電設備からの余剰電力を利用すればあらた

な設備投資を伴うことなく電力を調達できるため、

コスト面で大きく優位に立てる。このため、既存

発電設備を利用する新規参入者をもっとも注視す

ると回答した企業が９社中４社あった。

しかし、自家発の余剰電力を調達して電気の小

売り事業に参入する企業にとっては、供給力の弱

さがネックになっている。そのため、既存電力会

社としては個別の競争入札や、大口顧客との相対

契約においては、既存の自家発設備を利用する新

規参入者を、価格競争力のある強力なライバルと

考えるかもしれないが、長期的に見れば、供給力

不足という理由で、そうした新規参入者の獲得で

きる需要には限界があるともいえる。そうした観

点から考えると、自ら発電所を建設する新規参入

者が、市場において大きな競争力を持つことにな

る可能性もある。しかし、発電所の建設には長い

時間と巨額の初期投資を要し、競争原理の導入に

よって建設に係る投資資金の確実な回収を期待す

ることができないため、大きなリスクが伴うこと

になる。新規参入企業に対する調査でも、「自社

設備としての発電所の建設は検討中」とする企業

が８社中４社あり、その理由は「電力自由化の制

度が確定していないために、リスクの大きい発電

所建設を現時点では見合わせている」、というも

のだった。

平成１２年３月に始まった電気事業の規制緩和で

は、電力自由化の最終的な枠組みはまだ確定して

おらず、新規参入企業はその動向を見守っている

状況にあるといえる。今後、電力自由化がさらに

進展し、制度的にも電力取引市場が創設され、そ

の市場をとおして電気の価格が決まるような仕組

みが整えば、わざわざリスクの高い自社発電所の

建設をせずとも、不足する供給力を電力取引市場
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４．１　電力自由化について

４．１．１ 電力自由化に伴う新規参入者につい

て、既存電力各社が注視する順に１

～３で順位付けを行った。１番＝３

点、２番＝２点、３番＝１点の点数

を付し、総得点を計算すると以下の

ようになった。

選択肢 得点

新規参入者（新しくプラントを建設するもの） ６

新規参入者（既存自家発電設備を利用するもの） １９

近隣の既存電力会社 ７

自家発電設備販売業者（都市ガス会社含む） １８

金融技術を持ったリスクマネジメントプレイヤー ２

その他（資本力、政治力を持つ外資系プレイヤー） ２

４．１．２ 競争への対応として当面３年間程度

のあいだで、注力していく企業行動

について、重視する順に１＝５点、

２＝３点、３＝２点、４＝１点、

５＝０点として計算した。

選択肢 得点

価格競争力強化 ４３

営業力強化 ４１

経営効率化 ４５

料金メニューの選択肢の拡充 ４１

オール電化住宅、ＩＨ商品、電気温水器
等の戦略機器の販売促進 ３８

グループ総合力の強化（経営の多角化） ４０

その他（リスクマネジメントなどの
競争対応機能の強化） ３

その他（意識改革） ５

小売り部分自由化の開始に伴い、地域独占で

あった電気事業に新規参入者が現れてきている。

この中で既存電力各社が脅威に感じる企業として

は、「既存自家発電設備を利用する新規参入者」、
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における柔軟な電力調達で追加的に賄うことがで

きるようになるからである。

現在のところ、電気を商品として扱う新しい電

力取引市場はまだできていない。しかし、今後そ

うした市場が創設され、電力が柔軟に融通される

ようになると、十分な発電能力を持たない新規参

入者も金融技術等を利用することで容易に電力調

達ができるようになり、より競争が活発になる可

能性がある。そうした電気事業の将来の質的変化

に着目し、「金融技術を持つリスクマネジメント

プレイヤー」を注視すると回答した既存電力会社

も２社あった。新規参入企業を対象として行った

調査では、競争において自社の強みと考えるもの

は何かという質問に対し、２社から「金融技術を

駆使してリスクマネジメントができること」、と

の回答があった。

４．２　競争への対応について

４．２．１ 各社が取り組んでいる営業力強化策に

ついて、選択肢の中から３つ選択して

もらい、それぞれの選択肢についてそ

れを選択した企業数を以下に示す。

４．２．２ 顧客獲得競争における方針として最

も近いものを、各社にひとつ選択し

てもらった。

選択肢 選択企業数

大口顧客を専門とする営業窓口の設置 ４社

大口顧客ごとの営業チームの設置 ３

営業部隊の専門知識の強化（教育など） ７

企業イメージ（ブランド）の構築 ２

ＰＲ戦略 ０

顧客へのコンサルティングサービスの提供 ９

顧客の潜在ニーズの掘り起こし １

その他（価格競争力強化） １

選択肢 選択企業数

競争入札における価格競争に積
極的に対応し、顧客獲得に努め
る

０社

当面は、価格面における新規参
入者の動向を見定めながら対応
する

４

サービス・品質の強化によって、
新規参入者との競争に対応する ５

その他（ ） ０

４．２．３ 競争環境下における顧客への訴求力

として重視する順に１＝５点、２＝

３点、３＝２点、４＝１点、５＝０

点として計算した。

選択肢 得点

価格 ３９

料金メニューの多様性 ３５

電気の品質（供給安定度等） ３５

企業イメージ（環境への取り組み、社会貢献など） ３３

提案力（エネルギーソリューションなど） ４３

４．２．４ 電気事業における各社の強みと考え

るものをひとつ選択してもらった。

選択肢 選択企業数

地域に密着した営業力と企画提案力 ５社

地域経済の堅調な発展
（需要の伸びの強さ） ０

火力発電の価格競争力 ０

原子力発電所の効率的運用技術
と価格競争力 ３

その他（地元にある、その他
エネルギー会社との関係） １
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各社の競争への対応として大きく分けて営業力

強化と価格競争力強化がある。営業力強化につい

ては、すべての既存電力会社が「顧客へのコンサ

ルティングサービスの提供」を重視すると回答し

ている。これは、競争にあたって重視するものは

何かという新規参入企業に対する質問においても、

「顧客のニーズに対応するソリューション営業」

と回答した企業がもっとも多かったことと一致す

る。

平成１２年３月に電力の小売り部分自由化がス

タートして以来、自由化対象となる大口需要家

による電力の競争入札が実施されてきている。こ

うした競争の中で、「すべての競争入札に対し、

積極的に対応して顧客獲得に努める」と回答した

既存電力会社はなかった。「当面は新規参入者の

価格設定などを見極める」と回答した企業が４社、

「価格面での競争はせず、電気の供給安定性や、

コンサルティングなどのサービスによる付加価値

をつけることによって、競争に臨む」と回答した

企業が５社であった。このことから、既存電力会

社としてはすべての競争入札に積極的に対応する

ことで、低価格戦略による破滅的な体力勝負にな

ることは避け、自社の利益を確保できる範囲で電

気料金を設定し、さらに付加価値をつけることで

顧客獲得競争に臨もうとしていることが読みとれ

る。こうした競争における顧客に対する訴求力と

しては、「価格」が重視されるのは当然として、

それ以上に「提案力（エネルギーソリューション

など）」を選択した企業が最も多かったことから

も、既存電力各社がエネルギーソリューションに

重点的に取り組んでいることが伺える。

４．３　今後の電力自由化への対応について

４．３．１　今後の電力自由化の進展について各

社にひとつ選択してもらい、選択企

業数を以下に示す。

選択肢 選択企業数

自由化範囲は急速に拡大し、す
ぐに全面自由化が達成される ０社

日本の実状にあった枠組みが次
第に整い、段階を追って自由化
が進展し、最終的に全面自由化
が達成される

１

段階を追って自由化が進展し、
自由化範囲は拡大するが、全面
自由化にはならない

１

自由化範囲はこれ以上拡大しな
い、あるいは極めて限定的なも
のとなる

０

その他（「３年後の検証」を待た
ずして、現時点での判断は困難） ２

その他（範囲の拡大というより、
取引市場創設など質的変化が課
題となる）

１

その他（制度見直しにおいては、
部分自由化の実績等も十分踏ま
え、余すところなく評価・検討
が必要であり、拙速にならず、
十分時間をかける必要があると
考える）

１

その他（日本の実状にあった枠
組みが整うが、範囲は不明） １

無回答 ２

電気事業の規制緩和については、平成１２年３月

の制度実施後もその成果について入念な検証がな

され、制度実施後概ね３年を目途に、自由化の範

囲拡大、全面自由化等の是非について検討される

こととなっている。今後の自由化の進展に関して

は、無回答の２社を除いた７社でも考え方はそれ

ぞれ違いが見られる。「最終的に全面自由化が達

成される」と回答した企業は１社、逆に「全面自

由化にはならない」と回答した企業が１社あった。

その他の回答としては、「現時点で判断が困難」、



あるいは「自由化範囲は不明」とする企業が３社、

「範囲の拡大よりも電力取引市場創設といった質

的変化が課題」と回答した企業が１社、「制度見

直しにおいては慎重な評価検討が必要」とする企

業が１社という結果になった。これに対し、新規

参入企業に対する調査では、すべての企業が「自

由化は段階を追って進む」と回答し、「最終的に

全面自由化になる」とした企業が３社、「全面自

由化にはならない」とした企業が４社であった。

電気は日常生活に欠くことのできない極めて重要

な財であり、ユニバーサル・サービスが維持され

なくてはならない。よって、今回の電気事業の規

制緩和ではいきなりの全面自由化ではなく、特別

高圧需要家（電気の使用規模２千ｋＷ以上で、２

万Ｖ特別高圧系統以上で受電する需要家）を自由

化対象とする部分自由化が選択された。しかし、

自由化による恩恵を受けるのがそうした大口需要

家に限定されるといった問題もあるため、部分自

由化の実績等を含めて慎重な検討がなされ、制度

の見直しが実施されることになっている。

見直しについては、新規参入の状況や、既存電

力会社の経営効率化の程度といった部分自由化の

実績や、海外の自由化の状況、公益的課題への悪

影響の有無等が視点となる。部分自由化が始まっ

て以来、多くの企業が電気事業への新規参入を表

明しているものの、実際に新規参入者が中央官庁

等の電力調達入札によって既存電力会社から需要

を獲得した実績は乏しい。制度の見直しを控え、

枠組みが不透明な現状において、新規参入者に

とっても不確定要素が多いことからまだ本格的

な競争状態には入っていないといえる。一方、既

存電力側の対応としては、将来的な自由化範囲の

拡大をにらみ、平成１２年１０月には既存各社とも規

制分野の電気料金を大幅に引き下げるなど、電気

事業の効率化による一定の成果は現れてきている。

自由化の枠組みが最終的に決定していないため、
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新規参入企業も大きな事業リスクを抱えることに

なる自前の発電所建設には慎重であり、確保して

いる電気の供給力は既存電力に比べると非常に小

さい。そのため入札を実施しても既存電力会社し

か応札しないケースも見られるようになってきた。

また、海外の自由化の状況としては、カリフォル

ニア州における配電会社の経営危機、供給力不足

による大規模な計画停電など、自由化の結果とし

て電気料金が高騰し、供給安定度が損なわれると

いった、自由化の弊害ともいえる事態が起こって

いる。日本の電力自由化は世界の各国から遅れて

スタートしたが、こうした世界の事例を参考にし

ながら、日本の実情に合った、より優れた制度・

枠組みを作っていかなければならない。

４．４　経営効率化計画について

４．４．１ 各社が公表している経営効率化計

画のそれぞれの目標について、重

視する順に１＝５点、２＝３点、

３＝２点、４＝１点、５＝０点と

して計算した。

選択肢 得点

設備投資削減 ４５

修繕費削減 ４３

負荷率向上、ピークシフト ４１

資機材調達コスト削減 ３７

原子力発電所設備利用率向上 ３６

火力発電所熱効率向上 ３６

人件費削減 ４０

ＩＴ化投資 ３７

間接部門の簡素化 ３９

組織改正等、組織の再編成 ３８

財務体質の改善 ４３
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既存各社はそれぞれ年度ごとに経営効率化計画

を公表している。そのなかでさまざまな経営効率

化目標が示されているが、それぞれについて重視

している度合いを調査したところ、最上位には

「設備投資削減」、ついで「修繕費削減」と「財務

体質の改善」という結果になった。電力会社の設

備投資の規模は非常に大きく、最大の東京電力で

はピーク時の平成５年度には約１兆７千億円が投

入されていたが、経済成長の鈍化とともに電力需

要の伸びも低位にとどまり、最新の平成１３年度経

営効率化計画では、１３年度以降３年間の平均で

９０００億円以下に抑えると発表している。電力需要

が着実に増大していた時期には夏期電力需要の尖

鋭化が著しく、最大電力をまかなうために各社と

も電源開発や送電ネットワークの増強を進めてい

たが、最近では大都市圏を中心に最大電力が更新

されておらず、今後も急激な電力需要の伸びは予

想されていないことから、既存各社は相次いで新

規電源の建設の先送りを決定している。同時に、

ピーク需要対応の小規模火力発電所などについて

も計画的な停止や廃止を実施する企業もでてきた。

電源設備関連の投資額は、各社の設備投資額のほ

ぼ３～４割を占めており、こうした新規電源の建

設延期等によって大幅に設備投資額を削減するこ

とで経営効率化を急いでいる。

４．５　グループ総合力の強化について（経営の

多角化について）

４．５．１ 新規事業について各社が重視する上

位３項目を選択してもらい、それぞ

れの項目について選択企業数を示す。

選択肢 選択企業数

情報通信関連事業 ９社

ガス卸売り・小売り事業 ７

介護事業 ０

ホームセキュリティ事業 １

電化機器販売促進事業 １

社内ベンチャー事業 １

オンサイトエネルギー事業 ６

ＣＯ２固定化研究等、環境関連技
術開発 ０

海外エネルギービジネス
（発電・コンサルティング事業等） ２

連結会計の導入に伴い、グループ全体での競争

力と収益力の強化が必須の課題となってきており、

グループ総合力の強化をとおして収益性の高い事

業領域を新たに開拓する動きが出て来つつあるが、

既存電力各社もさまざまな新規事業への取り組み

を公表している。既存各社の持つ経営資源を活か

したそれらの新規事業について各社が最も重要視

する事業を３つ選択してもらった結果、「情報通

信関連事業」、「ガス卸売り・小売り事業」、「オン

サイトエネルギー事業」が上位３事業であった。

天然ガスは石油・石炭などに比べると温暖化ガス

排出量が少ないことなどから、今後需要が増大す

ると予想されており、火力発電用燃料として大量

の天然ガスを保有している既存電力各社は相次い

でガス事業への進出を発表している。電力会社が

電気だけでなくガスも販売することにより、需要

家にとっては選択肢が増えることと、また最適な

エネルギー消費形態のコンサルティングを受けら
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れることなど、多くの利点がある。既存電力会社

や大手ガス会社といったエネルギー関連企業は、

こうした顧客のニーズを取り込み、サービスを提

案していくソリューション型の営業をとおして総

合エネルギー産業に変わっていこうとしている。

５　ＡＨＰによる、既存電力会社の競争への

対応方針の分析

５．１　ＡＨＰ（Analytic Hierarchy Process）

とは

５．１．１　階層構造と代替案の総合評価の

求め方

既存電力会社全体の競争への対応として、どう

いった方針を選択しているかについてＡＨＰの手

法を用いて分析する。いくつかの選択肢について、

最終的にどれかひとつを選ぶとき、またはその選

択肢に何らかの優劣をつけるときの意志決定方法

として、このＡＨＰの手法がある。与えられたい

くつかの選択肢を「代替案」とし、それらを選考

するときに、人は必ずいくつかの評価基準をもと

にしてそれぞれの代替案に優劣をつけている。し

かし、評価基準がいくつもあり、それぞれの評価

基準の重要性が異なる場合には、最終的に複数の

代替案に優劣をつけるのは難しい作業となる。

そこで、解決すべき「問題（Ｐ）」とそれへの

解答としての「代替案（Ａ）」、代替案を選考する

上での「評価基準（Ｅ）」を用意し、図５．１．

１のような階層構造を示す。

まず、レベル１とレベル２の間で、問題Ｐに照

らして評価基準Ｅ（全部でｎ個）の重要度にウェ

イト付けを行う。このウェイト付けにあたっては、

後述する一対比較法を用いる。ここでそれぞれの

評価基準Ｅのウェイトが決まったとして、今度は

レベル２とレベル３の間で、それぞれの評価基準

Ｅに照らして代替案Ａ（全部でｍ個）のウェイト

を求める。ここでも一対比較法を用いる。ここで、

評価基準Ｅのウェイトを

ｗ１，ｗ２，・・・ｗｎ，ただし　Σｗｉ＝１　　�、

評価基準Ｅｉに照らしてのＡ１，Ａ２，Ａ３・・・Ａｍ

のウェイトを

ｗｉ１，ｗｉ２，・・・，ｗｉｍ，

ｉ＝１，２，・・・ｎ，ただし　Σｗｉｊ＝１　　�、

とする。

�、�から、各代替案Ａ１，Ａ２，・・・，Ａｍ

図５．１．１　階層構造図

問題（Ｐ） 
（レベル１） 

（レベル３） 

（レベル２） Ｅ １ 

Ａ １ 

Ｅ ２ Ｅ ３ Ｅ ｎ 

Ａ ２ Ａ ３ Ａ ｍ 

・・・・ 

・・・・ 
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の総合評価を求める。例えば代替案Ａｊの総合評

価をｖｊとすれば、

ｖｊ＝ｗ１ｗ１ｊ＋ｗ２ｗ２ｊ＋・・・＋ｗｎｗｎｊ，

ｊ＝１，２，・・・，ｍ

として、求めることができる。

５．１．２　一対比較法

ＡＨＰでは、上述のとおり、いくつかの項目に

それぞれの重要度を示すウェイトをつけなくては

ならない。このウェイトを求める準備として一対

比較法がある。例えば項目Ａ，Ｂを比較したとき

に表５．１．２．１を用いてウェイトの比を求め

る。

５．２　競争原理が導入された電力業界における

既存電力会社の対応の分析

ＡＨＰでは、「問題」とその解決策であるいく

つかの「代替案」、そしてそれぞれの代替案を評

価する「評価基準」が階層構造をなしている。こ

こで「問題」にあたるのが「競争原理が導入され

た電力業界における既存電力会社の対応」で、

「代替案」は「既存電力会社が選択している企業

行動の方針」、「評価基準」は既存電力会社が実際

に行っている「企業行動」とする。そして、既存

電力会社が選択している企業行動の方針（代替案）

に、最終的にウェイト付けを行うことにより、競

争が導入された電力業界における既存企業の対応

の優先順位を導き出すこととしたい。

評価基準としては、各社が公表しているホーム

ページ上の経営効率化計画や各社への調査結果な

どから明らかになっている企業行動とし、まず、

大まかな企業行動を４つ選択し、これを評価基準

１とし、さらに、評価基準１のそれぞれの項目に

付随する企業行動を評価基準２とする。評価基準

１・２については以下の表５．２に示す。代替案

は「コスト削減」、「新規投資」、「収益力強化」、

「財務体質の改善」、「社内の意識改革」の５つと

し、これらから、図５．２に示す階層構造の図表

についてＡＨＰ手法を用いた分析を行うこととす

る。

表５．１．２．１　一対比較の点数表

一対比較値 意　　味

１ 両方の項目が同程度重要

３ 前の項目が後ろの項目より
若干重要

５ 前の項目が後ろの項目より重要

７ 前の項目が後ろの項目より
かなり重要

９ 前の項目が後ろの項目より
絶対的に重要

２,４,６,８ １，３，５，７，９について
補完的に用いる
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表５．２　評価基準１、評価基準２の各項目

評価基準１

経営効率化

営業力強化

事業の多角化

環境への取り組み

評価基準２

経 営 効 率 化

設備投資削減

修繕費削減

原子力利用率向上

火力熱効率向上

負荷平準化

人件費削減

ＩＴ投資

間接部門簡素化

組織の再編成

有利子負債の削減

ＲＯＡ改善

資機材調達コスト削減

営 業 力 強 化

社員教育の強化

コンサルティングサービス強化

料金メニュー拡充

戦略機器の販促

ブランド構築

ＩＲ活動の推進

金融技術等の取込み

事業の多角化

情報通信事業

ガス卸・小売り事業

オンサイト・ＥＳＣＯ事業

海外事業

地域密着型事業

環境への取組

原子力建設推進

天然ガス利用の促進

風力発電等クリーンエネルギーの開発

排出権取引等を視野に入れた植林事業等
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図５．２　競争原理が導入された電力業界における既存電力会社の対応

「評価基準１」

「代替案」 （レベル４） 

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

（レベル２） 

「評価基準２」

（レベル３） 

経営効率化 営業力強化 事業の多角化 環境への取り組み 
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社
員
教
育
強
化 

情
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通
信
事
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原
子
力
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進 

コスト削減 新規投資 収益力強化 財務体質の改善 社内の意識改革 

５．２．１　一対比較の結果

５．２．１．１　評価基準１

既存各社が公表しているホームページ上の経営

効率化計画や中期経営計画、また各社に対して

行った調査結果をもとに、それぞれの評価基準

１の項目について一対比較を行い、その結果とし

てそれぞれのウェイトを表５．２．１．１に示す。

経営効率化 営業力強化 事業の多角化 環境への取組

ウェイト ．５２０ ．２０１ ．２０１ ．０７８

表５．２．１．１　評価基準１の各項目のウェイト　（整合度０．０１４４６）



61 郵政研究所月報 ２００１．１２

５．２．１．２　評価基準２

同様に、評価基準１の各項目に照らした評価基

準２の各項目のウェイトを表５．２．１．２に示

す。

表５．２．１．２　評価基準２の各項目のウェイト

○「経営効率化」に付随する評価基準２の各項目のウェイト　（整合度０．０３５５０）

設備投資削減 修繕費削減 原子力利用率向上 火力熱効率向上 負荷平準化

．１６０ ．１２０ ．０８１ ．０４３ ．０９１

人件費削減 ＩＴ化投資 間接部門簡素化 組織の再編成 有利子負債削減

０７９ ．０５８ ．０６８ ．０６５ ．１００

ＲＯＡ改善 資機材調達コスト削減

．０７９ ．０５６

社員教育の強化 コンサルサービス強化 料金メニュー拡充 戦略機器の販促 ブランド構築

．１２３ ．２７４ ．２０５ ．１６５ ．０２８

ＩＲ活動推進 金融技術取込み

．１８６ ．０２０

○「事業の多角化」に付随する評価基準２の各項目のウェイト　（整合度０．０４２４８）

情報通信事業 ガス卸・小売り オンサイト・ESCO 海外事業 地域密着事業

．４９６ ．２４５ ．１６２ ．０３９ ．０５８

○「環境への取り組み」に付随する評価基準２の各項目のウェイト

原子力建設推進 天然ガス利用促進 風力等クリーンエネ開発 排出権取引（植林事業）

．６８６ ．１２６ ．１０２ ．０８６

同様に、評価基準２の各項目からみた代替案の

ウェイトを出し、これらから総合評価を導く。
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５．２．２総合評価

５．２．１の個々のウェイトを集計した代替案

の総合ウェイトは図表５．２．２のとおりとなっ

た。

図表５．２．２　各代替案のウェイト

コスト削減 新規投資 収益力強化 財務体質の改善 社内の意識改革

ウェイト ．２３５ ．１９６ ．２０１ ．１３４ ．２３５

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

各代替案の総合評価

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400
コスト削減

社内意識改革

収益力強化財務体質改善

新規投資

コスト削減

収益力強化

財務体質改善

社内意識改革

新規投資



５．３　ＡＨＰによる分析結果

平成１２年３月２１日、電力小売り部分自由化がス

タートして以来、既存電力各社が取り組んできた

さまざまな対応についてＡＨＰの手法を用いて分

析した結果、「コスト削減」と「社内の意識改革」

がもっとも高いウェイトとなった。今回の分析で

代替案とした５つの方針については、「財務体質

の改善」を除いて既存電力会社がほぼ同様に注力

していることが分かる。

競争原理が導入されたことにより、既存各社は

価格競争力を高めるために経営効率化を急速に進

めており、コスト削減が最優先されるのは容易に

理解できる。ただ、その一方で収益力の強化やグ

ループ全体の競争力強化を目的とした新規投資な

どがおろそかにされているわけではなく、全体と

してバランスのとれた競争力強化方針が選択され

ていると考えられる。しかし、これらの方策はほ

ぼすべての既存電力会社が同様に取り組んでおり、

現在のところ各社ごとの経営戦略として大きな違

いは見受けられない。規制緩和によって電力業界

では新規参入企業のみならず、既存の電力会社同

士でも競争が始まっているため、今後は各社それ

ぞれが自社の強みを把握し、その核となる競争力

の強化に注力することで他社との差別化を図る戦

略をとっていかなくてはならないだろう。潜在的

な成長力が大きい有望なマーケットを地域内に抱

えている、あるいは豊富なキャッシュフローを継

続して生み出す価格競争力の高い発電所を所有し

ている、地域における信頼度が非常に大きい、な

ど、各社が持つ固有の強みはさまざまであろう。

そうした強みを冷静に分析し、把握することでよ

り効率的な競争力強化方策を実施することが可能

になると思われる。

また、今回の分析結果から明らかになったこと

は、各社が特に「社内の意識改革」への取り組み

として実施している企業行動はないものの、コス

ト削減や新規投資といったさまざまな取り組み自

体が社内の意識改革に与える影響が大きく、結果

として「コスト削減」と同様、もっとも高いウェ

イトとなっていることである。新規参入企業に対

する調査結果によると、「これまで電力業界には

競争がなかったため、参入余地が大きいとして新

しく電力ビジネスに新規参入する」という企業も

ある。つまり競争がなかったために非効率な分野

が多く残されているということであるが、そのな

かには、これまで競争意識を持たずに仕事をして

きた電力業界の労働力の質も含まれるであろう。

競争力の強化には、コスト削減による価格競争力

の強化や収益性の高い事業領域への集中的な投資、

不採算部門からの撤退、魅力的なサービス・付加

価値の提供による顧客獲得など、いろいろな方策

があるが、なかでももっとも重要なのは従業員の

意識改革である。いかに優れた戦略でも、それを

実行する人材に改革意欲がなければ本質的な競争

力強化は望めない。逆に、従業員のモチベーシ

ョンを高く維持することができれば、企業が取

り組むさまざまな競争力強化策は、それぞれが相

乗効果を持ってよりよい結果をもたらすであろう。

ただし、社内の意識改革が進むことについて留意

しなくてはならないのは、それが従業員の危機意

識と直結しているということである。ここ数年の

あいだに多くの業種において規制緩和が進み、厳

しい競争のなかで経営不振に陥った企業は市場か

らの撤退を余儀なくされているが、こうした状況

下でそれぞれの従業員は自らが働く企業の将来性

を厳しく見定めようとしており、明確なビジョン

を示せない企業からは多くの優秀な人材が流出し

ていくだろう。競争が導入されたことによって社

内で次第に醸成されてくる従業員の危機意識は、

企業にとって大きな潜在成長力の源泉となりうる

一方で、人材流出による競争力の減衰をもたらす

可能性もあるといえる。
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競争原理が導入された電力業界の既存電力会社

は経営効率化などでコスト削減を進める一方で、

新規投資や収益力強化、財務体質改善といった方

針を掲げ、競争への最初の対応としては全方向的

な競争力強化に取り組んでいることが分かった。

またその過程で従業員の意識付けが大きく変わる

ことも明らかになった。競争が激化してくるなか

でいかに自社の強みを伸ばし、他社との差別化を

図れるか、また魅力的な将来ビジョンを掲げて労

働力の質の向上を実現できるかが、今後の課題と

なってくると思われる。
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１．新しい財政投融資制度（平成１３年４月から実施）では、郵貯資金・年金積立金の預託

義務が廃止され、市場における自主運用に移行することとなった。ただし、郵貯資金、

簡保資金については、市場運用の例外として地方公共団体貸付けを行うこととなって

いる。

２．地方債は、地方公共団体等が発行する多様な債券・借入金の総称であり、事業内容に

もかなりの相違があるとみられるが、現状ではこれらの資金の調達条件はほぼ同一で

ある。バブル崩壊以降、地方債の発行は急速に拡大している。

３．地方債は、国債などと比較すると一回の発行量が少額となり、発行頻度も低く、流動

性は低い。流通性向上のための措置としては、市場公募地方債については満期一括償

還方式の導入、繰上償還条項の削除、償還期限の多様化などが実施され、縁故地方債

に関しては、発行ロットの大型化、償還方式の標準化、市場を考慮した発行条件の設

定、債券決済ネットワークへの登録などが検討されている。

４．地方債許可制度の事前協議制度への改正により、地方債の発行に際して自治大臣（現

総務大臣）の許可は不要となる。これにより国の同意のない地方債も発行可能となる

が、これは地方債への信用供与の変化を意味する。

５．銀行部門への時価会計導入により、特に地方債の引受主体である指定金融機関等では、

地方債の価格形成や流動性に敏感にならざるを得ない。転売は可能であるが価格変動

がある証券形式と、売却は出来ないが価格変動もない証書形式では、引受けにあたっ

て評価が分かれてくる可能性もある。

６．今後の郵政事業の資金運用については市場化への方向付けが働くと考えられるが、こ

れは資金運用の効率化を促進する一方で、リスクも拡大させる。運用スタンスとして

地方債の位置づけを明確化しておく必要があろう。

郵政事業資金における地方債運用の現状と課題

大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 跡田　直澄

［要約］

特別寄稿

市場公募地方債、縁故地方債、事前協議制度、激変緩和措置、時価会計、ペイオフ

キーワード



はじめに

平成１３年４月より新しい財政投融資制度が発足

し、郵貯・簡保資金については全額自主運用とな

って、運用における裁量の余地が大幅に拡大した。

一方、郵貯・簡保の資金運用における地方債購入

等は近年拡大傾向にあるが、地方財政が逼迫し地

方交付税制度の見直しが検討される状況にあって、

今後の郵政事業資金の地方債運用をめぐる環境は

新たな論点を提供すると考えられる。本稿はこの

ような観点から、郵政事業資金、地方債市場、地

方財政の現状と今後の制度変更を整理し、郵政事

業資金の地方債運用をめぐる論点を抽出した。

１　郵政事業資金の地方債運用の現状

１．１　郵貯資金の地方債運用の現状

郵便貯金として集められた資金は、基本的には

全て大蔵省資金運用部（現　財務省）に預託され、

財政投融資計画の原資となってきた。この預託金

残高の規模は平成１２年度では２４６兆７，４００億円、

うち地方公共団体への貸付残高は約３９兆円１）と

推計される。

一方、郵便貯金では資金運用部預託金の一部を

原資とし、金融自由化対策資金という形で一部自

主運用を行ってきた。運用額は、昭和６２年度に２

兆円で開始され、平成１２年度末残高は５７兆４，４７９

億円となっている。この金融自由化対策資金にお

ける地方債運用は、市場公募債及び縁故債（証券

形式）を銀行や証券会社を通じて市場から購入す

ることによって行っているが、平成２年度末残高

の４，９２５億円から平成１２年度末残高には９兆７，９４８

億円、金融自由化対策資金全体に占める構成比で

みても４．５％から１７．０％へと大幅に増加している

（図１）。

１．２　簡保資金の地方債運用の現状

簡保資金２）のうちの積立金は、一貫して総務

（旧郵政、逓信）大臣が直接、管理・運用してお

り、平成１２年度末の残高は１２０兆８，１８９億円と

なっている。簡保資金における地方債運用は、市

場公募債及び縁故債（証券形式）を銀行や証券会

社を通じて市場から購入することによるものと、

財政投融資の一環として資金運用部資金と共に地

方公共団体に政府資金として貸付けを行うものに
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１）資金運用部資金に占める地方公共団体への貸付残高（１２年度は６９．６兆円：１５．８％）から推計
２）簡保資金：簡易保険の将来の支払いに備えて積み立てられた資金。会計制度上、積立金と余裕金の２つに分けられる
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（図１）金融自由化対策資金の運用構成比

出所：総務省



分けられる。運用残高の推移を見ると、地方債の

証券購入が平成２年度末の３兆５，２６０億円から平

成１２年度末には７兆４，６０８億円へ（構成比は

６．８％から６．２％へ）、地方公共団体への貸付け

は平成２年度末の９兆６，８５１億円から平成１２年度

末の１７兆６，５２１億円へ（構成比は１８．７％から

１４．６％へ）と、絶対額では増加傾向にあるもの

の簡保資金全体に占める構成比としては減少して

いる（図２）。

１．３　財政投融資制度の改革

� 旧財政投融資制度

財政投融資制度は、有償資金を活用して民間資

金では困難な用途に資金を供給する制度であり、

資金運用部資金、簡保資金、産業投資特別会計、

政府保証債を財源（原資）としていた。その中核

をなすのが資金運用部資金であり、郵貯資金と厚

生年金・国民年金の年金資金による預託が大きな

ウェイトを占めていた。平成１２年度末の資金運用

部資金の残高は４３９兆６，６３５億円（うち郵便貯金

の預託金が占める割合は５６．１％、年金資金は

３２．４％）、うち政府資金として地方公共団体への
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（図３）資金運用部資金の運用構成比

出所：財務省
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（図２）簡保資金の運用構成比

出所：総務省



貸付残高は６９兆６，１８７億円、簡保資金による貸付

残高の１７兆６，５２１億円を加えると合計８７兆２，７０８

億円となっている（図３、４）。（郵貯資金は直接に

は地方公共団体への貸付けを行っていなかった）。

� 新財政投融資制度

一方、平成１３年４月からの新しい財政投融資制

度では、郵貯資金・年金積立金の預託義務が廃止

され、これらの資金は原則、簡保資金と同様に市

場における自主運用に移行することとなった。今

後は新たな預託を行わないことに加えて、これま

で各７年の期限で預託されていた資金が今後７年

間にわたって返還され、郵貯の自主運用財源に加

わっていく（これに伴って金融自由化対策資金も

廃止）。郵政事業資金はこれまで以上に市場原理

に即したリスクにさらされると共に、自ら運用益

を積極的に確保していく役割を負うこととなる。

ただし、郵貯資金、簡保資金については、市場

運用の例外として地方債計画の一環としての地方

公共団体貸付けを行うこととなった（図５、表１）。

また、郵貯資金、簡保資金及び年金資金は、新

制度下で財投資金を調達するための財投債発行に

ついて、相応の財投債引受協力を行うこととなっ

ている。
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（図４）旧財政投融資制度による地方公共団体への資金の流れ（平成１２年度末）
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（図５）新財政投融資制度による地方公共団体への資金の流れ（平成１３年４月以降）



２　地方債市場の現状

２．１　地方債現在高の急増

バブル崩壊以降、地方税収等の落ち込みや減税

に伴う減収の補てん、経済対策に伴う公共投資の

追加等により、地方債の発行は急速に拡大した

（図６）。地方債現在高でみると、平成２年度末の

５２兆１，８８３億円から平成１１年度末には１２５兆５，９９７

億円（前年度比４．６％増）と増加しており、平成

１１年度末では歳入総額の１．２１倍、一般財源総額の

２．２０倍まで膨れ上がっている。その内訳は、一

般単独事業債が４０．１％、一般公共事業債が１７．１％

と、事業関係部分が大きいことがわかる（図７）。

なお、地方債残高における郵政事業資金の占有

率は、郵貯資金による貸付け（２０．９％）３）、簡保

資金による貸付け（９．２％）、郵貯資金による市

場からの購入（５．１％）、簡保資金による市場か

らの購入（４．１％）をあわせると約３９．３％となる。
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（表１）平成１３年度と平成１２年度の地方債計画 （単位　億円）

出所：総務省

区　分
平成１３年度

（Ａ）
計画額

区　　分
平成１２年度
（Ｂ）

計画額 差引額
（Ａ）－（Ｂ）

政府資金 78,100 47.3 政府資金 76,500 46.9 1,600
財政融資 51,800 31.4 資金運用部 58,700 36.0
郵貯直接貸付け 10,000 6.1 郵貯等 （45,713） （28.0）

－ － － 年　金 （12,987） （8.0）
簡保直接貸付け 16,300 9.9 簡保直接貸付け 17,800 10.9

公営公庫資金 19,600 11.9 公営公庫資金 20,200 12.4 △600
民間等資金 67,298 40.8 民間等資金 66,406 40.7 892

政府保証付外債 100 0.1 政府保証付外債 － －
市場公募 16,900 10.2 市場公募 16,100 9.9
縁　故 50,298 30.5 縁　故 50,306 30.8
合　　　計 164,998 100.0 合　　　計 163,106 100.0 1,892

構成比 構成比

３）資金運用部資金に占める地方公共団体への貸付残高の構成比（１１年度は１５．０％）から推計
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（図６）地方債最終計画の推移（資金別）

出所：地方債協会「地方債統計年報」
（注）１２、１３年度は当初計画である



２．２　地方債の募集形態

地方債は、国債のように単一の機関が発行する

債券ではなく、全国の地方公共団体あるいは公営

企業が発行する多様な債券・借入金の総称である。

これらは多様な企業会計を抱えており、また事業

内容にもかなりの相違があるとみられるが、現状

ではこれらの資金の調達条件はほぼ同一であるた

め、あたかもひとつの資金運用先としてとらえら

れている。

地方債はその募集形態により、地方公共団体が

債券市場での公募により発行する市場公募地方債

と、公募によらず、発行団体と何らかの縁故関係

を有する特定の金融機関（銀行、保険会社、信用

金庫、信用組合、農林漁業系金融機関等）から資

金を借り入れる非公募（縁故）債、その他に分け

られる。縁故債には証券形式のものと証書形式の

ものがあり、証書形式の縁故債とは借入れであっ

て、政府資金による地方債引受けもこれと同じ方

式のものといえる。

平成１１年度末現在高における構成比は、政府資

金（４４．４％）、市中銀行資金（３２．５％）、市場公募

債（８．７％）、公営企業金融公庫資金（６．４％）

となっている。なお、公営企業金融公庫とは、公

営企業債券の発行等によって資金を調達し地方公

共団体への融資を行うもので、主に公営企業債の

引受けを行っている。

２．３　地方債の発行条件

市場公募地方債は、発行条件が同時に決定され

るものは同一条件で発行される。利率は国債、政

府保証債よりも若干高い。公募債発行団体は現在

２８団体あるが、ある程度定期的に発行しているの

は、東京都、横浜市、大阪市など一部に限られて

いる。東京都債は毎月発行で流動性も高いが、発

行が年１回など極めて流動性が低い発行体もあり、

市場では若干の利回り差が生じている。

一方、縁故債の発行条件は、本来は発行体と引

受者の相対交渉で決められるべきものであるが、

現実には公募地方債と同一に設定する傾向にある。

証書形式の地方債は資金の借入れであって流通し

ないが、証券形式の地方債の流動性は低いものの

引受者が転売することが可能である。

２．４　地方債の流動性

地方債のうち市場で購入することが可能なのは、

市場公募地方債と証券形式の縁故地方債である。

地方債は全国で３千を上回る自治体がそれぞれの
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（図７）地方債現在高の目的別構成比の推移

出所：総務省



実施事業や財政状況に応じて発行するため、国債

などと比較すると一回の発行量が少額となり、発

行頻度も低く、流動性４）は低くなる。

市場公募地方債の流通性向上のための措置とし

ては、満期一括償還方式の導入（平成４年）、

BIS（国際決済銀行）におけるリスクウェイトの

改善（リスクウェイト０％に、平成６年）、最低

発行ロットの拡大（１００億円、平成７年）、繰上

償還条項の削除（平成１０年）、有価証券取引税の

廃止（平成１１年）、償還期限５年の市場公募地方

債の発行（平成１２年）、などが講じられている。

一方、縁故地方債に関しては、発行ロットの大型

化、償還方式の標準化、市場を考慮した発行条件

の設定、債券決済ネットワークへの登録などが

（財）地方債協会において検討されている。

地方債の流通性向上の観点からの論点として地

方債の共同発行がある。地方債の市場化に向けて、

多くの自治体では個別の対応が難しく、また投資

家からみても評価が難しい。そこで、第三者機関

による地方公共団体資金の共同調達の方式が資金

調達の選択肢を広げる手段として　�地方債協会

の「地方債に関する調査研究委員会」報告書（平

成１１年３月）により提案されている。

２．５　地方債の発行と償還の仕組み

地方債の起債、起債の方法、利率及び償還の方

法を変更する場合、地方公共団体は、自治大臣

（現　総務大臣）または都道府県知事（市町村の

場合）の許可を受けなければならない。この背景

には、地方債計画による地方債発行の総量規制や

財源保障がある。即ち、許可を受けた地方債の元

利償還資金については、地方財政計画や地方交付

税制度により国から資金提供され、実質的には国

による政府保証に準じた機能を果たしてきた。こ

のため、地方債の信用能力も国債・政府保証債と

同等と評価されてきている。

地方債の償還に充てられる財源は基本的には、

普通会計債にあっては地方税、地方交付税等の一

般財源、公営企業債にあっては当該企業等の経営

による料金収入等である。このほかに地方債の償

還を手当てする制度として、借換債と減債基金が

ある。借換債については、既発債の償還期限の到

来時に未償還金を繰り延べるために満期借換を行

うのが一般的である。なお、政府資金や公営企業

金融公庫については、「当初の融資条件が借換を

必要としないように定められている」ことになっ

ているが、実際には高金利時代のものが残存して

金利負担を大きくしていることから、平成１１年度

以降、臨時措置として公債費負担対策の措置が取

られている。一方、減債基金とは、将来の公債の

償還費に充てるための所要の財源を計画的に留保

し、後年度の公債費負担の増加に備えるものであ

る。市場公募債発行団体では、元利償還や減債基

金積立などの透明性確保のため、公債管理特別会

計を設置している。

３　地方財政の現状と今後の方向

３．１　地方財政の現状

� 歳入の状況

地方自治体の歳入純計額は、平成１１年度決算で

みると１０４．０兆円である。歳入を大別すると地方

税３５．０兆円（３３．７％）、地方交付税２０．９兆円

（２０．１％）、地方特例交付金０．６兆円（０．６％）、地

方譲与税０．６兆円（０．６％）、国庫支出金１６．６兆

円（１６．０％）、地方債１３．１兆円（１２．６％）、その他

71 郵政研究所月報 ２００１．１２

４）市場流動性の指標「売買回転率」：取引の規模や活発さを表す「売買高」を現存額で除して算出



（手数料ほか）１７．２兆円（１６．５％）の構成にある

（図８）。

地方政府の歳入の基本は地方税であるが、全体

に占める割合は３割程度であり、さらに近年の景

気低迷により税収が低迷している。これ以外の大

部分は国に依存する財源もしくは借金であり、地

方公共団体の歳入構造は総じて脆弱であるといえ

る（図９）。

地方税を道府県税と市町村税に分けてみると、

道府県税は総額１４．６兆円、うち主たる財源は、事

業税３．９兆円（２７．０％）、道府県民税３．６兆円

（２４．８％）、地方消費税２．５兆円（１７．０％）、自動

車税１．８兆円（１２．０％）、軽油引取税１．３兆円

（８．７％）である。都道府県は国税以上に法人関

係二税（法人事業税及び法人道府県民税）の税収

に依存するところが大きく景気変動に敏感となり

がちである。一方、市町村税は総額２０．４兆円、う

ち固定資産税９．３兆円（４５．６％）、市町村民税８．４

兆円（４０．９％）、都市計画税１．４兆円（６．７％）

で、固定資産税を中心に近年は比較的安定的に推

移している。

� 歳出の状況

平成１１年度の歳出純計額は１０１．６兆円、目的別

にみると、総務費９．２兆円（９．０％）、民生費
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（図９）地方財政の借入金残高

出所：総務省「地方財政白書」
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（図８）地方公共団体の歳入内訳の構成（平成１１年度）

出所：総務省「地方財政白書」



１５．１兆円（１４．８％）、衛生費６．６兆円（６．５％）、

農林水産業費６．２兆円（６．１％）、土木費２１．０兆

円（２０．６％）、教育費１８．２兆円（１７．９％）、公債費

１１．８兆円（１１．６％）、その他１３．６兆円（１３．５％）

となっている。近年では老人福祉を中心とする民

生費及び地方債現在高の増加を受けた公債費の構

成比が上昇している（図１０）。

性質別にみると、人件費２７．０兆円（２６．６％）、

扶助費（社会保障関連）６．９兆円（６．８％）、公

債費１１．８兆円（１１．６％）、投資的経費２６．８兆円

（２６．４％）、物件費８．０兆円（７．９％）、維持補修

費１．１兆円（１．１％）、補助費７．１兆円（７．０％）、

繰出金３．２兆円（３．１％）、投資・出資金０．８兆

円（０．８％）、貸付金６．４兆円（６．３％）となっ

ている。歳出の３割弱が投資的経費である点にお

いて自由度が高い歳出であるといえるが、これ以

外の費目の削減は困難であり歳出の硬直化が著し

い。

� 収支及び財政構造の状況

収支及び財政構造についてみると、平成１１年度

では、実質収支５）は都道府県においては２年連

続で１９４億円の赤字、市町村においては１兆２２０

億円の黒字である。実質収支の赤字団体数は、２６

団体ある（表２）。

単年度収支６）は都道府県計６７７億円、市町村

計９１１億円の黒字である。単年度収支の赤字団体

数は、２，３０３団体ある。経常収支比率７）は、都

道府県の加重平均で９１．７％、市町村で８３．９％とな

っている。近年、公債費充当分を中心に経常経費

充当一般財源が増加する一方で、都道府県では、

法人関係二税を中心に経常一般財源が低迷し、上

昇幅が比較的高くなっている（図１１、表３）。地

方債関連では、公債費負担比率８）は、１７．２％で

８年連続上昇している（図１２、表４）。起債制限

比率９）も１１．０％で８年連続上昇している。いず

れも近年における地方公共団体の起債力の低下を
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（図１０）目的別歳出決算額の構成比（平成１１年度）

出所：総務省「地方財政白書」

５）実質収支：年度をまたがる繰越金を控除した収支
６）単年度収支：実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
７）経常収支比率：経常経費充当一般財源と経常一般財源の比率で、自治体財政における弾力性を示す指標。人件費、扶助費、

公債費などの毎年度において経常的に支出される経費（経常的経費）を分子、地方税、普通交付税などの毎年度において経常
的に収入される一般財源を分母とする比率。この比率が小さいときに自治体財政における弾力性が高くなる
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（表３）経常収支比率の段階別分布状況（平成１１年度）

（注）（ ）内は構成比
出所：総務省「地方財政白書」

（表２）実質収支の状況

出所：総務省「地方財政白書」

区　　分

平成１１年度 平成１０年度 増　　減

団体数 形式収支
翌年度に
繰り越す
べき財源

実質収支 団体数 実質収支 団体数 実質収支

＜全団体＞ 億円 億円 億円 億円 億円

都道府県 47 8,800 9,074 △ 194 47 △ 872 ‐ ‐
市 町 村 5,473 14,894 4,674 10,220 5,519 9,292 △ 46 928
合　　計 5,520 23,774 13,749 10,025 5,566 8,420 △ 46 1,605

＜黒字の団体＞
都道府県 43 8,454 7,501 953 43 846 ‐ 107
市 町 村 5,451 14,838 4,497 10,341 5,491 9,421 △ 40 920
合　　計 5,494 23,292 11,998 11,294 5,534 10,268 △ 40 1,027

＜赤字の団体＞
都道府県 4 426 1,573 △1,148 4 △1,718 ‐ ‐
市 町 村 22 56 177 △ 121 28 △ 129 △ 6 8
合　　計 26 482 1,751 △1,269 32 △1,847 △ 6 578

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 年度 
60
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％ 

都道府県 
市町村 

８）公債費負担比率：公債費に充当された一般財源が当該団体の一般財源を占める割合で、公債費がどの程度一般財源の使途の
自由度を制約しているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断する

９）起債制限比率：地方債元利償還金に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合であり、過去３年間の平均値をとる

（図１１）経常収支比率の推移

出所：総務省「地方財政白書」

区　分 70%未満 70%以上
80%未満

80%以上
90%未満

90%以上
100%未満 100%以上 合　　計

都道府県 －
（－）

5
（10.6）

26
（55.3）

12
（25.5）

4
（8.5）

47
（100.0）

市 町 村 160
（5.0）

1,258
（39.0）

1,547
（47.9）

243
（7.5）

21
（0.7）

3,229
（100.0）

合　　計 160
（4.9）

1,263
（38.6）

1,573
（48.0）

255
（7.8）

25
（0.8）

3,276
（100.0）



示唆している。

財政危機が深刻化して財政破綻の恐れが生じた

地方公共団体は、財政再建制度（昭和３０年に公

布された地方財政再建促進特別措置法）に基づい

て自治省（現　総務省）の管理のもとで歳出を強

制的にカットすることになる。この制度の存在に

より、わが国の地方債が債務不履行に陥る懸念が

排除されている。近年に財政再建団体１０）の指定

を受けた自治体（平成６年度に１団体）では、病

院などの地方公営企業における失敗が財政危機の

原因となっている。

３．２　地方財政をめぐる制度変更への動き

わが国の地方財政は、国・地方の事務上・財政

上の密接な関係を背景に複雑な様相を示しており、

財政面での効率化の必要性、地域としての自立

性・活性化の促進を図るにあたっては、国・地方

関係をどう変化させていくかを含めて議論するこ

とが不可欠である。

地方分権推進委員会（平成７～１３年、現在は地

方分権改革推進会議へ移行）は、国の国・地方関

係の全般的見直しによる地方分権化を志向し、機

関委任事務の見直しなど事務事業の改革を実現し

たほか、財源論について地方税財源充実確保方策
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（表４）公債負担比率の段階別分布状況（平成１１年度）

（注）（ ）内は構成比
出所：総務省「地方財政白書」
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（図１２）公債費負担比率と起債制限比率の推移

出所：総務省「地方財政白書」

区　分 5%未満 5%以上
10%未満

10%以上
15%未満

15%以上
20%未満 20%以上 合　計

都道府県 －
（－）

－
（－）

7
（14.9）

25
（53.2）

15
（31.9）

47
（100.0）

市 町 村 26
（0.8）

272
（8.4）

926
（28.7）

1,142
（35.4）

863
（26.7）

3,229
（100.0）

１０）正確には準用財政再建団体という。財政の運営上必要な一時借入金について政府資金の融資あっせんを行うほか、一時借入
金の支払利息及び行政整理に伴う退職手当については特別交付税による措置を講じることとされている。

合　　計 26
（0.8）

272
（8.3）

933
（28.5）

1,167
（35.6）

878
（26.8）

3,276
（100.0）



についての提言がまとめられた。これには、１）

地方税財源充実の基本的視点、２）地方税源の充

実策、３）地方税源充実に伴い発生する偏在問題、

４）地方財源充実に対応する国庫補助負担金、地

方交付税等の改革などが提言されている。

また、平成１３年に新設された経済財政諮問会議

は、去る６月にいわゆる「骨太の方針」を取りま

とめ、主要な財政費目のうち地方財政、公共投資、

社会保障の３項目について問題点を指摘している。

地方財政に関しては、７つの改革プログラムのひ

とつとして地方自立・活性化プログラムも提示さ

れ、そこでは地方財政の立て直し、国庫補助負担

金の整理合理化、地方交付税制度の見直し、民間

的経営手法の導入などが提案されている。経済財

政諮問会議の主張は、地方に自立化のインセンテ

ィブを与えることであり、そのためには国と地方

の財政調整制度については簡素化のうえ縮小が必

要であると指摘している。

これらの改革が進めば、国と地方の財源配分が

変化し、地方自治体の財政状況にあたえる影響も

大きいとみられる。

４　地方債市場の今後の環境変化

４．１　地方債許可制度から事前協議制度への移行

地方分権一括法の一環として、地方債許可制度

は事前協議制度に改正される。これにより地方債

の発行に際して従来必要とされた自治大臣（現

総務大臣）による許可は不要となり、総務大臣の

同意なしで地方債の発行が可能となる。ただ、こ

の改正には移行期間が設けられており、財政の健

全性が確保されている団体については実質的な協

議制度に移行することになっているものの、財政

構造改革法の停止前の財政健全化目標年度である

平成１７年度までは許可制度が維持される。

この改革のねらいは、地方債の発行に際しての

地方自治体の自主性向上である。協議制度への移

行により国の同意のない地方債も発行可能となる

が、これは地方債への信用供与の変化を意味する。

従来は地方債許可制度に並立した地方債計画のも

とで、すべての地方債に対して国による暗黙の保

証が与えられていた。今後は地方債計画の枠外で

の地方債発行が可能になるわけであり、この地方

債には国からの暗黙の債務保証は与えられない。

４．２　時価会計導入の影響及びペイオフと公金運

用の制度変更

平成１３年１０月よりわが国の銀行部門には時価会

計が導入される。保有資産の時価変動は、特に金

融機関にとって自己資本比率等、自らの経営指標

にも影響が大きいため、地方債の引受け主体であ

る指定金融機関等では、地方債の価格形成、地方

債の流動性に敏感にならざるを得ない。これまで

指定金融機関として、地方債の引受け要請に積極

的に応じてきたが、これまでは同等とみられてい

た証券形式と証書形式の縁故債の引受けについて

も、転売は可能であるが価格変動がある証券形式

と、売却は出来ないが価格変動もない証書形式で

は、引受けにあたって評価が分かれてくる可能性

もある（図１３、表５）。
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また、ペイオフ解禁後（平成１４年度予定）は、

自治体の公金預金の管理・運用も「現預金中心の

運用」から「有価証券を含めた形での運用」へと

変化する。各自治体は、公金を取引する金融機関

の信用リスク、有価証券等のリスクにも十分理解

と認識を深めて公金運用を行っていく必要性があ

る。

今後、地方分権が進展すると、地方自治体は自

らの責任において地方債を発行し、かつ自主財源

によりそれを償還していく必要性が高まる。一部

では資産運用を図る自治体も生じるであろう。資

産運用の自由は同時にリスクの発生を意味する１１）。
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（図１３）市場公募地方債消化状況（平成１１年度）

出所：地方債協会「地方債統計年報」

（表５）金融機関別縁故地方債引受状況（平成１１年度） （単位：百万円、％）

出所：地方債協会「地方債統計年報」

借入先
合　計 証　券 証　書
（Ａ） 構成比 （Ｂ） （Ｂ）／（Ａ） （Ｃ） （Ｃ）／（Ａ）

都　　　銀 1,464,543 25.4 1,225,833 83.7 238,710 16.3
地　　　銀 2,460,122 42.7 1,589,508 64.6 870,614 35.4
第 二 地 銀 351,678 6.1 211,450 60.1 140,228 39.9
長　信　銀 150,520 2.6 150,520 100.0 － －
信　　　託 156,124 2.7 156,124 100.0 － －
信金・信組 308,325 5.3 79,886 25.9 228,439 74.1
農　林　系 439,040 7.6 96,304 21.9 342,736 78.1
生　損　保 135,468 2.3 70,912 52.3 64,556 47.7
共　済　等 227,926 4.0 64,591 28.3 163,335 71.7
そ　の　他 73,601 1.3 707 1.0 72,894 99.0
合　　　計 5,767,347 100.0 3,645,835 63.2 2,121,512 36.8

１１）参考事例として、米国カリフォルニア州のオレンジカウンティでは、資産運用の失敗から連邦破産法により破産宣告され、
そのため発行する地方債は不履行となった。



５　郵政事業資金の地方債運用をめぐる環境変化

５．１　公的金融としての役割

今後の郵政事業資金の運用については、各種の

制度変更等に伴って市場化への方向付けが働くこ

とは疑いない。市場化の進展は資金の効率的運用

を促進するが、それに伴ってリスクも拡大してい

く。どのようなリスクと収益機会を追求すべきか

の考え方によって、今後の地方債運用の位置づけ

も異なってこよう。一方では、郵政事業資金の公

的な役割が変化していくことも予想される。これ

までの公的金融たる郵政事業資金は、財投制度を

通してわが国の地方財政全般に資金を提供してき

た１２）。これに対して今後はその役割が後退してい

く可能性もある。それに伴って公的金融としての

制約も徐々に弱まり変化していくとすれば、一層

の効率的運用を図ることも可能となる。

５．２　企業会計原則に基づく時価会計の導入とリ

スク管理

民間金融機関への時価会計導入に伴い、郵政事

業でもこれに対応する動きが出てきている。時価

会計が導入されると評価損や含み益が顕在化する

ので、時価の変動や地方債の流動性等に敏感にな

らざるをえず、リスク管理を強化する必要性が出

てくる。

リスク管理の対象は、信用リスク、市場リスク、

流動性リスクの３つがある。信用リスクとは地方

債の債務不履行に関するリスクである。債権の一

つとして地方公共団体貸付けの信用リスクが問題

になるが、地方公共団体による元利償還が地方財

政計画を通じてマクロで財源保障されており、基

本的に安全性の高い資産であると考えられる。た

だ、近年の地方財政の悪化には十分留意する必要

があろう。地方公共団体が倒産・破産する可能性

は低いが、将来的には債務不履行に類似したケー

スの発生は予想される。市場リスクとは価格変動

リスクであり、過去の価格変動からリスク量を算

定することは可能である。流動性リスクとは、流

通量が少ないがゆえに投資家が被るリスクである。

売買回転率、期限前償還などに関する分析からリ

スク評価が可能になると思われる。地方債の信用

リスクや流動性リスクについては、現状では評価

手法が確立していない。

５．３　市場運用の例外としての地方公共団体貸付

け

郵政事業資金の運用において地方公共団体への

資金提供手段は、１）市場化された債券としての

地方債の購入と、２）市場外の取引としての証書

貸付けの２種類がある。運用スタンスとして問題

になるのは、証書貸付けに際しての考え方である。

郵貯・簡保資金運用研究会は平成１２年６月、「資

金運用の基本方針について」という最終報告書の

なかで、政策的見地から市場運用の例外とされた

地方公共団体貸付けについては、直接に市場条件

を反映するものでないことから、将来的には市場

を通した地方債への運用に移行することを目指す

べきであると提言している。

郵貯・簡保の資金運用は市場運用を原則として

いる。一方、新しい財政投融資制度においては、

郵貯資金、簡保資金の地方公共団体への貸付けは

政策的見地から、市場運用の例外として認めると

されている。しかしながら地方公共団体貸付けは、
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１２）わが国の経済政策は、税による資源配分（一般会計予算等）と金融的資源配分（財政投融資）の二つの機構を明示的に保有
しており（松浦・橘木［１９９１］）、公的金融により集められた資金は財政投融資計画に従ってなんらかの政策目的のために公
団・事業団・地方公共団体などに融資され（吉野・古川［１９９１］）てきた。このように、政策資金を安定的に供給することが
公的金融の分配面での役割である。



市場での取引ではなく、直接に市場条件を反映す

るものでもない。政策融資として財政投融資計

画・地方債計画の一環として行われるものである

ため、郵貯・簡保各事業の裁量のみで決定できる

ものではなく、これらの計画と調整が必要となる。

即ちこれは郵政事業の公的金融としての役割であ

るともいえる。

しかしながら、地方債の信用リスクに変化をもた

らす環境変化が想定され、さらには自治体の信用

リスクに関する評価方法が確立していない中で、

公的役割のみに考慮すると、過大な資金を証書貸

付けに注ぎ込み、かえって財政の節度を損なう契

機となる懸念がある。

５．４　財政投融資制度の改革による激変緩和措置

解除後の環境変化

財投改革により郵政事業資金の自主運用が拡大

するが、これは市場を経由する郵政事業資金の増

加を意味する。財投改革の激変緩和措置により自

主運用額が急増することは当面避けられるものの、

早晩、自主運用額増大に対する市場の許容量への

配慮が必要である。これは郵政事業資金の運用が、

市場インパクトとして顕在化する可能性を意味す

る。一方ではこの資金をもとに積極的に市場を育

成していくことが望まれ、このためには運用資金

の小口化、地域化などの手法も採用しうる。これ

ら市場安定化や市場育成への配慮は、効率優先の

運用とは必ずしも相容れない可能性があり、郵政

事業の役割や立場の変化を十分に踏まえた責任あ

る運用計画を策定していく必要がある。

おわりに

財政投融資制度の改革は郵政事業資金の運用に

関しては７年間の移行期間をもって実施される。

これは、制度変更前後の環境変化を論じるのみな

らず、移行過程をどのように円滑に進めるかとい

う課題をも提起していることになる。

本稿においては、郵政事業資金の地方債運用を

めぐる環境変化を概観したが、これらが今後の移

行過程および移行終了後の地方債市場、ひいては

地方債市場を含む金融市場全体にどのような影響

を与えていくか、そのなかで郵政事業資金の運用

環境がどのようなものとなるのかについては今後

の課題としたい。

謝辞：本稿の執筆にあたっては、郵政研究所第三

経営経済研究部のご助力を頂いた。ここに謝意を

表したい。
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文明の利器と個人化の進展

慶應義塾大学商学部　教授 中島　隆信

視 　 点

本年４月、私のゼミナールに所属する学生の名

簿を受け取って愕然とした。何と全員、携帯電話

（ないしPHS）を保有している。一人住まいの学

生のなかには固定電話の契約をしていない者もか

なりいた。聞くと、「家に電話は必要ないですか

ら、設置費も高いし。」とのことである。理論上

は、すべての人が携帯電話を保有するようになり、

それが情報端末としての十分な機能を果たすよう

になれば、固定電話はいらなくなるはずである。

しかし、待てよ、である。携帯電話は単なる固

定電話の代替物に過ぎないのだろうか？文明の利

器と呼ばれる商品は、それが単に人間の生活を便

利にしてきただけではなく、人間生活の内容、ひ

いては生き方自体にも影響を与えてきた。たとえ

ば、家事用品の進歩は家庭における主婦の家事労

働負担を軽減し、家庭外での就労と余暇活動を可

能にした。これが女性の社会進出の一助となった

ことは明らかである。

一つの解釈として、戦後５６年間にわたって登場

してきた文明の利器は個人にとっての自由な空間

を形成するための発明であったといえるのではな

かろうか。集団から家族、家族から個人へとプラ

イバシーの程度がこの間飛躍的に高まったことは

確かである。

たとえば、家庭風呂の普及を例に取ってみよう。

数十年前までは家庭に風呂はあまり普及しておら

ず、人々は銭湯に通っていた。銭湯は近隣住民の

間での情報交換の場である。そこで文字通り「裸

の付き合い」を行うことによって、住民同士のプ

ライバシーが公開され、誰がどのようなことを考

えているか、そしてどのような行動をとっている

かなどにかんする情報が共有される。お互いのこ

とがわかれば、互いにとって損になるような行動

は慎むだろうから、協調行動を生みやすくなる。

町内会などの活動が容易だったわけである。

経済学的に見ても銭湯は合理的である。風呂く

らい規模の経済性がよく作用する業種もあるまい。

一人入浴しても５０人入浴してもお湯を沸かす手間

はほとんど同じである。銭湯は偉大な省エネ技術

といえる。

しかし、経済成長によって、人々が地域間を移

動しはじめるとそれぞれのコミュニティーに新し

い人たちが入ってくる。こうした人々にとって知

らない人たちばかりが利用している銭湯は到底受

け入れられない代物であろう。彼らは所得が向上

してくれば、家庭風呂を設置し、プライバシーを

守るようになる。こうして銭湯の利用客は減少し、

規模の経済性のメリットが薄れ、銭湯は次々と姿

を消していった。

隣近所のコミュニケーションは家庭風呂の普及

によって薄くなったが、それはテレビの普及によ

るところも大きい。テレビを持っていれば近所同
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士で情報交換をしなくても情報がダイレクトに

入ってくる。皆でニュース映画を見る必要はなく

なった。テレビが高価であったころは、テレビを

持っている裕福な家に近所から人が集まったよう

だが、各家庭に普及することでそうした近所付き

合いもなくなっていったのである。

大衆歌謡というものが死語となりつつある。誰

でも知っている歌、誰もが口ずさめる歌がない。

これは音楽がプライベート・グッズになった証拠

である。こうした状況をもたらした文明の利器は

何か。私はソニーが開発した携帯用カセットデッ

キ、ウォークマンだと確信している。かつての音

楽は、街角から、家庭に据え置かれたテレビない

しラジオから流れるもので、コミュニティーの構

成員や家族皆が揃って聞いた。戦争の痛手から立

ち直ろうとする国民を勇気づけたのは、ラジオか

ら流れる笠置シヅ子や美空ひばりの歌声だったな

どと両親から聞いた覚えがある。いわば音楽は公

共財だったのだ。

しかし、ウォークマンの登場は音楽を完全に私

財化した。個人が自分の好きな音楽を誰からも邪

魔されずに心ゆくまで楽しむ「空間」をウォーク

マンは創ったのである。元来、個人の好みは多様

である。多様であるにもかかわらず、音楽が公共

財化されていたために、個人の好みが同じ方向へ

向けさせられていたのである。大衆歌謡が消えて

音楽市場は縮小しただろうか。そうではない。プ

ライベート・グッズとなった音楽は、顕在化した

好みの多様化とともに次々とジャンルを増やし、

日本における音楽市場の規模を大幅に拡大させた

のである。

こうした空間の個人化は家族のあり方にも大き

な影響を与えたように思われる。家族が一緒に活

動する必要がなくなったのだ。食事が終われば子

供たちは自分の部屋に戻り、好きな音楽を聴くだ

ろう。いや、食事でさえ一緒にとる必要がなく

なったのである。それは、冷蔵庫と電子レンジの

普及によってもたらされた。冷蔵庫はいうまでも

なく飲食物を保存するための家電である。しかし、

それだけでは個人化にとって不十分である。冷え

た食材を温めなければならないからである。温め

るためには鍋とガスコンロが必要であり、そこに

は規模の経済性が働く。したがって、冷蔵庫だけ

では食事の個人化は進まない。

そこで登場した電子レンジは食事に革命をもた

らした。冷蔵庫に貯蔵しておいた冷えた飲食物を

少量でも簡単に温め直すことができるようになっ

たのである。これによって個人で食事をとるコス

トが大幅に減少した。残り物を温めるだけでなく、

スーパーやコンビニエンスストアで一人分の食事

を購入し、それだけを温めて食べることができる

のである。こうして家族揃っての食事の経済性は

なくなってしまったのである。

家族も一つの組織だと考えれば、構成員同士一

緒に過ごす時間が長ければお互いをよく知ること

もでき、お互いにうまくやっていこうとする意欲

も湧いてくる。しかし生活の中で互いに共有する

時間や空間が減少していけば、組織としての家族

をうまく運営していこうとするインセンティブも

弱まっていくことは必然である。携帯電話はこう

した流れに一層の拍車をかける効果をもったと考

えられる。それは通信手段の完全個人化である。

固定電話の場合、他者と連絡を取る際には当事

者同士が電話のおかれた場所に同時に存在してい

る必要がある。どちらかがいないと通じないため、

人間の活動が場所の制約を受けることになる。

従って、人間は決められた時間に、決められた場

所で、決められた人と容易に連絡を取り合うこと

ができるように組織に依存することになるのであ

る。

ところが、携帯電話が普及することにより、

人々はいつでも、どのような場所でも、だれとで



も容易に連絡が取り合えるようになった。この点

は近年の学生の行動に顕著に表れている。まず、

友達を作るためにクラブやサークルに入らなく

なった。クラブなどの組織に属して組織全体の

ルールに拘束されるよりも、携帯電話を用いてク

ラスやゼミなどの仲間を好きなときに呼び出して

いるのである。そして皆で集まるときに計画とい

うものをあまり立てていないようである。たとえ

ば、飲み会を行う場合、事前に計画をせず、思い

ついたときに携帯電話で気の合う仲間を集めるの

である。実際、都合がつかなければ無理に会う必

要もない。携帯メールで常に連絡を取り合えばよ

い。要するに、携帯電話に皆が加入するというこ

とは潜在的に個人と個人が無線でつながっている

ことを意味している。端末を持つだけでどの個人

にも容易にアクセスが可能となるのである。

以上のことから何が見えてくるだろうか。文明

の利器は明らかに集団から個人への流れ、すなわ

ち個人化を促進する働きを持つものである。個人

化がすすめば個人を対象とした財・サービスが求

められるようになる。すでに述べたようにコンビ

ニは消費の個人化に対応した小売サービスであり、

POSシステムを通じて個人がどのようなときにど

のような商品を必要とするかに関する情報を集め、

それを最大限に利用したものである。夜１０時以降、

一般の店が閉まった後のコンビニの棚に並ぶ弁当

やおにぎりの充実ぶりには目を見張るものがある。

そこでサラリーマンや塾帰りの受験生が一人分の

飲食物を購入して帰宅するのである。

こうした傾向は従来型の小売サービスの衰退を

もたらすものである。デパートの売り上げが伸び

悩んでいるが、これは経済不況のせいだけではあ

るまい。デパートはこれまで家族を単位とした小

売サービスを行ってきた。休日には家族全員でデ

パートへ行き、お好み食堂で食事をする、という

従来型の娯楽形態においては、デパートは家族全

員のニーズを満たすため、売り場には幅広い年齢

層に必要なものを揃え、お好み食堂ではお子さま

ランチから寿司まで扱ってきた。しかし、消費が

個人化すると、何でも置いてあるデパートは却っ

て個人の特定のニーズを満たすためには中途半端

になり、消費者から背を向けられることとなった。

デパートでも売り場面積だけではなく、売るもの

の中身に特徴を出さなければならなくなったので

ある。

個人化は組織の結束力を弱める働きをする。

人々の好みがばらついている場合、彼（女）らを

無理やり同一方向へ向かわせるのは困難である。

かつてのように家庭内や学校で組織内行動に関す

る躾がきっちり出来ていれば、社会に出た後の組

織化は容易である。しかし、通信の個人化は組織

のなかにおいて、メンバーが互いの行動を把握で

きない状況を作り出している。子供が携帯電話を

持つと、親は子供がどのような人間とどのような

ときに付き合っているかが分からなくなる。すで

に家庭内では個人化が進展しており、学校は自分

勝手な行動をとりたがる学生に従来型の集団教育

を施そうとして破綻しかけている。子供たちが勝

手気ままな家庭での行動様式をそのまま学校へ持

ち込んだため、４０～５０人の子供を一つの場所に一

時間近く座らせて大人しく先生の話を聞かせると

いうシステムはもはや維持不可能なのである。文

部科学省はゆとり教育と称して、教科の自由化を

打ち出して子供の多様化に対処しようとしている

が、現場の先生は従来型の教育システムから抜け

きれてないために、学生にどのように接してよい

かわからず四苦八苦しているのである。

このような混乱は個人が同質的であることを前

提として作られた日本的集団に個人の空間を持ち

込んだことから生じる個人と集団の衝突と解釈で

きる。電車のなかで携帯電話をかけるのがなぜ不

愉快か。それは、同質であるべきところに異質な
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個人空間が入り込んでくることによって生まれる。

日本人はエレベータに乗っても飛行機で隣同士に

なっても互いに挨拶を交わすことは滅多にない。

これは人間関係が冷たいのではなく、むしろ同質

なのである。同じ日本人だということで認め合い、

はじめから空間を共有しているのである。した

がって、その共有空間に個人空間が持ち込まれる

ことに大きな抵抗があると考えられる。はじめか

ら空間を共有していなければ問題は起こらないの

である。

さて、話を本題に戻そう。こうした個人化の流

れは経済学でいうところの市場化と関連させて解

釈することが可能である。経済学では財やサービ

スの取引がなされる場所を市場とよぶ。もちろん、

証券取引所のような明らかな市場形態をとってい

ないものもある。取引の行われる場所全体を抽象

化して市場と呼んでいるのである。なかでも誰で

も入ってきて取引に参加できる場所のことを競争

市場とよんでいる。少数の市場参加者によって取

引がなされる場合、個々の参加者の行動が市場に

対して影響力を持つため、競争市場とはいわない。

参加者が増えれば増えるほど競争市場に近づくと

一般的にいわれている。消費など経済活動の個人

化が進むと市場参加者が増えると予想される。ま

た、個々人の好みが多様であれば、市場も多様化

し、様々な財・サービスが様々な形で取り引きさ

れることになる。

一言で市場取引といっても、市場で取り引きす

るにはコストがかかる。買い物に行って、欲しい

ものがすぐ手に入ることの方がむしろ稀であって、

ああでもないこうでもないと迷いに迷った挙げ句、

結局買わないで帰ってきたということもしばしば

おありだろう。買った後で、この買い物は失敗

だったと後悔することもある。こうした市場取引

にかかわる費用のことを取引費用とよぶ。取引費

用を節約することはもちろん可能である。自分の

好みを熟知しており、かつ買い物上手の奥さんや

お母さんに自分の買い物を頼めば、こうしたコス

トをかけずに欲しいものが手にはいる。そもそも

個人の好みがばらついていなければ、家庭でまと

め買いすることで取引費用を節約することができ

る。しかし、家庭において組織的行動が少なくな

り、個人化が進んでいることはすでに述べたとお

りである。市場に参加するために、個人はこうし

た取引費用をすべて自分で負担しなければならな

くなるのである。

このように個人化は市場参加者の数を増やすた

め、明らかに取引費用を拡大させる効果を持つ。

そうなると、市場参加者のなかで何とか増大する

取引費用を節約しようと工夫するようになると考

えるのが自然であろう。実際、こうした工夫は以

前から存在していた。その代表例は「流行」の創

出である。財・サービスの供給者にとって需要者

の好みを知ることはきわめて重要である。しかし、

個々の人間が何を欲しているかを調査するために

は多額のコストがかかる。「流行」はこうした調

査費用を大幅に節約することができる。「流行」

を作り出して人々の好みを同質化してしまえば、

需要者が何を欲しがっているかを調査する必要が

なくなるのである。各店舗は「流行」の品を置く

だけで売り上げを伸ばすことができるのである。

実は、パソコンや携帯電話などの情報端末はこ

うした個人取引に関わる取引費用を大幅に下げる

効果を持っているのである。例をあげよう。かつ

て地元の酒屋さんには「ご用聞き」という職種が

あって、近所の家を廻って注文をとっていた。サ

ザエさんの漫画に登場する「三河屋」である。人

件費の高騰や人々の移動、個人の好みの多様化な

どの理由から、こうした「ご用聞きサービス」は

都市部ではほとんど見られなくなったが、実はイ

ンターネットの普及によってこれが復活している

のである。
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最近では、買い物をしたときに発行されるポイ

ントカードなどに個人情報を記入する欄があり、

そこには必ずと言っていいほどE－mailのアドレ

スを書かされるのをご存じと思う。この住所がご

用聞きサービスのためにとても重要な情報なので

ある。供給者サイドにとってみれば、E－mailを

書かせることは、自分の提供する財・サービスを

好んで買ってくれた消費者の住所を知ることを意

味する。住所がわかれば商品情報をE－mailで配

信し、ご用聞きをすればよいのである。かつての

ように家を廻る必要はなく、きわめて安いコスト

で顧客の注文取りをすることができる。サイバ

ー・モールを立ち上げている業者であれば、クレ

ジットカードによるネット決済でその場で注文を

受けることも可能となるのである。

以上のように考えてみると、組織の脆弱化、個

人化はプラス・マイナス両面を有していることが

分かる。マイナス面を一言でいえば、「世知辛い

世の中」ということであろうか。協調行動が取り

にくくなり、協調行動をとらせるにはより強力な

インセンティブが必要となる。一方で個人化は

財・サービスの多様化へとつながり、市場の拡大

をもたらす。そしてそれに伴って増加する取引費

用を節約するような新たなサービスを作り出すこ

とになる。現在の日本の状況がこうした流れにあ

ることはまず否定できないであろう。したがって、

われわれが今考えるべきことは、こうした状況を

前提としたときにどのような社会を作っていくこ

とが国民にとって望ましいかということである。

これは社会のシステム作りを意味する。次回の連

載ではこの点について議論することにしよう。
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◯業況判断IDは－３６と６月調査から９ポイント悪化。先行き（１２月）は－４０と４ポイントの悪化を見込む。
（後掲トピックス「日銀短観（２００１年９月調査）」参照）

業況判断ID（全規模全産業）の推移

（注）直近は１２月予測値　シャドー部分は景気後退期を表す

（出所）日本銀行 １０月１日発表

日銀短観：２００１年９月調査
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◯８月の先行指数は２か月連続で５０％を上回った。一致指数は８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 １０月１８日発表
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◯鉱工業生産指数（確報）……８月は前月比＋０．８％　在庫率指数……８月は前月比－２．６％

鉱工業生産・在庫率指数の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）経済産業省 １０月１６日発表
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◯機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）……８月は前月比＋８．７％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……８月は前月比＋１．０％

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１０月９日発表、経済産業省１０月１６日発表
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◯公共工事請負金額……９月は前年同月比－９．６％
公共工事受注金額（公共機関）……８月は前年同月比＋４．６％

公共工事請負金額等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）保証事業会社協会１０月１５日発表、国土交通省１０月１０日発表
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◯実質家計消費支出（全世帯）……８月は前年同月比－１．１％
小売業販売額……８月は前年同月比－３．５％

実質家計消費支出等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）総務省１０月５日発表、経済産業省９月２７日発表

消　　　　費

◯可処分所得（勤労者世帯）……８月は前年同月比－２．４％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……８月は前年同月比－３．２％

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１０月５日発表、厚生労働省９月２８日発表
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◯完全失業率（季節調整値）……８月は５．０％（前月と同水準）
有効求人倍率（季節調整値）……８月は０．５９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９月２８日発表、厚生労働省９月２８日発表
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◯貿易収支……８月は３，３２７億円の黒字で前年同月比－４５．１％
輸出入数量指数……８月の輸出は前年同月比－１２．７％、輸入は同－５．９％

通関貿易収支、輸出入の推移

（出所）財務省　９月２７日発表

貿　易　収　支

◯消費者物価指数……８月は前年同月比－０．７％
国内卸売物価指数……９月は前年同月比－１．１％

物価指数の推移

（出所）総務省９月２８日発表、日本銀行１０月９日発表

物　　　　価

国内卸売物価指数�

消費者物価指数�

（前年同月比、％）�
3

2

1

0

-1

-2

-3
9 10 11 12 13 （年）�

◯マネーサプライ……９月のM2＋CDは前年同月比＋３．７％
民間銀行貸出……９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 １０月１１日発表
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◯対ドルは１１６円台まで上昇、対ユーロは１０７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。
１０年最長国債利回りは、概ね１．３％台後半から１．４％台前半の間を推移。

国内金利の推移

国　内　金　利

平成10/１�平成10/７�平成11/１� 平成11/７� 平成12/１� 平成12/７� 平成13/１�
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◯日経平均株価は９５００円台まで、TOPIXも９９０ポイント台まで下落後、やや持ち直し（週足ベース）。

平均株価等の推移
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《７月の動き》
・上昇傾向の管内：中国
・横ばい傾向の管内：北海道、沖縄
・下降傾向の管内：東北、関東、東京、信越、北陸、

東海、近畿、四国、九州
※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１０月１１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 -3.2 -4.1 -2.9 -6.9 -1.8 -2.5 -1.9 -1.3 -0.5 0.2 -0.2 0.1 -3.1
有効求人倍率（季節調整値、前月比）② 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）③ -6.0 -2.6 -5.0 -0.5 -1.3 -5.5 -3.7 -2.0 -3.3 -5.6 -2.3 -5.7 -3.1
新設住宅着工戸数（前年比）④ 0.2 1.3 4.8 9.4 7.5 -2.3 -8.5 5.6 -9.3 -17.2 -3.2 10.1 1.4
新築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）④ 47.5 -37.8 -15.0 273.6 -28.4 -28.8 -19.8 -7.1 -19.2 -3.8 -37.7 -14.6 -10.6
新車販売台数（乗用車、前年比）⑤ 7.2 8.3 12.8 13.6 4.5 9.4 13.1 12.7 13.0 10.6 11.4 26.9 11.8
実質家計消費支出（前年比）⑥ -3.0 -3.6 -3.2 -1.2 -3.2 -5.9 14.2 6.2 -1.6 4.9 -4.6 -5.8 -0.6
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） 80.3 74.5 72.9 73.7 63.6 64.0 67.0 77.7 74.2 79.5 78.0 88.2 70.5
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） 0.4 -2.2 -1.8 -1.7 -1.4 -1.8 -1.3 -1.0 0.1 -0.9 -1.4 1.1 -1.3

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 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ― × ×
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上昇傾向の管内�

横ばい傾向の管内�

下降傾向の管内�

総合的な指標の動き

４月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

５月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

６月

×
×
×
×
×
×
×
×
―
×
×
×
×

７月

－
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
－
×
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◯９月の非農業部門雇用者数は前月比－１９．９万人。失業率は４．９％と前月と同水準。
時間当たり賃金は同＋０．２％。

雇用関連統計の推移

（出所）米国労働省 １０月５日発表

雇　　　　　用

非農業部門雇用者数（前月差、左軸、万人）�
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◯貿易収支……８月は２７１．１億ドルの赤字。輸出は前年同月比－８．０％、輸入は同－９．０％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所）米国商務省 １０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……９月は前月比＋０．４％、コアは同＋０．２％
生産者物価指数……９月は前月比＋０．４％、コアは同＋０．３％

物価指数の推移

（出所）米国労働省 １０月１９日、１０月１２日発表

物　　　　価

（前年同月比、％）�
5

4

3

2

1

0

-1

-2
97 98 99 00 01 （年）�

消費者物価指数（総合）�
消費者物価指数（コア）�

生産者物価指数（総合）�
生産者物価指数（コア）�

◯ＦＦレート誘導目標水準は１０月２日に０．５％引下げ２．５％。
１０年国債利回りは、概ね４％台後半を推移。

米国金利の推移

米　国　金　利
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◯ＮＹダウは８２００ドル台まで、ＮＡＳＤＡＱも１４００ポイント台まで下落後、やや持ち直し（週足ベース）。

ＮＹダウ等の推移（週足ベース）
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月例経済報告（１０月）

○基調判断は２か月連続で据え置き　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府：１０月１０日発表）

１０月１０日に発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、このと

ころ弱い動きがみられること、失業率はこれまでの最高水準で推移していること、輸出、生産が大幅に

減少し、企業収益、設備投資も減少していること、業況判断は、製造業を中心に大幅に悪化しているこ

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、米国における同時多発テロ事件の世界経済への影響など、懸念が強まっていることを指摘

している。

基調判断は「景気は、引き続き悪化している」と２か月連続で据え置いたが、その理由について内閣

府は、「依然景気は悪化傾向だが、下方修正するほど目立って悪化していない」と説明している。また、

米国同時多発テロやアフガニスタンに対する軍事行動の影響は足元では確認できないとして、前月の

「懸念すべき点がある」という表現を「懸念が強まっている」という表現に変える程度に留めた。

主要項目で判断を引き下げたのは企業収益と業況判断、引き上げたのは住宅建設。個人消費と雇用情

勢は表現を変更したが判断は据え置かれた。

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」に基づき、構造改革の道

筋を示す「改革工程表」をとりまとめた。さらに構造改革を強力かつ迅速に遂行するため、先行して決

定・実施すべき政策である「改革先行プログラム」を１０月中にとりまとめると作成時期を明記した。ま

た、平成１３年度補正予算を編成するとしている。

米国の失業率は、８月が４．９％と７月の４．５％から大きく上昇し、１０月５日に発表された９月分も

４．９％と横ばいで推移している。１１月に発表される１０月の雇用統計では同時多発テロの影響が健在化す

ることから、より悪化することが予想される。米国の景気を下支えしているといわれている個人消費は

このところ前年比で３％台前半を維持しているが、個人貯蓄率は上昇している。元々先行きに懸念があ

るところに雇用情勢の更なる悪化が加われば、個人消費の先行きに不透明感が生じ米国経済の低迷が長

期化する可能性も強まる。日本経済の低迷も長期化する可能性も出てきた。

マクロ経済トピックス



１０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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９月　月例 １０月　月例

総　括
判　断

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。

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､このところ弱い動きがみられ
る｡失業率は、これまでの最高水準で推移し
ている。
・輸出､生産が大幅に減少し、企業収益、設

備投資も減少している。
・業況判断は、製造業を中心に大幅に悪化
している。
先行きについては､米国における同時多発

テロ事件の世界経済への影響など、懸念が

強まっている。

個　人
消　費

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。

おおむね横ばいの状態が続いているもの
の､このところ弱い動きがみられる｡

住　宅
建　設

減少している。 おおむね横ばいとなっている。

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 大幅に減少し、在庫率は高水準にある。 同左

雇　用
情　勢

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。

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。

企　業
収　益

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。

減少している。

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

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。

１０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､このところ弱い動きがみられる｡失業率は、

これまでの最高水準で推移している。
・輸出､生産が大幅に減少し、企業収益、設備投資も減少している。
・業況判断は、製造業を中心に大幅に悪化している。

先行きについては､米国における同時多発テロ事件の世界経済への影響など、懸念が強まっている。



日銀短観（2001年９月調査）

○業況判断は－３６と９ポイント悪化、先行は－４０と４ポイント悪化を見込む（全規模全産業）

（日本銀行：１０月１日発表）

・業況判断：現状については、大規模製造業－３３（変化幅－１７）、大規模非製造業－１７（変化幅－４）。

先行きについては大規模製造業が－３１（変化幅＋２）、大規模非製造業－２０（変化幅－３）。

現状の業況判断は製造業、非製造業とも悪化となった。世界的なＩＴ需要の調整、米国をはじめとす

る海外経済の減速に加え９月１１日に発生した米国同時多発テロによる日米同時株安等を反映した内容に

なった。先行きについては、全規模で－４０と４ポイントの悪化を見込んでいる。規模別にみても全ての

規模で悪化（大企業で１ポイント、中堅企業で２ポイント、中小企業は５ポイントの悪化）を見込んで

いる。先行きについて悪化した原因としては、米国同時多発テロの影響を懸念したことと推察するが、

今回の回答期間が８月２９日～９月２８日のため米国同時多発テロ発生前に回答した企業もあることが考え

られ、実際の先行き懸念はより強いものであることが予想される。

経済の回復には米国頼みという状況の中で米国経済の混乱は、今回の景気低迷が長期化するのではと

の懸念がある。

・設備投資：２００１年度計画は－５．８％（修正率＋０．１％、全規模全産業）。

２００１年度計画を業種別にみると、製造業が－３．９％、非製造業が－６．５％、全産業で－５．８％（全規

模）とマイナスを見込むが、修正率では、非製造業で＋１．６％、全産業で＋０．１％（全規模）と若干の

上方修正となっている（製造業は－３．６％）。規模別でみると、大企業が－３．１％（修正率－１．９％）、

中堅企業が－５．２％（修正率＋０．４％）、中小企業が－１４．３％（修正率＋５．７％）となっている。

業種別にみると通信業が全規模で０．８％上方修正しており、特に大企業では２．６％上方修正している。

また３月から調査対象としているソフトウェア投資額も全規模全産業で＋６．９％（修正率＋０．６％、大

企業においては修正率＋３．６％）とＩＴ関連の底堅さが伺え、設備投資を今後とも下支えしていくもの

と思われる。

業況判断の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　設備投資の推移

（注）２００１年度は計画
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・売上高、経常利益：売上高２００１年度計画は－０．６％（修正率－１．３％）

経常利益２００１年度計画は－９．２％（修正率－１０．３％）（全規模全産業）。

２００１年度計画において売上高は大企業の非製造業、中堅企業の非製造業以外はマイナスを見込んでい

る。修正率も全規模全産業において下方修正している。経常利益は中堅企業の非製造業以外はマイナス

を見込んでいる。修正率も全規模全産業においてマイナスとなっている。

売上高、経常利益は前回調査に引き続き今回も再度下方修正されており、企業の日本景気に対する先

行き懸念がより進展していることが伺われる。事業計画の前提となっている２００１年度想定為替レートが

前回調査時が１１４．０５円に対し今回が１１６．９７円と円安になったにも関わらず、輸出額が４．

０％（全規模全産業）下方修正されている。

設備投資：大企業製造業　　　　　　　　　　　　　設備投資：大企業非製造業

設備投資：中小企業製造業　　　　　　　　　　　　設備投資：中小企業非製造業
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平成１３年８月の住宅着工統計について

○８月の新設住宅着工は前年同月比１．１％増と２ヶ月連続の増加。

（国土交通省９月２８日発表）

９月２８日、国土交通省より８月の住宅着工統計が発表された。それによると８月の新設住宅着工戸数

は前年同月比＋１．１％の１０４，７０５戸と２ヶ月連続の増加となった。

利用関係別戸数では、持家が前年同月比－１５．５％の３３，０００戸と９ヶ月連続の減少となったのに対して、

貸家が同＋１３．４％の３９，７８５戸と２ヶ月連続の増加、マンションなどの分譲住宅が同＋９．９％の３１，１５８戸

と２ヶ月連続の増加となった。

地域別戸数では、首都圏で前年同月比＋１０．９％、近畿圏で同＋５．３％とともに２ヶ月連続の増加で

あったのに対して、中部圏で同－８．４％と３ヶ月連続の減少、その他地域で同－５．８％と８ヶ月連続の

減少となった。

このように首都圏および近畿圏においては、分譲住宅、貸家など、特にマンションを中心に住宅着工

件数が増加に転じたものの、その他地域では世帯数の減少などを背景にして住宅着工件数の減少傾向が

続いている。

また、９月２０日に国土交通省より発表された２００１年の基準地価によると、住宅地は前年比－３．３％と

１０年連続で下落した。特に地方圏では、住宅地・商業地とも下落幅が拡大しており、依然として地価下

落の圧力が強いことを示している。一方、三大都市圏の下落率は２年連続で縮小しており、特に東京都

区部を中心に上昇に転じるところも増えており、一部で地価の下げ止まりが見られる。東京都区部で、

下落幅が縮小した背景には、交通基盤の整備や再開発事業の実施により生活の利便性が一層向上したこ

と、地価下落によって住宅の取得可能性が高まったことなど、都心回帰の動きが続き居住用不動産への

需要が高まったことにある。一方、郊外においては交通利便性に劣る地域を中心に、依然として下落幅

は拡大しており、利便性・収益性の差による地価の二極化現象が観察される。

当面の住宅着工の動向について国土交通省は、「民間資金による持家は堅調に推移しているものの、

住宅金融公庫のマイホーム新築融資の受理戸数が前年度水準を下回っていることなど、総戸数を前年比

減少させる要因もみられる」として、所得や景気の先行き不透明感により、増加は一時的であるとの見

方を示した。景気の悪化により、完全失業率が５％台に達するなど、家計の雇用・所得不安が高まって

おり、消費マインドに低迷の兆しが見られる。さらに、国土交通省は、住宅金融公庫について、融資業

務を段階的に縮小した上で中低所得者向けに限定し、将来的には民営化するなどの方針を示している。

現在、住宅金融公庫の金利水準（当初１０年間）は２．６０％と低水準にあるものの、特殊法人改革の行方次

第では、金利水準の引上げや貸出条件の厳格化などが早急に実施される可能性もある。

したがって、一部の利便性・収益性の高い住宅に対しては、堅調な需要が見込まれるものの、全体と

しては外部環境の悪化により、住宅需要が落ち込むことが懸念される。
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住宅着工利用関係別寄与度

住宅地基準地下変動率

表１　利用関係別戸数の内訳

表２　地域別戸数の内訳
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地方平均�

地 域 総　数 持　家 貸　家 給与住宅 分譲住宅

首　都　圏
戸　　　　数 38,178 7,521 13,795 74 16,788

対前年同月比 10.9 ▲13.4 31.6 ▲79.7 12.7

中　部　圏
戸　　　　数 11,366 4,660 4,328 35 2,343

対前年同月比 ▲8.4 ▲16.6 ▲7.1 ▲74.5 15.6

近　畿　圏
戸　　　　数 16,546 4,380 5,305 148 6,713

対前年同月比 5.3 ▲8.7 13.5 ▲5.7 10.3

その他地域
戸　　　　数 38,615 16,439 16,357 505 5,314

対前年同月比 ▲5.8 ▲17.8 7.1 29.5 ▲0.6

利用関係 戸　数（戸） 対前年同月比増加率
（％）

新設住宅着工戸数増
加率への寄与度（％） 摘　　要

新設住宅総計 104,705 1.1 1.1 ２ヶ月連続の増加

持家 33,000 ▲15.5 ▲6.0 ９ヶ月連続の減少

貸家 39,785 13.4 4.6 ２ヶ月連続の増加

給与住宅 762 ▲27.3 ▲0.3 ６ヶ月連続の減少

分譲住宅 31,158 9.9 2.8 ２ヶ月連続の増加

内マンション 19,932 11.6 2.0 ２ヶ月連続の増加

内一戸建住宅 11,070 7.0 0.7 ３ヶ月ぶりの増加
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１　研究の背景と目的

１）「郵便局ビジョン２０１０」と「生活インフラ」

平成８年の郵政審議会報告書である「郵便局ビ

ジョン２０１０」では、郵政事業の公益性に主眼をお

いてその展望を論じ、郵便局を「国民共通の生活

インフラ（国民生活を下支えする基盤）」として

位置づけた。

現在、郵政事業庁は２００３年の公社化に向けて、

より一層の効率化を目指している。郵政事業に限

らず、「ビジョン」のとりまとめ以降の５年間で

我が国を取り巻く経済社会状況は著しく変化した。

一方、平成１２年１２月に公表された「郵便のユニ

バーサルサービスのあり方に関する調査研究会報

告書」では、郵便局の配達機能だけでなく窓口機

能にも言及し、有珠山噴火災害を例に「非常災害

災害時における郵便局のサービスは、被災直後は救援物資配達も含めた郵便配達と地域

情報提供のニーズが大きく、外務員を中心とした集配局の対応力強化が必要となる。一方

で、復興過程における中長期的な時間軸でみると、地区ごとに散在する無集配局が、情報

交流拠点や生活再建の相談の場といった「生活インフラ」機能を果たす地域拠点となる可

能性が多くある。

阪神・淡路大震災以降、災害時の一次責任を負う地方自治体は、その災害対策体制を変

化させている。郵便局と地方自治体との間に防災協定の締結が進められたのも、このよう

な変化のひとつに位置づけることができる。また、近年郵便局が災害時に地方自治体と連

携して行った地域協力事例には、協定に明記されていない柔軟な活動も多く、多様化して

きている。

地震被害想定にもとづく郵便局への地域協力ニーズを検討した結果、協定締結局全ての

足並みを揃えた協力活動には困難が予想される。ニーズも地区ごとに異なると予想される

ため、協定の精神にもとづいて、実際面では各局がそれぞれの対応能力にあわせて柔軟に

地域協力活動を行い、郵便局窓口ネットワークの活用によって各局の活動を支援する方策

が現実的である。

郵便局窓口の「生活インフラ」的機能について
～災害時地域拠点としての可能性に関する考察～

通信経済研究部研究官（技術開発研究担当） 大村　紋子

概要
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時の役割等地域コミュニティへの貢献」を挙げて

いる。「生活インフラ」としての郵便局窓口の使

命は依然として大きい。

２）企業イメージとしての「生活インフラ」

近年、「生活インフラ」としての郵便局の活動

は、防災協定、声かけサービス、金融・生活相談、

こども１１０番、不法投棄通報、展示スペースの提

供など業務の枠を超えた日常的な地域協力活動全

般へと広がっている。これらの活動は各局のボラ

ンティア的独自施策と見られがちだが、「企業イ

メージの構築」という点で本来業務に役立ってい

る点も見逃すことはできない。

民間企業との競争が激化している現在、郵政事

業は業務効率化によるサービス向上を目指すと同

時に、「生活インフラとしての信頼性」が重要な

サービス選択の判断基準となることを踏まえ、公

社化に向けた企業イメージの再構築の時期にある。

このような背景のもと、「郵便局窓口施設の将来

形態に関する調査研究」の一環の自主調査研究で

は「生活インフラ」的側面、とくに地域協力活動

に関して窓口施設のあり方を論考した。同依頼研

究が、窓口の店舗性に重点をおいた調査研究であ

ったのに対し、本研究は全国に最も稠密に存在す

る公共施設である郵便局窓口の「生活インフラ」

としての性格に着目し、その将来形態を展望する

ことを目的としている。

２　阪神・淡路大震災被災地における実態調査

１）都市災害の影響と地域社会の繋がり

災害は地域に新たな課題を生み出すだけでなく、

平常時に埋もれていた潜在的課題を一気に顕在化

させる１）。

また、大規模自然災害は被災直後に人命や財産
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を奪うだけでなく、地域生活を長期的に変質させ

る。地域経済を担う産業活動が影響を受け、地域

社会全体のバランスが大きく変化する。

特に都市部では、平常時は個人が別々の目的を

もってばらばらに地域内に共存しているが、災害

時の厳しい環境下で住民と地域との緊密性は急速

に強まる。郵便局と地域の繋がりも同じように変

化するのだろうか。

調査研究にあたっては主に都市災害に着目し、

阪神・淡路大震災の被災地において調査を行った。

同災害に関する既往研究は豊富だが、今回は災害

直後だけでなく復旧・復興期における中長期的な

地域協力も視野に入れた時間軸を設定し、平常時

に通底する地域協力活動の可能性について検討を

行った。

２）阪神・淡路大震災後の災害対策の変化

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災

は地震災害として戦後最悪の被害をもたらしたば

かりでなく、被災地の状況確認が困難だったため

に組織的な対応が遅れ、復旧・復興にあたっても

予期せぬ課題が次々に顕在化した。災害対策基本

法に示された法的な枠組みの変更はなかったが、

同震災以降、被災地ニーズに応じて柔軟な対応が

必要との反省から、実際の取り組みは大きく変化

した。それは、トップダウンの指揮系統から現場

ニーズに対応する支援体制へ、防災機能特化から

平常時の環境改善へ、といった災害対応概念の変

化であった。

具体的な現れのひとつに「地域資源の多目的活

用」がある。教育施設である小中学校はその代表

的な例である。小中学校の校庭は、以前から広域

一時避難所として認定されており、体育館も数日

間宿泊に使用されることがあった。しかし、阪

１）阪神・淡路大震災から６年余りを経過した現在、被災地の住人口は戻りつつあるものの地域産業の回復は遅く、震災を契機
に顕在化した高齢者問題は大きな課題となっている。



神・淡路大震災時には教室までもが避難生活場所

として長期間利用された事実をもとに、災害時に

おける学校施設の位置づけは大きく変わりつつあ

る。

このように、従来の役割分担の考え方ではなく、

各主体がそれぞれの対応能力の範囲で積極的に協

力できることを模索し、密接な連携・協働を行う、

との考え方へと災害対策は変化してきている。

３）実態調査の概要

調査にあたっては、阪神・淡路大震災以降の６

年間の復興過程を暮らしの特徴別に５区分した。

すなわち、①災害直後（発生後１週間）、②復旧

初期（～半年後・避難所生活）、③復旧後期（～

２年半後・仮設住宅）、④復興期（～５年後・恒

久住宅）、そして⑤平常期（現在）であり、グルー

プ方式で各時期の生活行動、協力活動および業務

についてヒアリング調査を実施した。

ヒアリング対象者は、災害時においてその一次

的責任を負う地方自治体（市町村）、平素の窓口

利用者である地域住民、郵便局関係者の三者とし、

地域のニーズ把握と郵便局活動の実際を調査した。

ヒアリング調査の結果、先に触れた震災後の意識

の変化が、郵便局に対しても三者それぞれに生じ

ていることが明らかになった。

４）ヒアリング調査結果：郵便局に対する評価と

期待

調査は都市部５カ所および郡部１カ所で行った。

被害の大きさや住民の郵便局利用頻度等によって

調査結果に地域差が生じることを予想していたが、

郵便局に関する意識や業務活動に都市部５ヶ所の

地域差は少なく、むしろ局種別の差異が顕著に現

れた。

集配普通局は災害直後において「非常救援物資

および安否確認書状の配達」という本来業務があ
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り、その重要性は局員、住民、地方自治体に共通

して認識されている。また、復旧・復興期におい

ても転居、避難生活が続く被災者にとって転居先

の追跡や貯金・保険外務員による仮設住宅訪問は

暮らしの支えとなっていた。行政による支援体制

が、被災地全域に対する面的支援から地区レベル

での個別対応に移行しているこの時期、各戸訪問

を持続した郵便局外務職員の存在は、ボランティ

アとは別の形での地域社会の見守り役であったと

いえる。

配達・外務業務を持たない無集配特定局は、平

常時地域住民にとって最も近しい存在であるにも

関わらず、災害直後の印象は薄い。被災状況が激

しく、局員の出勤もままならず、業務再開が遅れ

た局も多かったが、とくに利用者に不満の声はな

かった。むしろ、緊急状況下で郵便局利用が必要

なときは、まず業務時間やマンパワーにすぐれる

集配局窓口を頼る傾向があることが明らかになっ

た。都市部住民は平常時から複数の局窓口を使い

分ける利用傾向があるため、と推測される。地方

自治体にとっても無集配特定局の印象は薄い様子

であった。しかし、周辺状況が落ち着きはじめる

復旧・復興期は諸問題が地区レベルで差異化する

こともあり、「身近なまちの公務員」である無集

配特定局に寄せる期待が大きいこともわかった。

その他、復興過程を通じて居住地を転々とする

なかで、全国どこでも利用できる郵便局のネット

ワーク性を積極評価する住民の声も多かった。

３　近年の災害対応事例調査

平成１２年に発生した三宅島火山災害、東海地方

豪雨災害、鳥取県西部地震を例に、それぞれの被

災地および避難者受入れ地域における郵便局活動

の事例を調査し、阪神・淡路大震災において得ら

れた教訓の反映実態、災害特性による対応の差異

を検証した（表１）。



いくつかの先駆的な地域協力活動事例が見られ、

なかには既往調査研究で災害時における地域活動

案として検討されながらも最終的には実現性が薄

いとして提案に至らなかった項目が含まれていた。

阪神・淡路大震災時に指摘された課題のうち、

地方郵政局と郵便局の連携は確実に改善されてい

た。三宅島では、長期化する緊急状況の中で部会

が団結して郵政局との情報連絡手段の一本化を図

り、村役場との密接な連携など、徐々に適切な体

制を整えていった。しかし、地震災害が発生した

場合はこのような段階的対応が困難であり、いま

だに初動時の連絡体制が課題となっている。

また、東海地方豪雨災害では郵政局所在地に近

い名古屋市近辺が主な被災地だったこともあり、

大勢の郵政局職員が現場に赴いて被害状況を把握

し、対応策を講じる体制がとられた。しかし、被

災地と郵政局の距離が離れている場合には、被害

認識の「温度差」が生じることも考慮しなければ

ならない。

各局の災害時協力の成果が地方郵政局の広報活

動によって把握しやすくなった点も近年の変化の
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ひとつである。地方郵政局が各局の小規模地域協

力の重要性を認識して積極的に支援、周知するよ

うになったため、これまで埋もれていた地域協力

活動が掘り起こされた、と捉えることもできる。

上記３災害の調査対象時期区分は、災害直後お

よび復旧初期に限定されているが、自治会活動や

局種間の交流など、平常時の地域連携が初期行動

につながっていることが明らかになった。

４　地震被害想定による地域ニーズと協力可能性

近年、地方自治体はハザードマップなどによっ

て想定被害を公表し、住民の防災意識向上と他主

体との連携模索を図っている。

Ａ市の地震被害想定に基づいて地域ニーズを把握

し、調査で得られた知見を一般化、災害対応の一

次責任者である自治体との連携方策を検討した。

１）Ａ市の概要と災害対策

①市街地の状況

首都圏に位置するＡ市は昭和４０年代から急激に

市街化が進んだ中規模都市である。市域面積は約

表１　近年の災害対応事例

被害状況 災害の特徴 復興過程 災害共通点 郵便局の活動 特徴的活動

三
宅
島

Ｈ１２．６～
８月に大規模噴
火、９月全島住
民避難

・長期的、断続的
・遠隔地への避難

火山災害 ・長期化する
・避難期および復

旧、復興期の対
策が必要

・被害状況に地
域差あり

・各自判断によ
る対応が必要

・初期連絡体制
の錯綜

・郵便局の存在
をアピールす
ることによる
安心感の醸成

・郵便局に情報
を求めるニー
ズ

・島外避難時の小
包引受を最終日
まで受付

・避難所にスペー
スポスト号派遣

・郵政局、村役場
と密接な連携

・避難先で持続的
活動

東
海
地
方
豪
雨
災
害

Ｈ１２．９．１１～１２
堤防の決壊、崖
崩れの発生等に
より死者８名、
行方不明２名。
豪雨後も数日間
冠水続く。

・予測に基づく準
備が可能

・堤防決壊など予
想外の緊急対応
あり

豪雨災害 ・災害後の立ち上
がりは速い

・物的被害の視認
性が顕著でない
ため被害甚大地
域が目立たない

・交通機関の乱れ
が続く中で配達
業務早期再開

・集配局にスペー
スポスト号派遣

・集配局と無特局
が連携してボラ
ンティア活動

・自治会活動との
両立（無特局）

・被災証明交付代
行（無特局）

鳥
取
県
西
部
地
震

Ｈ１２．１０．６
Ｍ７．３、震度６
負傷者９７名、
４００名余りが避
難。

・突発的
・事前準備が不可

能

地震災害 ・物的被害の復旧
に日数を要する

・初期情報収集に
混乱

・一部配達不能地
域あり

・窓口業務停止局
なし

・ＡＴＭ等当日中
に復旧。

・ひまわりサービ
ス対象住戸へ自
主的に安否確認
活動（無特局）



４８�、人口は約４３万人（Ｈ２現在）で、市域は河

川によって２分されている（図１）。

市街地は、２分された北地域のＪＲ線沿いと南

地域の地下鉄線沿いが中心となっており、人口の

多くもそこに集中している。特に、昭和４０年代に

埋め立てられた南地域は、市街化の勢いが激しく、

市域の全人口の約１／３（面積比では約１／４）

が居住している。現在も市の人口は増加を続けて

おり、特に南地域での人口増加が激しい。

道路基盤は、北地域では国道、北地域ではバイ

パス道が主要道路となっているが、その他の骨格

105 郵政研究所月報 ２００１．１２

道路は少なく、総じて未整備な状況である。南北

地域を直接結ぶ橋は２つあり、他に湾岸道路が存

在する。

同市には、２集配普通局と３３無集配特定局が立

地している。２普通局は、それぞれ南北地域に位

置し、いずれも主要道路に面しているが、駅から

は少し離れ周囲に主要公共施設や防災施設が存在

しないエリアに位置している。特定郵便局はＪＲ

線沿いと地下鉄線沿いの人口が集中するエリアに

多く集まっている。

図１　Ａ市市街地状況と郵便局の位置

災害時倒壊の危険

災害時は都内救護用道路となる



②地震被害想定

Ａ市による詳細な地震被害想定結果によれば、

市域の中央部から南部にかけての沖積層が厚い埋

没谷周辺地域を中心に甚大な被害が予想されてい

る（図２）。

図２　沖積層図

なかでも火災による被害が最も深刻であり、道

路基盤が未整備なまま市街化され、現在も古い木

造住宅の密集市街地となっているＪＲ線の沿線地

域と、埋立当時の住宅や小規模な飲食店が多い地

下鉄線の沿線地域は、延焼火災が発生する可能性

が極めて高くなっている（図３）。また、埋立地

である南地域はライフライン被害も大きく、被災

生活の困難が予想されている。
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図３　延焼危険度予想図

③防災対策の取り組み

このような地域状況に加えて、広域応援が都心

部に集中した場合は自立的な活動体制を確保する

必要があることなどから、Ａ市の防災対策は、医

療、消防など対策分野別に５つの災害対策本部を

設ける他、「南本部」を地理区分で独立させ、９

つの「地区拠点」を中心とした活動体制を敷いて

いる。これは市域を９分し、各地区に設ける災害

対策本部の出先機関のことで、地区ごとの対策

ニーズに応じたきめ細かな災害対策を実施するた

め、市民への物資供給や情報提供、各種相談窓口

などの被災者支援を計画している。

また、発災時には医師会等４団体の協力を得て、

市内の１２小中学校に医療救護所を開設し、初期の

応急医療活動を実施する体制としている。



④防災対策の課題

「地区拠点」への距離は平均２．６㎞に１カ所で

あり、交通機能が麻痺した状況では、高齢者など

が相談に行くには遠すぎる距離である。また、応

急医療のニーズは災害時の極めて早い段階から発

生するが、そのニーズの把握、受入可能な医療機

関の周知といった情報伝達手段が未整備である。

拠点数の拡充についても施設・人員の確保が困難

となっている。

このように、住人口とニーズの多様性に対して

Ａ市の行政対応力は施設・マンパワーともに不足

している。そのため、同市では他主体との効果的

な連携によってこれを補おうとしており、郵便局

の協力が実現すれば大きな支援となる。

２）Ａ市における郵便局の活動の検討

①Ａ市内郵便局の現在の地域活動

Ａ市内の全郵便局は、集配局を窓口としてＡ市

と「災害時における協力に関する覚書」（いわゆ

る防災協定）を交わし、災害時における連携を図

っている。覚書の内容はＡ市地域防災計画にも記

載されている。

また、集配局外務職員による《安全パトロー

ル》活動が実施されている２）。

②今後の地域活動の可能性

上述のような市内の地域ニーズを鑑みると郵便

局による災害時地域協力活動としては災害情報の

提供・周知が可能性として考えられる。

具体的には、まず集配局外務員による医療救護

所の開設情報・生活支援情報といった市の災害対

策情報周知や地域情報、被災者の生活ニーズ情報

の市への連絡が挙げられる。これは「市」と「市

民」の緊急情報連絡役として《安全パトロール》
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の延長線上に位置づけることができる。

無集配局は、現在の防災協定では災害時の地域

協力における位置づけが余り明確化されていない

が、市域にまんべんなく散在する特性を活かし、

９つの「地区拠点」補助機能として、情報連絡窓

口となる可能性がある。前述のヒアリング調査に

よれば、局長・局員は情報提供、相談受付といっ

た「取り次ぎ」に徹すればよいことがわかってお

り、負担は過大ではない。Ａ市による「地区拠点」

の拡充は困難なため、特定局がその補助機能を果

たした場合、その支援効果は大きい。災害直後の

緊急情報だけでなく、無集配特定局には中長期的

な生活支援情報等の提供、生活再建資金や福祉対

策、住宅再建に関する相談窓口となる潜在能力が

ある。

また、無集配局の稠密な拠点性と集配局外務員

の機動力とを絡めることで、「地区拠点」もしく

は市役所内災害対策本部との情報連絡体制が確保

できる。

③郵便局の地域協力への動機づけ

このような地域協力の方策は、過大でない負担

の範囲内で現実的である。郵便局にとっても１．

地域の事業所としての責任明示、２．公務員とし

ての安心感を活かした活動、３．各郵便局の独自

性アピールといった動機づけが考えられる。

④郵便局本来業務の運行確保

一方、郵便局本来業務とくに配達業務は最も優

先すべき課題である。交通網の遮断が予想される

南地区において業務運行を実施するには、職員の

通勤経路確保と応援職員の補充方法が課題となる。

地震災害が発生した場合、Ａ市に隣接する市区で

も同等以上の被害、職員不足に悩まされる恐れが

ある。Ａ市内集配局は地域協力を模索するととも

２）安全パトロール：郵便局外務員が配達中等に道路の陥没など市街地の危険個所を発見したら、局員がすぐに消防局に連絡し、
消防局は関係部局に連絡をして、迅速に応急措置を行うシステム。



に、自局の業務能力確保の方策を練る必要がある。

通常、業務上の連携は少ないが、近隣無集配局職

員の応援は効果が大きいだろう。

３）Ａ市との連携にあたっての問題点と解決策

前述した防災協定では全局一致の地域協力がう

たわれているが、実際の大規模災害に際しては、

市内全局の足並みが揃わない恐れがある。駅前繁

忙局と相談業務の多い住宅地の局では事業経営面

での位置づけが異なるほか、局舎の構造や職員数

などが災害時の対応能力に影響するため、現在の

組織体制では全局一律の協力活動は実現性が低い。

解決策としては、ある程度実際面での足並みの不

揃いを許容し、対応可能な小規模地区レベルで優

先的に連携を実施することが挙げられる。例えば

局独自の判断で「災害時協力局」を看板の掲示で

表明し、近隣住民や「地区拠点」との連携を図る。

近隣の利用者に「災害時はここにくれば情報があ

り、ケアが受けられる」ということが安心の材料

として理解され、平常時にも地域情報の拠点とな

って集客力が向上すれば、業務上の営業効果も期

待できる。

このような連携を具体的に進める方法として、

神戸市の「防災福祉コミュニティ制度」にみるよ

うな自主参加型の地区別「ミニ防災協定」の仕組

みがあれば、よりスムーズに局単位の参加判断が

できる３）。実際に同制度に参加している神戸高丸

局・神戸坂上局では地域の防災運動会に参加する

など、平時の地域活動に取り組んでおり、このよ

うな顔の見える交流は災害時協力に大きな効果を

もたらすものと考えられる（図４）。
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図４　郵便局の防災福祉コミュニティへの参加

神戸高丸郵便局提供

４）まとめ

Ａ市における検討では「地域特性に応じ、局ご

とにできる範囲で柔軟に地方自治体と連携を行う

ことが郵便局の地域協力活動の成否を左右する」

と想定された。災害時には全組織的な対応にこだ

わらない、地区別・局ごとの小規模で柔軟な連携

体制が望まれる。これはヒアリング調査において

も強く指摘された。

Ａ市のような防災協定は全国１，８７２の市町村

（平成１１年現在）で締結されており、郵便局と地

方自治体間の合意形成は既に防災協定によって担

保されている。しかし、この協定を生きたものに

するには、その後実際の活動に向けて具体的に取

り組みを協議し、実行に移していく平時のコミュ

ニケーションが重要である。

近年、図２、３に見るような被害想定図、いわ

ゆるハザードマップを作成し、公表する地方自治

体が増加している。各郵便局が事前に危機管理お

よび地域ニーズ把握を検討するための材料は整い

つつある。

５　総括；災害時の各主体の取り組みと協力方策

冒頭で触れた阪神・淡路大震災以降の災害対策

の変化を主体別に整理する。

３）国土交通省「歩いて暮らせる街づくり」構想や神戸市「コンパクトシティ」構想など、阪神・淡路大震災以降、防災・防
犯・福祉等の生活テーマを小学校区規模のコミュニティ単位で捉える考え方が進められている。



①地方自治体

地方自治体は阪神・淡路大震災以降、自らの対

応能力不足をどのように補うかを真剣に検討する

ように変化している。特に都市災害においては、

被害範囲が広く、地区ごとの被害格差が大きいと

いう特性から、自治体は地区内当事者による自主

的な取り組みの後方支援役へと自らの立場を変え

つつある。郵便局にも「地域の事業所」としての

参画を求めている。

②地域住民

住民によるまちづくり活動が盛んな神戸市だけ

でなく、震災後被災地では住民の地域活動が活発

化した。日ごろのつきあいが希薄な都市部でも、

復興過程において個人では解決できない地区レベ

ルの問題解決のため、住民同士あるいは住民グ

ループと自治体の間で話し合いが進められた。

また、ＮＰＯ法成立などにより非営利地域組織

の発言力、実行力は社会的認知度を増している。

個別差、地域差はあるものの、自治会のような従

来型地域組織に代わる新たな形が育ちつつある。

とくに地域住民利用に多くを負っている無集配特

定局は、このような新しい地域組織の動向を的確

に把握する必要がある。

③地域事業所

阪神・淡路大震災以降、民間企業の事業所や商

店街の地域協力活動は顕著になっている。災害と

いう、地域属性に大きく関わるリスクへの対処手

法として地域協力はもっとも効果的である。また、

災害時だけでなく、例えば環境問題対策に見るよ

うに、地域問題は官民問わず全主体が当事者であ

り、説明責任・参画責任を負っているというとい

う考え方も浸透しつつある。郵便局にも「地域の

事業所」としての地域への関わり方が問われてい
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る。

６　既往研究による地域協力提案の実現可能性検証

既往調査研究で示された地域協力提案のうち、

既に実現された項目があったことを踏まえ、他の

未実現提案に関して改めて検討した。

１）水、食料、生活必需品等の備蓄・配給活動

災害の特性及び規模の大きさに応じて適宜判断

し、本来業務の延長線上で判断すべき事柄である。

一方で被災地では災害救援物資の無料化が非効率、

不要な物品の送付につながる、との指摘が多い。

その対策は検討課題のひとつである４）。

２）災害情報拠点としての活動

郵便局側の認識は浸透していないが、情報発出

および共有に関する活動は住民・自治体に共通し

て最も大きなニーズであった。非常時において不

確かな情報が錯綜している中、地域で業務を行っ

ている郵便局員に「身近な公務員」としての信頼

を寄せる面が大きい。通信および交通手段が限定

された地域では、情報提供は大きな価値を持つ。

とくに、さまざまな情報の交通整理役として、被

災者に落ち着きと有益な情報をもたらす存在と期

待されている。

阪神・淡路大震災当時に比べ、現在はインター

ネットをはじめとする安否確認・生活支援情報の

提供手段等の通信網の整備が飛躍的に進歩してい

る。しかし、電話、電力等の回線が不通になって

いる状態での「口コミ情報」「掲示板情報」「配付

資料情報」の重要性が低下するものではなく、こ

の点において郵便局が貢献できることは多々ある。

４）既往研究では、救援物資に一定の基準（品種、サイズの統一、物資名および数量の明記等）に適合したもののみを無料化し
て被災地へ送る「制限付き無料化」や、被災地に必要とされる救援物資を「救援ゆうパック」として販売して料金免除対象と
する、などの対策が提案されている。



３）一時避難所や地域ボランティア活動などの拠点

避難所としての空間提供については先行事例が

あり、災害の規模および対応能力に応じて各局の

独自判断にゆだねられる。ただし、施設開放を行

う場合は、平常時から災害時想定利用者との交流

を図っていないと、行き違いが発生する恐れがあ

る。

７　おわりに：「生活インフラ」としての小規模局

１）小規模局窓口の将来像

調査の結果、局種と窓口規模によって「生活イ

ンフラ」としての可能性も変化することがわかっ

た。無集配特定局のなかでも特に小規模局は、大

規模災害直後には端末の断絶やマンパワー不足に

より、本来業務を通して地域支援を行うことは困

難であり、また地域住民も集配普通局を利用する

傾向があることが明らかになった。その一方で、

小規模局ほど平常時の地域との繋がりが強く、局

長・局員との「顔の見える」コミュニケーション

が培われている場合が多いため、「情報の交通整

理」など地域協力への期待は大きい。平常時・災

害時を問わず、地区レベルの「生活インフラ」活

動は、とくに小規模局に期待されているといえる。

図５　都市災害の復興は長期にわたる
（阪神・淡路大震災後最後の仮設局・神戸桜口局）

２００１年２月撮影
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また、他主体の連携方法にも局種別の違いが明

らかになった。通常、普通局が地方自治体とのパ

イプ役であるため、独立性の強い無集配特定局は

「地元の協力パートナー」として認識されにくい。

しかし、この独立性は「防災福祉コミュニティ」

や自治会活動などへの参加に際し、事業体の一支

店としてではなく一事業所として独自判断できる

柔軟性にもつながっている。

２）特定局の長所を活かした独自活動事例

先に触れたような窓口における情報提供や相談

の「取り次ぎ」行為を再定義し、日常サービスと

して全面的実施を始めた郵便局がある。

出雲西特定局長業務推進連絡会に所属する７１の

特定局（集配・無集配）は、平成１３年１月より

「あなたのまちのアクセスポスト」活動を開始し

た。これまでにも窓口に持ち込まれることの多

かった通常業務以外の暮らしの相談事に対し、で

きる範囲でアドバイス、または電話による照会を

行って専門家や関係機関に質問内容を取り次ぐ、

というサービスである。年金、介護、健康など想

定される相談用件別に連絡先を記載したガイド

ブックを作成し、局が各自内容を充実させていく

こととなっている。

この活動において注目すべきなのは、郵便局が

随時行ってきた「生活インフラ」的側面を可視化

し、看板を掲げることによってこれまで以上の積

極的な取り組みを表明した点である。専門的な知

識を持ち合わせなくても、局長・局員が暮らしの

相談の仲介役となることで問題点が整理され、関

係機関の対応もスムーズになることが予想される。

また郵便局にも暮らしのニーズが蓄積されていく

ことで営業面でのメリットも少なくない。このよ

うな日常的地域活動の持続は災害時の対応にも大

きく影響すると考えられる。
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３）「生活インフラ」と地域ニーズへの対応

ヒアリング調査によれば、営業時間外の災害に

際し、小規模局では局に一番早く到着する局長に

判断の多くが委ねられた。営業時間中の災害に

あっても、地域協力の成否を決定するのは局長の

平時の局運営姿勢ととっさの判断であるといえよ

う。言うまでもなく、判断の中には「生活インフ

ラとして期待されていないこと」や「対応能力の

及ばないこと」の冷静な見極めも含まれる。

災害時には、全局が足並みを揃えてユニバーサ

ルサービスを提供することは困難だが、郵便局

ネットワークの強みは窓口業務を再開できない局

を他局が補完できる点である。そのうえで、各局

が近隣のニーズに合致した柔軟な協力活動を行う

ことが、業務面、地域協力面双方からの地域全体

へのユニバーサルサービスの実現となるだろう。

・郵政審議会［１９９６］『郵便局ビジョン２０１０』

・ユニバーサル研究会［２０００］『郵便のユニバーサルサービスの在り方について（報告書）』

・神戸都市問題研究所［２０００］『阪神・淡路大震災－神戸の生活再建・５年の記録－』

・石川孝重［２０００］『文部省科学研究費特定領域研究　発災対応型都市情報管理システム：阪神・淡路

大震災における郵便システム調査』

・官房企画課［１９９９］『郵便局の全国ネットワーク機能を活かした災害関連情報の提供の在り方に関す

る調査研究会　報告書』

・［１９９６］『阪神・淡路大震災　赤いポスト白書』白川書院新社

・ＣＳ神戸［２０００］『コミュニティ事業とネットワーク型共同事業』

・東京郵政局,［２０００］『三宅島噴火災害への取組・中間報告』

・東海郵政局［２０００］『東海豪雨による被害と復旧を振り返って』

・Ａ市［１９９６］『Ａ市総合防災基礎調査　地震被害想定等調査総合報告書』

・上田耕蔵［２０００］『地域福祉と住まい・まちづくり』学芸出版社

・神戸市復興・活性化推進懇話会［１９９９］『「コンパクトシティ」構想・調査報告書』

・高寄昇三［１９９９］『阪神大震災と生活復興』勁草書房

本調査にご協力いただいた関係各位にこの場を借りて御礼申し上げます。

本稿についてお気づきの点、ご意見等ございましたら下記までお寄せください。

a-oomura@soumu.go.jp
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１　はじめに

今日の社会が「情報化社会」であると言われ続

けて久しい。この間に、「ニューメディア」、「マ

ルチメディア」等、情報化社会を示すいわば時代

のキーワードともいえる用語が現れては消えてい

る。現在、「IT革命」なる語が世間を賑わせてい

るが、この言葉も数年後には誰にも使われなく

なっていくであろう。

しかしながら、今後数十年にわたって中長期的

に経済社会全体の情報化が進み、経済構造の重心

が、物質やエネルギーの生産・消費を中心とした

ものから、情報の生産・消費へとシフトしていく

であろうという点については、誰もが見解の一致

をみるところではないだろうか。

本稿では、情報化社会における「情報」とは何

か、また、物質等と比較して情報にはどのような

特性があるのかを検討した上で、それらを踏まえ、

情報の生産・流通・消費を規律するための法制度

としての情報保護法制の枠組みの全体像を明らか

にすることとしたい。

２　情報とは何か

� 情報の定義

まず、情報化社会における「情報」とは何かに

ついて考えてみることとしたい。一般に、情報と

は物質・エネルギーとともに我々の世界を構成す

る三大要素の一つであり、そのうち、不確実性

（エントロピー）を減少させるものが情報である

とされる１）。あるいは、「（微少のエネルギーで）

複製が可能であり、かつ、複製されたのちもなお

元と同一の状態を保つようなものについて、その

複製された内容」を「（最広義の）情報」とする

考え方もある２）。

もっとも、物質・エネルギーの生産・流通・消

費を規律する法制度との比較において、情報の生

産・流通・消費を規律する情報保護法制の在り方

を考えていくという本稿の目的からすれば、「情

報」を定義するあるいはその概念を確定するとい

うよりも、物質やエネルギーとの比較において、

情報がどのような性質を有しているかを分析する

ことの方が有用であろう。したがって、以下では

情報の有する特性について検討していくこととす

る。

情報保護法制の理論

前研究交流課長　　川村　一郎

トピックス

１）情報の定義については、福田　豊・須藤　修・早見　均「情報経済論」（有斐閣、１９９７年）２４－２５頁、鬼木　甫・西村　和
雄・山崎　昭　編著「情報経済学入門　－情報社会の経済理論－」（富士通経営研修所、１９９７年）８－１０頁等参照。

２）野口　悠紀雄「情報の経済理論」（東洋経済新報社、１９７４年）２３頁。ただし、野口教授は、同１５頁で情報を「定義」するの
は不可能であるとされる。



� 情報の拡散性

例えば、個人ＡがＸという物を有しているとす

る。Ａが別の個人Ｂにこれを譲渡すれば、通常A

はＸの所有を失いＢがＸの所有を獲得する。また、

Ｂがさらに別の個人ＣにＸを譲渡すれば今度はＢ

がＸの所有を失いＣがその所有を得る。あるいは、

ＡがＢとの間の譲渡契約を解除すれば、ＢはＸの

所有を失いＡは再びその所有を回復することが可

能である。

これに対し、個人ＤがＹという情報を有してい

る場合には、Ｄが別の個人Eに情報を伝達しても、

ＤはＹが固定された媒体自体を失うことはともか

く、Ｙそのものを失うことはない。つまり、Ｄか

らＥへの情報Ｙの伝達は、ＹのＤとＥによる共有３）

という結果をもたらすのである４）。さらに、Ｅが

別の個人ＦにＹを伝達すれば、ＹはＤＥＦの共有

ということになる。

また、仮にＤがＥとの契約を解除したとしても、

Ｅは情報Yを失うことにはならず、ＹをＤが独占

する従前の状態に戻すことはできない。すなわち、

情報は物と異なり伝達により一方的に順次拡散し

ていくという性質を有するのである５）。

このことは、物に対するように情報に対して個

人の「所有権」を認めることが困難であることを

意味する。なぜなら、取引を前提とするならば、

この情報の持つ一方的に拡散していくという性質

から、ある情報に対して特定の個人に「使用、収

益及び処分」（民法２０６条参照）する権利を排他

的に認めることは極めて困難となるからである６）。

以上の点から考えると、ある情報に対し特定の

個人に何らかの権利あるいは利益を法的に認めよ

うとする場合には、その権利（利益）は、所有権

のような排他的な使用、収益、処分権ではなく、

あくまでも「当該情報の他の者への伝達を一定の

範囲内に制限（コントロール）あるいは禁止する

権利（利益）」として制度設計せざるを得ないの

ではないかと思われる７）。

� 複製の容易さ

情報の有する第二の性質であり、おそらくこれ

が最も重要なものとみられる性質は、その複製が

極めて容易であることであろう８）。通常の製品を

新たに一つ追加して生産する場合、原材料費や加

工、組立に要する費用など一定の製造コストがか

かる。これに対し、情報それ自体の再生産を行う

ための原材料費は必要なく、複製の過程で電力な

ど若干のエネルギーの消費はあるにせよ、その費

用は無視できるほどに小さいと考えられる。

とりわけ、０と１の信号により構成されるデジ

タル情報の場合、複製による情報の劣化も生じな

いため、費用がほとんどゼロで同品質の情報を無

限に再生産していくことが可能である。
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３）後述するように、情報に対して個人の所有権を認めることは困難である。したがって、ここでの「共有」は、民法２４９条以
下の共有とは異なる意味で用いることとしたい。

４）もっとも、例えば、情報Ｙがコンピュータのプログラムのように極めて複雑なものであるならば、ＣはＹの固定された媒体
を譲渡することによりＹ自体も失うといえるのかも知れない。しかし、後で述べるように、物と異なり情報の複製に要するコ
ストはほとんどゼロに近いと考えられることから、Ｃは法律による制限がなければ通常Ｙを複製した上でＤに譲渡するであろ
う。その結果、情報の拡散という状況が生じることとなる。

５）野口　前出注２）４４－４５頁参照。野口教授は、情報の持つこの性質を「取引の不可逆性」としている。
６）営業秘密（不正競争防止法２条４項参照）のように、特定の個人が独占的に支配管理し誰にも伝達しない情報に対しては、

あるいは「所有権」を観念することができるのかも知れない。しかし、取引を前提としない情報に所有権を設定することに一
体どれだけの意味があるのかは疑問であろう。

７）プライバシーの権利は、当初、「私事をみだりに公開されない権利」とされていたが、今日の通説的見解では、「自己に関す
る情報をコントロールする権利」と構成されるに至っている。芦部　信喜「憲法学Ⅱ　人権総論」（有斐閣、１９９４年）３６８－
３９１頁等参照。プライバシーの権利に限らず、情報に対する個人の財産的・人格的利益を保護するためのすべての法に基づく
権利あるいは利益の内容は、当該個人に対し、対象となる情報に対しどの程度まで制限（コントロール）することを認めるか
という点にその本質があると考える。

８）野口　前出注２）２１－２４頁、４０－４１頁及び丹下　忠之「情報業の経済学」（創風社、１９９８年）３０－３１頁参照。



このことから、ある一定範囲の情報については、

その創作者に複製の権利等を独占的に認めること

により、当該情報を創作するインセンティブを付

与する制度が必要となる。著作権法はその代表的

な例といえよう９）。もっとも、このような情報に

関する独占権は、�で述べた「情報の他の者への

伝達を一定の範囲内に制限（コントロール）ある

いは禁止する権利」の一形態に過ぎないといえる

であろう。

なお、情報の物と異なる性質として、複製に要

する費用の他に伝送に要する費用もほとんどゼロ

に近いとする見解もある１０）。しかしながら、情報

の伝送に関しては、郵便、電話、放送、インター

ネット経由など様々な形態が考えられるところで

あり、伝送ネットワーク設備等の設置・運営管理

に要する費用を除外するとしても、その費用が全

く同じでゼロと考えることは適当でないと思われ

る。

� 財産的利益と人格的利益

情報の有する第三の性質として、一つの情報に

対して複数の個人の権利あるいは利益が重層的に

関わっていることが指摘できる。例えば、小説家

Ａが書いたＸという小説の中に別の個人Bの私生

活に関する事項が含まれているという場合、単一

の情報Ｘに対してＡの著作権とＢのプライバシー

の権利とが重層的に関係していることになる１１）。

もっとも、これは情報に特有の性質というわけ

ではなく、単一の物に対しても複数の個人の権利

が設定されている場合がある。たとえば、同一の

土地Ｙに対してＣが所有権を、Ｄが地上権（民法

２６５条）を有しており、さらにEのために抵当権

（同３６９条）が設定されているといったようなこ

ともあり得る。

しかしながら、上記の例のように、ある個人が

特定の情報に対しプライバシーのような人格的な

利益を有していることは想定されるが、特定の物

に対して同様の人格的な利益を有していることは

通常考えにくい。つまり、一つの客体に特定の個

人の財産的な利益と人格的な利益が重層的に関

わっていることは、情報に特有な性質といえる１２）。

現在、情報に対する個人の財産的な利益のうち

法的に保護されているものとしては、著作権、パ

ブリシティの権利、営業秘密等が考えられる。ま

た、個人の人格的な利益のうち法的に保護されて

いるものとしては、著作者人格権（著作権法１８条

～２０条）、プライバシーの権利、個人情報等が考

えられる。

また、これらの財産的な利益と人格的な利益は

それぞれ別の個人が関係することもあれば、同一

の個人が両方の利益に関係することもある。上の

例でいえば、小説Xの著者Ａは、Ｘに対し著作権

を有すると同時に著作者人格権も有することにな

る（著作権法１７条１項参照）。

３　情報保護の前提

上記の議論から、情報保護法制とは、まず第一

に、情報に対する個人の財産的な利益及び人格的

な利益を保護するための法制度との理解が可能で

ある。しかしながら、加えて、このような個人の

利益保護の前提として位置づけられるものも、情

報保護法制に含まれると考える。
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９）田村　善之「著作権法概説」（有斐閣、１９９８年）６－８頁。また、森村　進「財産権の理論」（弘文堂、１９９５年）１６６－１７５
頁も参照。

１０）丹下　前出注８）３２－３４頁。
１１）「宴のあと」事件（東京地裁昭和３９年９月２８日判決、下民集１５巻９号２３１７頁＝判例時報３８５号１２頁）参照。
１２）松本　恒雄「情報の保護」ジュリスト１１２６号（１９９８年）１９３－２００頁参照。



� 表現の自由

情報に対する個人の利益が保護されるためには、

何よりもまず、個人にとって情報の作製、流通等

を自由に行うことのできる環境が整備されていな

ければならない。このため、言論、出版その他個

人の表現の自由（憲法２１条１項）が確保されてい

ることが情報保護の第一の前提といえる。

� 通信の秘密

情報に対する利益が保護されるための第二の前

提として、当該情報に対する個人の支配（コント

ロール）への不当な介入が禁止されることが必要

である。憲法２１条２項後段に規定される通信の秘

密の保護は、こうした不当な介入の禁止を確保す

るためのものとして位置づけることができる。

ただし、憲法で規定される通信の秘密の保護は、

通説的見解によれば公権力による行為のみを禁止

しているものとされているが１３）、情報通信ネッ

トワークが広く一般に普及している今日、公権力

による不当な介入を禁止するだけでは十分とはい

えず、私人による介入についてもこれを制限する

必要がある。

郵便法９条、電気通信事業法４条、有線電気通

信法９条、電波法５９条といった通信の秘密保護の

規定は、これらの規定に違反した場合に罰則の適

用があり（郵便法８０条、電気通信事業法１０４条、

有線電気通信法１４条、電波法１０９条）、私人によ

る行為にも適用されるものである１４）。また、刑法

１３３条の信書開封罪も私人による情報への不当な

介入を禁止するものとして位置づけることができ

る１５）。

� 不正アクセスの禁止

さらに、情報に対する個人の支配への不当な介

入を禁止するためには、通信の秘密を保護するだ

けでは足りないと考えられる。「通信」を情報の

うち、送り手から受け手への伝達の過程にあるも

のとするならば１６）、通信は情報のうちのごく一

部に過ぎず、通信以外の情報についてもこれを保

護する必要が生じる場合がある。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正

アクセス禁止法）は、電気通信回線に接続してい

る電子計算機のうちアクセス制御機能を有するも

のに対し、①他人の識別符号（ID・パスワード

等）を無断で入力する行為（３条２項１号）及び

②架空のID・パスワードや特殊な指令といった

アクセス制御機能による利用制限を免れることが

できる情報又は指令を入力する行為（同２号、３

号）を不正アクセス行為とし、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処することにより禁止して

いる（８条１号）１７）。これは、通信以外の情報の

うち、電気通信回線に接続するコンピュータに蓄

積された情報について、他人の不当な介入を禁止

するための法制度として位置づけられよう。
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１３）ただし、高橋　正俊「通信の秘密」ジュリスト増刊　憲法の争点（新版）（１９８５年）１０４頁は通信の秘密はプライバシー保
護の一環として位置づけられるべきであり、プライバシー保護には私人間効力もあるとされるので、通信の秘密の私人間効力
についても再検討の余地ありとしている。

１４）多賀谷　一照・岡崎　俊一「マルチメディアと情報通信法制－通信と放送の融合－」（第一法規、１９９８年）３２－３３頁参照。
１５）同上４１－４３頁。刑法の規定は、処罰の対象が開封行為のみであること、親告罪であること及び未遂罪が処罰されないことが、

郵便法、電気通信事業法等の規定と異なる。
１６）「通信」は、上記のように伝送内容としての通信の意味で用いられるとともに、伝送手段としての意味で用いられることも

ある。
１７）不正アクセス禁止法については、不正アクセス対策法制研究会　編著「逐条　不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
（立花書房、２０００年）、露木　康浩「不正アクセス行為の禁止等に関する法律について」ジュリスト１１６５号（１９９９年）５１－５４
頁、園田　寿「不正アクセス」法学教室２２８号（１９９９年）４２－４６頁等参照。



４　情報保護法制の全体像

以上をまとめると、情報保護法制は、「情報に

対する個人の財産的な利益及び人格的な利益を保

護するために、個人が当該情報の他の者への伝達

を一定の範囲内に制限（コントロール）又は禁止

することを認める法制度並びに当該利益を保護す

るための前提となる法制度」と捉えることができ

よう１８）（図参照）。インターネット上のサイバー

スペース（電脳空間）において、名誉毀損や有害情

報の発信、著作権の侵害等が問題となっている１９）

今日、情報に関わる法制度をこのように一体的に

捉え、分析していくことの意義は大きいと考える。

最後に、情報保護法制と情報公開条例を含む情

報公開法制との関係について、一言触れておきた

い。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（情報公開法）は、その目的について、「国民主権

の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権

利につき定めること等により、行政機関の保有す

る情報の一層の公開を図り、もって政府の有する

その諸活動を国民に説明する責務が全うされるよ

うにするとともに、国民の的確な理解と批判の下

にある公正で民主的な行政の推進に資すること」

（１条）と規定する。

そして、この点につき、情報公開法は憲法２１

条１項の表現の自由に根拠を置く政府に対する情

報開示請求権としての「知る権利」に基づくもの

であるから、上記の目的規定に「知る権利」につ

いて明記すべきであるとの意見がある２０）。
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１８）中山　信弘「マルチメディアと著作権」（岩波新書、１９９６年）４－９頁参照。中山教授は、知的財産法の本質は財産的情報
の保護法と考えるべきであるとされる。また、浜田　純一「情報法をめぐる「権利」と「空間」－情報公開と個人情報保護へ
の視線」ジュリスト増刊　情報公開・個人情報保護（１９９４年）１７頁で、浜田教授は、「知る権利」及び「プライバシーの権利」
等を基層的な部分において「情報に対する権利」として一括することが可能であると思われる、とされる。

１９）具体的な裁判例として、ニフティサーブ事件（東京地裁平成９年５月２６日判決、判例時報１６１０号２２頁）、PC－VAN事件
（東京地裁平成９年１２月２２日判決、判例時報１６３７号６６頁）及び都立大学事件（東京地裁平成１１年９月２４日判決、判例時報１７０７
号１３９頁）参照。また、著作権については、茶園　成樹「インターネットと知的財産法」法学教室２５２号（２００１年）２９－３０頁
等参照。

２０）田島　泰彦「知る権利と情報公開制度　－国際動向も踏まえた公開原則の徹底と拡充の課題」ジュリスト１１９２号（２００１年）
９９－１００頁等参照。

【図　情報保護法制の全体像】
情報保護法制

著作権

パブリシティの権利

営業秘密　等

著作者人格権

プライバシーの権利

個人情報　等

人格的利益の保護財産的利益の保護

表現の自由、通信の秘密、不正アクセスの禁止　等

利益保護の前提



この問題は、政府が収集、作製し保有する情報

が一体誰のものかというところにあるのではない

かと思われる。つまり、政府が保有する情報が政

府のものだというのであれば、これに対し「知る

権利」に基づき情報開示を求める必要があるのか

も知れない。しかしながら、２�で述べたように

情報に対する「所有権」を認めることは困難であ

り、また、政府の保有する情報はその収集、作製

等に要する費用を税金により負担している国民全

体の共有財産と捉えることも可能である。つまり、

政府の保有する情報は、道路や公園などと同様の

「公共財」２１）であると考えるのである。

このような考え方に立つと、情報公開法とは、

国民の共有財産である政府情報に対して、当該情

報に関して特定の個人や法人が有するプライバ

シー等の利益（５条１号、２号参照）やその他の

利益との調整を図りつつ、利用者の適正な費用負

担（１６条参照）のもとにアクセスするための手続

を定める法律である、との理解も可能であろう２２）。
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２１）野口　前出注２）４１－４３頁は、純粋な公共財が、①社会的限界費用がゼロ、及び②排除不可能という２つの性質によって特
徴づけられるとし、情報という経済財については、情報そのものの性質として、あるいは特許権や著作権などの特別な法的保
護によって制度的に排除可能性が成立する場合があり得るから、情報は必ずしも公共財にはならないとする。

この問題は、「公共財」をどう捉えるかにもよると思われるが、たとえ特定の個人がある情報を排他的に支配管理している
としても、当該情報を「所有」しているのでないとするならば、少なくとも当該情報は彼あるいは彼女だけのものではない、
とは理解できないだろうか。

もっとも、野口教授の考え方に拠ったとしても、政府の保有する情報については排除可能性を認めるべきでないという構成
をとることは可能であろう。

２２）浜田　前出注１８）１８頁参照。なお、行政改革委員会「情報公開法制の確立に関する意見」（１９９６年１２月）Ⅱ１�では、「知る
権利」について、憲法２１条の保障する表現の自由はあくまで自由権であって「知る権利」のような請求権的なものは含まない
とする見解がある一方、「知る権利」を広く自己情報の開示請求権を含めて考えるものや、「知る権利」は憲法上既に具体的な
内容をもって存在する権利であるとする見解もあるなど、様々な理解の仕方があるのが現状であること、最高裁判所の判例に
おいては、請求権的な権利としての「知る権利」は認知されるに至っていないことから、情報公開法要綱案では同法の目的規
定に「知る権利」という言葉を用いることはしなかったとしている。
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１　はじめに

厚生労働省は医療制度改革試案を発表した。試

案の焦点は高齢者を中心に増え続けている医療費

の抑制で、医療保険財政の破たんを防ぐのがねら

いのようである。

わが国では、１９９７年に健保加入者の本人負担が

１割から２割となり、高齢者の負担も大幅に引き

上げられた。この結果、９７年度の医療費の伸びは

１．９％と前年度の５．８％から大幅に下がった。と

ころが、９８、９９年度は２．６％、３．７％とふたたび

増加基調に戻ってしまった。

このような状況を踏まえ、厚生労働省は、患者

負担を引き上げ、過度の受診を抑えコスト意識を

持たせる効果を期待する案を発表した。

厚生労働省の医療制度改革試案では、民間保険

の拡大に言及していない。任意加入の民間保険の

導入については、その導入の結果として所得格差

が医療サービスの給付格差が生じるのではないか、

との懸念があるからであろう。これに対し、経済

財政諮問会議や規制改革会議では、現在、室料差

額や高度先進医療などに限られている民間保険に

ついて、拡大を求める声があがっている。「良質

の医療サービスを求める消費者ニーズを満たすた

め、公的保険の対象となる基礎的医療を上回る医

療サービスを、医療機関と民間保険会社との自由

な契約で供給できるシステムを実現すべきであ

る。」というのが民間保険拡大の理由だ。

わが国の医療保険は、「国民皆保険制度」だ。

原則としてすべての国民が医療保険制度に加入。

被用者を対象とする政府管掌健康保険や組合管掌

健康保険などの被用者保険制度と、自営業者や無

職者などを対象とする国民健康保険制度の２本立

ての体系を基本とし、さらに、７０才（寝たきりの

方などについては６５才）以上の高齢者については、

老人保険制度を設けている。

米国の健康（医療）保険の歴史と現状・・・

管理医療、HMOを中心に

沖縄総合通信事務所長　　大寺　廣幸

トピックス

医療保険制度の加入者（平成１２年３月現在）

被用者保険の加入者：本人（被保険者）及びその家族（被扶養者）
国民健康保険の加入者：被用者保険の加入者以外の者全員（被保険者）

政府管掌健康保険 3,732万人 29.3％ 共済組合 1,009万人 7.9％

組合管掌健康保険 3,212万人 25.2％ 市町村国保 4,224万人 33.1％

法６９条の７被保険者 5万人 0.0％ 国保組合 434万人 3.4％

船員保険 24万人 0.2％ その他（生活保護） 104万人 0.8％



これに対し、米国の医療保険は、

公的保険と民間保険の混合体制で

１）６５才以上の高齢者や身体障害者など約３９百

万人を対象とするメディケア（Medicare）、

２）低所得者や公的支援が必要なさまざまな人た

ち 約４１百 万 人 が 対 象 の メ デ ィ ケ イ ド

（Medicaid）と、

１）勤務先の会社などが従業員にベネフィットと

して給付する民間保険（被用者保険）

２）自営業や自由業の人たち、雇用先は健康保険

に入っていない従業員、早期退職者などが個

人で加入する民間保険

がある。

民間保険は、AetnaやCignaなどの民間保険会

社やKaiser Permanenteなどの民間の非営利健康

保険法人が提供している。

このほか、保険料負担や保険のカバー範囲、雇

用環境などが原因で、米国では、一年中あるいは

何ヶ月間か無保険の人たちが相当数、常態的にい

る。
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国民健康保険（市町村）、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険の比較

（注１）（ ）内は７０才以上の者を除いた場合
（注２）６５才以上の寝たきりの者等を含む
（注３）老人医療受給者を（国保は退職被保険者等も）除いた数値である。
（注４）国保は旧ただし書き方式による課税標準額であり、政管健保、組合健保は標準報酬をもとに賞与月数、給与所得控除等

を見込んで推計したもの。
（注５）（ ）内は事業主負担分を含む。

市町村国保 政管健保 組合健保

加入者数（１２年３月末） 4,224万人 3,732万人
本人（被保険者）
1,953万人
家族（被扶養者）
1,779万人

3,212万人
本人（被保険者）
1,539万人
家族（被扶養者）
1,672万人

加入者平均年齢（１０年度）（注１） 51.3才（43.3才） 36.9才（34.5才） 33.6才（32.3才）

25.3％ 5.7％ 2.8％

一人当たり診療費（１０年度）（注３） 16.4万円 12.3万円 10.2万円

1世帯当たり年間所得（１０年度推計）
（注４）

179万円 246万円程度 383万円程度

29.1万円 36.9万円

国庫負担（医療分） 給付費等の5 0％、
保険料軽減分の
1／2

給付費の 1 3 . 0％
（ 老 健 拠 出 金 は
16.4％）

定額（予算補助）

3兆577億円 9,592億円 262億円

１世帯当たり保険料認定額（１０年度）
（注５）

15.4万円 15.2万円（30.3万円） 15.9万円（36.4万円）

老人加入割合（１２年３月末）
（注２）

平均標準報酬月額（１２年３月末）

平成１３年度予算案



この小稿では、民間保険が健康（医療）保険

制度で主要な役割を担っている米国で、健康保険

の歴史と現状を、管理医療（Managed Care）と

その中核を担うHMOを中心に述べてみたい。

２　従来型の健康保険・・・「fee－for－service

（出来高払い）」システム

昔から慣れ親しんできた健康保険の仕組みは、

診療行為ごとに診療費を負担するもので、米国で

は「fee－for－service（出来高払い）」システムと

言われ、９０年代初めまで米国でもこの仕組みが一

般的だった。

米国の歴史を振り返りながらこの仕組みを簡単

に述べてみよう。医師に診察を受け血液検査をし

てもらうと、当然、診察代を請求され支払う。健

康保険制度が導入された当初、健康保険は外来を

扱わず入院だけであった。入院が健康保険支払い

の前提であった。その後、外来も対象となった。

保険支払いは一つひとつの診療行為に対して行わ

れた。当初は診察代といっても高が知れたもの

だった。

「fee－for－service」システムでは、個人と医師

は、相互に選択の自由をもつ。患者は医師にどの

ように治療してほしいか希望を述べることができ、

また、医師のほうでも、どのレベルまでの治療が

必要か、患者にアドバイスできる。言い換えれば、

医師の医学的なアドバイスが患者個人の立場に全

面的に立ったものであるとの保証がある。どこの

病院へも行くことができる。仕事や健康保険プラ

ンをかえても、これまでかかっていた医師に診て

もらうことが可能だ。健康保険プランを支払う保

険会社の側は、医師が行った診療行為すべてに関

し通常かかる費用を支払う。患者は、健康保険の

支払い側で負担できない「差額分」を自ら支払う

ことになる。患者は、診療のときはまず自分の財

布から診察代全額を支払い、後から、保険でまか

なうと決められた診察費を保険会社に還付請求す

る。この仕組みは、医療費の増加を抑制するメカ

ニズムを持たず、過剰医療や医療費増につながる

ことになった。さらに、診療を行うサイドにおい

ては、高性能医療機器の導入、新薬の登場、X線

技師などの新しい医療関係者の増加などによって、

医療サービスはますますコストがかかるものに

なった。

この医療費増加に拍車をかけたのが、人種問題、

貧困問題を解決しようとしたジョンソン政権の

「偉大な社会」計画の一環として創設された公的

診療支援制度である。１９６５年、連邦議会でメディ

ケアが制度化された。６５才以上の高齢者は、ほと

んど自己負担なしに医療サービスを受けることが

可能になった。メディケアに医療サービスニーズ

の増大を抑える仕組みが組み込まれておらず、低

所得者層などを対象とするメディケイドとともに、

この二つの公的診療支援制度により、医療サービ

スへの公費負担が急速に膨張していくことになっ

た。
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６５才未満の米国人の健康保険付保の比率

GAO（米国会計検査院）「Health Insurance Characteristics and Trends in the Uninsured Population」より

1994年 1998年 1999年

被用者保険 64.4% 65.8% 66.6%

公的保険 12.9% 10.8% 10.8%

その他の個人付保保険 5.6% 5.0% 5.2%

無保険 17.1% 18.4% 17.4%



３　管理医療（Managed Care）システム

「fee－for－service（出来高払い）」システムに

かわるものとして登場してきたのが、管理医療で

ある。

管理医療は、医療・介護サービスの提供とそれ

に要する費用の負担について、前もって保険加入

者、保険会社、医師の間で取り決めておく健康保

険プランである。医療費、入院費、診察代、緊急

処置費、家庭介護費、病気予防コストなどがプラ

ンに盛り込まれている。

管理医療の始まりは意外に古い。１９３０年代後半、

Kaiser Permanenteなどの非営利の健康保険法人

が建設業の労働者向けに前払いのグループ健康保

険プランを提供しはじめた。しかし、４０・５０年代

は、この前払いグループ健康保険プランはほとん

ど使われなかった。医療機関は、「 f e e－f o r－

service」プランを支持した。

１９７０年代に入り、企業は、従業員へのベネフィッ

トとして負担する健康保険料の膨張に耐えきれな

くなってきた。医療費の対国内総生産（GDP）

の比率がどんどん大きくなり、医療費抑制が誰か

らも求められるようになった。医療費抑制のため

には、「fee－for－service」システムを見直す必要

がある、との認識が一般的になった。診療コスト

をコントロールするため、ニクソン政権時の１９７３

年、健康維持法人支援法（Health Maintenance

Organization Act）が成立した。この法律により、

健 康 維 持 法 人 （ Health Maintenance

Organization：HMO）の概念が確立し、２５人以

上の従業員を雇用する企業は、従業員に健康保険

を付与する場合、HMOの選択肢を従業員にあた

える義務を負うことになった。また、HMOに対

しては、この立ち上がり時期に連邦政府から財政

支援を行った。この財政支援は、支援の前提条件

をHMOにクリアさせることで、健全なHMOを育

成する効果ももった。１９７４年、民間企業等が提供

する従業員のベネフィットプランを規制する従業

員退職手当保護法（Employee Retirement

Income Security Act：ERISA）が施行された。

ERISAは民間の年金システムへの国民の不安が

広がっていた当時、従業員が退職時に給付される

ベネフィットを保護するため作られた。保護の対

象に、グループ健康保険などの従業員ベネフィッ

トプランが含まれた。また、この法律によって

HMOは、ほとんどの医療過誤訴訟から保護され

ることになった。

７０年代末になっても、管理医療は、米国の医療

体系のなかではまだ少数派で、５％の米国民しか

加入していなかった。８０年代、医療費の増加が顕

著になり、民間企業は医療コスト抑制の有効な手

段として管理医療を認識しだしたことから、HMO

などの管理医療への加入率は増えてきた。HMO

への加入数は、１９８０年に９００万が１９９０年３，６００万

になった。米国健康保険協会（Health Insurance

Association of America）の調査によれば、１９８７

年、従業員の２７％が、企業が給付する管理医療プ

ランに入っていたのが、１９９６年には７４％に急増し

た。まさに、８０年代後半から９０年代にかけ管理医

療システムが広く受け入れられ、今では、管理医

療が当たり前になった。健康保険をもつ米国民は、

AetnaやCignaなどの保険会社等のHMOに加入し

ている。

管理医療サービスを提供する管理医療法人

（Managed Care Organization：MCO）は、健康

維持法人（Health Maintenance Organization：

HMO）、選択プロバイダー法人（Preferred

Provider Organization：PPO）などである。さ

らに、HMO・PPOの仕組みを折衷したPOSプラ

ン（Point－of－Service（POS）Plan）もある。管理

医療法人は、健康保険プランの加入者にかわって

医療機関などと交渉する。管理医療法人と提携す
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る健康・介護サービスの提供者、すなわち医師、

病院・医院、診断検査研究所などに対して、その

プランに加入する多数の個人がかならず顧客にな

ることを保証する。その見返りに、健康・介護

サービスの提供者は、プランであらかじめ決めら

れた医療・介護単価、診療費支払い上限額のなか

で、プラン加入者に健康・介護サービスを提供す

る。

管理医療法人のなかでもっとも一般的なものが

HMOである。HMOは、医療機関や医師、企業

（ときに個人）との間で契約を結び、個人への医

療サービスを提供する。

HMOを選ぶにあたって主に考慮される要素は

次のとおりであるが、これらの要素からHMOの

特徴が透けて見えてくる。

１）月額保険料

２）提供医療サービスの内容

３）HMOの指定病院以外のところでの診療代

をHMOが面倒を見ることができるか、そ

の場合のHMOの負担額

４）指定病院の数、所在地、評判

５）HMOと提携する医師の数、専門診療科目

６）診療報酬の医師への支払い方法

保険加入者は、月額保険料をあらかじめHMO

に支払う。医療費は、基本的にはこの保険料から

出される。患者自身は、個々の診療にあたって特

に自己負担しないのが普通だ。診療サービス・行

為の内容は、あらかじめメニュー化されている。

HMOは営利法人が多い。HMOは、医療サービス

の上限を定めており、医師はその範囲内で患者に

医療サービスを提供する。HMOのプランに加入

すると、このHMOに所属する医師にしかかかれ

ない。個人は、HMOの所属医師リストから最初

に診察してもらう第一次診察医師（Primary

Care Physician）を選ぶ。この医師はファミリー

ドクターで、「gatekeeper」とも言われている。医

師は、医療行為の範囲を定めるプランのメニュー

にある医療サービスを提供するか否かを判断する

役割をもつ。また、一般的な診察や、かぜ・イン

フルエンザなどの日常起こりがちな病気の処置を

行い、胸部X線検診や大腸がん検診などを受けて

いるかどうかをチェックする。病気が自分の手に

負えないと判断するときは、HMOと契約する専

門医を紹介する。この専門医へ紹介すべきかどう

かを決めることから「gatekeeper」と呼ばれて

いるわけだ。不必要・過剰な「専門医への道」に

ゲートを設けることで診療費アップをふせぐとい

う考え方なのである。HMOの診療の哲学は、病

気にならないよう予防処置を重視し、また、不必

要な過剰診療を避けることである。医師自身、医

療行為の範囲を定めるプランに拘束され、そのプ

ランで決められた条件、範囲で診療する。HMO

の医師への診療報酬の支払いかたは、患者に施し

た処置すべてをひとくくりにして一定額を払う

（capitation）ところと、処置の一つひとつが適当

かどうかをHMOと医師との間でチェックしなが

ら個々の処置ごとに定められた報酬額の合計額を

支払うところとがある。病院の選択もプラン次第

である。多くのHMOは、診療する病院をいくつ

か特定しており、この指定病院では割引がきき医

療費が少なくてすむ仕組みになっている。居住地

から離れたところで具合が悪くなったときそこに

HMO指定病院がないと後が厄介である。もし、

症状がHMOの定義する「緊急事態」に該当しな

いのであれば、HMOは、入院・治療費用を負担

しない。

さらに、多くのHMOは、医師のほかに検査・

研究機関や薬局もネットワークに組み入れており、

医学検査や処方薬のコストアップを抑える努力を

している。また、HMOは、病気にならないよう

にと予防医学に力を入れており、定期的なコレス

テロール値検査、インフルエンザ予防接種、婦人
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検診、血圧検査、糖尿病検査、身体測定などの

サービスを保険加入者に提供している。フィット

ネスクラブの経営やフィットネスクラブ会員権の

割引提供を行っているところさえある。

PPOは、HMOと基本的な仕組みはかわらない

が、PPOで決めた医師や病院以外のところでも

受診できる点が異なる。当然、患者個人の自己負

担分が多くなり、PPOへの診察代還付の請求書

類も自分で作成、送付する手間ひまがかかること

になる。また、POSプランでは、最初に診てもら

う医師は、そのPOSプランであらかじめ指定され

た医師であるが、専門医は、POSプラン指定医師

に限らない。個人は、診断、治療してもらう医師

を自由に選ぶことができるものである。
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管理医療のタイプ別プランの概要

プラン選択 支払い

大企業

会社は、コンサルタントなどのアドバ
イスを受けさまざまなプランを比較検
討。プランを複数選択しリスト化。
従業員は、そのリストからプランを選
択。

会社は、その従業員のためプランの保
険料を支払う。
会社は、従業員の給与から個人負担分
を天引きする。
従業員は、診療の際に自己負担分やプ
ランに含まれない診療費を支払う。

中小企業・個人

中小企業経営者や個人は、代理店が用
意するプランを比較検討し、プランを
選択。

個人・中小企業経営者はプランの保険
料を支払う。
中小企業は、従業員の給与から個人負
担分を天引きする。
個人・従業員は、診療の際に自己負担
分やプランに含まれない診療費を支払
う。

メディケア

政府は、複数のプランを選択し、プラ
ンプロバイダーと契約を締結。
契約を結んだプランプロバイダーは、
メディケア利用者に売り込み。
メディケア利用者は、それらのプラン
から自らに合ったものを選択。

政府は、対象となる個人のため個々の
契約プランの保険料を支払う。
メディケア利用者は、契約プランプロ
バイダーに、その他の追加的な所要の
保険料を支払う。
メディケア利用者は、診療の際に自己
負担分やプランに含まれない診療費を
支払う。



HMOの管理医療プランの具体的な事例を知っ

てもらうため、調査時期は１９９５年と古いがBetter

Business Bureauが調査したニューヨーク市とそ

の近郊地域の管理医療プランの一部を紹介してみ

よう。いかに千差万別かが理解していただけるで

あろう。
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Aetna Cigna
Empire Blue
Cross Blue
Shield

HIP Oxford

第一次診察医師数 2,700名 2,417名 3,050名 760名 7,751名

専門医数 3,250名 4,475名 7,950名 1,084名 14,382名

提携病院数 68 65 118 21

181

（その他協力病
院250以上）

加入者数 315,000名 400,000名 374,000名 870,000名 850,000名

サービス地域

ニューヨーク
市､ウエスト
チェスター郡､
パットナム郡
等

ニューヨーク
市､ウエスト
チェスター郡､
パットナム郡
等

ニューヨーク
州全域

ニューヨーク
市､ウエスト
チェスター郡､
パットナム郡
等

ニューヨーク
市､ウエスト
チェスター郡､
パットナム郡
等

外来受診費 10㌦ 5㌦ 10㌦ 本人負担なし 10㌦

医薬処方費 3㌦/処方 50㌦控除、そ
の後5㌦/処方 5㌦/処方

50㌦控除、そ
の後処方費の
20％負担

5㌦/処方

入院費 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし

緊急治療室 25㌦ 50㌦ 50㌦ 本人負担なし 50㌦

薬
物
乱
用

10㌦/外来
（年間60外来）

5㌦/外来
（年間60外来）

10㌦/外来
（年間60外来）

本人負担なし
（年間60外来）

本人負担なし
（年間60外来）

本人負担なし
（年間30日）

本人負担なし
（年間30日） 25㌦/日

本人負担なし
（年間30日）

本人負担なし
（年間7日）

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

25㌦/外来
（20外来）

5㌦
（年間30外来）

25㌦
（年間20外来）

25㌦
（年間20外来）

50㌦
（年間30外来）

本人負担なし
（年間30日）

本人負担なし
（年間30日）

25㌦/日
本人負担なし
（年間30日）

本人負担なし
（年間30日）

本人負担なし
（年間30日）

妊娠
ケア

10㌦/外来 初診5㌦ 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし

本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし

月
額
保
険
料

200.96㌦ 234.34㌦ 196.20㌦ 164.91㌦ 212.22㌦

529.29㌦ 674.19㌦ 588.60㌦ 457.30㌦ 636.66㌦

428.80㌦ 468.67㌦ 412.00㌦ 310.04㌦ 409.37㌦カップル

家族

単身

入院

外来

外来

入院

外来

入院

救急車サービス 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし 本人負担なし



管理医療の普及で医療費はどうなっただろうか。

確かに、米国は、９９年の診療費の対GDP比率が

１２．０％前後とOECD加盟国のなかで最も高い。し

かし、診療費負担の傾向を追っていくと面白い傾

向に気づく。９２年までほぼ一本調子に対GDP比

率が上昇した。それが９２年以降９０年代一貫して定

常状態になったことである。消費者物価指数の伸

びが落ち着いていたのに加え医薬品・医療機材の

米国では、HMOが医療制度で圧倒的な存在に

なっているが、HMOに問題がないのか、という

とそうではない。

指定医師の数が少ないため、医師の予約をとる

のに時間がかかり、病院でも待ち時間が長いとい

う苦情がある。専門医の診療を受ける前にファミ

リードクターにかからなくてはならないので、す

みやかで適切な処置をうけることができない場合

もある。HMOが指定する医師については選択の

幅は限られている。指定医師以外の医師の診察を

受けることを認めるHMOのプランもあるにはあ

るが、保険料は高い。HMOは、個々の診療サー

ビスに「合理的で通常の」サービス水準と単価を

設定しているので、これを超える診療では、超過

費用は個人が負担しなくてはならない。また、治

療入院の日数は以前にくらべ短くなったとの声や、

医師は多くの患者を診なくてはならないので、患

者一人当たりの診察時間は短くなったとの声もあ

る。

また、残念ながら、最近管理医療で期待された

医療費の抑制がむずかしくなり、医療費の増加に

歯止めがきかなくなってきた。管理医療ビジネス

の収益の伸びは低くなった。さらに、HMOや医

療機関がプランの約定をこえるとして診療を拒否

したケースで訴訟にもちこまれる事例が増えてき

ている。医師は、HMOに対抗するため組織をつ

価格アップも抑制がきき、さらに管理医療への加

入者数が増え、一般的に診療報酬支払う側の医療

機関への交渉力が高まったことが、この対GDP

比率がフラット化したのである。

ちなみに、管理医療が医療費抑制に効果がある

とわかったことから、公的健康保険であるメディ

ケア、メディケイドにも管理医療のシステムを導

入する動きが顕著になった。
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個人診療費の対GDP比率 （単位：％、十億㌦）

厚生省健康保険金融局（Health Care Financing Administration：HCFA）より
注：HCFAはCenters for Medicare & Medicaid Servicesに組織・名称変更

年 比率 個人診療費 GDP 年 比率 個人診療費 GDP

1980 7.9 216 2,722 1989 10.2 548 5,364

1981 8.2 251 3,060 1990 10.8 612 5,660

1982 8.8 282 3,200 1991 11.6 677 5,835

1983 9.0 310 3,432 1992 12.0 738 6,133

1984 8.8 340 3,849 1993 12.2 788 6,440

1985 9.1 375 4,127 1994 12.1 831 6,868

1986 9.4 409 4,344 1995 12.1 876 7,232

1987 9.6 448 4,650 1996 12.1 921 7,630

1988 9.9 497 5,037 1997 11.9 966 8,103



くり、診療行為として適当か否かを判断する、医

師のプロフェッショナルとしての裁量を、HMO

がおかしているのではないか、と問題提議するよ

うになってきた。

４　米国の医療・介護の課題

ここで、米国の医療・介護システムが抱える課

題を概観してみよう。

概観するにあたって参考になる報告書がある。

それは、「健康・介護産業における消費者の保護

と質に関する委員会」最終報告である。この委員

会は、クリントン大統領が１９９６年９月、患者が適

切な看護を受けられるための政策を検討し大統領

に勧告するため設置したものだ。委員会は１９９８年

３月に最終報告を大統領に出した。

この報告書では米国の健康保険の特色を４つあ

げている。

１）青壮年層を対象とし雇用企業が保険料の大半

を負担する保険（被用者保険）を中核として

さまざまな保険制度が並立している。（多元

主義）

２）多数の国民が保険でカバーされておらず、そ

の人数が増加傾向にある。

３）保険料を支払う企業、一般国民の負担が増加

している。

４）管理医療へのシフトとグループ保険市場での

積み立て基金プラン（self－funded plan）の

増加が顕著である。

報告書からは、米国がかかえる健康保険や医療

システムの問題点が浮き彫りになっている。健康

保険がない米国民が数多くいることと、医療・介

護サービスの質、水準が適当とはいえないことが

懸案として指摘されている。具体的には、

１）１千万人近くの子供を含む４，１７０万の米国人

が健康保険をもたず、そのほか数百万の人た

ちは健康保険の対象となっていてもカバーの

範囲が不十分である。無保険の人々もその多

くはフルタイムの職をもつ人たちとその被扶

養者である伴侶、子供である。Employee

Benefit Research Instituteの９８年のデータで

みると、６５才未満の人口の１８．４％、４３．４百万

人の米国人は健康保険に入っていない。保険

非カバーの比率が高いのは、地域的にはアリ

ゾナ州（２７．２％）・テキサス州（２７．０％）・

ニューメキシコ州（２４．０％）、人種的にはヒ

スパニック（３７．１％）・アフリカ系（２３．８％）、

所得階層では貧困レベルの所得層がもっとも

多い（３５．９％）。しかも１０年前８８年は３２百万

人であるから１０年間で１千万人以上増えた。

このほか、早期退職した人たちで元の勤務先
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全米診療支出予測（２０００－２０１０）

厚生省健康保険金融局（Health Care Financing Administration：HCFA）

1980年 1990年 1999年 2000年 2010年

GDP（十億㌦） 2,795.6 5,803.2 9,299.2 9,987.3 16,616.3

診療費総額（十億㌦） 245.8 695.6 1,210.7 1,311.1 2,637.4

一人当たり診療費（㌦） 1,067 2,737 4,358 4,681 8,708

GDPに占める診療費の比率 8.8％ 12.0％ 13.0％ 13.1％ 15.9％

人口（百万人） 230.4 254.2 277.8 280.1 302.9

65才未満（百万人） 204.6 222.7 242.9 245.0 263.6

65才以上（百万人） 25.8 31.5 34.9 35.1 39.3



の健康保険が切れメディケアの適用をまだ受

けることができない人々もいる。障害を持っ

たり日常生活の枢要な活動に手助けのいる人

たちの多くは、急性の発症や長期の介護に対

する健康保険のカバーが不十分である。

２）医療・介護の質・水準の実態は次のとおりで

ある。

○治療の過程で病気にかかったり傷ついたりす

る米国人が想像以上に多い。ときに死亡して

しまう患者もいる。ニューヨーク州の病院で

治療を受けた患者の実態調査によれば、

３．７％の患者が症状を悪化させ、そのうち

１３．６％の人が死亡し、また、２．６％が一生治

癒できない障害に苦しむことになった。これ

らの症状悪化の人たちの４分の１が医療サイ

ドの過失によるものであった。全米規模の調

査では、１９８３年から１９９３年にかけて医療過誤

が原因での死亡者数は２倍以上になり、１９９３

年だけで７，３９１名が死亡した。

○数百万の人たちが十分な治療を受けておらず、

不必要な合併症に苦しんでいる。このことが

医療費増や医療サービスの生産性低下の一因

となっている。たとえば、心筋梗塞のメディ

ケアの患者に対する調査では、わずか２１％の

人たちしかベータブロッカーを投与されてい

なかった。投与された患者の死亡率は、そう

でない患者より４３％少なかった。推定１万８

千人の人が有効な救急処置を受けられずに心

臓発作で毎年死亡している。

○他方で、数百万人が必要もない過剰な医療・

介護サービスをうけ余分な医療費を支払って

いる。７つの健康プランが子宮摘出手術の

ケースを分析したところ、６つに１つが不必

要であったとのことである。

○医療・介護処置は、地域的に千差万別である。

これは、全米共通の医学的根拠に基づいた適

切な処置を医療現場で行っていない証左であ

る。
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（百万人､%）

厚生省健康保険金融局（Health Care Financing Administration：HCFA）

州 人口

雇用企業等が契
約購入する保険

（被用者保険）の
適用を受ける人
口の割合

個人が契約購入
する保険のベネ
フィットを享受
する人口の割合

メディケア､メ
ディケイドの適
用を受ける人口
の割合

保険のベネフィッ
トを享受してい
ない人口の割合

ニューヨーク 16.0 60.7 5.3 17.9 19.7

カリフォルニア 29.9 56.0 6.7 16.2 24.4

テキサス 18.0 57.9 6.0 12.6 27.0

フロリダ 11.9 60.7 8.5 13.6 21.3

イリノイ 11.0 69.6 5.7 11.2 16.6

ハワイ 1.0 71.9 3.9 23.1 11.6

メリーランド 4.4 71.7 6.1 7.1 18.9

ワシントン 0.4 56.1 6.8 25.0 19.2



５　患者の権利章典（Patients Bill of Rights）

今、米国連邦議会でもっとも熱い議論が展開さ

れているのは、「患者の権利章典」（Patients Bill

of Rights）法案である。医療・介護サービスが

患者のニーズを十分満たしていないのではないか。

特に管理医療、HMOへの消費者の不満が背景に

ある。クリントン大統領が設置した「健康・介護

産業における消費者の保護と質に関する委員会」

そのものが、米国民の医療サービス水準のアップ

と患者の権利の確保をねらったものである。９８年

発表の委員会報告には、「患者の権利章典」のド

ラフトが添付されている。９８年以来、幾度も法案

化のチャレンジが試みられては廃案に追い込まれ、

やっと、今年に入り、連邦議会上院は、６月２９日、

「患者の権利章典」法案を可決した。

この法案は、管理医療システムの弊害から患者

を守りHMO加入者にその健康プランを訴える広

範な権利を付与するものである。この法案に対し、

管理医療を提供する側では、新しい医療機器や新

薬の使用を求められる結果、健康保険料の引き上

げになるのではとの危惧や、訴訟対策などをさら

に講じる必要から診療行為に好ましくない圧力が

医療関係者にくわわる可能性を懸念する声があ

がっている。

もっとも大きな憂慮は、この法案によって

HMOを被告とする損害賠償訴訟が多発し、HMO

が多額の和解金を支払う事態に立ち至るのではな

いか、という点である。全米最大手の保険会社

Aetna Inc. は、今年第一四半期損失を計上した

と報じられ経費が保険料収入を上回ったそうであ

る。また、Cigna Corp. は、今年度は収益が予想

を下回る見込みである。たとえば、ジョージア州

では、United Health CareやAthens Area Health

Plan、Humanaなどの州内の多くのHMOが収益

の大幅な下方修正を迫られている。

基本的な問題は、病院や医師へのHMOのコス

ト削減が限界にきており、コストが上昇基調のと

ころに、この「患者の権利章典」法案が現実問題

として登場してきたことである。

「患者の権利章典」に関する上院の法案に対し

て、従業員にベネフィットとしてHMOの健康保

険プランを給付する企業が最も危惧することは、

これらの企業が、HMOとともに医療過誤の責任

を負うことである。現在のところ、この条文は削

除され、企業は診療対象範囲の決定プロセスに直

接参画していなければ訴えられないことになって

いるのだが、今後の審議の過程で条文が再浮上す

る可能性が残っている。仮にこの条項が認められ

ると、特に健康保険をかける中小企業に深刻な影

響 が 出 る で あ ろ う 。 連 邦 議 会 予 算 局

（Congressional Budget Office）は、「患者の権利

章典」は診療コストを４％アップさせると予測し

ている。たとえば、ハワイ州の従業員２０名規模の

企業の場合、保険料は年間２千㌦増えるとの予測

がある。Employment Policy Foundationは、健

康保険をめぐる訴訟は、診療費を７９～１６３億㌦

アップさせると見込んでいる。

管理医療への不満の一つは、最善の治療を行っ

てほしいとの患者の意向が厳しく制約を受ける点

である。HMOは患者の選択の幅を広げることに

努めてきた。しかし、選択の幅の拡大は、保険コ

ストの低廉化にリンクしなかった。保険加入者に

対しより多くの医療機関へのアクセスを確保する

ことは、個々の医療機関からすると採算ベースに

のる患者数の確保が困難になることを意味する。

HMO・医療機関間の診療報酬引き下げ交渉は難

航する結果となった。HMOが訴訟当事者になる

確率が大きくなり、これがHMOのコスト増には

ねかえってきている。最悪シナリオは、保険料

アップ、損害賠償負担をきらって企業が従業員に

健康保険のベネフィットを与えなくなることだ。
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「患者の権利章典」が成立すれば、限定寄与プ

ラン（defined contribution plan）のような健康

保険プランになびく傾向が顕著になるであろう。

この限定寄与プランは、従業員が給与の一部とし

て税制の特典のある一定金額を企業から支給され、

その原資をもって自らの健康保険プランを購入す

るものである。限定寄与プランは従業員の個々の

事情に合ったプランの選択が可能になるとして評

価する向きもある。

「患者の権利章典」法案については、なお下院

での審議が待っている。

６　終わりに

今の米国は、クリントン前大統領が目指したが

挫折した国民皆保険への道を追求することはとり

あえず横において、医療サービスの質の向上、消

費者たる患者の権利保護の実現を目指している。

医療サービス市場での自由競争を大前提に、医

師・患者・保険会社間の関係で弱い立場に立たさ

れるおそれが強い患者の立場を法的に強化する枠

組みが、「患者の権利章典」である。

医療サービスは、患者誰もがあまねく満足でき

る診療を可能な限り安いコストで受けることがで

きることを理想とする。しかし、この理念型を充

足することは極めてむずかしい。チッソ、リン酸、

カリの３要素が調和よく施されてはじめて植物が

順調に育つように、医療サービスも、一定の前提

条件下で、医療機関へのアクセス、患者の診療満

足度、診療コストの３要素間の調和をはかり、相

対的な最適解を模索していくしかないのだろう。

私たちは、米国の医療・介護サービスに関する

民間保険や、医療費抑制に果たしてきた管理医療、

HMOについて、医療制度・体制の歴史的変遷を

踏まえ、これまでの機能、役割、成果とこれから

取り組むべき課題に対し冷静な判断が必要であろ

う。全面否定でも全面肯定でもなく、米国の民間

保険、管理医療の長所をうまく日本の医療制度に

取り入れていくべきであろう。
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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）

｢『エレキテル』の科学」広島県立歴史博物館（１０月２０日）

｢個人金融分野における環境変化と金融機関の動向」信越郵政局（１０月２３日）

｢少子･高齢社会における金融商品･サービス提供のあり方」中国郵政研修所（１０月３０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「多チャンネル時代の視聴者行動に関する調査報告書」

「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）

郵政研究所通信
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｢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）

｢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Ｎｏ．４３

｢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月号）

｢最初の年賀切手・お年玉くじ付年賀葉書・二つ折り葉書の年賀状など」逓信協会雑誌（１０月号）

｢元禄の街道生き生きと」朝日新聞（１０月号）

｢デジタル技術で復元　東海道絵巻」ＮＨＫラジオ首都圏情報（１０月１０日）

｢丸形ポスト」大阪朝日放送（１０月号）

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�）

・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�）

・（予告）セサミストリート展（仮称）（１２月８�～１２月２４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



先月、友人の結婚式に出席するため神戸に出かけました。異人館の近くで挙式・披

露宴が行われ、友人はとても綺麗で素敵でした。ウェディングドレス姿で歩いている

友人を見ていると、「あの時はドレスが足に絡み付いて大変だったなあ」と自分の時を

思い出したりしていました。また、久しぶりに同じく列席していた友人とも出会え、

近況を話しあうことができ良かったです。友人の幸せをおすそ分けしてもらい、ハッ

ピーな気分で家に帰りました。

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）

編集後記
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