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正院本省郵便決議簿

正院本省郵便決議簿は、郵便に関する議案の決裁文書をまとめたものです。当館所蔵の
ものは明治３年と明治４年の２冊で、駅逓寮が内務省に所属していた時代の写本と考えら
れます。
正院とは左院、右院とともに明治４年に設置された太政官の組織で、その下に各省が設
けられていました。
写真は、前島密が郵便の創業を建議した文書の部分です。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内　藤枝　人馬継立

藤枝宿の問屋場（右上の高床）の前で継立を行っているあわただしい様子が描かれている。

問屋場は本陣とともに宿駅制度のかなめで、通信や街道の交通・運輸を管理する役所であった。

郵便創業時にはここに郵便取扱所が設置された。

荷を運び終えて一息入れる人足とこれから出立する人足が好対照である。笠をかぶり羽織を着た

武士がこの荷物の主であろう。

（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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社会の基礎は人口の増減や人口構成に大きく依存する。わが国で少子･高齢化が言

われて久しく、日本の人口が絶対数で減少するのも間近である。日本経済の低迷は１０

年以上続いているが、多くの人が漠然と感じているのは「明日の生活が今日よりも悪

くなる」ということであろう。その根拠の一つが人口構成の高齢化、人口数の絶対的

減少で年金や医療などの社会保障制度が維持不可能となり、生活の基盤が失われるの

ではないかという危惧であろう。

豊かな社会では夫婦が生む子供数は減少することが知られている。一人一人の子供

の成長に、親がより時間をかけようとするからである。いわば「少なく生んで大事に

育てる」社会の登場である。一人の女性の生涯での出産数約２．０～２．１人が、人口の

絶対数を維持するための出産水準はである。現代日本では、その数字は約１．３３である。

豊かな社会の一側面と言い切るには、いささか説明しきれない低水準･低下傾向にあ

る。将来の子供に（今の）現役に年金を支払ってもらおうという事実上の賦課制度が、

１．３３人という低い出生水準で維持できるはずがないと多くの人々が考えることは自然

であろう。奇跡的な高度成長でもない限り、実際不可能であろう。「明日は今日より

も悪くなり」、「子供世代の生活水準が親世代よりも悪くなる」という危惧は拭えない

ものがある。もちろん年金制度や医療制度の改革は必要である。しかし有配偶者女性

の希望する子供数約２．６人に対して、実際の子供数は約２．２人というギャップを考え

ることがより基本であろう。女性あるいは夫婦の希望を妨げる何らかの要因が疑われ

るからである。

「豊かな社会」で女性あるいは夫婦の希望を妨げるものは何であろうか。一つは結

婚により、男女、取り分け女性の自由が大きく束縛されることだ。若い女性も自活で

きるということが豊かな社会のもう一つの姿だ。家（家族）に縛られて、自分の個性

や能力が発揮できないのは嫌だと思う女性が増えてもおかしくはない（余談になるが

専業主婦の成立は、夫は仕事・妻は家事かつ夫一人の収入で家族が生活できるという、

社会風潮と経済事情を背景にして初めて可能となった。日本では昭和３０年代のことで

ある）。婚姻率が低下すれば、出生率も低下するであろう。

女性の選択

横浜市立大学商学部教授　　松浦　克己

巻 頭 言
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多様な働き方、再挑戦が可能な社会の実現の重要性が指摘されている。これは男女

とも同様であろう。しかし女性にとってこのハードルは相当に高いものがある。私見

だが既婚女性が職場を辞める大きな三つの要因は、①出産・育児、②夫の転勤、③介

護、である。最初に選択を迫られるのはａ）出産・育児をし仕事を続けるか、ｂ）出

産･育児をし仕事を辞めるか、ｃ）仕事を続けて出産・育児を諦める（あるいは子供

数を希望よりも少ない数にとどめる）、ということであろう。多様な働き方、再挑戦

が可能な社会というのは、女性が出産･育児で退職しても、女性の能力に応じた職に

再びつけるということも意味していよう。

卒業・就職→出産・退職→正規職員・フルタイムでの再就職は容易ではない。大企

業や官公庁を辞めて、再び大企業･官公庁で正規のポストを得るのは、残念ながら今

の日本では僥倖を望むに等しい。これでは子供を産もうとすればａ）かｃ）、仕事を

続けようとすればｂ）かｃ）ということになる。もちろんフルタイムの正規職員だけ

が働き方ではない。パートタイムや短時間労働も選択肢である。実際出産・退職した

女性の多くは、パートタイムという形で働いている。問題はパートタイムの労働条件

が正規職員に比べてかなり悪く、かつこの２０年間で更に低下していることである。意

欲や能力のある女性にとって、好ましい状態とは言いにくいのが実状である。女性の

多様な選択が妨げられるのは、個人にとっても社会にとっても不幸である。出生率の

低下の重要な一因は、ここにあるといえよう。

労働経済学では女性について「公務員的職業環境」という言葉がある。それは、①

少なくとも建前としては男女平等である（夫は仕事・妻は家事という風潮を肯定しな

い、いわゆる寿退職や出産退職を強いることも無い）。②男女平等の建前から自活で

きる給与が支払われる。③転勤の時期やポスト･地域が予想できる（出産のタイミン

グが計算できる）。④育児支援に肯定的である（育児休業制度がとれないという職場

の風潮ではない）。女子学生に公務員の人気が高いのは当然であろう。良い意味で「公

務員的職業環境」が普及し、この言葉が死語となり、女性の選択が多様になることを

期待している。迂遠なようだが、社会の安定と発展の基礎となると考えるからである。
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１　ここでは、宅配便を「自分の意志で私用の小荷物（３０㎏以下）を宅配事業者や郵便局に預け、名あて人宅まで届けてもらう
サービス」とした。したがって、本調査では百貨店やお店から直接発送する贈答品や家族で事業をしている場合の事業用荷物
を除いて、家族全体で利用する宅配便についてのみ回答してもらった。

個人の宅配便発送方法は、自宅周辺にコンビニ店舗数が少ない地域では宅配便の営業所

へ持ち込む傾向が強く、コンビニ店舗数が多い地域ではコンビニへ持ち込む傾向が強い。

個人の宅配業者選択理由は、「荷物の差し出しやすさ」と「配送サービスへの信頼感」

が有力な要因となっており、差出の利便性とサービスへの信頼性を重視している。料金に

関しては有力な選択基準となっていないが、その理由として各社の配送料金はほぼ同じと

理解していることが背景にあるのではないかと推察される。

現状では、宅配業者や郵便局の配送サービスはほぼ同じ水準にあるので、結局、荷物の

差し出しやすさの良悪しが、個人に選んで利用していただけるかどうかの決め手になると

考えられる。

調査研究論文

個人の宅配便1発送方法と宅配業者選択理由

第一経営経済研究部研究官　　延原　泰生

［要約］

キーワード

コンビニ店舗数、宅配便発送方法、宅配業者選択理由、荷物の差し出しやすさ、配送

サービスへの信頼感

はじめに

宅配便を利用して家族や親戚などに荷物を送る

とき、個人は何を基準にして宅配業者を選んでい

るのであろうか。「宅配便等に関する消費者行動」

（郵政研究所月報Ｎｏ．９３［１９９６］）によれば、「宅

配便等の選択行動を決定する有力な要因として、

取扱店等へのアクセシビリティが重要ではないか

と考えられる。」と示されている。

取扱店等へのアクセシビリティには自宅から取

扱店等までの近さや夜間・休日での差し出しやす

さ等が含まれると考えられる。これら要件を満足

する取扱店としては、コンビニエンスストア（以

下「コンビニ」という。）を筆頭にあげることが

できる。

そこで、今回の調査に当たっては、コンビニ店

舗数の多い都市と少ない都市に着目し、コンビニ店

舗数の多寡によって個人の宅配便発送方法にどのよ

うな違いがあるのか、また、個人は何を基準にして

宅配業者を選択しているのかを明らかにしたい。
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１　調査目的

個人が宅配業者を選択するときの基準としては、

自宅から取扱店等までの近さや夜間・休日での差

し出しやすさ等「取扱店等への荷物の差し出しや

すさ」が有力な要因ではないかという問題意識の

下、自宅周辺のコンビニ店舗数の多寡により宅配

便発送方法にどのような違いがあるのか、また、

何を基準に宅配業者を選択しているのかを明らか

にする。

２　調査実施要綱

� 対象地域２：東京都武蔵野市、大阪府守口市、

宮崎県都城市、新潟県上越市

� 回 答 者：家族で利用する宅配便について、

世帯の中で最も多く荷物を差し出

し受け取られる方に回答を依頼

� 対象名簿：武蔵野市については住民基本台帳、

守口市、都城市及び上越市につい

ては選挙人名簿より２０歳以上の男

女を抽出

� 調査方法：郵送調査法

� 調査期間：平成１２年１２月８日�

～平成１２年１２月２２日�

� 調 査 数：６，０００（武蔵野市１，７００、守口市

１，７００、都城市１，４００、上越市１，２００）

� 有効回収数：２，１５０（回収率３５．８％）

３　アンケート回答者及び対象地域の特性

� アンケート回答者

家族の中で最も多く荷物を差し出し受け取られ

る方に回答を依頼したところ、女性（６８．７％）の

割合が男性（３１．３％）の２倍以上となった。宅配

便利用に関しては、家族の中で女性が主導的役割

を持つ傾向にあると言える。

� 対象地域とコンビニ店舗数

自宅から徒歩１５分程度（約１㎞圏内）にコンビ

ニが何店くらいあるかを尋ねたところ、平均値で

は武蔵野市が５．３２、守口市が４．８０、都城市が３．２０、

上越市が３．０２となった（図表１参照）。データの

分布をみると、「なし」は都城市が１２．８％、上越

市が８．５％あるのに対し、守口市が０．３％、武蔵野

市が０．１％とわずかである。「１～２店」は上越市

が６３．０％、都城市が４８．７％であるのに対し、守口

市が２２．９％、武蔵野市が１１．６％であり、都市別

コンビニ分布状況の独立性を検定したところ

１％有意でそれぞれ差異があると推定される。

図表１　徒歩１５分程度（約１㎞圏内）にあるコンビニ店舗数構成比

なし １店 ２店 ３店 ４店 5－9店 10店以上 平均値 標準偏差

武蔵野市（N＝677） 0.1％ 1.9％ 9.7％ 10.9％ 20.3％ 44.3％ 12.5％ 5.32 1.23

守 口 市（N＝597） 0.3％ 5.0％ 17.9％ 16.4％ 20.2％ 31.3％ 8.7％ 4.80 1.41

上 越 市（N＝481） 8.5％ 22.6％ 40.5％ 17.8％ 6.6％ 3.7％ 0.0％ 3.02 1.16

都 城 市（N＝362） 12.9％ 23.7％ 25.7％ 15.2％ 12.9％ 8.8％ 0.5％ 3.20 1.50

２　コンビニ店舗数の多寡に着目し、「コンビニエンスストア店舗数／可住地面積」の上位・下位都道府県の中から東西の地域
バランスを考慮し上位グループとして東京都・大阪府、下位グループとして新潟県・宮崎県を選定した後、該当都府県の中か
ら世帯数が５～６万世帯の住宅都市を選考した。
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４　宅配便の発送方法

� 都市別宅配便発送方法

日頃最も多く利用する宅配便発送方法を尋ねた

ところ、武蔵野市と守口市では「コンビニへ持ち

込む」が４８．０％と２７．６％で最も多いのに対し、上

越市と都城市では「宅配便の営業所へ持っていく」

が３９．６％と３３．７％で最も多い。特に、武蔵野市の

場合、「コンビニへ持ち込む」が過半近くを占め

る（図表２参照）。

また、その店・場所へ荷物を持っていく理由を

尋ねたところ、武蔵野市と守口市では「自宅から

最も近いから」が８１．５％と７８．４％で最も多く、次

いで「夜間や休日でも営業しているから」が２５．９％

と１４．３％で続く。他方、上越市と都城市でも「自

宅から最も近いから」が５５．７％と５８．５％で最も多

く、次いで「車で行きやすいから」が３５．６％と

３１．９％で続き、車での行きやすさという要素も重

要視されていることが伺える（図表３参照）。

図表２　都市別の日頃最も多く利用する宅配便発送方法（単一回答）

図表３　その店・場所へ荷物を持っていく理由（複数回答）
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� 自宅周辺のコンビニ店舗数別宅配便発送方法

自宅から徒歩１５分程度（約１㎞圏内）にある

コンビニ店舗数の多寡に着目した宅配便発送方

法をみると、自宅周辺にコンビニ店舗数が少ない

地域では宅配便の営業所へ持ち込む傾向が強く、

コンビニ店舗数が多い地域ではコンビニへ持ち

込む傾向が強いことが伺える（図表４参照）。

日頃最も多い宅配便発送方法として「コンビニ

へ持ち込む」を選んだ方のみに着目しその理由を

まとめてみると、「自宅から最も近いから」が

８７．８％、「夜間や休日でも営業しているから」が

４０．６％、「よく買い物に行くお店だから」が

１０．３％、「利用したい宅配便を扱っているから」

が９．７％、「車で行きやすいから」が７．４％と続く

（図表５参照）。コンビニへ荷物を持ち込む主な理

由は、自宅からの近さという「距離軸」と夜間や

休日での差し出しやすさという「時間軸」に要約

できる。

図表５　コンビニへ荷物を持ち込む理由（複数回答、Ｎ＝５５６）

図表４　自宅から徒歩１５分程度（約１㎞圏内）にあるコンビニ店舗数別
宅配便発送方法（単一回答）
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� 移動手段別宅配便発送方法

取扱店等への移動手段に着目した宅配便発送方

法をみると、「徒歩・自転車」の場合、「コンビニ

へ持ち込む」が４１．２％で最も多いのに対し、「自

家用車」の場合、「宅配便の営業所へ持っていく」

が５２．９％で最も多い（図表６参照）。

「移動手段別の宅配便発送方法は同じ」という

帰無仮説を検証したところ、ｘ２乗値４２５．４、Ｐ

値０．０００の１％有意で仮説を棄却し、「徒歩・自転

車」と「自家用車」では宅配便発送方法に違いが

あると推定される。

図表６　移動手段別宅配便発送方法（単一回答）

15.7％�

41.2％�

15.7％�

41.2％� 19.2％�

14.7％�

26.9％�

52.9％�

10.0％�

14.7％�

26.9％�

52.9％�

10.0％�

12.2％�

4.5％�

2.6％�

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

自家用車（N=624）�

徒歩・自転車（N=1169）�

コンビニへ持ち込む� 酒店,たばこ店,クリーニング店等へ持ち込む�
宅配便の営業所へ持っていく� 郵便局へ持っていく�
その他�

５　宅配業者選定理由

日頃最も多く利用する宅配業者の選定理由を尋

ねたところ、「取扱店等が自宅から近いから」が

６４．０％で最も多く、「安心・信頼感があるから」

が３０．１％、「全国どこにでも届くから」が２３．８％、

「早く届くから」が１９．３％と続く（図表７参照）。

この結果をみると、自宅から取扱店等までの近

さ等「荷物の差し出しやすさ」と、荷物を確実に

届けてくれる安心・信頼感、全国配達ネットワー

ク等「配送サービスへの信頼感」が有力な要因と

なっており、差出の利便性とサービスへの信頼性

を重視していることが伺える。料金に関しては、

「料金が安いから」が７．８％、「割引サービスがあ

るから」が４．０％と低く、有力な選択基準となっ

ていないが、その理由として各社の配送料金３は

ほぼ同じと理解していることが背景にあるのでは

ないかと推察される。

宅配便選定理由について主成分分析を行ってみ

た。主成分分析は、ある課題（宅配業者選定理由）

に対していくつかの要因が考えられるとき、多く

の変数（選定理由）からエッセンスとなる少数の

変数を合成し、それを基にその課題の特徴を分析

する手法である。

固有値１以上で設定するとエッセンスである３

つの主成分が抽出され、第３主成分までの全体の

情報に対する説明力を示す累積寄与率は１００％、

第１主成分と第２主成分の累積寄与率だけでも

３　一般的に民間宅配便の料金は、「あて先」「重量」「サイズ（大きさ）」によって決まるのに対し、郵便小包の料金は、「あて
先」「重量」によって決まるため、荷物の条件により料金に違いがあるが、多くの利用者はそのことを知っていないと思われ
る。また、宅配便各社によっても料金に多少の違いがあることもある。
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８３．６％と全体の情報の８割を説明できるので、

エッセンスとしては第１主成分と第２主成分ま

でを見ておけばよいと考えられる。

第１主成分は「安心・信頼感があるから」、「全

国どこにでも届くから」、「取扱いが丁寧だから」

等の係数が大きい。これを顧客の視点からみると、

自分の差し出した荷物を確実にどこにでも届けて

くれる配送の基本的サービスを主に表していると

解され、上記の「配送サービスへの信頼感」と符

合すると思われる。第２主成分は「取扱店が夜間

や休日でも荷物を預かってくれるから」、「早く届

くから」、「イメージがよいから」等の係数が大

きく、第２主成分は差出の利便性を中心とした配

送の周辺サービスを表していると解され、上記の

「荷物の差し出しやすさ」と符合すると思われる

（図表８参照）。

図表７　宅配業者選定理由（単一回答、Ｎ＝１，９９７）
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６　まとめ

個人の宅配便発送方法をみると、自宅周辺に

コンビニ店舗数が少ない地域では宅配便の営業

所へ持ち込む傾向が強く、コンビニ店舗数が多い

地域ではコンビニへ持ち込む傾向が強い。

個人が宅配便を利用するときの宅配業者選択理

由は「荷物の差し出しやすさ」と「配送サービス

への信頼感」が有力な要因であり、差出しの利便

性とサービスへの信頼性を重視していることが伺

える。料金に関しては有力な選択基準となってい

ないが、その理由としてどの宅配業者でも料金水

準はほぼ同じと理解していることが背景にあるの

ではないかと考えられる。

現状では、宅配業者や郵便局の配送サービスは

ほぼ同じ水準にあるので、結局、荷物の差し出し

やすさの良悪しが、個人に選んで利用していただ

けるかどうかの決め手になると考えられる。

図表８　主成分分析による宅配業者選定理由の分析結果

初期の固有値　　　　　　　　　　　　　　　抽出後の負荷量平方和

成　　分 合　　計 分散％ 累積％ 合　　計 分散％ 累積％

1 6.15 43.90 43.90 6.15 43.90 43.90

2 5.57 39.79 83.69 5.57 39.79 83.69

3 2.28 16.31 100.00 2.28 16.31 100.00

第１主成分 第２主成分 第３主成分

取扱店等が自宅から近いから 0.53 0.72 －0.46

安心・信頼感があるから 0.92 －0.36 0.12

全国どこにでも届くから 0.90 －0.27 0.34

早く届くから 0.08 0.86 0.51

配達員の応対がよいから －0.83 0.26 0.50

取扱店が夜間や休日でも荷物を預かってくれるから －0.37 0.93 0.04

取扱いが丁寧だから 0.79 0.57 0.22

連絡すれば荷物をすぐにとりに来てくれるから －0.96 －0.12 0.25

イメージがよいから 0.43 0.84 0.32

料金が安いから －0.41 －0.74 0.53

不在の際の受取りが便利だから 0.59 0.80 0.08

配達済みの通知をしてくれるから 0.75 －0.67 0.05

割引サービスがあるから 0.70 －0.71 0.04

ｉモードから配達状況を確認できるから －0.25 0.12 －0.96

因子抽出法: 主成分分析
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おわりに

はじめに

本稿は、OECD事務局が、２００１年に出した公

益事業の構造分離勧告（“Restructuring Public

Utilities for Competition"）のバックグランド・

ノートとして公表したアクセス料金理論を紹介し、

それに簡単な論評を付すものである。

問題の構造分離勧告では、構造規制とアクセス

規制は相互補完的に関係にあるが、アクセス規制

に重点を置いた規制には限界がある、垂直分離な

どの構造規制に重点を移すべきであるとの主張が

なされている。では、アクセス規制の限界とは何

か、それに答えたのが、このバックグランド・

ノートである。先の報告書は、構造規制とアク

セス規制を相互補完的な関係にあるとしながらも、

他面で、規制改革上、両者は反比例的な関係にあ

るとも指摘している。構造分離を推進できるなら

ばアクセス規制は緩和してよい、あるいはアクセ

ス規制を強化できるならば構造分離はあえて選択

しなくともよいとのシグナルを送っているわけで

ある。そうなると問題になるのは、アクセス規制

の強化の是非ということになる。実際、アクセス

規制はどの程度困難なのであろうか。

過去２０年にわたる規制緩和の結果、自然独占と

呼ばれてきた公益事業にも競争が導入され、規制

改革の波が押し寄せるに至った。ここでは、いわ

ゆるボトルネック独占の問題が競争促進上解決さ

れなければならない課題として急浮上し、オー

プン・ネットワーク政策との関連で、接続条件

アクセス料金：ＯＥＣＤの理論と政策（上）

早稲田大学商学部教授 山本　哲三

特別寄稿
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の決定をめぐる問題が、規制当局の直面する最大

の問題となった。接続条件がどう決定されるかで、

新規参入者および既存事業者の財務状態が大きく

変わることからも明らかのように、競争の進展は

ひとえに接続条件にかかっているといってよい。

この問題に公共政策上の一大関心が寄せられたの

も無理はないのである。

だが、接続問題は複雑であり、その現実を反映

してアクセス料金の経済理論モデルもこの間急速

に複雑さを増してきている。分析のマネジアビリ

ティを維持するため、そうしたモデルは共通して

かなり制限的な仮定を設けている。それにもかか

わらず、双方向のアクセス料金モデルについては

いまだ一般的なモデルは開発されていない。いわ

ばいずれのモデルも特殊なモデルといってよく、

そこから一般的な結論を引き出すのは困難な状況

にある。OECD事務局（競争部会）は、こうし

た理論状況を踏まえたうえで、一方向モデル、双

方向モデルを検討し、そこから興味深い論点を引

き出している。ノートは、アクセス料金の理論を、

一方向モデルと双方向モデルに分けた上で、�そ

こで有効な規制原理を探り、�それをアクセス料

金問題に適用し、さらに �先進国の電気通信分

野におけるアクセス料金規制の実際と対比させる

というユニークなアプローチを採っている。早速、

その紹介に移ろう。ただし、ノートはもっぱらア

クセス料金に焦点を当てており、アクセス問題が

有する他の側面（アクセス・サービスの質、容量）

については捨象している。

Ⅰ．一方向モデルにおけるアクセス料金

第一部「一方向モデルのアクセス料金」の内容

紹介から入ろう。ここでは、競争的な企業ないし

ネットワーク（以下、ネットと略す）は独占企業

から「不可欠中間投入財」（＝アクセス財）を購

入しなければならないが、逆方向での購入はない

ものと仮定する。したがって、ここでの規制当局

の仕事は、この中間投入財を含めたさまざまな

サービスの価格を効率的に選択するよう、独占

企業を誘導することである。

ノートは、まず、独占企業が上流に位置し、下

流のライバル企業に中間投入財を提供する状態を

想定する。下流の競争的な企業はそれを用いて消

費者に「最終財」を供給することになる。もちろ

ん、独占企業自身も下流で最終財を販売しており、

ライバル企業と競争状態にあるものと想定する。

ついで、一単位の最終財を生産するのに一単位の

中間投入財が必要であると仮定する（⇒１：１対

応）。この市場構造は、図１に描かれている。す

ると、ここでのアクセス料金の決定原理は、本質

的に、自然独占の効率的価格設定に関する規制原

理を応用したものにほかならなくなる。それゆえ、

ノートはまず自然独占の価格設定原理の検討から

分析を開始する。

図１　一方向アクセス問題の市場構造
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「下流」の競争部門�

最終財・サービス�



Ａ．自然独占の効率的な価格設定原理

ここでノートは、７つの規制原理を採り上げて

いる。まず、自然独占企業の費用構造が知られて

おり、それが生産する一連の財への需要が各財の

価格と他の補完財ないし代替財の価格に依存して

いるケースを想定する。ここで規制当局が直面す

る問題は、独占企業が供給する一連の財に対し、

さまざまな制約下で、全般的に経済厚生（消費者

余剰＋生産者余剰―補助金調達に要する社会的コ

スト）を最大化する価格セットを発見することで

ある。

効率的な価格セットを誘導する要因のなかで重

要なのは、規制当局が利用できる政策手段および

情報の集合と規制当局が独占企業に課すことがで

きる制約である。効率的な価格セットは、規制当

局（ないし企業）がいかに精妙に最終消費者に対

して価格差別を行なうことができるかどうかに、

また一般税や補助金といった公共政策手段を利用

できるかどうかにかかっている。価格差別を精妙

にできれば、また自由に利用できる政策手段が多

ければ、それだけ良い結果がでる。また、それは

独占事業者に課される制約（収支均衡、均一価格

など）にも依存している。

まず注目すべきは、規制当局は、独占企業のさ

まざまな財の価格を限界費用に等しく設定するこ

とで総厚生を最大化できるということである。

原理１：（限界費用価格設定）限界費用価格で

得られる収入により総費用を賄えるよう

であれば、もしくは赤字が生じても総厚

生に影響を与えないようなやり方で補填

が可能ならば、各サービスの効率的な価

格はその限界費用に等しい。

実際には、公益事業のある種の財の価格は、他
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の公共政策上の目的を追求するような仕方で選

択・決定されている（価格の地理的な均一性など）。

もしある財の価格がそのために限界費用から乖離

するようなことがあれば、それは残りのサービス

価格の効率的な選択・決定にも影響を及ぼすこと

になる。ある財の価格が限界費用を上回る水準に

設定される場合、経済効率性は、〈他の条件が等

しい限り〉、代替財の価格も限界費用を上回る水

準で維持されるべきことを要求する。完全な代替

関係にある二つの財は同一の価格を有さなければ

ならない。こうした関係が維持されないと、高い

値をつけられた財から低い値をつけられた財に向

け需要のシフトが生じ、価格変更圧力が働くこと

になる。こうした代替効果はアクセス料金を検討

するうえで重要である。

原理２：（財の間の代替効果）財の価格のいく

つかが限界費用から乖離している場合、効率

的な価格セットであるためには、その補完財

ないし代替財の価格も限界費用から乖離して

いなければならない（代替財については同一

の方向で、補完財については反対の方向で）。

ボックス１．代替財の効率的な価格設定

いま相互に代替財、補完財をなす２つの財が

あり、第２財は限界費用とは異なる価格水準で

固定されていると想定しよう。このとき、厚生

水準を維持する第１財の価格とはどのような価

格であろうか。第１財を追加単位販売したとき、

価格を一定に維持するために第２財の販売量を

どの程追加ないし控除しなければならないかを、

検討してみよう。代替財ならば、第１財の追加

販売は、第２財の価格を引き下げるため、価格

を一定に維持するには、第２財の販売量は減ら

されなければならない。逆に、補完財ならば、
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たいていの公益事業は、限界費用で価格を設定

すると、総費用を回収できるだけの収入をあげる

ことはできない。総費用を回収するため、価格を

限界費用以上に引き上げる必要が生じる場合、効

率的な価格はラムゼイ価格の公式によって与え

られる。

原理３：（ラムゼイ価格）赤字解消のための資

金調達に社会的コストがかかる場合には、一

般に価格水準は限界費用を上回る水準に引き

上げられなければならない。個々の価格が引

き上げられる率はそうした財の価格（超）弾

力性に依存する（＝反比例ルール）。同時に、

財の間の代替関係を維持するためには、補完

財ないし代替財であるという、財の相対的な

地位を維持しなければならない。ある財の価

格が引き上げられたら、その代替財の価格は

引き上げられなければならず、補完財の価格

は引き下げられなければならないのである。

第２財はより大量に販売されなければならない。

σを第２財の価格を一定に維持するために必

要な第２財の追加販売単位の削減値とする。す

ると、代替財ならば、σ＞０、補完財ならば、
σ＜０、いずれでもなければ、σ＝０という
ことになる。ここで、ｐ１、ｐ２、ｃ１、ｃ２を第１

財、第２財の価格および限界費用としよう。す

ると、第１財の追加単位の販売は厚生をｐ１－ｃ１

だけ増大させ、それに伴う第２財の販売量の減

少はσ（ｐ２－ｃ２）だけ厚生を減少させるので、
全体としての厚生効果は、ｐ１－ｃ１－σ（ｐ２－
ｃ２）となる。ｐ１が厚生水準を維持する価格で

あるためには、価格はこの等式がゼロとなると

ころで与えられなければならないので、ｐ１＝

ｃ１＋σ（ｐ２－ｃ２）となる。要するに、第２財
の価格が限界費用と異なれば、第１財の価格も、

代替財ならば同じ方向で、補完財ならば反対方

向で、限界費用とは異なることになる。完全代

替財で（σ＝１）、両財の限界費用が同一なら
ば、ｐ１＝ｐ２となる。

ボックス２：ラムゼイ価格設定の一例

独占企業が２財をゼロ限界費用で生産し、そ

れに要する共通固定費用を５００㌦であると想定

しよう。消費者の財Ａへの最高支払意思額は

１０㌦、財Ｂへの最高支払意思額は２㌦であり、

彼は最高価格以下ならば財Ａを５０単位購入、財

Ｂを１５０単位購入するものとしよう（図を参照）。

ラムゼイ価格の問題とは、独占企業に収支均衡

（このケースでは５００㌦の固定費用の回収）を可

能にするという条件下で、消費者余剰を最大化

する価格セットを発見することである。

まず、共通マークアップ（限界費用がゼロな

ので共通価格になる）の利用を考えてみよう。

すると、この場合には唯一の共通価格は１０㌦で

あり、財Ａだけが販売され、収入は５０×１０＝

５００㌦になる。この価格では、独占企業は固定

費用を回収できるが、消費者余剰はゼロである。

これはベストな価格ではない。財Ｂの価格を

２㌦まで引き下げて、財Ａの価格を４㌦に下げ

たらどうであろうか。この場合には、総収入は

２００㌦＋３００㌦＝５００㌦となり、しかも消費者余

剰は３００㌦（６×５０）となる。これは効率的な

価格といえる。より弾力値の高い財（＝財Ｂ）

の価格を引き下げることで、その財を固定費用

の回収に貢献させ、他の弾力値の低い財（＝財

Ａ）の価格引き下げを誘うのである。

消費者の財Ａへの最高支払意思額が９㌦であ

る場合にはどうであろうか。独占企業は、この

ケースでは、共通マークアップの利用を強制さ
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ラムゼイ価格は限界費用を超える価格となるの

で、配分効率のロスが生まれる。その支払意思額

が限界費用価格を超えているものの、ラムゼイ価

格に達しない消費者は購入を思いとどまるからで

ある。この効率性ロスは、価格差別（顧客別、地

理別、時間帯別、購入量別など）を用いることで

ある程度解消できる。価格差別は販売されるサー

ビスの範囲を拡大する。

原理４：（価格差別）価格差別が可能ならば、

それを行うほうが効率的である。いわば２

部・多部料金の利用、ピグーのいう第２次・

第３次の価格差別は一般に効率的である。価

格差別は、理論的には、購入される財の範囲

の拡大を意味する。ラムゼイ価格の場合と同

一の公式が、こうした財の価格づけにも適用

される。

だが、価格差別はいつでも可能なわけではない。

規制当局（ないし企業）が差別に必要な情報（顧

客層、時間帯、地理、購入量など）を持っている

ときにのみ、また再販を防止できるときにのみ可

能となる。だが、たとえ価格差別が可能であって

も、代替財ないし補完財にも価格差別が行われな

ければ、その実行は妨害される。もしすべての階

層が代替財を利用できれば、より高い価格を提示

れた場合には存続できない。存続するには価格

差別の形態をとらざるをえない。最後になるが、

規制当局は、独占企業に、プライスキャップの

制約下、自由に価格選択を許すことで効率的な

価格体系を誘導できる。

財Ａの需要曲線�

財Ｂの需要曲線�

価格�

数量�

＄10

＄2

50 150

ボックス３：価格差別の一例

ボックス２と同じ仮定に立つが、ここでは二

つの消費者階層が存在し、５０人の階層Ａは価格

が１０㌦以下ならば財を１単位購入し、１５０人の

階層Ｂは価格が２㌦以下ならば財を１単位購入

すると想定しよう。独占企業が階層を区別でき

なければ、収支均衡を可能にする唯一の価格は

１０㌦ということになる（１０×５０＝５００㌦）。しか

し、区別できれば、両財の価格をそれぞれ４㌦、

２㌦まで引き下げることができる。ここでは、

ｐ１＋３ｐ２＝１０かつｐ２≦２であるかぎり、いか

なる価格ペア（ｐ１、ｐ２）も効率的である。

階層Ａと階層Ｂでは購入量が異なるというよ

うに問題を変えてみよう。例えば、階層Ａと同

様、階層Ｂも５０人しかいないが、いずれの階層

の消費者も価格が２㌦以下ならば３単位購入す

ると想定しよう。この場合にも独占企業は非線

形価格で二つの階層を差別できる。例えば、最

初の消費単位には４㌦、それ以降の消費単位に

は１㌦を課すことができるのである{４×５０＋

２×１５０＝５００㌦}。さらなるオルタナティブと

して、固定料金２㌦、使用料金１㌦という２部

料金を課すやり方もある{２×（５０＋５０）＋２×１５０

＝５００㌦}。ここでは独占企業は消費者階層を区

別する必要はなく、すべての消費者に同一の料

金体系を提示すれば足りる。
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された消費者は代替財に向かうことになろう。ア

クセス料金設定を考える場合にも、このことは重

要である。

原理５：（価格差別と代替財）被規制企業が価

格差別をどの程度利用できるかは、当該財だ

けではなく、その代替財に関して価格差別が

どの程度実行可能であるかにかかっている。

二つの財に緊密な代替関係があり、一つの財

では価格差別が可能だが、もう一つの財では

それが不可能な場合、効率的な価格設定は必

然的に価格の引き上げか、価格差別が不可能

な財の販売からの撤退を含意することになろ

う。

独占企業の価格が高ければ、下流の企業（ない

し独占企業の顧客グループ）は独占企業から中間

投入財を購入するより、自らそれを生産するであ

ろう。中間投入財市場へのこうした「新規参入」

は、独占企業がそれを生産する場合に比べ、より

高いコストを発生させるかもしれない。効率的な

価格を維持するには、非効率な参入が起こらない

ようにしなければならないわけだが、その対策と

してある種の財に対し上限価格を設定するという

方法がある。だが、新規参入は収入が単独採算コ

ストを超えるときにはいつでも起こるので、実際

には他の効率性原理を満たしながら参入を阻止す

るのは困難である。例えば、ラムゼイ価格ではあ

る財の価格は単独採算コストを上回るかもしれな

いが、その場合効率的なラムゼイ価格の設定と新

規参入の防止を同時に行うのは不可能である。

こうした目標の対立は、新しい政策手段を導入

することで、とくに独占企業が設定する価格と消

費者が直面する価格の間の楔を入れることで、解

決できる。そのための有力な手段が、ある特定の

財の購入に対する課税である。この税金は、下流

の企業が自分で中間投入財を生産しようと独占企

業から購入しようと、それを購入するすべての消

費者に対し課されることになる。この税で、独占

企業は価格を引き下げることができるが（単独採

算費用を下回る独占価格）、消費者が直面する効

率的な価格体系は従来通り維持されることになる。

原理６：（参入ないしバイパス規制）他の企業

にも中間投入財の生産が可能である場合（た

だし、独占事業者よりも高いコストで）、ア

ボックス４：価格差別と代替財の一例

ボックス３と同じ仮定に立つ。いま、独占企

業は第１財の完全代替財となるもう一つ別の財

を生産するが、この財は価格差別が不可能で、

線形価格でしか販売されないと想定しよう。す

ると、ボックス３で見たように、一意的な効率

的価格セットは存在しないことになる。階層Ａ

に７㌦、階層Ｂに１㌦で販売するのも効率的で

あるし、階層Ａに４㌦、階層Ｂに２㌦で販売す

るのも効率的である。このケースでは、代替財

の価格が下がれば下がるほど、効率的な価格の

成立する範囲は狭まっていく。なぜなら、代替

財の価格は、より高い価格で財を購入する、そ

ういう消費者（ここでは階層Ａ）に販売される

財の価格の上限を表示しているからである。代

替財の価格が４㌦未満になると、独占企業はも

はや固定費用を回収するに足る収入を得られな

くなる。階層Ｂは最大３００㌦（２×１５０㌦）の収

入しか独占企業にもたらさないからである。こ

れを理解するためには、代替財の価格が４㌦未

満になる事態を想定すればよい。階層Ａは５０人

なので、彼らがその価格で財を購入しても２００㌦

には達しないのである。



だが、ラムゼイ価格は実際的ではない。ラムゼ

イ価格の計算には、多数の財の需要曲線とその相

互関係について、またそうした財の費用構造につ

いて膨大な情報量が必要とされるからである。こ

の点では、企業のほうが規制当局よりも大量かつ

良質な情報を持っている可能性が高い。したがっ

て、規制当局は、サービス・バスケットの｢平均｣

価格に上限を設けるといった制約を課しつつ、

個々の価格設定権を企業に委譲し、企業が持って

いる情報を有効利用するほうが賢明である。これ

がプライスキャップの考え方だが、それは当然ア

クセス料金の設定にも適用できる。

だが、プライスキャップの使用は情報量を削減

するものの、完全に情報を不要とするわけではな

い。また、その使用上の問題もある。例えば、

「平均価格」を計算する際、規制当局はどの程度

のウェイトを各価格に割当てるかを決定しなけれ

ばならないが、ウェイト（通常、販売量に比例し

て設定される）に関する情報は結果が出るまで利

用できないのである。

原理７：（プライスキャップ）規制当局は、

個々の価格設定権を被規制企業に委譲するこ

とで必要とする情報量を減らすことができる

が、同時にウェイトづけされた平均価格があ

る一定のレベルを超えないように企業に求め

なければならない。もしウェイトが正しく設

定されれば、企業は効率的なレベルで価格を

設定するために自分が持っている情報を利用

することになろう。だが、正しいウェイトづ

けは困難であるかもしれない。加えて、価格

差別が、ある種の財では可能だが、代替財で

は不可能な場合、プライスキャップに制約さ

れた企業は代替財の生産から撤退する道を選

択するかもしれない。
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クセス料金の設定に際し、参入ないしバイパ

ス規制を考慮しなければならない。ある財の

グループからの収入が高ければ高いほど、そ

れに向けた参入は起こり易くなるので、そう

した参入の可能性に対しては、そこで得られ

る収入に一定の制約を課す必要がある。非効

率な参入ないしバイパスが行われる可能性は、

そうした財を享受する消費者に課税をするこ

とで、除去することができる。課税により、

独占事業者は参入を誘発しないレベルまでア

クセス料金を引き下げることができる。また

同時に、税により最終財に支払われる総額も

最終財価格の相対的かつ絶対的なレベルを正

しく反映することになる。

ボックス５：参入規制の一例

先のボックスの例に戻ろう。いま、顧客グ

ループに限界費用３．５０㌦で財Ａを生産する可能

性があると想定しよう。先の例で見たように、

独占企業が財Ａに課すことができ、固定費用を

回収できる最低価格は４㌦なので、もし他の政

策手段がなければ、顧客グループは独占企業に

とって非効率な参入を行い、独占企業は操業停

止に追い込まれることになろう。

ここで、財Ａを購入するすべての消費者に課

金することができると想定しよう。もし、例え

ば１㌦の課金が設定されれば、財Ａの価格は

３㌦まで引き下げることができよう。そうなれ

ば消費者は参入をあきらめ、オルタナティブの

生産資源を探さなくなろう。また、この税収入

が独占企業に渡されれば、独占企業も収支均衡

を達成できることになる。



Ｂ．アクセス料金の規制原理

ノートは、以上の７つの原理を確認したうえで、

それをアクセス料金問題に適用する。ただし、こ

こでもいくつかの仮定を置いている。まず、下流

の産業は完全競争市場であると仮定する。すなわ

ち、独占企業は、ライバル企業への販売と最終消

費者への販売を何ら区別せず、下流の産業をあた

かも「最終顧客」であるかのように扱うことにな

る。すると、アクセス料金の問題は自然独占の効

率的な価格設定問題に還元されるため、上述の諸

原理は無修正で適用が可能となる。

アクセス財は、それを使って最終財を生産する

下流の企業に販売される。したがって、アクセス

財への需要は、それを使って生産する最終財

（「（アクセス）対応型の最終財」）にどの程度の需

要があるかによって決定される。以下では、（ア

クセス）対応型の最終財を購入する消費者を

「（アクセス）対応型の最終財消費者」と呼ぶこと

にする。

さて、上の原理を適用するとき問題となるのは、

（アクセス）対応型の最終財が、独占企業の最終

財の代替財になることである。この事実に着目す

るかぎり、一方向のアクセス料金問題は、本質的

に、自然独占の価格規制の標準的な問題となる。

第一に、総費用を回収する必要がない場合、効率

的なアクセス料金はアクセス財の限界費用に等し

くなる（補論の等式�を参照）。

原理１（再）：収支均衡などの制約がなければ、

独占企業のアクセス料金（および最終財価格）

は限界費用に等しく設定されるべきである。

こうした料金設定は、輸送分野などではめずら

しくない（例えば、鉄道分野における軌道インフ

ラのアクセス料金）。だが、もし、一つないし複
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数のアクセス料金もしくは最終財価格が他の目標

を満たすために限界費用から乖離すれば、それに

応じて代替財の価格も同じ方向で乖離しなければ

ならない。ここでもし、被規制企業がアクセス財

と最終財の二財しか生産しておらず、最終財価格

が限界費用から乖離して固定されているとすると、

アクセス料金は「アクセス財の限界費用・プラ

ス・追加項」で簡単に示すことができる（補論の

等式�を参照）。追加項は、（最終財としての）財

の追加販売から得られる利潤に、独占企業の最終

財と競争事業者の最終財との代替度（補論の等式

�を参照）を乗じたものである。また、競争事業

者の最終財が既存企業のそれの完全代替財となる

特殊のケースでは、アクセス料金は、独占企業の

最終財価格からアクセス財を最終財に変換するの

に要する限界費用を差し引いたものに等しくなる。

この結果は興味深い。それは「中間財の効率的価

格設定ルール（ECPR）」を一般的に表現するこ

とになる（補論の等式�を参照）。

原理２（再）：もし下流の企業の最終財が独占企

業の最終財の代替財であれば、独占企業の最

終財価格の限界費用からの乖離は、下流企業

の最終財価格に、それゆえまた対応するアク

セス料金に同様な乖離となって反映されるに

ちがいない。もし下流企業の最終財が独占企

業の最終財の完全代替財であれば、アクセス

料金は、（アクセス）対応型の最終財価格が

独占企業の最終財価格に等しくなるように設

定されなければならない。これに応えるアク

セス料金はECPRの公式で与えられる。



用に対する正しいマークアップを与えてくれる。

アクセス料金は、ラムゼイ公式によってマーク

アップを与えられる場合、限界費用を大きく上

回ることになろう（低い価格弾力性）。この公式

は、サービス間の代替効果を、とりわけ最終財と

アクセス財との代替効果を考慮に入れている。二

つの最終財が完全代替財となる極端なケースでは、

複雑なラムゼイ公式は簡単なECPR公式に還元

される。

原理３（再）：限界費用価格では収入が不十分な

場合、アクセス料金も最終財価格もラムゼイ

公式に従い限界費用を上回るかたちで引き上

げられなければならない。

原理４が示すように、アクセス料金ないし最終

財価格で価格差別が可能な場合には、それを行う

ほうが効率的である。原理３の適用は、限界費用

に対する最終財価格およびアクセス料金の正しい

マークアップを与えてくれる。独占企業はライ

バルの一人によって供給される最終財の消費者の

身元、日付、時間、もしくは地理的な位置を確認

できる場合には、その性格に応じてさまざまなア

クセス料金を設定すべきであり、そのほうが効率

的である。とくに、競争相手の消費者により購入

される最終財の数量を測定できる場合には、アク

セス料金を２部料金で設定するほうが効率的であ

る。とはいえ、こうした価格差別は、被規制企業

が、（アクセス）対応型の最終財が誰に販売され

るかについて正確な知識を持っていることを前提

とする。だが、それは常に可能なわけではない。

アクセス次元での２部料金の使用は、下流で規

模に関する収穫逓増を生み、企業数を制限し、競

争を制限することにならないか。実際、フィン

ランドでは、既存の電気通信事業者が、ローカ

ル・ループ（市内回線網）の自由化に際して、２
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完全代替財のケースは、アクセス料金を考える

場合、とくに重要である。独占企業により供給さ

れる中間投入財の総量が固定されている場合、ア

クセス料金を設定するために、下流の競争企業に

より生産される生産物を独占企業の生産物の完全

代替財として取り扱う必要があるからである。そ

の理由は以下の通り。

二つの生産物が完全代替財であるときには、安

い財の価格を一定に維持してその消費を増加させ

ると、必ずもう一つの財の消費を犠牲にすること

になるが、それと同じ論理がここには働くからで

ある。中間投入財の総量が固定されていれば、競

争事業者が生産する最終財の増大は、独占事業者

による最終財の減少という犠牲のうえに成立する

のである。

独占企業の収入は、多くの場合、限界費用価格

で得られる収入を超えなければならない。原理３

の適用は、最終財価格とアクセス料金の各限界費

ボックス６：アクセス料金設定とＥＣＰＲ

もう一度、ボックス１に戻ろう。代替財の効

率的な価格は、ｐ１＝ｃ１＋σ（ｐ２－ｃ２）で与
えられていた。ここで、補論の�式を見てほし

い。�式は、ｃ０が不可欠中間投入財の限界費

用であり、最終財一単位の生産に中間投入財の

一単位が必要とされるならば、効率的なアクセ

ス料金は、

ａ１＝ｃ０＋σ（ｐ２－ｃ０－ｃ２）
となることを示している。これは、

ａ１＝（１－σ）ｃ０＋σ（ｐ２－ｃ２）
と書き換えることができる。ここから、アクセ

ス料金は、両財が無関係ならば（σ＝０）、限
界費用で与えられ、完全代替財ならば（σ＝１）、
ＥＣＰＲの公式で与えられることがわかる。
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部料金の形態で大幅な数量割引を導入したが、そ

の利益を享受したのは関連会社だけであった。だ

が、アクセス料金体系が既存事業者の最終財の価

格体系を反映している場合には、二部料金の使用

は下流での競争を制限しないであろう。ここでも

し既存事業者が消費者に固定料金を課すとすれば、

それは消費者の固定アクセス料金のなかに反映さ

れることになる。下流の企業によって支払われる

総固定料金は、彼らが財を供給する消費者の数に

比例することになる。したがって、そのかぎりで

は、規模に関する収穫逓増は存在しないことにな

る。もちろん、独占企業がこうした２部料金を提

示するためには、下流企業により財を供給される

消費者の数およびその総消費量に関する知識を必

要とする。その情報の入手が容易ではないことは

先に述べた通りである。

原理４（再）：アクセス料金設定で価格差別が実

行可能な場合、価格差別を行うほうが効率的

である。独占企業が（アクセス）対応型の最

終財消費者の身元ないし販売の日付、時間、

もしくは地理的な位置を確認できるならば、

差別的なアクセス料金を設定するほうが常に

効率的である。だが、これを行うには、たと

えアクセス財は直接的には下流の企業にしか

販売されないとしても、その最終財消費者の

消費行動についての情報を必要とする。

先に述べたように、価格差別は、独占企業の財

の販売範囲を拡大する。新しい財のアクセス料金

は、すでに明らかにされた原理に従い独占企業が

固定費用を回収できるような水準で設定されるべ

きである。固定費用回収への貢献度は、価格/コ

スト・マージンに依存しているので、アクセス料

金はアクセス財の提供前後の収支（＝その提供か

ら得られる収入と発生する費用）に依存すること

になる。とくに、各種の財に対するアクセス料金

はアクセス財の提供前後における価格／コスト・

マージンの差に等しくなければならない。これ

ボックス７：最終財価格が差別される場合の

アクセス料金設定

中間投入財は独占企業の最終財の完全代替財

を生産するのに用いられ、独占企業は自らの最

終財について価格差別を行っていると想定しよ

う。ｐとｃをそれぞれ独占企業の最終財の価格

および限界費用とする。アクセス財を賦与した

とき、独占事業者は彼の最終財消費者からの収

入で固定費用をある程度回収できるかもしれな

いが、コスト負担も発生しよう。ｐ^とｃ^ をアク

セス財が賦与されたときの独占企業の最終財価

格およびその供給で生じる当該財の限界費用と

しよう。また、ａをアクセス料金としよう。す

ると、固定費用回収への貢献度が維持されるた

めには、アクセス財賦与前後の貢献額が同一で

なければならない。これは、

ａ＝（ｐ－ｃ）－（ｐ^―ｃ^）、すなわち、

ａ＝（ｐ－ｐ^）－（ｃ－ｃ^）

を意味する。この等式はＥＣＰＲの発展型と見

てよい。ここで重要なことは、この等式は独占

企業の最終財価格の差別化されるすべての部分

に適用されなければならないということである。

換言すれば、二つの異なる消費者階層に異なる

料金を課しているならば、この等式はそうした

異なる最終財価格に各々適用されなければなら

ない。

例１：ローカル・ループのアンバンドリング

（省略）

例２：通話別発信サービスのアクセス料金

（省略）



はECPRの別表現と見なすことができる（ボッ

クス７を参照）。

それでは、独占企業は価格差別を行うことがで

きるが、競争相手の最終消費者を確認できず、ア

クセス財の販売で効率的に価格差別を行えない場

合はどうであろうか。このケースでは、アクセス

財レベルでの価格差別の不可能性が、独占企業の

最終財レベルでの価格差別能力を妨害することに

なる（原理５）。最終財レベルの価格差別とアク

セス財レベルの価格差別の不一致は目標間の対立

を生む。もし経済的な効率性が維持されるべきで

あるというなら、アクセス財レベルでの価格の引

き上げか、アクセス財の販売からの完全撤去が求

められることになろう。だが、明らかに、こうし

た可能性は新規参入による競争の余地を制限する

ことになる。他面、アクセス料金がリーズナブル

な参入を許すレベルで維持されるべきであるとい

うなら、独占企業による最終財の価格差別は覆さ

れることになる。独占企業は、ここでは、たとえ

そうすることが効率的であろうと、最終財価格を

競争事業者の（アクセス）対応型の最終財の費用

以上に引き上げることはできなくなるからである。

こうしていずれのケースでも目標は達成されない

ことになる（ボックス８を参照）。

原理５（再）：最終消費者の消費行動、購入量、

取引の日付、時間ないし位置について情報を

得られず、また下流の企業の間での再販を防

ぐことができない場合には、被規制企業はア

クセス財レベルで効率的な価格差別を行うこ

とはできない。このケースでは、目標間に対

立が存在することになる。効率的な最終財価

格の差別は、アクセス料金の引き上げを要求

するが、それは下流の競争を制限する。他面、

｢リーズナブルな｣アクセス料金の設定は、効
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ボックス８：最終財価格では価格差別が可能だ

が、アクセス料金では不可能な場合

以下のケースは、この場合に生じる問題に照

明をあてている。

事例１；電気通信会社が電話サービスに月極

めの料金を課しており、二つの消費者階層のう

ち「住宅」顧客は８０㌦、「ビジネス」顧客は１２０㌦

を支払っていると想定しよう。こうした顧客の

各々に市内回線網サービスを提供するのにかか

る費用を１００㌦とする。また、両階層は同一の

数から成るものとする。ここでは電話料金は電

気通信会社が丁度収支均衡するところで選択さ

れている。

先のボックスによれば、適正なアクセス料金

は、この文脈では、住宅顧客向けは８０㌦、ビジ

ネス顧客向けは１２０㌦といった具合に差別化さ

れてしかるべきである。だが、規制当局は、市

内回線網の「コスト・ベース」（１００㌦）での

アンバンドリングを決定する可能性が高い。そ

の場合、新規参入者はビジネス顧客にターゲッ

トをおき、その月極めレンタル料金を１２０㌦以

下に引き下げよう。その結果、既存会社の住宅

顧客比率が高まり、それが既存企業に採算性の

脅威を与えることになる。価格差別が不可能な

場合、既存会社が収入を維持する唯一の方法は、

アンバンドルされた市内回線網の料金を１２０㌦ま

で上げることだが、それは競争の余地を制限す

ることになる。

事例２；ある地域では市内回線網サービスに

１２０㌦かかり、既存会社は電話サービスに２部

料金を課し、固定料金１００㌦、従量料金１㌦を

徴収すると想定しよう。また、階層Ａは２０％を

占める高利用者で、月６０通話単位を使用し、階

率的な最終財価格体系を覆すことになる。



が価格の引き下げは他の目標（配分効率など）と

の対立を生む可能性がある。そうした対立は最終

財に税金を課すことで解決できる。例えば、ある

種の最終財に税金が課されることになれば、対応

するアクセス料金も非効率な参入（収入が単独採

算コストを下回るような参入）を招かないレベル

まで修正されることになろう。この種の税金はユ

ニバーサル・サービス型の基金で実行可能である。

原理６（再）：原理５は、非効率な参入を招く、

そのようなアクセス料金をもたらすおそれが

ある。追加的な政策手段がなければ、この種

の参入規制は、他の目標との対立を引き起こ

しかねない。税金/補助金メカニズムのよう

な他の手段が利用可能であれば、対立を引き

起こすことなく、両方の目標を達成すること

ができる。

独占企業の価格規制問題は、上限価格の制約を

課したうえで、独占企業に価格選択権を認めるこ

とで、独占企業自身の問題に転形できる。この原

理はアクセス料金にも当てはまる。アクセス料金

と最終財価格の両方がプライスキャップの中に含

まれる場合（ラフォン・ティロールのいう｢グ

ローバル・プライスキャップ｣）、各財に正しい

ウェイトがかけられていれば、上限価格に従う独

占企業は、効率的なかつ厚生を最大化する価格体

系を選択するインセンティブを持つ。アクセスを

拒もうとする独占企業のインセンティブは、主に

アクセス料金規制に対する最終財価格規制の「強

度」にかかっている。もしアクセス料金の規制の

ほうが｢厳しく｣、最終財価格の規制が緩やかであ

れば、独占企業は下流で競争を制限し、より多く

のレントを稼ぐために、アクセス拒否のインセン

ティブを持つであろう。アクセス料金が緩やかで、

最終価格規制が厳しい場合には、反対のことが起
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原理６が示すように、上の原理により、ある特

定の財ないし財のグループのアクセス料金が決定

される場合、下流の企業が独占企業のバイパスを

行なったり、中間投入財の自己生産に走ったとし

ても不思議はない。だが、その産業が自然独占で

あるかぎり、他の企業の参入は高コストを生み出

しかねない。問題は、そうした非効率な参入は、

それに脅される財のアクセス料金や最終財価格を

引き下げることでしか阻止できない点にある。だ

層Ｂは８０％から成る低利用者でつき１０単位しか

使用しないと想定しよう。さらに使用サービス

の提供に要する限界費用はゼロと仮定する。こ

の料金と価格で、この既存会社は収支均衡して

いる。階層Ａからは回線当たり１６０㌦、階層Ｂ

からは回線当たり１１０㌦の収入を得るので、回

線当たりの平均収入は、２０％×１６０＋８０％×

１１０＝１２０㌦となるのである。

先のボックスによれば、適正なアクセス料金

は、この文脈では、固定料金部分１００㌦、利用

料金部分１㌦の２部料金となる。だが、規制当

局はアクセス料金で２部料金制を採用せず、そ

れを「コスト・ベース」の１２０㌦で固定すると

仮定しよう。この定額制では、階層Ａにター

ゲットにおく参入者は４０㌦（１６０－１２０）の利潤

を得、階層Ｂにターゲットをおく参入者は－１０㌦

（１１０－１２０）のマイナス利潤を得ることになる。

それゆえ当然、参入者は高利用者の獲得を狙う

ことになる。その結果、既存会社には低利用者

が増え、価格差別が再現されなければ、収支均

衡を維持する方法はやはり定額制のアクセス料

金を１６０㌦まで上げることでしかない。これは、

当然のことながら、競争を制限する。

事例３；オンライン通話時間と通話支払意思

額が階層Ａと階層Ｂで異なる場合。 （省略）



ころう。グローバル・プライスキャップの利点は、

アクセス料金と最終財価格を対称的に扱うことで、

独占企業がアクセス財レベルか最終財レベルのい

ずれか一方で販売を選好するインセンティブをな

くすことにある。

だが、価格差別が最終財レベルでは可能だが、

アクセス財レベルでは不可能な場合、独占企業は、

下流での競争を制限し、価格差別能力を維持する

ために、アクセス料金を引き上げるインセンティ

ブを有する。これはグローバル・プライスキャッ

プの下でも残る問題である。そこでは、独占企業

は、競争を弱めるというよりむしろ最終財消費者

に対する価格差別能力を維持するために、より高

いアクセス料金を好むことになろう。これを緩和

する措置として、最終財とアクセス財に別々の

キャップを設け、企業により柔軟な価格選択を

認めるという妥協案が考えられる。

最後になるが、下流部門はつねに競争的である

とは限らない。もし下流部門が不完全競争であれ

ば、その結果価格が限界費用を上回ることになろ

う。これはアクセス料金にどのような効果を及ぼ

すのか。こうしたケースにあっては、アクセス料

金はこの歪みを反映してしかるべきであり、場合

によっては限界費用以下に引き下げられるべきで

ある。

Ｃ．電気通信事業への適用

ノートは、上で定式化された原理を電気通信産

業に適用する。ノートによれば、電気通信産業で

は「不可欠中間投入財」は以下の環境で発生する。

�ユビキティ（ubiquity）供給の必要性。多く

の利用者は通常一つのネットにしか加入していな

いため、たいていのネットにとってそのネットの

持つ通話着信能力は中間投入財となる。�ローカ

ル・ループの自然独占性。市内回線網は通話発信

サービスを提供するための中間投入財となる。

�モバイル・ネットの通信範囲の確保。モバイ

ル・ネットは通信範囲を地理的にカバーする必要

性があるが、過疎エリアではわずかなモバイル・

ネットしか維持されていないため、無線基地局へ

のアクセス（ローミング）が中間投入財となる。

通話着信ネットへのアクセスが、着信サービス

を提供する会社が同時に発信サービスを提供して

いるため、双方向のアクセス形態をとるのに対し、

通話発信ネットへのアクセスはつねに一方向のア

クセス形態をとる。

電気通信事業におけるアクセス料金を考える場

合、（ア）すべてのOECD加盟国が電気通信産業を

自ら収支均衡を図るべき産業と見なしていること、

（イ）価格の水準ないし体系が、政治的な目的のた

め、さまざまな方法で制約されていること（例え

ば、価格の地理的な均一性、リバランシングの制

約、市内通話の定額制など）、（ウ）最終財価格の価

格差別が顕著であること（例えば、ビジネス向

け／家庭向け、ピーク／オフピーク、固定料金／

従量料金、固定／モバイルなど）、（エ）二点間の

ネット使用の限界費用はそのルートないし二点

間の他のさまざまなルートの混雑度に依存してい

ることなどに留意する必要がある。混雑がなけれ

ば通信の限界費用はゼロに近いが、混雑があると

限界費用は上昇し、その水準は混雑の源泉と混雑

緩和のコストに依存することになる。一定の利用

者集団をネットに追加するのに要するコストは彼

らに物理的な接続を提供するのに要するコストに

依存しており、そこに密度の経済性が働く。ネッ

トの内部で追加利用者をネットに接続するコスト

は遠方の追加利用者をネットに接続するコストよ

りも安いのである。

上述したように、電気通信事業における一方向

の主要なアクセス形態は発信を目的とした市内回

線網のリースである。それは、「市内回線網の

アンバンドリング」として知られる一定期間の
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リースであるか、通話別（例えば、長距離サービ

ス向けの発信など）のリースである。通話別リー

スには、国際通話、インターネット接続事業者

（ ISP）への通話発信サービスなどがある。また、

一方向アクセスのもう一つの形態にモバイル分野

のローミングがある。ここではボトルネックの中

間投入財は遠隔地の無線通話発信サービスである。

まず、一定期間のリースから検討しよう。先の分

析は、効率的なアクセス料金は政策手段と設定さ

れる制約に依存することを明らかにしている。こ

れに関連する要因を挙げれば、（ア）電気通信サー

ビスの小売価格は非常に洗練されたかたちで差別

化されているが、差別化されていない側面（小売

価格の地理的な均一性）もあること、（イ）小売価

格は固定費用ないし公共サービス義務の費用をカ

バーするために限界費用を上回っていること、

（ウ）市内回線網サービスへの参入は人口密度が高

いエリアで起こり得ることなど、を指摘できる。

さらに重要な要因は、下流の企業が既存企業の

現行サービスの代替財、補完財、あるいは独立財

を提供するのに、アンバンドルされた市内回線網

を利用するかどうかである。この三つはすべて、

起こりうる事柄である。例えば、下流の企業は既

存事業者の電話サービスと競合しない新しい財を

提供するために市内回線網を賃借するかもしれな

い。また、その新しい財が補完財となり既存事業

者の電話サービスへの需要を高めることもありう

る。

前者のケースでは、上述したように、新しい財

のアクセス料金は限界費用をベースに、それに

マークアップをつけるかたちで設定されるべき

であろう。マークアップは、その財の需要弾力性

を基礎に、新規事業者を固定費用の回収に貢献さ

せるために設けられるものである。もし、このア

クセス料金が単独採算での参入を誘うほど高けれ

ば、他の政策手段（その最終財への課税など）を

導入する必要がある。これに対して、後者の補完

財となるケースはあまり起こりそうにない。

何といってももっとも起こりそうなケースは代

替財となるケースである。加入者にサービスを提

供する市内回線網が一つしかなく、加入者の総数

が固定されている場合、下流の企業に市内回線網

サービスが販売されれば、その分既存事業者が自

らの最終財を供給するために使用する市内回線網

サービスは減少することになる。したがって、市

内回線網がどのように使用されようと、それを用

いた新たな財は代替財となるように思える。この

ケースでは、アクセス料金は既存事業者の小売料

金に基礎づけられるべきである。とくに完全代替

財となる場合には、既存事業者の小売価格に直接

アクセス料金の基礎が置かれなければならない

（簡素なECPR方式）。すなわち、アクセス料金

は既存事業者が市内回線網サービスを提供するの

に要する限界費用・プラス・既存事業者が市内回

線網の利用で稼ぐ固定費用回収の貢献額、に等し

く設定されるべきである（補論の等式�を参照）。

そしてここでは、小売価格に現存するいかなる

価格差別も、アンバンドルされた市内回線網のア

クセス料金に反映されるべきである。すなわち、

（ア）小売価格が２部料金の形態をとる場合には、

アクセス料金もまた２部料金をとるべきである。

例えば、小売料金が月極め料金と従量料金から

成っているならば、市内回線網のアクセス料金

も両方を持つべきである。（イ）小売価格が顧客別

に差別されているならば、アクセス料金もまた顧

客別に差別されるべきである。例えば、ビジネス

顧客が住宅顧客よりも高い月極め料金を支払って

いる場合には、アクセス料金にもこのことが反映

されなければならない。

小売料金が２部料金の選択メニューである場合、

すなわち最終消費者が選択できる通話プランが多

様である場合には、どうであろうか。この場合に
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図２　通話計画メニューがあるときのアクセス料金設定

最終財価格と�
アクセス料金�

「低利用者向け」スキーム（通話当たり６ドル）　　　　　　�

「高利用者向け」スキーム�
（固定料金100ドル＋通話当たり1ドル）�

アンバンドルされたローカル・ループのアクセス料金は�
各従量レベルで最も安価な通話計画メニューに一致する。�

数量�

は、アンバンドルされた市内回線網の最適アクセ

ス料金は、さまざまな従量レベルでもっとも安価

となる小売通話プランに依存する料金となる。例

えば、既存事業者が二つの通話プラン（高従量料

金と低レンタル料金からなる低利用者向け通話プ

ラン、逆の高利用者向け通話プラン）を提示す

る場合には、アクセス料金も低い従量レベルに対

しては低利用者向け通話プランをベースに、逆の

場合には高利用者向け通話プランをベースに決定

されるべきである。

いま、低利用者向け通話プランには月極め料金

がなく、通話あたり６�、これに対して高利用者

向け通話プランは月ぎめ料金１００�、通話あたり

１�の２部料金メニューが提示されると想定しよ

う。すると、月に２０通話未満の使用者は低利用者

向けスキームを好み、そうでない使用者は高利用

者向けスキームを好むことになる。こうしたサー

ビスの提供コストをゼロと仮定すれば、アクセス

料金は単純に最初の２０通話に対しては６�、それ

を超えたら１�に設定されるべきである。これは、

図２に示されている。

アクセス料金は、市内回線網サービスの単独採

算ベースでの提供が実行可能となるような、いわ

ば非効率な参入を誘導する程高いものであっては

ならない。価格は地理的に均一という仮定が与え

られれば、人口密集エリアでの市内回線網サービ

スのアクセス料金は、単独採算費用を上回ること

もありうる。もし禁止措置では参入を防げないこ

とになれば、他の政策手段が欠かせなくなる。上

述したように、そうした参入者には、共通基金へ

の納付（税金ないし貢献額）が求められるべきで

ある。

通話別のアクセス料金設定にも上の原理は当て

はまる。長距離事業者によって通話発信サービス

に対して支払われるアクセス料金や ISPによって

彼らのモデム・プールへの通話発信サービスに対

して支払われるアクセス料金は、そのサービスが

既存事業者のサービスの代替財であるかぎり、既

存事業者の小売価格をベースに設定されなければ

ならず、そこでの価格差別を反映するものでなけ

ればならない。とくに、低い月極め料金と高い従

量料金を特徴とする「低利用者向け」料金スキー

ムが存在する場合、この料金スキームを維持する

ために、そこから高い通話発信料金を徴収するの

は意味があることである。そうした差別が許され

なければ、低利用者向け料金スキームを維持する

唯一の方法は、ライバル事業者が低利用者の獲得

をめぐり競争することがないよう、彼らに中間投

入財を入手させないことである。

同様の分析は、ローミングの問題にも適用でき
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Ｄ．アクセス料金規制の実際

一方向アクセスの三つのタイプ（市内回線網の

アンバンドリング、長距離サービスへの通話発信

サービス、インターネット接続サービスへの通話

発信サービス）に関して、実際の規制を簡単に紹

介する。まず、多くの国が、アンバンドリングに

関わるアクセス料金設定では、�「小売価格マイ

ナス」アプローチ（アクセス料金は、既存事業者

の小売価格・マイナス・固定割引率で設定され

る）か、�「コスト・ベース」のアプローチ（ア

クセス料金は市内回線網のコストに基づき設定さ

れる）のいずれかを選択している。前者において

は、既存事業者は価格体系を正しく維持し、固定

費用ないし公共サービス義務の費用を回収するの

に必要なマークアップを維持することができる。

しかし、価格がコストを反映していないと、この

アプローチはとくに低コスト・エリアで非効率な

参入を促進しかねない。他方、後者においては非

効率な参入は正しく制限されるが、価格体系が覆

される危険がある。

加えて、いずれのアプローチにも弱点がある。

例えば、いずれもアンバンドルされた市内回線網

に単一価格を設定しており、既存事業者の小売レ

ボックス９：ローミングのアクセス料金

既存のモバイル・ネットが１０００人の顧客を有

し、代表的な顧客は、１年で、人口密集エリア

で５０通話、過疎エリアで１０通話をすると想定し

よう。通話の限界費用はゼロであり、固定費用

は人口密集エリアでは顧客当たり年間１３０㌦、

過疎エリアでは定額で５００００㌦であると仮定す

る。この費用構造の差は、人口密集エリアを潜

在的に競争的な市場とし、過疎エリアを自然独

占にとどめておくのに欠かせない前提である。

既存モバイル事業者は、加入者料金を課さず、

通話当たり３㌦の利用料金を課すと仮定しよう。

この料金で既存ネットは収支均衡するはずであ

る。１０００×（６０×３－１３０）－５００００＝０。参入

事業者は人口密集エリアに参入し、過疎エリア

ではローミングを求めることになろう。そのと

き、アクセス料金はいくら支払われるべきなの

であろうか。

もし参入者のネットが代替財でなければ、ア

クセスは限界価格が限界費用と等しくなるとこ

ろで与えられるべきである（この場合は、仮定

によりゼロ）。だが、代替財ならば、アクセス

の賦与は５０㌦（６０×３－１３０）の損失に関わる。

この損失は遠隔地における通話当たり５㌦

（５０÷１０）の線形料金ないし顧客当たり５０㌦

（５００００÷１０００）の固定料金を通してアクセス料

る。ライバル事業者のモバイル・サービスがアク

セス提供者のモバイル・サービスの代替財となる

場合、遠隔地域でのローミング・サービスの販売

はアクセス提供者の全エリアにおけるネットワー

ク需要に影響を与える可能性がある。その場合、

アクセス料金は人口密集エリアでのビジネス・ロ

スから生じる利潤損失を反映すべきである（ボッ

クス９を参照）。

金に反映されるべきである。

アクセス料金は、このケースでは、まちがい

なく既存事業者の小売価格を上回っている。ア

クセス料金が３㌦に設定されれば、遠隔地のア

クセスを賦与することで、既存事業者は１８０㌦に

代わり３０㌦（１０×３）の収入を得、固定費用の１３０

㌦を節約するが、固定費用回収への貢献額は顧

客当たり２０㌦（１６０－１８０）の損失を出す。した

がって、このアクセス料金では収支均衡を確保

できないのである。



27 郵政研究所月報 ２００２．３

ベルにおける価格差別を反映していない。欧州委

員会は、アンバンドリングに対してコスト・ベー

スのアクセス料金設定を提唱している。委員長の

マリオ・モンティは、「我々の措置は、すべての

電話利用者に小売加入料金の上昇を引き起こすか

もしれない。」とし、それが価格体系を覆すこと

を承知している。

インターネット接続サービスの通話発信サービ

スに関しては、ISPに非従量的な「定額」制の

インターネット・サービス向け料金オプション

を提示する動きがあるものの、たいていの国が単

純な線形アクセス料金を選択している。これは

フィンランドで ISPに競争上の苦情を惹き起こし

た。そこでは、既存事業者は非従量のインター

ネット接続サービスを固定料金１２５ＦＩＭ／月で

提供しているが、ライバル事業者は分当たり０．０３

ＦＩＭ／分の通話発信料金を支払うよう既存事業

者から要求されている。平均の顧客は一日３時間

の接続を行うので、発信料金の月払いは１６２ＦＩ

Ｍ／月となってしまい、競争ができないという

のである。フィンランドの競争当局は現在イン

ターネット接続料金を調査中である。

長距離向けの発信サービスのアクセス料金設定

に関しては、たいていの国が分当たりの均一料金

を課している。こうした均一料金は欧州のさまざ

まな指令や法律に具体化されている標準的な非差

別ルールに対応する措置といってよい。だが、

既存事業者の低・高利用者向け料金スキームを

選択している利用者にアクセスするとき、参入者

は差別化されたアクセス料金を支払わなくてよい

のか。この問題について、英国とフランスの規制

当局は、参入者が低利用者向け料金スキームの選

択者に対してアクセスするとき、既存事業者にそ

の排除を認めている。これに対して参入者は一大

消費者集団の獲得競争から締め出されたと苦情を

述べているが、この差別は、ラフォンとティロ

ールのいうように、基本的には正しい。

長距離向けの通話発信サービスの線形料金も、

長距離通話の小売料金が２部料金である場合には、

問題を生み出す。いくつかの国は、既存事業者の

長距離料金に上限価格を設けている。したがって、

ライバル事業者は分当たりのアクセス料金の支払

いを強制されると、採算を度外視しないかぎり、

一大消費者層の獲得をめぐり競争ができないかも

しれない（ボックス７の例２）。アクセス料金が

最終財価格を映し出すよう構造化されないかぎり、

こうした競争上の苦情はさらに増えることになる

であろう。

ほとんどすべてのOECD諸国は、アクセス料

金を直接規制している。ただし、米国（ある種の

アクセス料金）と英国は例外をなす。英国では、

重要なアクセス料金は三つのバスケット－①通話

着信サービス、②一般的なネットワーク・サービ

ス（通話発信、市内タンデム搬送、単一トラン

ジット）、および③接続サービス（相互接続回

線）－の中に入れられている。各アクセス・サー

ビスの料金はこのバスケットに設けられた

「RPI－８％」の上限価格に従い、変更されるこ

とになる。加えて、他のある種のサービス（タン

デム間の搬送・トランジット、国際直通ダイアル

搬送、国際専用回線、電話番号案内）は

「RPI－０%」の上限価格を課されている。ＢＴ

にこうした価格変更の裁量を認めることは個々の

価格を固定するよりましではあるが、理論的には

いまだ検討の余地がある。
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補論：ここで、本テキストの重要な諸結果のいくつかを証明する。まず、２財を生産する独占企業が存

在し、その価格と限界費用がそれぞれｐ１、ｐ２、ｃ１、ｃ２であると想定しよう。また２財の価格がｐ１、

ｐ２であるとき、それぞれの需要曲線はｑ１（ｐ１、ｐ２）、ｑ２（ｐ１、ｐ２）で表現されるものとする。消

費者余剰はＶで定義され、ここでは ＝－ｑi（ｐ１、ｐ２）と仮定する。

財の生産に要する限界費用はｃ１、ｃ２なので、財ｉの生産で得る利潤は、πi（ｐ１、ｐ２）＝

（ｐi－ｃi）ｑi（ｐ１、ｐ２）となる。社会厚生関数は、消費者余剰と生産者余剰（利潤関数で表現され

る）との和であり、Ｗ（ｐ１、ｐ２）で表現されるものとする。ｐ＊を，社会厚生を最大化する価格と

しよう。すると、一階の条件から、

＝ ＝０

⇔（ｐ１＊－ｃ１） ＋（ｐ２＊－ｃ２） ＝０　　　�

となり（Ｖの一階微分で導出される－ｑiとπの一階微分で導出されるｑiが相殺されてしまう点に注

意ー筆者）、これは、ｐ１＊＝ｃ１かつｐ２＊＝ｃ２のときに条件を満たす。いわば、社会厚生はすべての価

格を限界費用に等しく選択することで、最大化されるのである。

いま、第２財の価格が、限界費用とは異なるレベルで固定されると想定しよう。すなわち、

ｐ２＝ｐ
－≠ｃ２であると仮定する。このとき厚生を最大にする第１財の価格とはどのような価格であろ

うか。上の一階の条件から、この価格は、

（ｐ１＊－ｃ１） ＋（ｐ２＊－ｃ２） ＝０

を満たさなければならない。書き換えれば、

ｐ１＊＝ｃ１＋σ（ｐ－－ｃ２）、ただし、σ＝－ ／ �

となる。σは、第１財の価格変化が当該財の需要変化に対してどの程度第２財の需要を変化させるか、

それを反映する比率であり、二つの財が独立ならば、σ＝０となり、第１財の価格は限界費用で設定

されるべきことになる。これに対し、完全代替関係にあれば、σ＝１となる。

ついで、第１財は中間投入財であり、下流の競争事業者および独占企業の関連会社に販売されると

想定しよう。アクセス財の生産コスト（＝限界費用）をｃ０とし、下流の競争事業者と独占関連会社

がアクセス財を最終財に変換するのにかかる限界費用をそれぞれｃＭおよびｃＣとしよう。また、アク

セス財の価格をａ１とし、下流の産業での最終財の価格をそれぞれｐＭ、ｐＣとする。下流の産業は競

争的なので、最終財の価格は限界費用に等しい。すなわち、ｐＣ＝ｃＣ＋ａ１となる。ここで上の結果

を用いれば、独占企業の最終財価格は限界費用から乖離したところで固定されることになるため

（ｐＭ＝ｐ
－≠ｃＭ＋ｃ２）、

ａ１＝ｐＣ－ｃＣ＝［（ｃ０＋ｃＣ）＋σ｛ｐ－－（ｃ０＋ｃＭ）｝］－ｃＣ
したがって、

∂ｑ１
∂ｐ１

∂ｑ２
∂ｐ１

∂ｑ２
∂ｐ１

∂ｑ１
∂ｐ１

∂ｑ２
∂ｐi

∂ｑ１
∂ｐi

∂（Ｖ＋π）
∂ｐi

∂Ｗ（ｐ１＊、ｐ２＊）
∂ｐi

∂Ｖ
∂ｐi
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ａ１＝ｃ０＋σ（ｐ－ －ｃ０－ｃＭ）、ただし、σ＝－ ／ �

となる。効率的なアクセス料金は、アクセス財の限界費用・プラス・最終財の代替度を反映した追加

項に等しくなる。これは、一般化されたＥＣＰＲの叙述方法といえよう。また、ここでは、完全代替

財となる特殊なケースで（σ＝１）、
ａ１＝ｐ

－ －ｃＭ �

という特殊な結果を得る。アクセス料金は、「独占企業の最終財価格－独占企業の最終財変換に用す

る限界費用」となるのであって、これはシンプルなＥＣＰＲといえよう。

さて、いま、利用可能な中間投入財の総量は、アクセス容量の限界もあり、固定されていると想定

しよう。言いかえれば、ｑＭ（ｐＣ、ｐＭ ）＋ｑＣ（ｐＣ、ｐＭ ）＝ｑ
－ 、ただしｑ－ は一定、という事態を

想定する。このケースでは、 ＋ ＝０となり、それゆえσ＝１が成立する。すなわち、

たとえ競争事業者の最終財が独占企業の最終財の完全代替財でなくても、中間投入財の総量が固定さ

れている場合には、公式ａ１＝ｐ
－ －ｃＭ は正しいアクセス料金を与えてくれるのである。

最初の問題に戻ろう。限界費用価格設定は、固定費用の存在のため、実行不可能であると想定しよ

う。ここで、最低限、独占企業は収支均衡を確保しなければならないとすると、効率的な価格セット

を発見する問題は、いわゆる制約つきの厚生最大化問題に還元される。ラグランジュ乗数を用いてこ

れを解くと、

Ｌ＝Ｗ（ｐ１、ｐ２ ）－λп（ｐ１、ｐ２）から、

＝０⇔（１－λ）｛（ｐ１－ｃ１）ｑ１i＋（ｐ２－ｃ２）ｑ２i｝＝λｑi、

ただし、ここでは、

ｑＪi＝ である。これを書換えると、周知の公式、

＝ を得る。

ただし、

ｋ＝ 、η１＝ である。η２に関しても、同様に算出できる。
ｐ１（ｑ１１ｑ２２－ｑ１２ｑ２１ ）
（ｑ1ｑ２２－ｑ２ｑ２１）

λ
１－λ

ｋ
ηi

ｐi－ｃi

ｐi

∂ｑｊ
∂ｐi

∂Ｌ
∂ｐi

∂ｑＣ
∂ｐＣ

∂ｑＭ
∂ｐＣ

∂ｑＣ
∂ｐＣ

∂ｑＭ
∂ｐＣ
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長期資金が経済成長に果たす役割

東京大学大学院経済学研究科・教授 福田　慎一

視 　 点

１．はじめに

今日、われわれが経済活動を行う上で、「金融」

の果たす役割は計り知れないものがある。しかし、

どのような形態の金融市場が望ましいかは、各国

が過去・現在・将来に直面する経済環境に依存し

て決まるものであり、一般的に明確なコンセンサ

スが得られているわけではない。特に、世界各国

の金融システムはさまざまであり、その優劣を一

概に比較することは難しい。たとえば、資金調達

の手段という観点からみた場合、アメリカやイギ

リスなどアングロ・サクソン型の金融システムで

は、古くから債券や株式といった公開市場が中心

であった。これに対して、日本やドイツなど大陸

ヨーロッパ諸国では、銀行貸出を通じた相対市場

が大きなウエートを占め、社債発行は比較的最近

まで厳しく制限されてきた。

最近の一般的論調では、市場メカニズムを重視

した「ワシントン・コンセンサス」が優勢で、政

府が金融市場に介入する金融システムは「クロー

ニー・キャピタリズム」として批判の対象となる

傾向が多い。特に、現在の基本的なトレンドは、

各国で「金融の自由化」が進展し、よりマーケッ

トを重視した金融システムを構築しようとする動

きが、先進国ばかりでなく、発展途上国において

も支配的になりつつある。

しかし、債券市場や株式市場といった公開市場

を中心とするアングロ・サクソン型の金融システ

ムに対する評価が高まったのは、ほんのここ数年

のことである。むしろ、日本経済の停滞やアジア

危機が顕在化するつい最近までは、銀行を中心と

した金融システムの優れた側面がしばしば強調さ

れてきた。とりわけ、学界では数年前まで、メイ

ンバンクを中心とした日本型の金融システムの優

れた側面が高く評価され、その経済発展における

有用性が議論されてきた。そこで本稿では、経済

成長に果たす金融の役割を、長期資金という観点

から整理することにする。

２．金融と経済成長

経済発展のプロセスにおいて、どのような形態

の金融市場が望ましいかは、経済発展論の分野で

は古くから議論されてきた重要な研究課題である。

なかでも、金融市場における自由化がその国の経

済発展にいかなる影響を与えるかに関しては、そ

れをプラスに評価する論文と、そのマイナスの側

面を強調する論文が共存してきたのが実状である。

先行研究を見た場合、金融仲介の発達が経済成長

を促進することを主張した先駆的な研究では、規

制の少ない金融仲介の発達が、異時点間の資源配

分の効率性を高め、投資を生産性のより高い部門

へ向かわせると同時に、経済主体に流動性を供給



し、効率的なリスク分散を可能にする機能をもつ

ことが強調された。これらのモデルでも、規制の

少ない金融仲介システムの発達は、経済全体の貯

蓄をより生産的かつ非流動的な資産に傾斜させ、

資本蓄積を促進する働きをすることが明らかにさ

れている。

おそらく、「市場の失敗」が発生しない場合に

は、規制の少ない自由な金融市場の発達が、資源

配分の効率性を高めることは事実であろう。しか

しながら、過去の経験を振り返ってみた場合、発

展途上国における金融市場の自由化は必ずしも経

済成長に好ましい影響を与えてきたとは限らない。

このため、Helleman, Murdock, and Stiglitz（２０００）

らは、逆に金融市場におけるレントの存在や政府

の介入が、健全な経済発展を促進する可能性を示

唆している。

戦後日本の金融市場では長い間、銀行法にもと

づく普通銀行に加えて、「長期信用銀行法」（１９５２

年に制定）にもとづく長期信用銀行や「金融機関

の信託業務の兼営に関する法律」にもとづく信託

銀行などが存在する銀行の専業規制が行われてき

た。この専業規制の結果、各銀行の貸出期間をみ

た場合、長期信用銀行が金融債を発行することに

よって長期貸出を主たる業務とする一方、普通銀

行は主として短期貸出を行うという「長短分離」

が存在することとなった。

このような長短金融の分離による長期資金の政

策的な供給が、戦後日本の高度成長を促進する上

で大きな役割を果たしてきたことは、寺西（１９９１）

らによって指摘されている。「ワシントン・コン

センサス」が優勢な今日でも、少なくとも経済発

展の初期の段階で政府の役割を強調する考え方は

根強く支持されており、資本ストックが経済成長

の観点からみて望ましい部門へ配分されるために

は金融市場への政府介入が不可欠であったとする

考え方も有力である。

しかしながら、各銀行の長期資金の貸出比率は、

日本の経済発展や各時期のさまざまなマクロ経済

の環境に影響を受けて時代とともに変化してきた。

特に、金融自由化が進展し、長短分離の垣根が弱

められた今日では、少なくとも民間銀行を通じた

長期資金の流れは、以前のように政策的に決定す

る必要性ははるかに小さくなったことも事実であ

ろう。

３．Diamond and Dybvig型のモデル：短期性

資金のデメリット

短期性の資金は、資金の提供者にとっては必要

に応じて資金を回収できるというメリットがある。

しかし、借り手にとってみると、短期の借入は、

貸し手の都合によっていつ資金が回収されるかも

しれないという流動性のリスクを秘めたものであ

る。このため、短期と長期の資金選択の問題を考

える場合には、このような短期資金のリスクを考

慮する必要がある。

このような短期資金のリスクを考える上で有益

な考え方の１つが、Diamond and Dybvig（１９８３）

によって提示されたモデルである。このモデルは、

本来は「要求払預金の役割」と「銀行取り付け」

の問題を考察するために構築されたものである。

しかし、このモデルは、企業が短期資金による借

入を行った場合のリスクを考察する上でも大変有

益である。そこで、以下では、Diamond and

Dybvig型モデルの考え方を非金融部門の企業に

応用して、借り手企業が直面する短期資金のリス

クの問題を簡単に考察してみよう。

この種のモデルにおけるもっとも重要な前提条

件は、借り手企業が直面する投資プロジェクトが

「長期の投資プロジェクト」であるという点であ

る。したがって、企業がひとたびそのプロジェク

トに投資を行うと、プロジェクトが終了する「長
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期」には非常に高いリターンが得られるが、プロ

ジェクトが未完成な「短期」では逆に借入資金の

元本すら回収できない状態となる。仮に借り手企

業がプロジェクトの実行期間中を通じて必要な資

金供給を常に受けることができるならば、この長

期プロジェクトは常に最後まで実行され、社会的

に望ましいアウトプットが生み出される。しかし、

プロジェクトが未完成な段階で貸し手が資金回収

を行った場合、借り手が新たな資金を別の貸し手

から調達することができない限り、この長期プロ

ジェクトは最後まで実行されず、社会的にも大き

な非効率が生まれる。

もしプロジェクトの実行期間中の資金回収額が

あらかじめ予想されていれば、借り手企業はそれ

に相当する額をリターンの低い「短期の投資プロ

ジェクト」や安全資産で運用することによって、

長期プロジェクトの中断という非効率な状況を回

避できる。けれども、予想できない事態によって

プロジェクトの実行期間中に資金の回収が起こっ

た場合、借り手企業は資金回収に応ずるため長期

プロジェクトを予期せぬ形で中断しなければなら

なくなってしまう。特に、プロジェクトの中断に

よって回収できる資金は投入した資金よりも小さ

いことに注目すれば、ひとたび資金回収が始まる

と、すべての貸し手が貸出資金の一部を確保しよ

うとパニックが起こり、それによって本来であれ

ば長期的に大きなアウトプットを生み出すことの

できた企業の活動が停止してしまうことになる。

４．Diamond and Dybvig型のモデルにおける

長期資金の役割

このようなパニックによる短期資金の回収競争

を防ぐ方法としては、借り手が一定限度額を超え

る支払いを拒否することができる「支払停止条項」

を設定したり、パニックが起こった際に政府や中

央銀行が「最後の貸し手」として借り手に緊急融

資を行うという政策手段が考えられる。しかし、

これらの方法は、借り手が預金を集める銀行であ

ればかなり妥当性を持つとしても、金融機関では

ない一般企業が借り手の場合には直接適応するこ

とは難しいケースが多い。

そこで、一般企業が借り手の場合には、あらか

じめ借入を長期とすることによって、その満期を

長期プロジェクトの期間に対応させ、短期資金の

回収競争を防ぐ方法が考えられる。借入が長期の

場合、貸し手は満期前に資金を回収しようとすれ

ば、違約金など追加的なコストが必要となる。し

たがって、そのコストが十分大きければ、貸し手

は不必要な資金の回収を行わなくなり、その結果、

パニックによる短期資金の回収競争も起こりにく

くなると考えられる。

このような長期資金の役割は、金融市場の基盤

が不安定な経済発展の初期の段階において、とり

わけ重要であると考えられる。発展途上国では、

多くのケースで、「資金のアベイラビリティー」

としての流動性の問題はきわめて重要である。と

くに、心理的な要因によって市場でパニックが起

こりそうな状況では、貸出満期の選択を市場メカ

ニズムに任せるのではなく、場合によっては政府

の介入によって長期資金による貸出を促進し、安

定した金融システムを構築することが必要となる。

このため、最近の研究では、Diamond and

Dybvigタイプのモデルは、次節でみるアジアの

通貨危機のような「２１世紀型の通貨危機」を考え

る上できわめて有益な分析の枠組みとされている。

５．アジアの通貨危機の教訓

前節で述べたような短期資金のリスクが顕在化

し、それが経済全体に大きな非効率をもたらした

最近の代表的な例が、１９９７年７月のタイに端を発

した一連の東アジア地域における通貨危機であろ

う。一般に、東アジア地域で通貨危機が発生した
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原因にはさまざまなものがあり、それをすべて短

期資金のリスクの問題に帰着することはできない

かもしれない。特に、これらの国々では、金融資

産に対する政府の暗黙的保証が借り手に深刻なモ

ラル・ハザードを生み出し、金融の自由化・国際

化のなかで急速な貸出の増加と回収や資産価格の

高騰と暴落が生み出されるメカニズムが存在して

いた。

しかし、通貨危機が発生したタイ、インドネシ

ア、韓国では、危機の直前に海外から大量の短期

資金が国内に流入し、それらが危機の発生を契機

として大量に海外へ流出してしまったという事実

が共通して観察されている（たとえば、Corsetti,

Pesenti, and Roubini（１９９９））。特に、過去に流

入した短期資金は既に各国内において非流動的な

長期投資の資金として貸し出されていたため、こ

のような短期資金の海外への大量流出は金融面で

各国経済に大きな打撃を与えることになった。ま

た、過去に流入した資金の多くは銀行部門を経由

したものであったため、海外へ大量に資金が流出

したこれらの国々では深刻な銀行危機（banking

crisis）が発生した。

インドネシアを例外とすれば、国内の預金者が

銀行から競って預金を引き下ろす「取り付け」は、

国内の貸借ではそれほど深刻なものとはならな

かった。しかし、危機に遭遇した多くの東アジア

諸国では、海外の銀行や投資家が一斉に短期資金

を引き上げた結果、海外からの借入に大きく依存

していた国内の銀行部門は大きな危機に直面する

こととなった。これらの事実は、本源的貸手に資

金の元本を保証する預金保険機構のようなセーフ

ティーネットが存在していない国際金融市場にお

いては、海外の投資家がちょっとしたきっかけで

競って短期資金の回収に走るリスクがより高いこ

とを示唆しているともいえる。

６．アジアの通貨危機と長期資金

もっとも、セーフティーネットが脆弱な国際金

融市場であっても、資金の貸借が長期性の資金に

よってまかなわれていたのであれば、東アジア諸

国の金融危機はこれほど深刻とはならなかったと

考えられる。なぜなら、４節の最後でも触れたよ

うに、長期資金であれば資金提供者が瞬時的に資

金を回収することは容易でないからである。国際

間の資金貸借では、長期資金のなかでも、借り入

れた資金が突然回収されないという意味では、

ODA等を通じた公的資金がもっとも安定した資

金といえる。また、民間の資金であっても、直接

投資を通じて流入した資金は、瞬時に回収という

わけにはいかない安定した資金であろう。しかし、

同じ銀行を通じた借入であったとしても、長期の

借入であれば、短期の借入に比べて、はるかに提

供した資金の回収が難しい。

実際、今回の危機が発生する直前の東アジア各

国の対外債務残高を調べてみると、各国のGDP

に占める対外債務残高の総額は、表１に示されて

いるように、必ずしも危機的な水準にあったとは

いいにくい。しかしながら、これらの国々の対外

債務残高に占める短期の対外債務残高の比率は、

多くの国でかなり高かった。とりわけ、その国の

短期の対外債務残高と外貨準備残高の比率を計算

してみると、表２に示されているように、通貨危

機が起こった国々ではその比率は１００％を超え、

かなり危機的な水準にあったことがわかる。

一方、これら東アジア諸国に対する危機前後の

海外からの資金の流れを見ると、表３からもわか

るように、同じ銀行貸出であっても、短期の貸出

（貸出満期が一年未満）は危機後大幅に減少した

一方、中長期的な貸出（貸出満期が一年以上）は

さほど大幅に下落することはなく、国によっては

緩やかに増加すらしていることがわかる。
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表１　対外債務残高（総額）のGDP比　
（単位：％）

出所）世界銀行のデータに基づいてCorsetti, Pesenti, and
Roubini（１９９９）が計算した表２３。

1994 1995 1996

韓国 14.32 23.8 28.4

インドネシア 60.96 61.54 56.74

マレーシア 40.4 39.31 40.06

フィリピン 62.42 53.21 49.75

シンガポール 10.79 9.84 10.74

タイ 33.31 33.78 50.05

香港 18.38 16.6 15.44

中国 18.38 16.6 15.44

台湾 10.87 10.4 10.07

表２　外貨準備高に対する短期の対外債務残高の比率
（単位：％）

出所）世界銀行のデータに基づいてCorsetti, Pesenti, and
Roubini（１９９９）が計算した表２６。

1994 1995 1996

韓国 54.06 171.45 203.23

インドネシア 160.36 189.42 176.59

マレーシア 24.34 30.6 40.98

フィリピン 95 82.85 79.45

シンガポール 1.75 1.78 2.6

タイ 99.48 114.21 99.69

香港 16.49 14.16 22.35

中国 33.04 29.62 23.74

台湾 21.76 21.64 21.31

表３　東アジア諸国に対する満期別の貸出増加率（半年間ごとの増加率、単位％）
（i）短期貸出（満期が１年以内）

（ii）中期貸出（満期が１年超、２年以内）

（iii）長期貸出（満期が２年超）

データの出所）98.6-97.12：The Maturity, Sectoral and Nationality Distribution of International Bank Lending, various issues.
98.6： International Banking and Financial Market Development, August 1998.

タ　イ インドネシア 韓　国 マレーシア フィリピン 台　湾 中　国 香　港 シンガポール

94.6 27.03 0.14 18.95 10.94 12.17 7.34 -5.84 10.83 6.51

94.12 14.06 13.12 15.00 -19.80 19.84 11.90 25.13 8.58 1.46

95.6 23.21 18.69 28.14 10.58 7.44 23.87 -4.87 7.16 23.65

95.12 14.29 9.13 5.51 8.52 19.37 -16.72 33.18 -8.13 -12.34

96.6 9.70 7.28 14.84 26.55 46.25 -1.25 6.25 -13.76 -1.96

96.12 -4.46 15.75 8.30 11.88 30.08 -2.76 9.85 -5.05 -0.48

97.6 -0.31 1.22 5.02 45.37 11.41 16.41 12.12 7.19 11.88

97.12 -14.86 2.07 -16.12 -10.06 38.34 -2.57 12.15 -8.32 -8.65

98.6 -28.42 -21.83 -44.23 -23.37 -14.72 -13.14 -8.77 -20.90 -31.64

タ　イ インドネシア 韓　国 マレーシア フィリピン 台　湾 中　国 香　港 シンガポール

94.6 -3.21 8.05 13.96 -20.03 21.46 53.74 4.98 13.39 -39.26

94.12 18.39 16.41 9.43 77.05 -15.55 3.15 5.26 1.11 122.22

95.6 38.91 -9.88 -6.63 61.71 0.00 13.06 8.63 -7.97 40.13

95.12 20.93 2.43 -6.11 -15.66 44.35 59.71 14.94 6.33 -0.93

96.6 15.47 10.01 34.67 -27.29 53.91 -10.00 15.19 4.77 26.61

96.12 18.27 3.34 19.46 -13.55 6.40 -17.44 1.23 2.52 -33.54

97.6 -4.91 -1.31 0.78 -14.70 -42.30 -51.14 -10.74 -15.83 -4.45

97.12 -9.30 4.46 26.17 48.94 31.29 23.31 2.88 32.15 8.90

98.6 2.64 0.68 77.40 7.31 92.29 33.33 0.60 17.23 73.34

タ　イ インドネシア 韓　国 マレーシア フィリピン 台　湾 中　国 香　港 シンガポール

94.6 17.51 2.39 -6.13 6.90 -2.21 -1.70 8.40 10.10 21.23

94.12 42.20 12.35 21.95 13.30 12.66 73.73 7.79 11.90 25.52

95.6 13.13 18.53 32.35 -2.81 5.55 -7.46 10.95 5.17 10.17

95.12 25.84 11.97 11.35 21.59 5.26 44.16 -2.47 0.04 11.73

96.6 9.79 14.97 11.70 29.65 7.82 13.33 2.53 -0.58 -11.04

96.12 9.46 8.14 18.24 -1.33 10.81 14.09 9.95 9.72 21.76

97.6 0.89 10.94 3.03 12.57 -2.68 -0.08 -0.62 9.71 4.27

97.12 -16.16 1.77 0.45 14.14 57.34 42.65 7.24 12.00 10.32

98.6 -7.49 -0.41 15.08 -8.75 -7.83 -6.48 -3.96 -6.91 2.33



Diamond and Dybvig型のモデルでは、短期資金

が非流動的な長期投資プロジェクトに貸し出され

ている場合、ちょっとした心理的変化で短期資金

の回収が起こり、それが金融面で経済に大きな打

撃を与える可能性を理論的に示した。当時、これ

らの国々でも同様の状況が発生していたことを考

え合わせると、以上の結果は、長期の銀行貸出は

急速な資金の回収がないという意味で安定した資

金であり、パニックによる危機の深刻化を軽減す

る上で有益な方法の１つであることを示唆してい

る。

７．おわりに

世界各国の銀行の業務内容に関する規制を比較

した場合、ドイツやフランスでは「ユニバーサ

ル・バンキング」として銀行に多様な分野での業

務が認められてきた。これに対して、日本では、

アメリカと同様、銀行業の証券業務の兼業は長い

間、禁止されてきた。特に日本では、銀行の証券

業兼営の禁止に加えて、特定分野で銀行業務を行

う長期信用銀行や信託銀行などを普通銀行とは別

に認める「銀行の専業規制」が長い間、機能して

きた。

このような銀行の専業規制は、経済が発展し、

金融市場も整備されてくると、逆に健全な成長の

妨げにもなる可能性も高まる。しかし、金融市場

が未発達で、市場メカニズムに任せるとさまざま

な市場の失敗が発生する可能性がある国々では、

特定分野での銀行業務を認める規制は、経済発展

を支える上で重要となることも少なくない。その

意味で、日本の過去の経験は、発展途上国に数々

の教訓を与えるものと考えられる。
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◯景気の現状判断（家計動向＋企業動向＋雇用）DIは３１．６と１１月調査から２ポイント改善。

景気の現状判断DI（家計調査＋企業動向＋雇用：全国）の推移

（出所）内閣府　１月１７日発表

景気ウォッチャー調査：２００１年１２月調査
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◯１１月の先行指数は６か月連続、一致指数は１１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　１月２２日発表
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◯鉱工業生産指数（確報）……１１月は前月比－１．７％　在庫率指数……１１月は前月比－０．２％

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 １月１８日発表

生　　　　産

生産指数（左軸） 

在庫率指数（右軸：逆目盛り） 
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◯機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）……１１月は前月比＋１４．９％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……１１月は前月比－０．２％

機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）内閣府１月１５日発表、経済産業省１月１８日発表
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◯新設住宅着工戸数……１１月は前年同月比－１．２％
首都圏マンション販売戸数……１２月は前年同月比－３．２％

新設住宅着工戸数の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）国土交通省１２月２７日発表、�不動産経済研究所１月１７日発表
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◯実質家計消費支出（全世帯）……１１月は前年同月比＋０．９％
小売業販売額……１１月は前年同月比－２．７％

実質家計消費支出等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す　

（出所）総務省１月９日発表、経済産業省１２月２７日発表

消　　　　費

◯可処分所得（勤労者世帯）……１１月は前年同月比＋０．３％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……１１月は前年同月比－２．０％

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１月９日発表、厚生労働省１２月２８日発表
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◯完全失業率（季節調整値）……１１月は５．５％（前月比０．１ポイント悪化）
有効求人倍率（季節調整値）……１１月は０．５３倍（前月比０．０２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１１月３０日発表、厚生労働省１１月３０日発表

雇　　　　用
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◯貿易収支……１１月は４，９３４億円の黒字で前年同月比－１７．２％
輸出入数量指数……１１月の輸出は前年同月比－１１．４％、輸入は同－５．０％

通関貿易収支、輸出入の推移

（出所）財務省 １２月２７日発表

貿　易　収　支

◯消費者物価指数……１１月は前年同月比－１．０％
国内卸売物価指数……１２月は前年同月比－１．４％

物価指数の推移

（出所）総務省１２月２８日発表、日本銀行１月１１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、％） 
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◯マネーサプライ……１２月のM2＋CDは前年同月比＋３．４％
民間銀行貸出……１２月は前年同月比－４．３％

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　１月１１日発表

マネーサプライ
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◯対ドルは１３２円台まで下落。対ユーロは１１８円台まで下落。（終値ベース）。

為替の推移

◯無担保コール翌日物金利は、０．０１％前後と実質ゼロ金利。
１０年最長国債利回りは、１．３％台から１．４％台前半まで上昇。

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 平成13/７ 平成14/1

５年利付金融債利回り 

無担保コール 
翌日物金利 公定歩合 

10年最長国債利回り 

CD３ヶ月物金利 
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（12～1月中旬） 

12月 1月 

◯日経平均株価は１０１００円台まで、TOPIXも９８０ポイント台まで下落（週足ベース）。

平均株価等の推移
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《１０月の動き》
・上昇傾向の管内：なし
・横ばい傾向の管内：北海道
・下降傾向の管内：東北、関東、東京、信越、北陸、

東海、近畿、中国、四国、九州、
沖縄

※以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（CI）を作成

し、後方３か月移動平均後の前月比増減をもとに傾向を判断する。

一致指標…鉱工業生産（季節調整値）、有効求人倍率（季節調整値）、

大型小売店販売額（店舗調整済）、入域観光客数（沖縄のみ）

先行指標…新設住宅着工戸数、建築着工床面積（商工業・サービス　

用）、新車販売台数（乗用車）

遅行指標…実質家計消費支出

※景気判断には１３年１２月１０日現在発表の指標を用いており、今後新

しい指標の公表や改定により判断を変更する場合がある。

（◯：上昇、―：横ばい、×：下降）

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

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

主要経済指標の動き

地　域　経　済

北海道 東北 関東 東京 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国
鉱工業生産指数（季節調整値、前月比）① -0.2 0.5 1.9 1.1 4.6 3.4 -0.5 -0.5 0.7 9.3 -0.8 5.9 -0.2
有効求人倍率（季節調整値、前月比）② -0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）③ -7.8 -9.5 -9.5 -4.1 -7.7 -6.4 -6.0 -6.1 -7.2 -9.7 -6.9 -8.1 -7.1
新設住宅着工戸数（前年比）④ -10.1 6.2 4.6 -9.8 -5.0 -19.4 -13.1 -3.1 8.3 -3.8 -4.7 -4.4 -3.3
新築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）④ 55.3 -20.5 -3.3 -13.3 0.5 10.5 -5.3 -21.0 -33.5 -29.9 37.6 -74.9 -5.6
新車販売台数（乗用車、前年比）⑤ 1.0 -5.2 -2.4 -3.1 -5.0 -5.2 -18.2 -0.8 -0.2 -1.1 -0.6 30.1 -4.9
実質家計消費支出（前年比）⑥ 2.8 -0.6 -0.7 -6.8 17.5 4.3 -9.9 2.8 -13.7 -2.7 3.6 9.2 1.5
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） 82.1 69.1 69.5 71.2 57.7 59.6 62.7 73.0 72.3 76.6 72.9 86.3 67.5
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） -0.1 -2.0 -1.7 -1.2 -2.9 -1.7 -2.6 -2.0 -2.2 -1.3 -1.9 -4.1 -1.6

１０月 １１月 １２月 １３年１月 ２月 ３月

北海道 ◯ ◯ ◯ ◯ × ×
東　北 ◯ ◯ ◯ ― × ×
関　東 ◯ ◯ ◯ ◯ ― ×
東　京 ◯ ― ― ― × ×
信　越 ◯ ◯ ◯ ◯ × ×
北　陸 ― ◯ ◯ × × ×
東　海 ◯ ◯ ◯ ― × ×
近　畿 ◯ ◯ ― × × ×
中　国 ◯ ― ― ◯ ― ×
四　国 ◯ ◯ ◯ ― ― ×
九　州 ◯ ◯ ◯ ― × ×
沖　縄 ― ◯ ― × × ×
全　国 ◯ ◯ ◯ ― × ×

����
����
����
����

上昇傾向の管内 

横ばい傾向の管内 

下降傾向の管内 

総合的な指標の動き

４月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

５月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

６月

×
×
×
×
×
×
×
×
―
×
×
×
×

７月

－
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
－
×

８月

○
×
×
×
×
×
×
×
○
－
×
○
×

９月

○
×
×
×
×
×
×
×
－
×
×
－
×

１０月

－
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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◯１２月の非農業部分雇用者数は前月比－１２．４万人。失業率は５．８％と前月から０．２％悪化。
時間当たり賃金は前月比＋０．５％。

（後掲「２００１年１２月の米国雇用統計について」参照）

雇用関連統計の推移

（出所）米国労働省　１月４日発表

雇　　　　　用

非農業部門雇用者数（前月差、左軸、万人） 
失業率（季調値、右軸、％） 

時間当り賃金（前年同月比、右軸、％） 
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◯貿易収支……１１月は２７８．９億ドルの赤字。輸出は前年同月比－１４．３％、輸入は同－１４．４％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所）米国商務省　１月１８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……１２月は前月比－０．２％、コアは同＋０．１％
生産者物価指数……１２月は前月比－０．７％、コアは同－０．１％

物価指数の推移

（出所）米国労働省　１月１６日、１月１１日発表

物　　　　価

（前年同月比、％） 
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◯ＦＦレート誘導目標水準は１．７５％。
１０年国債利回りは、５％台前半から４％台後半に下落。

米国金利の推移

米　国　金　利
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◯ＮＹダウは９８００ドル台まで、ＮＡＳＤＡＱも１９８０ポイント台まで下落（週足ベース）。

ＮＹダウ等の推移（週足ベース）
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月例経済報告（１月）

○基調判断は２か月連続で据え置き　　　　　　　　　　　　　　　 （内閣府：１月１６日発表）

１月１６日に発表された月例経済報告では、個人消費が弱含んでいること、失業率がこれまでにない高

さに上昇するなど、雇用情勢は厳しさを増していること、輸出に下げ止まりの兆しがみられるが、生産、

企業収益は大幅に減少しており、設備投資も減少していることを取り上げた上で、景気に対する判断を

「悪化を続けている」と総括し、基調判断を２か月連続で据え置いた。また、先行きについては、世界

経済が同時的に減速するなど、懸念すべき点がみられるものの、アメリカを中心として IT関連部門に

おける在庫調整には進展がみられる、としている。

基調判断を据え置いた理由として、内閣府幹部は「悪化方向は変わらないし、水準と言えば悪くなっ

ているが、デフレスパイラル、底割れの状況にあるとはみていない。世界経済がどんどん悪くなって日

本経済が底割れすることはない。少し良い材料が出てきた」と説明している。また、先行きについて、

「アメリカを中心として IT関連部門における在庫調整には進展がみられる」としている。それについて

同幹部は「米経済が年後半には回復し、日本経済もそれにつれて回復してくると期待している」としな

がらも、「資本財など在庫調整がさらに進む必要がある。国内的要因も厳しいので、慎重な見方を維持

している」と述べている。主要項目では、輸出と倒産の表現が修正された。輸出は、IT関連需要の低

迷などから大幅に減少していた電気機械や一般機械などの減少幅が縮小しており、下げ止まりの兆候が

みられるとしている。倒産については、１１月の倒産件数は、東京商工リサーチ調べで１，８１３件となるな

ど、前年を上回る高い水準となっているとしている。また、政策態度については、「政府は、構造改革

の更なる加速、デフレスパイラルの回避のため、「緊急対応プログラム」をはじめとする諸施策の強力

な推進に努める」としている。

輸出の回復傾向は米国の自動車ローンゼロキャンペーンによるものであり一時的なものではあるが、

今後は円安傾向及び世界的 IT関連の在庫調整が輸出を下支えすることも見込まれる。しかし、米国経

済については楽観論、悲観論に分かれており、日本経済の不透明は当面は続くものと思われる。

マクロ経済トピックス



１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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１２月　月例 １月　月例

総　括
判　断

景気は、悪化を続けている。
・個人消費は、弱含んでいる。失業率がこ
れまでにない高さに上昇するなど、雇用情
勢は厳しさを増している。
・生産、企業収益は大幅に減少しており、
設備投資も減少している。
先行きについては、世界経済が同時的に

減速するなど、懸念すべき点がみられる。

景気は、悪化を続けている。
・個人消費は、弱含んでいる。
・失業率がこれまでにない高さに上昇する
など、雇用情勢は厳しさを増している。
・輸出に下げ止まりの兆しがみられるが、
生産、企業収益は大幅に減少しており、設

備投資も減少している。
先行きについては、世界経済が同時的に

減速するなど、懸念すべき点がみられるも
のの、アメリカを中心としてIT関連部門に

おける在庫調整には進展がみられる。

個　人
消　費

弱含んでいる。 同左

住　宅
建　設

おおむね横ばいとなっている。 同左

設　備
投　資

減少している。 同左

公　共
投　資

総じて低調に推移している。 同左

生　産 大幅に減少し、在庫率は高水準にある。 同左

雇　用
情　勢

厳しさを増している。完全失業率がこれ
までにない高さに上昇し、求人や残業時間、
賃金も弱い動きが続いている。

同左

倒　産
件　数

やや高い水準となっている。 やや高い水準となっている。

国　際
収　支

輸出は減少している。輸入は、大幅に減
少している。貿易・サービス収支の黒字は、
おおむね横ばいとなっている。

輸出は下げ止まりの兆しがみられる。輸
入は、大幅に減少している。貿易・サービ
ス収支の黒字は、やや増加している。

物　価
国内卸売物価は、下落幅をやや拡大して

いる。消費者物価は、弱含んでいる。
同左

業　況
判　断

製造業を中心に大幅に悪化しており、一
層厳しさが増している。

一層厳しさが増している。



（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

１３年　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。

１１月

景気は、一段と悪化している。
・個人消費は、弱含んでいる。
・失業率は、これまでにない高さに上昇し、求人や残業時間、賃金も弱い動きが続いている。
・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。
先行きについては、米国における同時多発テロ事件等の影響もあり、世界経済が同時的に減速する

など、懸念が強まっている。

１２月

景気は、悪化を続けている。
・個人消費は、弱含んでいる。失業率がこれまでにない高さに上昇するなど、雇用情勢は厳しさを増
している。
・生産、企業収益は大幅に減少しており、設備投資も減少している。
先行きについては、世界経済が同時的に減速するなど、懸念すべき点がみられる。

１４年　１月

景気は、悪化を続けている。
・個人消費は、弱含んでいる。
・失業率がこれまでにない高さに上昇するなど、雇用情勢は厳しさを増している。
・輸出に下げ止まりの兆しがみられるが、生産、企業収益は大幅に減少しており、設備投資も減少し
ている。
先行きについては、世界経済が同時的に減速するなど、懸念すべき点がみられるものの、アメリカ

を中心として IT関連部門における在庫調整には進展がみられる。



２００１年１２月の米国雇用統計について

○１２月の失業率は５．８％と前月比０．２ポイント悪化。非農業雇用者数は前月比－１２．４万人と５ヶ

月連続の減少。

（米国労働省：１月４日発表）

米国労働省が１月４日に発表した１２月の雇用統計によると、失業率（季節調整済、軍人除く）は５．８％

と前月比０．２ポイントの悪化となり、１９９５年４月以来の高さとなった。また、非農業部門の雇用者数

（季節調整済）は前月比－１２．４万人と５ヶ月連続の減少となった。

非農業部門の雇用者数を産業別にみると、製造業が前月比－１３．３万人、小売業が同－７．７万人、交

通・公共施設が同－３．６万人と前月に引続き減少しているのに対して、サービス業が同＋７．２万人、政

府部門が同＋６．３万人と増加した。減少の主因である製造業は、前月より減少幅は縮小したものの１７ヶ

月連続の減少となっている。１２月の新車販売は前年同月比＋５．７％と依然として好調であるが、これは

自動車ローンのゼロ金利キャンペーンによるもので、需要の先食いの恐れがある。そのため、自動車メ

ーカーは雇用に消極的になっているとみられ、輸送機械の雇用者は逆に減少となっている。また、産業

機械、電気機械などの主要産業も収益の低下からリストラを継続しており、雇用者の減少が続いている。

このように製造業全体としては、今後も雇用者の減少傾向が続くことが予想される。

一方、サービス生産部門は前月比０．９万人の増加となった。これは同時多発テロ後、急減した後のク

リスマス期であったための反動である。クリスマス商戦自体も低調に終わったため、サービス生産部門

も厳しい状況に変わりはない。さらに、同時多発テロの影響により、航空業界を中心として企業収益が

大幅に悪化しており、交通・公共施設も減少が続いている。

失業率の上昇要因をみると、１０代の失業率が０．５ポイント上昇、ヒスパニック系の失業率が０．５ポイ

ント上昇したことが特徴的である。これは、企業が未熟練労働者を優先的に削減したためとみられる。

一方、１時間当りの平均賃金は前月比＋０．０７ドルの１４．６１ドルとなったが、賃金の遅行性を考えれば、

今後賃金が抑制される公算が大きい。

ここまでの雇用調整スピードが早いことから、雇用削減幅が緩和されることも考えられるが、その後

の回復パターンは当面描けそうもない。米連邦準備理事会（FRB）の相次ぐ利下げや政府の所得税減

税にも関わらず、現在のところ景気に与える影響は限定的なものに止まっていることを考えると、マイ

ンドが改善するにはしばらく時間がかかりそうである。
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米国失業率推移（季調済） 米国非農業雇用者数推移（前月比、季調済）

注：財生産部門は製造業、建設業などを含む。
サービス生産部門は小売業、サービス業、政府部門などを含む。

○２００１年１２月　米国雇用統計概要（数値は全て季節調整済）
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１１月 １２月 前月比増減 摘　　要

失業率（％） 5.6 5.8 0.2 ６ヶ月連続の上昇

成人男性 5.2 5.2 0.0

成人女性 4.9 5.2 0.3 ８ヶ月連続の上昇

１０代 15.7 16.2 0.5 ４ヶ月連続の上昇

非農業雇用者数（千人） 131,411 131,287 ▲124 ５ヶ月連続の減少

財生産部門 24,577 24,444 ▲133 １４ヶ月連続の減少

鉱業 568 563 ▲5 ２ヶ月連続の減少

建設業 6,849 6,854 5

製造業 17,160 17,027 ▲133 １７ヶ月連続の減少

サービス生産部門 106,834 106,843 9

交通・公共施設 6,948 6,912 ▲36 ７ヶ月連続の減少

卸売業 6,944 6,934 ▲10 ９ヶ月連続の減少

小売業 23,410 23,333 ▲77 ５ヶ月連続の減少

金融･保険･不動産業 7,637 7,634 ▲3

サービス業 40,886 40,958 72

政府部門 21,009 21,072 63 ３ヶ月連続の増加

時間あたり平均賃金（ドル） 14.54 14.61 0.07 １２ヶ月連続の増加
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○　問題意識

インターネットの普及率は年々高まっている。

２０００年１１月時点で、世帯の３４．０％、事業所の４４．８％、

企業では９５．８％となっている（総務省「通信利用

動向調査」）。

こうした中、インターネットを活用した金融

サービスも年々拡充されつつある。ただし、金融

サービスには、利用者の資産管理、個人情報保護

等の観点から、正確性・安全性への要請が高く、

インターネット上のサービス提供にも課題が多い。

インターネットを活用した金融サービスと言っ

ても、証券サービスと銀行サービスでは性格が異

なる。図表１にまとめたように、証券サービスは

金融商品が複雑で種類も多く、大量のリアルタイ

ムの情報（株価情報等）が必要となること、現金

の出入れの必要性が比較的低いこと、手数料が銀

行サービスと比べ高額であってディスカウントの

余地が大きいという特徴から、インターネットで

のサービス提供になじみやすい１）。

このトピックスでは、インターネット金融サー

ビスの中でも、普及に向けた課題が多いと考えら

れる銀行サービス（インターネット・バンキング）

について、各種アンケート調査の結果から、今後

の一層の普及に向けた対応を考える。

○　各アンケート調査について

これらのアンケート調査は、「通信利用動向調

査」（総務省）、「ウェッブ・ユーザー・アンケー

ト」（Yahoo! JAPAN）、「インターネット・アク

ティブ・ユーザー調査」（日経ネットビジネス）、

マイボイスコム株式会社調査、「MINアンケート」

インターネット・バンキングについて
－アンケート調査に見る利用動向と課題

第二経営経済研究部主任研究官　　一木　美穂

トピックス

１）２００１年９月中間決算においても、既存大手証券会社がいずれも大幅減益となる中、主要インターネット専業証券５社中４社
が増収となった。一方、インターネット専業銀行は、３行いずれも開業間もないこともあり、同中間決算は全行とも赤字と
なった。

【図表１】証券サービスと銀行サービスの比較

証券サービス 銀行サービス

金融商品の種類 多い 少ない

情報へのニーズ（リアルタイム性、量） 高い 低い

出入金の頻度 少ない 多い

手数料 高い 安い
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（情報通信総合研究所）である。

このうち、「通信利用動向調査」（総務省）のみ

が住民基本台帳から無作為抽出した世帯を対象と

した郵送調査であり、その他の調査についてはい

ずれもウェブ・サイトに掲載されたアンケートに

対する回答を集計したものである。具体的には、

「ウェッブ・ユーザー・アンケート」（Yahoo!

JAPAN）は、Yahoo! JAPANのトップページか

らアンケートサイトに誘導する方法によりアン

ケートを実施している。「インターネット・アク

ティブ・ユーザー調査」（日経ネットビジネス）

も同様に、日経ネットビジネスのウェブ・サイト

にアンケート用のページを掲載して実施している。

つまり、両調査とも、ウェブ・サイトにアクセス

した不特定多数の層を対象としている。一方、マ

イボイスコム株式会社調査、「MINアンケート」

（情報通信総合研究所）は、事前に登録されたメ

ンバーに対し、ウェブ形式のアンケート調査を実

施している。

これでわかるように、「通信利用動向調査」以

外の調査では、すでにインターネットのウェブ・

サイトの利用に慣れている層が回答しているとい

う偏りがある。一方で、「通信利用動向調査」の

回答者には、電子メールのみの利用者（ウェブ・

サイトの未利用者）や、そもそもインターネット

を利用していない層が含まれている。

○　インターネット・バンキングの利用動向

図表２～４は、インターネットの利用者を対象

に、インターネット・バンキング等の利用割合を

尋ねた調査結果である。

このうち、調査時期が一番古く（すなわちイン

ターネット・バンキングの浸透が比較的低いと考

えられる）、かつ「インターネット利用者」の中

に電子メールのみの利用者が含まれている「通信

利用動向調査」において、「オンラインバンキン

グ」の利用者の割合は他の二調査と比べて低く

なっているものの、いずれの結果においても、イ

ンターネット利用者の中でも限定された層（１～

２割）にしか、インターネット・バンキングが利

用されていない。この他に、そもそもインターネ

ットを利用しない（できない）層が存在する。こ

うした状況に照らし、インターネット・バンキン

グのマーケティングでは、広く一般利用者を対象

とせずに、インターネットに日頃なじんでいる利

用者層を対象に、さらにターゲットを絞りこんで

利用を促すのが、少なくとも現時点では効果的で

あろう。

なお、インターネット未利用者も含めた回答者

を対象として、「将来、自宅で受けてみたい新し

い情報通信サービス」を尋ねた調査結果の推移を

見ると、「銀行や郵便局の残高照会、振込み」の

割合は、５年前と比較して大きく伸びているとは

言えない（図表５）。１９９７年（平成９年）に大手

都市銀行で初めて本格的にインターネット・バン

キングが導入されて以来２）、各金融機関でのイン

ターネットの取組みが拡充されているが、こうし

た動向がインターネット・バンキングの利用率、

期待度に必ずしも反映されているとは言いがたい。

２）大手都市銀行がインターネット上で振込み等の資金移動サービスを導入したのは、１９９７年１月の住友銀行の事例が最初。
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【図表２】インターネットの用途（利用世帯主）（複数回答）

（資料）総務省「平成１２年通信利用動向調査」
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【図表３】ウェッブサイトを見る主な目的（複数回答）

（資料）Yahoo! JAPAN「第１０回ウェッブ・ユーザー・アンケート」
（２００１年９～１０月実施、有効回答数３５，４９３）
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【図表４】オンライン金融サービスの利用状況（複数回答）

（資料）日経ネットビジネス「インターネット・アクティブ・ユーザー調査」
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【図表５】将来、自宅で受けたい情報通信サービス（上位項目のみ抜粋）

（注）回答は期待度の大きい順に３つまで選択。集計では、１位に３点、２位に２点、３位に１点を与え、その得点合計をサン
プル数の３倍で除して比率を算出。選択項目の表現は平成１２年調査のものに統一。なお、「行政サービスや公的施設の予約」
は平成９年調査より導入した項目。

（資料）総務省「通信利用動向調査」
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【図表６】登録や、ネット上での収集に抵抗のある個人情報（３つまで選択）

（資料）マイボイスコム株式会社調査（２００１年４月実施、有効回答数８，８２２）
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○　今後検討すべき課題について

・　個人情報保護

インターネット上で登録・収集される情報とし

て抵抗がある（知られたくない）個人情報を尋ね

たアンケート結果では、「クレジットカード番号」

「銀行口座番号」の回答割合が高くなっている

（図表６）。送信情報の暗号化等、インターネット

上でのセキュリティ確保が技術上可能となっても、

実際に利用者の不安を払拭できなければ、イン

ターネット・バンキングの利用は浸透しない。

オンライン・ショッピングでの決済手段に関す

る調査結果では、現状として電子商店のページで

クレジットカード番号を入力した人の割合が一番

多いが、一方で、オンライン・ショッピングに

「適していると思う」決済手段としては、こうし

たクレジットカード番号のネット上での入力に比

べ、代金引換、コンビニ決済といった、自己のク

レジットカード番号が他人に知られることのない

手段が高順位となっている（図表７）。

このように、自己の口座情報の流出を懸念する

意識が非常に強い中で、インターネット・バンキ

ングを普及させるためには、なるべく口座情報を

インターネット上でやりとりせずに済むよう、メ

ニュー構成を工夫することも重要なのではないだ

ろうか。
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・　サービスメニューへの満足度向上

インターネット・バンキングで利用したことの

あるサービスの満足度を尋ねたところ、「残高照

会」「振込」といった、金融機関の基本的なサー

ビスに対する満足度が高い一方で、情報提供に関

するサービスの満足度は低い（図表８）。

一方、インターネットの利用目的に関する前述

の各種調査では、電子メールに次いで情報収集が

多い（図表２、図表３）。

この両結果を総合すると、本来、情報収集の手

段として適しているインターネットの特性を、現

在のインターネット・バンキングでは活かしきれ

ていないのではなかろうか。この点、利用者の資

産管理のアドバイス機能（魅力ある情報の提供）

を強化する取組みも、一部インターネット専業銀

行で実施されており、今後の利用動向が注目され

る。

・　インターネット上で信頼を得るための要件

インターネット・バンキングと直接の関連はな

いが、信用できる電子商店の基準に関するアン

ケート結果を御紹介したい（図表９）。

アンケート結果によると、運営企業や出店モー

ル等が有名であること、あるいはユーザー間の評

判、行政機関の‘お墨付き’といった、世間一般

での評価を基準としている人が過半数に及んでい

る。この結果は、インターネット上で事業を行う

上で、企業名（ブランド）が世間に浸透している

ことが重要であることを示している。

既存の金融機関が販売チャネルの一つとしてイ

ンターネットを導入する場合には、既に金融機関

名が広く知られているので、こうした問題は生じ

ない。一方、インターネット専業銀行を新たに設

立する場合は、この点が課題となる。

現在、日本のインターネット専業銀行はいずれ

【図表７】オンライン・ショッピングに適当と思う／利用した決済手段（単一回答）

（資料）日経ネットビジネス　「第１３回インターネット・アクティブ・ユーザー調査」（２００１年１１～１２月実施）
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も、名前が広く知られている大企業が親会社・株

主となっている。一方、米国では、こうした大企

業の後ろだてのないインターネット専業銀行の経

営を、広告費が圧迫している。つまり、インター

ネット・バンキングでは、店舗・人員コストを低

く抑えることが可能でありながら、実際にはブラ

ンドへの信頼性を獲得するコストが必要となる。

銀行法の要件を満たすという、そもそもの形式的

なハードルに加え、こうしたコスト負担は、イン

ターネット・バンキングを参入障壁の高い事業と

している。最近、我が国でインターネット専業銀

行と有名ウェブ・サイトとの提携が進展している

のも、こうした課題への取組みの一つと考えられ

る。

【図表８】インターネットバンキングで利用したことのあるサービスの満足度（単一回答）

（資料）情報通信総合研究所「インターネットバンキング利用実態調査」 （２０００年６～７月実施）
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○　最後に（郵政研究所での取組み）

以上のように、現在、インターネット・バンキ

ングの浸透には課題が少なくない。ただし、利用

者の視点に立つと、インターネットの利用率が高

まるにつれて、また、既存のインターネット・バ

ンキング・サービスの提供実績を積み重ねること

で、将来、インターネット・バンキングへの意識

も変化しうる。こうした利用者の意識の変化を把

握し、ニーズに敏感に対応することが、サービス

の提供側にとって重要となる。

ただし、以上で見てきた、インターネット・バ

ンキングに関する主なアンケート調査は、ウェブ

上で実施されたものが多い。つまり、回答者は既

にインターネットに精通した利用者層なので、そ

の他の利用者層の意識の変化を探ることはこれら

の結果からは困難である。また、アンケート実施

主体が電気通信事業関係者であることが多く、金

融サービスの在り方という観点からアンケート項

目を深堀りしたものは少ない。

こうした現状を踏まえ、郵政研究所で２年ごと

に結果発表している『金融機関利用に関する意識

調査』の最新調査（平成１３年度実施）では、イン

ターネット・バンキングに関する項目の充実を試

みている。当該調査は、住民基本台帳から無作為

抽出した世帯を対象としており、インターネット

の利用者以外の意識・動向も分析することができ

る。また最新調査では、単身世帯についての調査

も実施している。調査結果発表は本年４月を予定

しており、当月報でもその結果について、稿をあ

らためて御紹介したい。

【図表９】信用できる電子商店の基準（単一回答）

（資料）日経ネットビジネス　「第１２回インターネット・アクティブ・ユーザー調査」（２００１年6月実施）
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はじめに

保険業界においては、金融自由化による規制改

革の流れの中で本体業務の範囲の見直しがなされ、

業態の垣根の撤廃が進められている。ここ数年の

間に、金融当局の統制による護送船団行政から一

転、保険市場は競争原理が働く市場へと改革が進

められている。

保険会社同士の業務の代理、事務の代行による

提携、統合等により総合保険グループが相次ぎ形

成され、生命保険と損害保険の融合が本格的に始

まった。それに伴い、相互の保険商品・サービ

ス・販売網を共有、融合化した生・損保のサービ

スミックスが進んでいる。

本稿では、生命保険事業と損害保険事業との融

合化の動向を概観するとともに、消費者契約の特

性ともいえる、消費者と事業者との間に存在する

契約の締結、取引に関する構造的な情報の質、量

及び交渉力の格差を踏まえ、生・損保の融合化が

進む状況において懸念される今後の課題について

述べることとしたい。

１　生命保険と損害保険との融合化の経緯

１．１　子会社方式による相互参入の自由化

生保事業と損保事業は、商品性の違いなどから、

生・損保事業の保険監督の基本法に位置付けられ

る保険業法により兼営が禁止されていたが、この

法律が１９９６年４月に５６年ぶりに改正され、生命保

険会社が損害保険子会社を作ること、損害保険会

社が生命保険子会社を作ることが解禁された。日

米保険協議の合意に基づき、販売規制が残る第三

分野商品以外は、生・損保会社がそれぞれの子会

社を通じて生・損保商品を販売することが可能と

なり、子会社方式による相互参入が自由化された。

これを受け、１９９６年１０月から子会社の営業が開始

され、生保の損保子会社６社１）といわゆる「ひ

らがな生保」と呼ばれる損保の生保子会社１１社２）

が誕生した。

生保の損保子会社はサービス面重視に徹する一

方、損保の生保子会社は有配当型保険よりも保険

料が５～１０％以上安い準有配当型保険・無配当型

保険を主力商品として低価格重視に徹するなど、

顧客獲得に向けて独自路線を展開している。しか

しながら、収益基盤が確立されていないこと、一

から自前でインフラを作り上げるには先行投資の

負担が大きいなどの理由から経営状態は思わしく

ない。併売を効率よく活用して成長を遂げた子会

社はほんの一握りであり、親会社の営業基盤を利

用して辛うじて業務を展開しているのが実態であ

る。大規模な金融再編の渦中にある保険業界の中

「生命保険と損害保険の融合化と今後の課題」

第二経営経済研究部研究官　　町田　七重

トピックス

１）「ニッセイ損保」、「第一ライフ損保」、「スミセイ損保」、「明治損保」、「安田ライフ損保」、「三井ライフ損保」）
２）「東京海上あんしん生命」、「住友海上ゆうゆう生命」、「日本火災パートナー生命」、「日動生命」、「興亜火災まごころ生命」、
「同和生命」、「富士生命」、「三井みらい生命」、「千代田火災エビス生命」、「大東京しあわせ生命」、「共栄火災しんらい生命」



では、子会社各社は独自路線から合併買収による

軌道修正を迫られ、組織の体力強化を図らざるを

得ない状況に陥っている。

１．２　生・損保会社本体による相互参入の自由化

保険業法第九十八条第一項３）では、保険会社

は付随業務として他の保険会社の保険業に係る業

務の代理又は事務の代行ができるとし、同法施行

規則第五十一条４）でその対象業務を規定してい

る。従来は、業務の代理の範囲に保険募集を行う

ことは含まれていなかったが、２０００年８月に、金

融庁がその対象業務に保険契約の締結の代理（媒

介を含む。）も含まれるという解釈を明確にした

ことにより、事実上の規制緩和が行われた。２００１

年３月には同施行規則を改正して、規定上でも明

確にしている。

これにより、金融庁の認可を受けて、保険会社

が他の保険会社の代理店となる販売代理契約を結

び、それぞれの営業網を通じて相互に商品を販売

することが可能となり、子会社を通じることなく

生・損保会社本体による相互参入が自由化された。

これを機に、大手生・損保会社はじめ各社では、

生・損保間における提携あるいは相互募集代理が

一気に進むことにより総合保険グループが相次ぎ

形成され、生保と損保の融合が本格的に始まって

いる。

２　生命保険と損害保険との融合化の現状

２．１　提携・統合・合併等の進展

図表１は、保険業界における最近の主な提携・

統合・合併等の動向である。生・損保の融合化は、

子会社方式による相互参入の自由化、生・損保会

社本体による相互参入の自由化と段階を経て進展

した。提携・統合・合併により金融グループ内の

他企業との連携、協力体制の整備も進められてお

り、銀行を含む総合保険グループ化、銀行の系列

を超えた提携が進展している。

業務の代理、事務の代行による提携の一例を挙

げると、２００１年４月から、生保業界２位の第一生

命が第三分野商品や損保商品の品揃えをアウト

ソーシングする戦略を採り、第三分野トップのア

メリカンファミリー生命と業務提携するとともに、

損保業界２位の安田火災と包括業務提携５）し、

みずほグループ内において第一、二、三分野６）

の保険連合を形成した。

持株会社方式による経営統合では、損保業界１

位の東京海上火災、同６位の日動火災、共栄火災、

生保業界６位の朝日生命が、２００２年４月にミレア

保険グループを結成する（朝日生命、共栄火災は

２００４年を目途として、株転後に合流予定）。三菱

東京グループの東京海上火災とみずほグループの

朝日生命・日動火災の統合は、銀行・旧財閥を超

えた新保険グループの誕生となる。具体的には、
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３）保険業法第九十八条
保険会社は第九十七条の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一　他の保険会社（外国保険業者を含む。）の保険業に係る業務の代理または事務の代行（内閣府令で定めるものに限る。）
４）第五十一条　法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一　次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ　保険の引き受けその他の業務に係る書類等の作成及び接受等　ロ　保険料の収納事務及び保険金等の支払事務　ハ　保険
事故その他の保険契約に係る事項の調査　ニ　保険募集を行う者の教育及び管理等
二　保険契約の締結の代理（媒介を含む。）、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うこと
が保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの。
５）第一生命と安田火災の包括業務提携の主な内容は、損保分野では保険商品の相互販売、自動車事故対応サービスの提供や人
的支援を受ける。生保分野では、安田火災の関連生保会社である INAひまわり生命の販売力強化のため商品の補完供給を行
うほか、企業向けサービスとして福利厚生制度の共同提案や介護事業、確定拠出年金、資産運用などの分野でも共同展開を図
る。



生損保融合型の商品やサービスの共同開発・相互

供給、インフラの共有化、マルチ・チャネル対応、

戦略的 IT投資の推進を図ることとなっている。

以上のように、生・損保会社の提携や持株会社

方式による経営統合は、自社独自路線から効率化

を重視した部分提携等への転換であり、大手生・

損保各社は、質的・量的な面から自前での展開に

限界を認識した結果、経営資源の集中を図る戦略

を展開している。

しかしながら、単に既存の生損保商品を相互販

売するだけでは、シナジー効果（相乗効果）はさ

ほど期待できないと見る向きも少なくない。生・

損保各社がこれまでに築いた顧客基盤に、商品開

発力、システム開発力、コンサルティング力等の

機能、ノウハウや人材、ブランド、ネットワーク、

インフラ等の経営資源を結集して一体的な事業展

開を図るなど、ノウハウの融合とコアコンピタン

スの融合による新たなビジネスモデルの構築がで

きれば、シナジー効果を狙うことができよう。
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６）終身保険、定期保険や年金など人の生死を対象とする生命保険商品を第一分野、火災保険、自動車保険などモノの損害を対
象とする損害保険商品を第二分野、医療や傷害、介護など生命保険と損害保険の境目に位置する保険を第三分野と呼ぶ。
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図表１　保険業界における最近の主な提携・統合・合併等の動向（２００１年１２月現在）

銀　　行� 生　　保�
日本生命 

三井生命 

三井住友海上きらめき生命 
（２００１年１０月） 
（三井みらい生命＋住友海上ゆうゆう生命） 

（旧ニッセイ損保＋ 
旧同和火災） 

（２００１年１０月） 
（三井海上＋住友海上） 

（２００２年７月） 
（安田火災＋日産火災＋第一ライフ損保） 

三井住友海上 

安田生命 

富国生命 

第一生命 

AFLAC

安田火災ひまわり生命 

DIY生命 

住友生命 

富　　士 

三井住友銀行 
（旧さくら＋旧住友） 

興　　銀 

第一勧銀 

損　　保�

三　　和 

東洋信託 

日本興亜損保 
（旧日本火災＋旧興亜火災） 

（旧大東京火災＋旧千代田火災） 

明治損保 

日新火災 

東京海上 

日動火災 

共栄火災 

東京海上あんしん生命 

共栄火災しんらい生命 

日動生命 

朝日生命 

損保ジャパン 

スミセイ損保 

三井ライフ損保 

ニッセイ同和損保 

東　　海 

太陽生命 

明治生命 

旧東京生命 

日本興亜生命 
（旧日本火災パートナー生命＋旧興亜火災まごころ生命） 

（旧大東京しあわせ生命＋旧千代田火災エビス生命） 

あいおい生命 あいおい損保 

富士火災 

AIU（AIG）�

大同生命 

東京三菱 

三菱信託 

安田ライフダイレクト 

安田ライフ損保 

T&Dグループ�
（２００４年目途） 

ミレアグループ�
（２００２年４月・２００４年目途） 

UFJ

三菱東京FG

みずほFG

※ミレアグループ、T&Dグループは持株会社による経営統合。ミレアグループは２００２年４月に東京海上と日動火災が

統合、２００４年を目途に朝日生命と共栄火災が株転後合流し、４社統合に。T&Dグループは２００２年４月に大同生命、

２００３年４月以降に太陽生命が株転、旧東京生命を含め２００４年４月以降３社統合。

※ で括ったものは合併（予定含む）。 で囲ったものは持株会社による経営統合。

※――線は提携（業務提携、資本提携、業務・事務の代理・代行など）。

�破綻生保の買収先（受け皿新会社）：日産生命→アルテミス、東邦生命→GEエジソン生命、第百生命→マニュライフセンチュリー生命、千代田生命→AIGスター生命、

協栄生命→ジブラルタ生命（米国プルデンシャル）、大正生命→あざみ生命、東京生命→T&Dグループ

�その他の買収・営業権譲渡など：日本団体生命→アクサ保険ホールディング（アクサ生命＋アクサグループライフ生命）、オリコ生命→PCA生命（英国プルデンシャル）、

エトナヘイワ生命→ ING→マスミューチュアル生命（マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ）、ニコス生命→クレディスイス生命、オールステートおよびウイ

ンタートゥルスイス→チューリッヒ保険

�一般事業会社との資本提携：あいおい損保－トヨタ、セコム損保－セコム

出所：「２００１年版 ２１世紀の保険ビジネス」（東洋経済）（一部修正）



２．２　生命保険と損害保険のサービスミックス

提携・統合・合併により銀行を含む総合保険グ

ループが形成され、相互の保険商品・サービス・

販売網の共有、融合化が進展している。消費者に

対してはワンストップ・ショッピングによる利便

性の向上というメリットを、保険会社に対しては

商品やサービスを複合的に提供し顧客を囲い込む

というマーケティング戦略上のメリットをもたら

しつつある。

２．２．１　商品・サービスの融合化

商品面では、生・損保会社の販売チャネルの相

互連携による生・損保商品の相互販売をするとと

もに、生損保融合型商品の開発が進められている。

さらに、今後、金融・保険サービスミックスの展

開を図るため、生損保・金融融合型商品の開発に

向けた顧客囲い込みの基盤商品であるプラット

フォームの開発も進められている。

生損保融合型商品では、ミレア保険グループ内

の東京海上火災と日動火災が共同して、それぞれ

の生保子会社の商品を組み合わせ、保険業界初に

なる「超保険」を発売する予定（２００２年４月以降）

である。この商品の生・損保を融合した新機能と

しては「保険ゲートウェイ機能（新型積立特約）」

が挙げられ、ゲートウェイという保険料支払口座

を設け、生保・損保の保険料の払込みを一元管理

する。

また、プラットフォームでは、日本生命の「ニッ

セイ保険口座」、住友生命の「キャッシュバッ

ク・システム」、第一生命の「ドリームキングダ

ム」が挙げられる。これは、決済口座を持たない

生保会社が、複数の契約を顧客ごとに単一のパッ

ケージにまとめる口座を作り、取引量や継続年月

に応じて割引を行う総合口座型商品であり、生保

のユニバーサル型商品や損保の積立保険をベース

にした生損保総合サービスの受け皿となる顧客囲

い込みの基盤商品である。

サービス面では、生損保融合型の販売支援シス

テムとして、日本生命、第一生命等の大手生保１０

社と三井住友海上火災とニッセイ同和損保の損保

２社が共同で、販売代理店向けの顧客・契約管理

システム ISS（インシュアランス・システム・ソ

リューション）を稼働させる予定（２００２年４月）

である。このシステムは、代理店システムインフ

ラの効率化、高度化に向けた生損保共通のオープ

ンなプラットフォームの構築であり、事務・シス

テム等の共通化を推進する。顧客が様々な保険会

社と契約していても、その保険一覧や収入手数料

の合算値等を瞬時に引き出せ、ISSに資本参加す

る生・損保契約の全ての顧客データを一括管理で

きる。

今後、金融再編により、保険会社は金融グルー

プの一員としてどのような役割を担っていくのか

が問われている。保険会社にとっては、プラット

フォームという名寄せシステムを構築し、個人顧

客の大量のデータベースを保有することが、決済

機能を持つ銀行との金融・保険サービスミックス

の展開への足掛かりとなろう。

２．２．２　販売チャネルの融合化

販売チャネル面では、生・損保会社間の業務の

代理、事務の代行により生・損保商品のクロスセ

ルが展開されている。

形態としては、損保会社が生保商品を販売する

場合は、代理店に復代理が認められていないこと

から、個々の代理店が生保会社と代理店委託契約

を締結して生保商品を販売する。一方、生保会社

が損保商品を販売する場合は、生保会社自体が損

保会社の代理店になり、生保会社と使用人契約を

締結している営業職員が損保商品を販売する。

効果としては、損保会社が生保を販売する場合

は、生保販売を手掛けるマンパワーがない代理店
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は生保の営業職員へ見込み客を紹介する紹介代理

にとどまるなどの代理店の販売能力の問題や、生

保子会社との棲み分け、システム整備の問題も多

く、成果が現れるには課題の多い状況である。一

方、生保会社が損保を販売する場合は、会社間で

代理店委託契約が締結されているため、会社が保

有する顧客データに基づく組織的、効率的な損保

商品の販売展開が可能であり、煩雑な事務も会社

間でシステム整備がなされている。また、子会社

方式による相互参入と比較すると、インフラ整備

等の先行投資負担が減少するため、費用対効果は

大幅に改善された。損保は事故が起きた場合の事

故処理・アフターサービス体制の善し悪しが評価

の分かれ目になる場合が多い。そのため、損保会

社の全国の損害調査網を含めた事故処理サービス

体制を利用できるというメリットを享受したこと

で、販売促進に向けて大きな効果が期待されてい

る。一例を挙げると、安田火災と包括業務提携を

した第一生命では、２００１年４～６月期における安

田火災の自動車保険等販売実績は、第一生命の子

会社である第一ライフ損保の前年同期実績に比べ、

約５割増に達している。生保各社にとっては、

生・損保融合化の効果は絶大であるといえよう。

３　今後の課題

上述したように、生・損保会社の提携や統合等

による生・損保の融合化の進展は、個人金融資産

を一元管理していくワンストップ・ショッピング

の動きと軌を一にするものである。保険商品を含

めた金融総合化の傾向はさらに強まり、商品内容

は高度化、複雑化、多様化して保障範囲が広範に

なる方向にある。今後、消費者は、一つの販売

チャネルから保険商品を購入し、一つの保険グ

ループに保険契約を集積する場合が多くなるであ

ろう。この場合、危険分散を図らないため、特に、

保険会社の経営の健全性、商品の適合性や販売事

業者の資質に対して、消費者は与えられた情報等

を厳格に判断した上で、保険に加入する必要があ

ると考えられる。消費者契約の特性ともいえる、

消費者と事業者との間に存在する契約の締結、取

引に関する構造的な情報の質、量及び交渉力の格

差を踏まえた場合、消費者が、保険会社の経営の

健全性、商品の適合性や販売事業者の資質を判断

する上において、懸念される今後の課題に触れ、

結びとしたい。

３．１　保険会社の経営の健全性に関する課題

第一に、健全性に疑問のある保険会社を早期に

発見し早期に経営改善に取り組むよう措置を施し、

破綻時の契約者損失額を最小限にするシステムで

ある早期是正措置（図表２参照）が機能していな

いことが挙げられる。早期是正措置は、保険契約

者の保護を図ることを目的として、１９９９年度から

導入されている。これは、金融庁が定めるソルベ

ンシー・マージン比率（図表３参照）を基準にし

ており、同比率が２００％を下回った場合に、経営

改善計画の提出命令等の措置が段階的に発動され

るシステムである。しかしながら、同比率が２００％

以上の保険会社が早期是正措置が発動されないま

ま相次いで破綻したことから、比率の算出方法の

問題が露呈した。実質的な債務超過状態と判断さ

れる前に早期是正措置が発動されるよう、財務内

容を測る代表的な指標であるソルベンシー・マー

ジン比率の改善が不可欠であると考えられる。リ

スクを測る基準等について、次のような点が懸念

される。

① ソルベンシー・マージンの大部分を占める基

金・劣後ローンの大半は、同一グループの友好

金融機関から調達され、見返りに調達先の株式

や劣後ローンを引き受けており、業態を超えた

金融機関同士の持ち合い構造となっている。そ

のため、通常の予測を超える異常事態に備えて
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図表３　ソルベンシー・マージン比率の算出方法

�ソルベンシー・マージンの主なもの
基金（資本金）、価格変動準備金、危険準備金、貸倒引当金、有価証券含み益、劣後ローンなど。
�リスクの合計額
保険リスク、予定利益リスク、資産運用リスク、経営管理リスクなど通常予想できる範囲を超える諸リスクを数値化して算出。
保 険 リ ス ク…大災害の発生などにより、保険金支払いが急増するリスク
予定利率リスク…運用環境の悪化により、資産運用利回りが予定利率を下回るリスク
資産運用リスク…株価暴落・為替相場の激変などにより資産価値が大幅に下落するリスク、貸付先企業の倒産などにより貸倒

れが急増するリスク
経営管理リスク…業務の運営上通常の予想を超えて発生し得るリスク

のリスクバッファーに成り得るのか疑問である。

② 分母のリスク合計額のうち、資産運用リスク

について、株式の価格変動リスクは時価の１０％、

外貨建債券の同リスクは時価の５％しか認識さ

れていないなど、過小評価されている（米国の

Risk-Based Capital比率では、普通株式の価格

変動リスクは時価の３０％）。そのため、特に、

生保会社の支払い余力は資産運用リスクに対す

る備えである意味合いが大きいことから、リス

クに対する適正な評価への見直しが必要ではな

いか。

③ 大成火災の破綻は、保険会社が再保険取引の

リスクを適切に把握できず、リスク許容量を超

えた再保険契約を締結していたことが主な原因

であった。金融庁による保険会社に対する監査

体制の厳密化が望まれる。
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図表２　保険会社に対する早期是正措置の概要

�ソルベンシー・マージン比率が0％未満であっても、資産の額が負債を基礎として計算した額（負債の額から価格変動準備金、
危険準備金などの額を差し引いた額）を上回る場合には、第二区分の措置が取られることがある。
�ソルベンシー・マージン比率が０％を上回っていても、資産の額が負債を基礎として計算した額（負債の額から価格変動準備
金、危険準備金などの額を差し引いた額）を下回る場合には、第三区分の措置が取られることがある。
�保険会社が、第二区分または第三区分に該当したことを知った後、速やかに経営改善計画を自ら策定し、監督当局に提出した
場合で、当該経営改善計画が所要の期間で確実に達成できると見込まれる場合は、当該経営改善計画達成後に該当する区分
（非対象区分は除く）の措置が取られることがある。

区分 ソルベンシー・マージン比率 措置の内容

非対象区分 200％以上 なし

第一区分 100％以上200％未満 経営の健全性を確保するための改善計画の提出およびその実行の命令

第二区分 0％以上100％未満

次の保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令

�保険金等の支払能力の充実に係る計画の提出およびその実行

�配当または役員賞与の禁止またはその額の抑制

�契約者配当または社員に対する剰余金の分配の禁止またはその額の
抑制

�新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法の変更

�事業費の抑制など

第三区分 0％未満 期限を付した業務の全部または一部の停止の命令

ソルベンシー・マージン比率（％） ＝
ソルベンシー・マージン総額

×１００
リスクの合計額×

１
２



第二に、販売する保険商品の特徴を反映した長

期にわたる収支分析が可能な収益情報の開示がな

されていないことが挙げられる。特に、生保商品

は長期契約である場合が多いことから、保険会社

の経営の健全性を判断する上で、契約する保険期

間における保険会社の収益状況を把握すること、

つまり、将来の収益力の情報は不可欠であると考

えられる。現時点の収益状況を示す指標として、

逆ざや額や保険本業からの期間収益を示す基礎利

益８）が公表されている。しかしながら、公表逆

ざや額は各社が政策的に決めており必ずしも運用

実績に基づくものではなく、また、生保会社の収

益の源泉になっている三利源の開示がなされてい

ない９）など、現時点の収益力を測る上でも保険

会社のディスクロージャーは内容に不透明な部分

が多い状況であるといえる。

第三に、提携等により事業体制を変化させてい

こうとする場合、経営情報の発信についても現時

点と同程度の情報開示では不適切であると考えら

れる。会社が多様化する業務に対して効率的な資

本配分ができるように生保、損保分野等の収益性、

利益率を把握した上で、消費者に説明し、理解が

得られるような指標等の整備や情報開示が不可欠

であると考えられる。

３．２　商品の適合性に関する課題

商品の適合性に関する課題としては、保険商品

はその仕組みや内容が複雑であるが、それを購入

する顧客は専門的知識を有しない場合が多く、商

品特性の充分な理解が難しいことが挙げられる。

また、たとえ経営内容や商品内容が説明されたと

しても、それを解釈する能力には個人差があるた

め、情報劣位にある消費者が不利益を被る可能性

は残る。この改善を図るためには、保険商品は頻

繁に契約する性格の商品ではないこともあり、説

明に用いる用語、保険料や配当の仕組み等に関す

る標準化された情報が必要ではないか。消費者に

対してよりわかりやすく、より正確に、より多く

の情報提供を可能にするため、保険サービスにお

ける表示等の統一化など、業界統一基準のような

自主規制的取組みが求められよう。

３．３　販売事業者の資質に関する課題

販売事業者の資質に関する課題としては、生・

損保商品を併売する販売事業者の資質の向上を図

るため、営業職員等のFP（ファイナンシャル・

プランナー）化が進められている。しかしながら、

FP資格といっても国家資格ではなく、日本FP

協会認定や�金融財政事情研究会の認定するFP

資格、各会社が独自に運営・認定する自社FP資

格など様々であり、FP資格取得者の能力や質の

問題、役割、責任の定義などの課題が残る。販売

事業者は保険販売に際して、商品内容や重要事項

等を適正かつ的確に説明するとともに、顧客ニー

ズに添ったコンサルティングサービスを提供し、

顧客が適切な判断ができ得る充分な情報提供を可

能にしなければならない。このため、FP資格基

準の統一化はもちろんのこと、FP資格取得者の

ランクにより販売可能な保険商品を制限するなど、

何らかの消費者保護措置が必要ではないかと考え

られる。
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８）基礎利益は保険本業の期間収益を示す指標の一つ。経常利益からキャピタル損益と臨時損益を差し引いたものが基礎利益に
なる。
９）簡易保険では、２０００年度から過去５年間の三利源を開示している。
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はじめに

本稿の「郵便要素技術研究」というタイトルに

ついてですが、何の研究をしているかイメージが

わかないのではないでしょうか。そこで、まずク

イズから入りましょう。写真１と図１を見てくだ

さい。それぞれ何だとお思いでしょうか。ちょっ

と想像してみてください。

１）郵便物柔軟性検査器

既に写真１をご覧いただきましたが、郵便局に

配備されている区分機は高速で郵便物を処理しま

すが、この時、郵便物は２本のベルトに挟まれて

搬送されます。そして、搬送が困難な郵便物は最

初に自動的にはじかれるようになっています。企

業等の大口の差出人からの郵便物については、大

量に引き受けるため、郵便物が機械処理可能であ

るための条件が郵便局から示されいます。この条

件に合致するかどうかを簡便に検査するのがこの

検査器なのです。

この検査器、まずは写真３の様な、手作りの木

製の実験器から検討が開始されました。それから、

いろいろな方法を試し、その最終的な結果が郵便

局に配備されている郵便物柔軟性検査器なのです。

郵便要素技術研究

元郵政研通信経済研究部（技術開発研究担当） 内田　英夫＊１

トピックス

写真１ 図１

答えは、写真１はバーコード割引の郵便物が郵

便局で受付可能かどうかを検査する器具です。何

故検査が必要かというと区分機（写真２）に郵便

物が供給可能かどうかを検査するためです。図１

は、２次元バーコードと言う新しいバーコード

でそれまでのものよりも大量の情報を納めること

ができます。

このように郵便要素技術研究とは、郵便処理を

高度化・効率化するためのいろいろな技術を調査

研究するものなのです。それでは、いままでの主

な研究内容を以下に、紹介させていただきます。

＊１：筆者は平成１２年度から１３年年明けまで同研究を担当していました。本稿の全てを筆者が直接担当した訳ではないのですが、
代表して投稿させていただきました。なお、現職は総務省郵政事業庁郵務部運行課総括専門官です。

写真２　区分機



２）郵便物属性測定支援システム

次に写真４は、郵便物の大きさ、重さ、住所の

記載方法などのデータを簡便に調査するものです。

郵便局で実際にどの様な郵便物を扱っているかと

いうデータは、郵便事業にとって最も基本的かつ

重要なものです。この調査を最初に郵政研が行っ

たときはコピーや秤を使って手作業での調査で

行いました。その経験を踏まえて作業の効率化を

図るために開発されたのがこのシステムです。郵

便物の重さや大きさと画像を一度にデジタルで取

り込み、記載方法などの分析は後で行う方式と

なっています。こうした郵便物の調査分析は地

道な作業の積み重ねとなりますが、非常に重要な

ものと認識しています。

ムや、船の航行案内によく使われています。原理

は、複数の衛星がその所在位置データを、発信を

行った正確な時間データと伴に発信します。この

データをＧＰＳが受信して三角測量と同じ方法で

自身の位置を把握します。

このＧＰＳを集配用バイクに積み、バイクの位

置を把握することによる配達作業の分析実験を行

いました。（写真５参照）郵政本庁の協力も得て

分析研究が行われました。成果は高く評価され、

平成１４年度には、配達作業分析システムとして試

行されることが検討されています。
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写真３　手作りの郵便物検査実験器

写真４　郵便物属性測定支援システム

３）ＧＰＳによる分析システム

ＧＰＳについてはご存知の方も多いでしょうが、

衛星からの信号により自分のいる位置などをを把

握するものです。自動車のナビゲーションシステ

写真５　GPSによる分析システム

４）２次元バーコード

１次元バーコードの例として郵便物のは束の紙

札を図２に、２次元バーコードの主なものを図３

に示します。１次元バーコードが線によって情報

を表しているのに対して、２次元バーコードでは

情報が四角い点によって表されます。そのため、

１次元バーコードより遥かに多い情報量を格納す

ることが出来ます。まず、図３－１はＱＲコード

と言って、㈱デンソーが提唱し、トヨタ自動車㈱

のカンバン方式に使用されているものです。カン

バン方式は以前は複数の１次元バーコードを使っ

ていましたが、今ではＱＲコード一つに置き換え

られています。図３－２は、ＰＤＦ４１７と言ってア

メリカの電子切手（インターネット発行型証紙）

に使われています。図３－３はデータマトリクス

メモリカード�

可搬型車載端末�

分析支援システム�

メモリカードＲ／Ｗ�



５）バーコードリーダー

上述のようにバーコードは２次元へと発展して

来ていますが、それを読むリーダーの方も同様に

発展して来ています。当初のバーコードリーダー

は、レーザー光を当ててその反射を読み取る方式

が主流でしたが、近年、ＣＣＤ素子を使うものが

出てきています。ＣＣＤ素子とはデジカメなどに

用いられているものです。上述の２次元バーコー

ドもこのＣＣＤ式のバーコードリーダーで読み取

ります。単純に考えれば、デジタルカメラで写真

をとって画像解析してバーコードを読み取るよう

なものです。宛名やハンコなどの映像を取り込む

ことも可能です。無論、１次元バーコードも読取

可能です。そして、レーザーで読み取る場合より

も、おしなべて１次元バーコードを小さく出来る

というメリットがあります。実は、図２の郵便物

の紙札のバーコードは、バンドがバーコードにか

かることと、レーザーで読み取ることから非常に

大きなサイズとしてあります。しかし、ＣＣＤの

リーダーを使えば小さくすることも理論的には可

能なのです

６）無線タグ（ＲＦＩＤ）

無線タグ（写真６参照）とは上述のバーコード

を無線にしたものと考えれば理解しやすいと思い

ます。チップにアンテナがついていて、だいたい

大きくてもカード程度の大きさです。いろいろな

種類があるのですが、一番小さいものは０．４�角

（２００１年６月時点）です。また、アンテナ部分を

導電インクにしてコストダウンを図ったものもあ

ります。汚れ易い環境などバーコードが使えない

分野での応用が期待されています。しかし、欠点

もあります。まず値段がまだまだ高く数十円から

数千円程度であることと、無線タグ同士が接近す

ると読取が難しくなることなどです。今後、コス

トダウンも含め、どの様な分野で使われていくか、

注意深く見守っていく必要のあるものです。
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図３　２次元バーコード

図２　紙札バーコード

図３－１　QRコード　　 図３－２　PDF４１７

図３－３　データマトリックス 図３－４　マキシコード

と言って、サイズをかなり小さくすることが可能

というメリットがあります。図３－４はマキシ

コードといってアメリカの宅配業者であるＵＰＳ

が開発し、物流業界の標準になるのではないかと

予想されているものです。紙面の関係で詳しい説

明は省きますが、それぞれのコードにはそれぞれ

の長所欠点がありますが、最大の長所は、なんと

言っても大量の情報を格納できることです。



７）最後に

以上、いろいろな研究を行った要素技術につい

てご説明させていただきました。ところでレガ

シーシステムというものをご存知でしょうか。

レガシーシステムとは、特別のシステムではあり

ません。なにか新しいシステムを導入しようとす

る時に、それまで使われている既存のシステムの

ことです。このレガシーシステムから、新システ

ムへ如何に移行させるかは重要なことで、この移

行のしやすさも技術を選択する時の重要なポイン

トであることを指摘させていただきます。

以上の様に、郵政研究所通信経済研究部（技術

開発担当）では、今後の郵便事業に適用可能な要

素技術や既存技術の改良について、日々研究を続

けているのです。
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写真６　無線タグ
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１　はじめに

クリントン大統領は、昨年（２００１年）１月２０日、

２期８年の任期をまっとうしひとりの米国市民に

戻った。その直前１月１２日に、最後の大統領経済

白書を連邦議会に送った。

白書のなかで、彼は、政権担当８年間、米国経

済力の維持・強化のため、１）財政規律の維持、

２）教育・研修への集中的な予算の投入、３）米

国の貿易・投資拡大のための海外市場開放をすす

めたことを強調した。史上最長の経済発展を誇る

とともに、政権を引きついだ１９９３年以降、２千２

百万人をうわまわる新規雇用が創出され、過去

３０年間で失業率はもっとも低く、また、すべての

所得階層で収入がアップしたことは過去数十年な

かったことだと、自らの政権運営の成果を高らか

にうたいあげた。

クリントンが大統領に就任した１９９３年当時、ワ

シントン、ニューヨーク、シカゴなど大都市の既

存市街地の窮乏化、スラム化が進行中であった。

凶悪犯罪が都市で増加。貧困、人種差別、疎外、

麻薬、家庭内暴力、教育・技能の欠如、失業など、

さまざまな問題が山積していた。クリントン政権

にとって都市再生は緊急課題であった。また、農

村地域は、干ばつなどの自然災害や農産物価格の

低落などにより、貧困化、過疎化などの危惧が叫

ばれ、コミュニティの維持が課題であった。

クリントン政権は、このような疲弊した都市中

心市街地や農村過疎地域を再生させるため、活力

ゾーン（Empowerment Zone：EZ）／企業化コ

ミュニティ（Enterprise Community：EC）プロ

グラムを打ち出した。活力ゾーン税制措置

（Empowerment Zone tax credits）などにより、

大都市中心市街地やアパラチア山脈地域、ミシ

シッピデルタ地域、インディアン居住地域などの

過疎地域にある、もっとも虐げられたコミュニ

ティへの、民間ビジネスの創出・進出や雇用機会

の拡大をはかった。

クリントンは、自ら手がける最後の予算、２００１

年度予算の地域再活性化政策として、新マーケッ

ト・コミュニティ再生イニシャティブ（New

Markets and Renewal Communities Initiative）

をかかげた。困窮にあえぐコミュニティの、起業

化精神と新規投融資による自立化を支援する財政

措置を盛り込んだ。米国経済の復活にもかかわら

ず取り残されたコミュニティへの民間投資の加速

化を促すため、新マーケット税制措置（New

Markets tax credit）と９カ所の活力ゾーン地域

や４０カ所の再生コミュニティの指定を政策として

打ち出したのだ。クリントン大統領は、一昨年１２

月２１日、この政策実行の根拠法、「コミュニティ

再生税緩和法案（Community Renewal Tax

都市中心市街地・農村過疎地域の再生の取組み・・・

米国９０年代の政策展開

沖縄総合通信事務所長　　大寺　廣幸

トピックス



Relief Act）」を包含する貧困撲滅対策法（H.R. ４

５７７）に署名した。

共和党ブッシュ政権のもと、活力ゾーンの指定

申請・審査手続きは進み、この１月、住宅・都市

開発省と農務省から、９カ所の活力ゾーンの指定

が発表された。この指定は、活力ゾーン／企業化

コミュニティ・プログラム全体では、９４年１２月の

第一次指定、９９年１月の第二次指定に次ぐ第三次

指定にあたる。

この小稿では、米国の連邦政府機関が大統領、

副大統領の強力なリーダーシップのもと一丸とな

り、地元の自治体のみならず地域関係者すべてが

参加して作成された戦略プランをもとに、産業再

生、福祉・教育・治安の向上をトータルでめざす

９０年代の米国の取組みを、都市の中心市街地の再

開発を中心に述べてみよう。

２ ９０年代はじめの都市

１９９５年７月、住宅・都市開発省（Department

of Housing and Urban Development：HUD）は、

「クリントン政権の国家都市政策レポート（The

Clinton Administration's National Urban Policy

Report）」を発表した。このレポートから、クリ

ントン政権の都市政策の背景や９０年代はじめの都

市の状況が分かる。

米国では、１０人のうち８人が３３０の都市圏に住

んでいる。特に百万人以上が住む３９の都市圏に人

口の半数以上が居住する。１９５０年から１９９０年にか

け都市圏の人口は、１億人以上増え１億９，２７０万

人に達した。

都市圏は経済の牽引車である。米国ではGDP

の８３％を生み出している。経済の基幹である製造

業、サービス業の本社機能が集積している。将来

に向け投資を行う金融や流通、小売りなどのサー

ビス業のセンター機能が立地する。これからの経

済や文化を創り出す専門的、創造的才能を吸い寄

せる。イノベーションの原動力である教育機関、

研究機関が多数集まっている。

また、都市圏は、相互に強い依存関係がある一

方で競い合っている。単に国内だけでなく海外の

都市圏と競争関係にある。

世界的な技術・情報ネットワークの勃興で、都

市で営まれてきたこれまでの経済機能の多くは衰

退し、情報通信の発達により、都市中心部のオ

フィスでのフェース・ツー・フェースのつながり

は減少するとの見方もある。しかし、他方で、都

市中枢地域に専門知識をもった人々が集中し、経

済交流が進んでおり、これが知識集約型産業に

とって必須な要素になってきている。世界的な競

争経済で優位性を保っていくには、都市圏の経済

のパフォーマンスや、都市の健全さ、活力に十分

配慮することが肝要だ。

米国では、「郊外化（suburbanization）」が進行

している。まず、住宅が、ついで仕事の場が郊外

に移り続け、都市地域を変容させている。第二次

世界大戦終了のころは、市域のなかに都市住民の

ほとんどが住み、都市の雇用の４分の３があった。

現在、都市圏の人口の６０％、雇用の半分が中核都

市の市域の外だ。床面積・敷地の広い住宅、よい

学校、安全な街を求めて郊外に移っていった。

１９５０年から１９９０年にかけ首都圏の人口増加の４分

の３は郊外地域であった。１９５０年代から職場も郊

外に移っていった。ハイウェー陸上輸送網の整備

により、工場が鉄道駅や港湾に隣接する必要性は

なくなり、広大な１階建ての工場が郊外にどんど

ん建てられるようになった。最近では、多くの企

業の財務会計、データ処理といったバックオフィ

ス機能が、低コストで豊富な労働力のある郊外に

進出している。この要因の一つが、郊外に住む中

産階級の女性が仕事に就くようになったことであ

る。１９９０年にはオフィススペースの５７％は市外で
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ある（１９７０年では２５％）。ついには、小売など消

費者関連サービスの企業が、郊外の中産階級の消

費者をターゲットに郊外に進出。１９７０年から１９９０

年にかけ２，５００以上の郊外型ショッピングセン

ターが建設された。

郊外への動きは止まらない。１９９０年、郊外地域

は、都市圏人口の６０％近くになった。

１９８０年から１９９０年にかけ郊外の人口伸び率は市

内の２倍をこえた。１９７７年から１９８７年の間に、米

国の６０位までの大都市圏の増加雇用数の３分の２

は郊外であり、製造業についてみると、郊外は雇

用数が２０％増え、反対に中心市街地は減少した。

今日、製造業は、米国経済の牽引力として復活し

たが、雇用全体のシェアはのびていない。米国製

造業の最近のトレンドは、スケールを縮小化し、

需要対応で、設計・マーケティング・マネージメ

ント重視である。この結果、技能レベルの低い労

働力の必要性は少なくなった。製造業は、もはや

単純労働に高賃金の仕事を与えるものではなく

なった。

郊外化の結果、現代の経済は広大な都市圏に広

がった。例えば、１９５０年代、サンアントニオ都市

圏の人口の８０％は、市の７０平方マイルに住んでい

たが、いまでは周辺３つの郡４３８平方マイルにま

で広がっている。シカゴでは、１９７０年から１９９０年

にかけ住宅地区の面積は４６％増え、商業地は７４％

増えた。その間、人口はわずか４％増加しただけ

だった。もっとも急速に成長したのは、大都市圏

の周縁の新興の市町村であった。郊外の市町村は、

もう１９５０年代の同質のベッドタウンではなくなっ

た。これらの市町村では、中心市街地との間の通

勤というよりも郊外の市町村との間の通勤が多く

なっている。

米国の着実な郊外化の結果として、都市圏のな

かの市町村は、均衡が失われてきている。都市圏

内の各地域は、労働、住宅、資本、消費財・サー

ビス市場の点で密接に関連しているが、行政的・

政治的には個々独立しているケースが多い。郊外

の市町村は、相互に、また、中核都市との間で競

争しあっている。財政力に乏しい市町村は、そこ

に住む住民へのサービス拡大の圧力に押しつぶさ

れそうになっている。他方で、富裕な郊外の市町

村の有権者は、自らのコミュニティに入ってこよ

うとする低所得者層の居住を抑制し、居住地域の

自宅等の資産価値を最大にするため、土地利用を

規制し成長をコントロールしようとしている。貧

しい人たち、特に貧困なマイノリティは、既存市

街地やその周辺に押し込められている現状にある。

住宅マーケットでの差別は、都市圏のなかの市

町村間の不均衡を助長している。公正住宅法

（Fair Housing Act）の成立後四半世紀を経て、

なお、黒人やヒスパニックなどのマイノリティは

住宅取得の点で差別に直面している。白人に比べ

米国の人口の郊外への移動 （単位：人，％）

1970,1980,1990: Census of Housing, Bureau of the Census; 1996: Federal-State Cooperative Population Estimates, Bureau of the
Census

年 中核都市 郊外地域 都市圏総人口 都市圏での中核都市の人口シェア

1970 71,727,831 88,125,994 159,853,825 44.9%

1980 72,586,529 104,812,559 177,399,088 40.9%

1990 77,669,885 120,580,799 198,250,684 39.2%

1996 80,401,868 131,477,967 211,879,835 37.9%



住宅物件は少ないと言われ、住宅情報などが乏し

く、白人の居住地区から閉め出されている。住宅

での差別が今も続いていることから、米国のコミ

ュニティは人種、民族をベースに大きく分割され

ているのだ。マイノリティは一般的に貧困率が高

い。マイノリティの人たちの集中は、その居住地

区の貧困度をさらに高め、社会コストを増加させ

ている。

雇用、富、経済発展の可能性は郊外に集中し、

中心市街地の貧しいマイノリティのコミュニティ

は、都市圏、米国全体、あるいは世界経済の発展

の機会と富から、ますます遠ざかってきている。

今の米国の従業員採用は、ほとんどすべて求職者

との面接、仕事の場での直接的な申し込みなどで

行われており、求職の機会が広くオープンになっ

ていない。雇用主が信頼をおく人たちからの個人

的な推薦が必要である。マイノリティの求職者は、

都市の労働市場で差別をうけているのが実態だ。

中心市街地とその郊外地域とでは際立った差異

がある。１９９０年現在、中心市街地の平均所得水準

は、郊外より３０％も低い。貧困率は中心既成市街

地１８％、郊外８．１％。この既成市街地と郊外との

差異は、米国の北東部、中西部で大きい。ニュー

ヨークでは、市内の貧困層の割合は１９．２％、郊外

は６．５％。デトロイトは、３０．２％と６．２％である。

貧困は、中心市街地でさらに進行している。

１９７０年から１９９０年にかけ、４０％の住民が貧困層で

ある貧困集積地区に住む人々の数は、３８０万から

１，０４０万に増えた。１９９０年、全米１００位までの大

都市の１１％は、これらの貧困集積地区に住んでいる

（１９７０年は５％、１９８０年は８％）。

経済的に窮乏を極めているこれらの地域の状況

をスケッチしてみよう。

１）子供のいる家庭の６０％以上が母親だけだ。

（非・貧困集積地区では２０％以下）

２）大人の半分以上は高卒以上の学歴をもってい

ない。（非・貧困集積地区では２０％以下）

３）就労年齢の女性の４０％以上は無職。（中心市

街地の中の非・貧困集積地区では１９％以下）

４）１６－１９才の若者の５人に１人は高校を退学。

（非・貧困集積地区では約１０％）

５）３家庭のうち１家庭が扶助を受けている。

（中心市街地全体の平均は１１％）

これらの貧困集積度の高い地域では、乏しい教

育機会、差別、わずかな就労機会、十代の妊娠、

片親家庭、麻薬中毒、犯罪が相互に影響しあい、

貧困、不平等、暴力、不均衡の連鎖となっている。

貧困集積地区は、健全なコミュニティに必要な企

業や市民団体の受け皿には不適だ。商店の閉鎖、

雇用主の移住、市民・宗教団体の運営継続の困難

化。たとえば、１９７０年以来、スーパーマーケット

は、ロサンゼルスで３分の１、ボストンでは３分

の２が閉鎖した。１９８０年代後半から、シカゴのダ

ウンタウンにおいて４０教会区、デトロイトで３２教

会区のカトリック教会が閉鎖された。中心市街地

で経済、社会インフラが失われていく状況で、中

所得の勤労家庭がこれらの地域にとどまる理由は

どんどんなくなっている。

貧困の集積、都市の富の郊外への移転によって、

中心市街地の課税ベースはさがる一方で公共サー

ビスのコストはアップしている。高い貧困率の都

市では、福祉、医療などの社会サービスへの住民

一人あたりの支出は高い。例えば、１９８０年の前は

それほど大きな問題ではなかった、ホームレス、

エイズ、麻薬中毒という問題は、市の財政に大き

なダメージになっている。貧困の高レベル化に

よって、警察、消防、教育などの市のコストも増

えている。いくつかの中核都市の歳出構造を調査

したところ、貧困関連の行政サービスへの住民一

人あたりの支出は、低貧困度都市で１２４�、高貧

困度都市で２７７�。警察、消防などの行政サービ

スでは各々６５６�、１，０４０�である。
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この状況は、貧困集積と財政危機の下降スパイ

ラルという悲惨な結果を生んでいる。まず、非・

貧困家庭や企業は、高い犯罪発生率や低レベルの

教育環境から、既に中心市街地にいる魅力を失っ

ているが、さらに税負担の上昇から逃れるため、

郊外への移転を加速している。税収減から地元自

治体は、財政支出を切り詰めてきている。公共

サービスの水準・範囲を引き下げ・縮小し、居

住・労働・投資の面で中心市街地の魅力がさらに

乏しくなっている。

中心市街地の復活をめざす公共政策が、かえっ

て貧困の集積、それらの地区コミュニティの孤立

を高めているケースもある。例えば、都市リ

ニューアルプログラムは、しばしば貧困家庭を追

い出し、コミュニティの機能を壊してしまい、ま

た、マーケットが真に必要とする新たな経済的利

用をはばむ結果になっている。多くの大都市で、

公共住宅プログラムは、大規模な賃貸住宅開発を

てがけているが、街区の微妙な社会エコロジーの

錯乱要因になっている。連邦の住宅補助金の枠組

みが弾力性にかけるものであったため、これらの

開発事業の多くが、貧しくて働き口のない人々を

集積させ、生活環境のマネージメントに問題を生

み出した。また、貧しい市民へのサービスを向上

させるため、都市の歳入を増やす目的で、いくつ

かの市当局は網の目のような税体系や規制をつ

くったが、これは、民間投資にとり逆効果であっ

た。

貧困の集積、社会的悲劇、財政赤字の連鎖は、

多くの米国の都市をむしばんでいるが、さらに、

米国経済の健全性を弱め、都市圏が世界経済で伍

していける能力をはばんでいる。しいたげられ貧

困率の高い地区に貧しい人たちを隔離してしまう

ことは、米国精神の活力をそぎ、信頼と共通目標

の紐帯を弱めることになる。このような課題が未

解決のまま放置されるならば、米国の将来は暗澹

たるものになってしまうであろう。

貧困率の高い地域の経済社会的な苦境は、中心

市街地にとどまらず、しだいに、郊外にも影響を

及ぼしている。古くからの都市近郊地区、そして

周縁都市さえも、家庭、ショッピングセンター、

仕事を魅了する新規開発地区との競争にさらされ

てきている。クリーブランドの古くからの近郊地

区レイクウッドは、１９７０年７万人が１９９０年６万人

に減少。今日、住民の１０％がなんらかの扶助を受

けており、コミュニティは、十代の妊娠と少年犯

罪の増加に苦しんでいる。年配の住民は財産税率

アップに反対し、１９９３年以来４回、地域の公立学

校の税負担の引き下げを議決し、９５－９６学校年に

は百万�の赤字を計上する見込みだ。

中核都市の衰退は、米国人全体の問題だ。都市

圏全体の成長と発展にリンクするからである。穴

だらけの道路、修繕だらけのビル、公共サービス

の低下、教育程度の低い労働力、公園に寝起きす

るホームレス、高い犯罪率は、中核都市のみなら

ずその都市圏全体のイメージ、経済活力をそぐ。

これらの問題は、立地を考える企業経営者の心に

高いコストとリスクとしてうつり、ニューマネー

の流入の減少になってしまう。

都市圏は、成長するには経済的に活力ある中核

都市が必要だ。多くの形態のビジネス、雇用は分

散化の傾向にあるが、高い技能をもった労働力や

付加価値をもつ企業の集積は、知識集約型の製造

業、サービス業にとってなお重要だ。特に、市

場・金融アナリスト、戦略プランナー、弁護士、

マーケティング専門家、公認会計士、コンピュー

タシステム設計者などにとってそうである。都市

圏経済が、ニューエコノミーでの繁栄を企図する

のであれば、これらの経済活動への依存はますま

す大きくなっていく。

知識集約型の企業、経営者・労働者がクラス

ター状に集まる地域では、通信と取引のコストは
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最小化される。特定分野の労働者が相乗的に集積

することで、情報の流れがいかにスムーズになり、

知識、生産がいかに大きく飛躍するかを実証して

いるのが、ウォールストリートやシリコンバレー

である。

相乗的な集積は、また、技術の専門化を生みだ

す。例えば、郊外のオフィスパークのどこにでも、

中国ビジネスで派生する複雑な法律問題を扱う弁

護士がいるわけではない。ところが、大都市圏全

体では、このような案件はかならず発生し相談し

処理する専門家が必要になる。中核都市のダウン

タウンこそ、このような専門家がいるのにもっと

もふさわしい場所であろう。ニューヨークやロサ

ンゼルス、シカゴでの企業取引の実態をみると、

中核都市も郊外地域もともに、専門ビジネスサー

ビスの提供主体である投資銀行や法律事務所の中

核都市立地オフィスに大きく頼っていることが分

かる。

このように、都市と地域経済とは密接なつなが

りを持っている。５６の大都市圏のデータをみると、

都市圏全体の雇用の伸びと、郊外地域の所得に対

する中核都市の所得の比率とは、大きな相関を示

している。雇用の伸びがもっとも顕著なところは、

中核都市と郊外地域との差異がもっとも少ないと

ころである。

これまでの都市機能の広域分散化と既存市街地

の切り捨てによる経済コストは巨額だ。広い地域

にわたって都市圏がスプロール化しており、他の

国々よりもはるかに広域のインフラの整備、管理

をしなければならない。ニューヨークやワシント

ンDC.／ボルチモア、ダラス／フォートワース、

アトランタ、サンフランシスコなどでは、人口伸

び率の８６～１００倍のスピードで郊外地域の開発が

進んできた。開発が郊外に広がる一方で、中核都

市の既存インフラは利用率が低下している。１９５０

年以来、都市圏の人口はほぼ２倍になったが、中

核都市の人口密度は半分まで落ちた。

米国経済の将来への脅威は、市内の学校が多く

の児童・生徒に適切な教育を行えなくなっている

点だ。将来の高レベルの技術・知識集約型産業で

は、教育がカギになる。集積した貧困は、市町村

の課税ベースからの漏れをとおして教育に活用可

能な資源を減らしている。他方で、効果的な教育

を行うため子供一人当たりに必要な資源を増やさ

ざるをえない。今日、既存市街地の学校は、混沌

と非効率のかたまりになっているところが多い。

これらの地域の公立学校生徒の教育レベルは、豊

かな地域よりもかなり劣っている。例えば、１９９２

年の全米教育進捗評価テスト（National Assess-

ment of Educational Progress）では、貧困都市

地域の小学４年生の４分の３は基礎学力以下の読

解力で、わずか６％足らずが「進んでいる」とい

う評価だった。他方、豊かな都市の学校区では、

４年生の１８％が基礎学力以下で、６０％は「進んで

いる」との評価である。算数と科学でも同様の結

果だ。中核都市の公立学校区は、全米で３分の１

の青少年を数え、これらの生徒は将来の労働の担

い手であるだけにゆゆしき問題である。

集積する貧困の経済コストにくわえ、都市のコ

ミュニティの二極分化は、社会的に大きな課題だ。

貧窮地区の犯罪、暴力は、郊外の住民に、中核都

市とその住民に対する恐怖心を植えつける。同時

に、中核都市の貧しい住民、特にマイノリティの

貧民を都市圏のなかで孤立化させることは、疎外

感と敵意を生み出す。社会の主要セグメントにお

いて信頼と互恵主義がひろくそこなわれることな

れば、民主主義への根本的な脅威になる。市民と

しての社会契約をおびやかし、交流と協調をさま

たげ、共通の課題を解決しようとする公的私的枠

組みを機能低下させる。米国において、近隣地域

に暴力と不正が蔓延すれば、コミュニティの構築、

市民としての価値体系といったことばは無意味に
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なってしまうのだ。

都市が直面する問題は深刻で、その行き着くと

ころは想像するだけで唖然とするものだ。しかし、

これらの問題は克服できないものではない。米国

は、非常に豊かな国家であり、労働倫理は、虐げ

られた地域であってもなお基本原理として健在だ。

例えば、４０％の人々が貧しいセントラルハーレム

において、家庭の３分の２は、最低一人はフルタ

イムの労働をしており、求人があるたびに１４人が

応募する。さらに、貧困の集積と貧窮が中央都市

の市域をこえて広がっても、都市圏全体から見れ

ば、気が滅入り挫折するほどのものではない。米

国は貧しい人々が多数をしめ中間層がわずかな第

三世界の国とは違う。貧しい人たちの孤立をなく

し中核都市の衰退をくいとめる能力を米国はもっ

ているのだ。

都市圏が直面する問題の解決とそれに対処する

ためのリーダーシップ、資源は、まず当該地域の

なかから出てくるであろう。コミュニティに住む

人々が、両親、隣人、市民・宗教団体の一員、市

民という様々な立場で、個人の責任と全体の福利

を自覚する限りにおいて、そのコミュニティは、

機会と繁栄を手にすることが可能になるのだ。連

邦政府は、家庭、企業、コミュニティが自力救済

をしようとするに際し、より建設的なパートナー

にならなくてはいけない。

３　クリントン政権の既存市街地・過疎地域の再

活性化政策の基本的考え方

１９９３年１２月６日、副大統領ゴアは、ハーバード

大学のケネディスクール・フォーラムで講演した。

ボストンのUp ham's Cornerのような荒廃した既

存市街地の再生や、衰退の危険性のある農村過疎

地域の活性化について、次のようにクリントン政

権の政策を語った。クリントン政権の基本的なス

タンスがよくわかるので紹介したい。

ちなみに、ゴアは、講演の前月にコミュニティ

企業化委員会（Community Enterprise Board）

の委員長になった。この委員会は、諸課題が複雑

にからみあったコミュニティの再建のため、連邦

機関が縦割りに取り組むのではなく連邦政府が一

丸となってあたるため設けられたものだ。ゴアを

委員長とし、国内政策担当大統領補佐官、経済諮

問委員会委員長のほか、農務省、住宅・都市開発

省、教育省、厚生省、司法省など多数の連邦機関

の長が構成メンバーになった。この委員会は、そ

の後、コミュニティ活力委員会（Community

Empowerment Board）と改称された。

では、講演を紹介してみよう。

クリントン政権の政策立案・運営の特色は、一

つの課題を他から切り離して見ず、課題はクラス

ター状に連鎖しており、そのダイナミックな相互

関係を理解し問題解決にあたっていることだ。環

境を重視するのもこのためだ。

社会福祉サービスについて考えてみよう。十代

の少女が妊娠しないよう教える性教育だけでは十

分とはいえない。ソーシャルワーカーは、家庭環

境や学校、友人関係、コミュニティなど彼女をめ

ぐるすべての状況を念頭に入れて対策を考える必

要があろう。

都市問題を考えるときもそうである。コミュニ

ティを多角的、総体的に見る必要がある。コミュ

ニティで失業者が多数いるのは、そのコミュニ

ティにしっかりとした基盤をもつ夫、父が少ない

ということと関連がある。両親がそろった正常な

家庭がないところでは、少年犯罪や暴力行為の発

生率が高い。安全でないコミュニティは、ビジネ

スを起こしたり雇用を増やしたりする魅力に乏し

い。このようなコミュニティは、好ましくない出

来事がさらに別の具合の悪い出来事を生み出し、

連鎖的、循環的に状況が悪化し荒廃が進んでいく。
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これまでの行政は、このコミュニティの荒廃に

うまく対処できなかった。その理由の一つは、物

事を部分にわけ現象面だけを扱ってきたからだ。

ソーシャルワーカーは、ある行政組織に属し貧困

や家庭崩壊を扱う。経済開発の専門家は、別の行

政組織にあってコミュニティへの投資拡大、市場

活性化の戦略にのみ関心をむける。警察官や裁判

官、保護司などは、また別の組織に所属し犯罪だ

けに着目する。苦しみの総体に対しバンドエイド

の効果しかもたない。

クリントン大統領は、政府の限界を認識してい

る。特に財政赤字がくびきとなって、貧困が一朝

一夕には全面解決するとは考えていない。政権担

当後、すべての政策課題に対処する基本にある政

策アプローチは次のとおりである。

１）米国経済が新たなグローバルエコノミーのな

かで競争できるようにするという方針にそく

して経済政策を企画遂行する。世界経済で勝

たなければ雇用は創出できないのだ。赤字削

減プランを進める。金利を引き下げ投資をう

ながす。政府支出を消費から投資にシフトさ

せる。ビジネスをはばむ規制を撤廃する。海

外市場を開放させ米国製品を売り込む競争政

策を進める。道路、橋の建設・改良を加速す

る。

２）しかし、物理的なインフラ整備だけでは不十

分だ。働き手の人間というインフラへの投資

が必要である。WIC、予防接種、家庭保護、

Headstartへの支援を増やすのもこのためで

ある。所得税の中産階層への税額控除の拡大

に大統領がこだわる理由はここにある。

Goals２０００を支持し、黒人系カレッジなどの

教育プログラムを重視している。医療保険シ

ステムの全面的改革を行い医療保険のない３

千７百万人を救う野心的な政策を発表したの

もこのためである。

３）別の主な投資分野は、政府への「再投資」で

ある。共和党のレーガン、ブッシュ両政権と

異なり、不効率でその場しのぎの政府を対象

とする改革に焦点をあてる。この９月に発表

したNational Performance Reviewで述べた

ように、従来のトップダウン方式の事務処理

ではなく意思決定の分権化をはかっていく。

多数の書類が必要で長期間かかる調達手続き

は見直す。

では、荒廃したコミュニティの再生に関するク

リントン政権の政策はどのようなものか。単に政

府関係者だけでなくすべての人々を再生プロジェ

クトに結集する。各々のコミュニティの特性に応

じたオーダーメイドの対策をたてる。地元の人た

ちが自ら決意しプランを立てる。連邦政府は、各

コミュニティのプランの実践に役立つ道具、メ

ニューを用意する。メニューから道具を選ぶのは

地元である。

連邦政府のメニュー、コミュニティ活力アジェ

ンダ（Community Empowerment agenda）は５

つの要素からなる。

１）資本、信用、銀行サービスへのアクセス：

改正されたコミュニティ再投資法（Commu-

nity Reinvestment Act）によって、大手金

融機関はすべてのコミュニティに対し健全な

投資を行うことができるだろう。同時に、信

用供与、融資を行い、ビジネスチャンス環境

の形成を支援する地元金融機関の連帯が一層

進むよう、これらの金融機関への民間出資が

行いやすくする環境づくりを連邦政府は行う。

２）対象を絞った中小企業、マイノリティ企業へ

の支援：

中小企業庁のOne－Stop Capital Shopsを充

実し、また、マイノリティの企業化・輸出増、

設備投資のための個別企業向け融資や税イン

センティブを拡充する。これらの措置が呼び
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水となって、これまで見捨てられてきたコ

ミュニティへの民間投資が進むであろう。

３）他の金融機関や州との間の投資パートナー

シップ：

民間基金や退職者共済基金、政府保証専門金

融機関ファニーメイなどとの連携を築く。

４）世界的なレベルの学校：

貧しいコミュニティの学校がGoals２０００を達

成するため、資源を集中し、在校生すべてが

新しい世界レベルの基準を満たすようにする。

５）過疎地域開発・投資イニシャティブ：

新たな大型投資によって、農村やインディア

ン居住地域のコミュニティがクリーンな水や

その他のインフラを確保し、ビジネス、工場、

仕事を生み出せるようにする。

今述べたアジェンダはすべてのコミュニティに

一律に適用するものではない。また、連邦政府の

ほうでコミュニティごとの独自の状況に合わせ投

資プランを設計、修正、加工する意図はない。

連邦議会は、総額３５億�の税インセンティブ、

投資パッケージを承認した。これは、指定される

９か所の活力ゾーン、９５か所の企業化コミュニ

ティを支援するためのものだ。インセンティブは、

指定地域内の雇用創出を刺激するもので、地域に

住む人々を雇用する企業を対象とする。事業拡大

のためのインセンティブや資本の提供、さらにス

キルアップの技能研修・訓練もある。

来年（１９９４年）１月、EZ／ECの指定の申請手

続きの開始を発表する。申請期間は６か月。コ

ミュニティの安全に配慮しているか、雇用創出が

可能か、環境面への配慮はどうか、州・市町村や

民間セクターからの投資が十分可能か、などが指

定されるカギになる。特定の地域を意図的に選ぶ

というのではなく、客観的な指定基準を満たすか

どうかがポイントになる。また、コミュニティの

足下のリソースを見直すことも大切だ。独自の有

利なポイントになるかもしれないし、新たなリ

ソースを発見するかもしれない。１９５０年代の大量

生産のための広大な工業団地造成地は、ニューエ

コノミーでは不用だ。

９か所の活力ゾーン、９５カ所の企業化コミュニ

ティの指定からもれる地域も当然出てくる。しか

し、申請の段階において、地元の様々な人たち、

組織が議論をしあい、コミュニティ再生に向けて

取り組むそのプロセス自体が価値があるのだ。

さらに、３５億�の税インセンティブ、投資パッ

ケージは、わずかな予算だと指摘する人がいるか

もしれない。しかし、この資金は呼び水だ。中小

企業庁のOne－Stop Centerは、少なく見積もっ

ても３０億�の民間投資を生み出す。また、改正コ

ミュニティ再投資法（Community Reinvestment

Act）によって、地元の中小金融機関S＆Lなど

は、これらのコミュニティへの投資、貸付を奨励

され、幾倍もの金額が地元に投じられることにな

る。住宅・都市開発省とファニーメイなどの政府

保証住宅金融機関の連携により、住宅取得、住宅

修復、地域再開発に、大量の民間資金が投下され

るであろう。連邦機関が緊密に協力しあって、さ

まざまな連邦資金が、これらのコミュニティに用

いられることになる。

１９６０年代の「偉大な社会」建設の教訓から、政

府単独では、貧困の連鎖を断ち切ることはできな

い。しかし、政府が縦割りに個別の問題に取り組

むのではなく、クリーブランドのように関係機関

が互いに助け合って、あたかも一つの行政機関の

ように機能できれば、荒廃したコミュニティの復

興を助けることができよう。複雑にからみあった

諸課題を解決し、コミュニティの再建のため、連

邦政府が一丸となってあたるため、関係省庁の

トップを一同にあつめたコミュニティ企業化委員

会（Community Enterprise Board）を設けた。

（注）なお、先に述べたようにこの委員会は、コ
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ミュニティ活力委員会（Community Empower-

ment Board）に名前がかわった。

４　活力ゾーン（EZ）、企業化コミュニティ

（EC）とは

米国でもっとも荒廃をきわめたコミュニティの

再生を目指すコミュニティ活力アジェンダ

（Community Empowerment agenda）が作成さ

れた。このアジェンダの政策プログラムのコアが、

活力ゾーン／企業化コミュニティ・プログラムで

ある。EZ／ECイニシャティブという道具をコ

ミュニティに与えることで、コミュニティは、中

心市街地に民間資本を呼びもどし、経済的に疲弊

した近隣地区に雇用を生み出し、教育・訓練への

投資をうながし、大都市圏全体を通じ経済的可能

性、機会を地域住民に与えることができることを

ねらったのだ。

４．１　EZ／ECイニシャティブに先立つ都市再

開発計画

EZ／ECイニシャティブは、二つの都市再開

発計画を念頭におきながら作られた。一つは、

１９６０年代のジョンソン大統領のリーダーシップで

推進された「偉大な社会」建設の一環としてすす

められた「モデル・シティ（Model City）」であ

る。もう一つは、英国のロンドン、テムズ川河畔

の港湾地区ドックランドの再開発などで導入され、

その手法が米国に移入し、１９８０年代、米国の多く

の州で実施された「企業化ゾーン（Enterprise

Zone）」である。

モデル・シティは、１９６６年デモンストレーショ

ン都市・都市圏開発法（Demonstration Cities

and Metropolitan Development Act of１９６６）に

基づき、当初、対象地域を限定し予算・人材など

を集中投入して再生を図る予定であった。コミュ

ニティをベースとする計画作成プロセスを連邦政

府が応援し、既存の連邦、州、市町村の支援措置

を使って、貧しい地域を活性化するものだった。

住宅取得や雇用・起業化の機会を増やす。生活補

助等への依存を減らす。教育施設を修繕する。不

健康な環境をなおし病気を減らす。犯罪、非行を

減らす。余暇・文化に親しめるようにする。この

ような目標を包括的に達成するための意欲的なプ

ログラムであった。

ところが、この構想は、様々な理由から失敗に

終わったといわれる。その理由の一つが、モデル

地区プランの作成にあたって広範な市民の参加を

求めたものの、実際には、市当局や都市計画の専

門家などがプラン作成をリードし、いわば、トッ

プダウン、お仕着せのプランだと地元で受け取ら

れたことだ。EZ／ECイニシャティブでは、ボ

トムアップ方式がとられ、利害関係をもつ地元の

人たちは戦略プラン策定に参加することにした。

失敗原因の二つ目は、モデル・シティの指定が

１０都市程度から政治的配慮により１５０都市にまで

ふくらんだのに対し、予算規模はそのままだった

ことである。一地域当たりの投入予算がわずかに

なり、「薄い」支援しかできなくなったのである。

この点の反省から、EZ／ECイニシャティブで

は、重点的に支援する活力ゾーンの指定数はでき

るだけ抑えることになった。

モデル・シティは、単に反面教師ではなく、そ

の長所もEZ／ECイニシャティブは学んでいる。

地域再生には総合的な取組みが必要だという点だ。

個別的な取組みや一面的な経済開発戦略では、事

情の異なる個々の疲弊したコミュニティを救うこ

とはできない。そこで、EZ／ECイニシャティ

ブでは、単に経済発展のみならず住宅建設や福祉

社会サービス向上、犯罪取締り強化などもプラン

の対象とし、総合的なアプローチを採用した。し

かし、この手法は、二兎を追う、焦点がぼけると

いった弊害を生んでいることも事実である。
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EZ／ECイニシャティブが参考にしたもう一

つの先行政策は、「企業化ゾーン（Enterprise

Zone）」である。衰退した都市地域の再生のため、

民間企業に投資・従業員給与税額控除やキャピタ

ルゲイン課税の特例措置などを内容とする「企業

化ゾーン」プログラムは、レーガン・ブッシュ政

権が働きかけ、いくども連邦議会に関係法案が上

程されたが、その都度なにかしら不都合な出来事

があって実施されなかった。１９８７年には、住宅・

都市開発省が企業化ゾーン１００か所を指定する法

案が議会をとおったが、そのプログラムには何ら

税制支援措置が盛り込まれていかったため、住

宅・都市開発省は、実施を見送った。また、１９９２

年のロサンゼルスの暴動をきっかけとして、予算

法案に企業化ゾーンの構想の具体的な支援措置を

盛り込まれた。ところが、ブッシュ大統領は、増

税がその条項にあったので署名を拒否した。

連邦レベルの企業化ゾーンが実現に難渋してい

る間、数多くの州は競って企業化ゾーンプログラ

ムを具体化していった。フロリダとコネティカッ

トは、あいついで１９８０年、１９８１年に具体化。１９９３

年、連邦の活力ゾーンプログラムがクリントン政

権の初年度予算として認められた時点で、４１の州

で企業化ゾーンが推進されていた。各州のプログ

ラムは千差万別で、唯一共通な点は、地理的に特

定の地域の経済発展を支援することである。州指

定のゾーンの数、面積、選定基準、インセンティ

ブは各州バラバラ。例えば、ミシガン州は、指定

地域が一つなのに対し、ルイジアナ州などは、百

以上の地域を指定し、指定していない地域を探す

のに苦労するほど。幾つかの州は新規雇用に対し

税控除。他の州は設備投資に対し税控除。また、

ゾーン内の施設に財産税免除を行う州や、法人所

得税を免除する州もある。労働組合や環境保護に

配慮し、また、連邦法との抵触を避けるため、労

働安全衛生や環境汚染の基準の緩和を行った州は

ほとんどなかった。

EZ／ECイニシャティブは、多数の州で多種

多様なかたちで先行実施された企業化ゾーンの試

みを参考にして組み立てられた。ゾーンの指定を

あらかじめ行わず、多数の申請の中から優劣を見

きわめゾーンを指定する方式は企業化ゾーンの事

例から導入された手法である。

４．２　支援プログラム

１９９３年に動き出した第一次のEZ／ECイニシャ

ティブは、税インセンティブで推計２５億�、助成

金で１３億�を、１０年にわたって１０５の経済的に疲

弊した都市、農村の地域に集中する枠組みである。

都市地域の活力ゾーンは、各々１億�の助成金を

受ける。これは、社会サービスやインフラ整備な

ど幅広い活動につかわれる。雇用を促すため、

ゾーン内の企業は、従業員ひとりあたり最大年間

３千�の税額控除を受けることができる。これは、

賃金やゾーン内住民の研修の割高コストを相殺す

ることにつながる。ゾーンの企業は、ゾーン内で

の特定資産への投資コストにつき税額控除をうけ

る。また、州や市町村が発行する免税債によって

調達される資金が地域再生に利用できるようにな

る。企業化コミュニティに指定された地域では、

各々２９５万�の助成金の交付をうけ、免税債発行

での資金調達も可能になる。これらの措置にくわ

え、EZ／EC指定地域では、様々な連邦の支援

プログラムで優先的な取り扱いを受け、特に、既

存の連邦資金を柔軟・革新的に利用しようとする

とき顕在化する「お役所仕事」、規制バリアを排

除するため、大統領のコミュニティ活力委員会か

ら特別の支援を受けることができる。

支援プログラムの内容は、第一次から第三次ま

で、その指定時期で異なっている。助成金のよう

な連邦政府からの資金供与は、連邦財政が当時巨

額の赤字だったこともあり、当初から指定１地域
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あたりの金額はわずかであったが、第三次指定で

は今のところ助成金プログラムはない。民間企業

の投資をうながすための税制特別措置や自治体発

行の免税債で調達した資金の低利・無利子融資、

そして連邦各機関がすでにもっている支援措置が

主体である。ただ、強調したい点は、都市地域で

は住宅・都市開発省が、農村地域では農務省が、

これらの省庁の地域出先機関で、戦略プランに盛

り込まれた推進スケジュールにもとづき、たえず

戦略プランの進捗状況をフォローし技術支援、情

報提供などを行っていることだ。

この１月の第三次指定の都市地域コミュニティ

に対する主な支援プログラムを紹介してみよう。

１）税額控除

�従業員給与控除

成長を目指そうとする企業にとって、特に魅

力のある措置だ。活力ゾーン内の企業は、こ

の地区内に住む人を雇用する場合、従業員一

人あたり毎年３千�を上限に連邦税額控除を

受ける。

�労働機会控除

活力ゾーン内の企業は、活力ゾーンに住む若

者など、昔から高い失業率その他特別の雇用

条件のグループに属する人を雇うときは、従

業員一人あたり２千４百�を上限に連邦税額

控除を受ける。

�生活扶助受給者労働控除

活力ゾーン内の企業は、長期間、生活扶助を

受けている人を新たに雇用する場合、従業員

一人につき初年度最大３千５百�、二年度目

最大５千�の連邦税額控除を受ける。

２）債券ファイナンス

�免税施設債

活力ゾーン内の企業は、このコミュニティ内

での資産取得、設備購入、事業所開設のため、

免税施設債で調達した資金を原資とする低コ

スト融資を受ける。

�適格ゾーン内教育債

州、市町村は、公立学校のリノベーション、

教育課程プログラムの資金需要に応じる民間

基金ソースに対し、元本償還のみを条件とす

る融資を行う。

３）キャピタルゲイン課税

活力ゾーン内の企業は、株式や持ち分権など

の資産の売却での利得を繰り延べ、あるいは

一部のみ課税対象所得とみなすことができる。

キャピタルゲインへの課税額を大幅に減らす

ことが可能になる。

４）特別償却

�税コード１７９条特別償却

活力ゾーン内の企業は、２００１年１２月３１日以降

に取得する設備機器などの償却資産につき最

大３万５千�、償却額を増やすことができる。

�環境クリーナップ・コスト償却

企業は、公害汚染地区（Brownfield）での適

格クリーンナップ・コストを特別償却できる。

４．３　戦略プランの作成

EZ／EC指定地域になるために、コミュニティ

は、再活性化の戦略プランをつくる。この作成に

は、地域住民、州・市町村、民間企業、非営利団

体など幅広い分野のパートナーが参加する。

EZ／ECのプラン作成過程につくられた官民パー

トナーシップの効用としては、これをテコに投資

がどんどん拡大することである。ボルチモアでは、

１�の連邦資金につき８�の外部資金がコミット

されている。このなかには、地元の７つの基金に

よる活力ゾーンへの５年間、基金資金の１％コ

ミットも含まれる。デトロイトでは、民間セク

ターから２０億�以上拠出される予定だ。すでにデ

トロイトで民間企業のあらたな活動が加速してい

る。ダイムラークライスラーは、新しいエンジン
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プラントに７．５億�投下すると発表し、GMは、

ゾーン内の組み立てプラントの拡張・改良に２

億�投下すると発表した。

EZ／ECのプラン作成は、変化のための戦略

を生み出した。革新的な経済発展イニシャティブ

と基幹的な人材、コミュニティ建設投資とを複合

する戦略である。ほとんどのEZ／EC地域の再

活性化プランでは、１）雇用創出と雇用訓練を推

進することや、２）学校・コミュニティセンター

などの地域インフラを再構築し、３）コミュニ

ティ主体の政策立案手続きを定め、４）社会サー

ビスを充実する。これらのプログラムをリンケー

ジさせ、５）民間設備投資の誘発をはかることを

盛り込んでいる。例えば、ボルチモアとアトラン

タの二つの活力ゾーンでは、Village Centerを開

設し、１）社会・福祉サービスの提供拠点、２）

ゾーンでの意思決定への地域住民の参加をうなが

す拠点、として機能させている。

戦略プランの基本原則

戦略プランを作成するとき準拠すべき４つの

原則を連邦政府は申請ガイドのなかで定めてい

る。

１）変化への戦略ビジョン

コミュニティの将来像を明らかにし、コ

ミュニティがそのビジョンを作るときに

依って立つコミュニティの価値は何かを明

示する。ビジョンには、コミュニティの目

標を達成するに資する統合戦略が入ってい

ること。戦略ビジョンは、プランの進捗度

合い評価や戦略プラン調整のためのフレー

ムワークとなるパフォーマンス測定システ

ムを導入すること。

２）コミュニティを基本とするパートナーシッ

プ

疲弊した近隣地区の再活性化にかかるコ

ミュニティのすべての利害関係者が含まれ

ること。主要なパートナーは次のようなも

のが想定される。住民、民間企業、地域政

治リーダー、市町村・州・連邦政府、コミュ

ニティ開発法人、地域健康・社会サービス

組織、地域計画機関、労働組合、環境グルー

プ、学校・大学、宗教団体、その他のコ

ミュニティグループ。成果をあげている活

力ゾーンは、これらのパートナーを一堂に

会することでリソースの相乗効果が期待で

きる。主要なパートナーは、プラン推進の

管理機構に参画させるべきだ。すべての

パートナーは、コミュニティ再生への明確

なコミットメントを明らかにすべきだ。

３）経済的な機会

ゾーン内の住民の雇用を作り、住民をゾー

ンや周辺地域の仕事に結びつける。経済的

な機会を生み出す戦略では次の点への配慮

が重要。１）技術支援や資本・融資へのア

クセスの仕組みを企業経営者に与えること。

２）民間企業が地域住民への雇用機会を新

たに作り増やすこと。３）地域住民に仕事

を与えること。４）仕事に結びつく生活補

助や教育の助成プログラムとリンクさせな

がら、地域住民に研修や求職サービス提供

を行うこと。

４）継続的なコミュニティ発展

経済、インフラ、環境、コミュニティ、人

材の各分野の発展を取り扱う包括的なアプ

ローチを通じ、活発ではつらつとしたコ

ミュニティの創造をめざす。成果のあがっ

ているゾーンでは、つぎのようなことに配

意している。

�環境保護や総合的な取り組みアプローチや、

�公害汚染地域の解消と再開発、

�コミュニティの調整・交流をすすめる手段
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として情報通信、

�エネルギーの効率的利用や再生可能なエネ

ルギー資源の利用をはかる経済発展方策の

開拓、

�家族、若年層人材開発、薬乱用の抑制、健

康医療、社会サービス、教育、子育て、住

宅、交通、治安などの分野の政策の質の向

上やこれらの政策へのアクセス機会の増加。

第二次指定における都市地域の申請ガイド（大

統領コミュニティ活力委員会作成）より

コミュニティでは、EZ／ECプログラムに特に

盛り込まれた資源をつかって、各々、個別の競争

優位性を確保しようとしている。たとえば、ニュー

ヨーク市の戦略プランは、ハーレム国際貿易セン

ターを構想している。企業経営者のためマーケッ

トを広げ、ハーレムの文化的、多人種・民族居住の

特色をいかす新たなビジネスをおこし、アフリカ、

カリブ海地域、中南米の国々との経済的リンケー

ジをつくることを目指している。ニューヨーク市

の戦略は、土地やオフィスの供給を増やし、既存

中小企業の拡大や地域に根ざした新規企業の創設

につとめ、雇用を増やすことがポイントだ。

州の役割

ラウンド２の申請者は、戦略プランを作りこ

のプラン実行のためパートナーと協議する必要

があるが、その折、州は重要な役割をはたす。

たとえば、

１）地域の窮乏さを知り戦略プランを作成する

ため、人口・社会データ、経済データなど

有用な情報を州は提供する。

２）住宅建設、交通サービス、社会サービス、

経済開発に関する助成金やローンなどの州

のさまざまなリソースを活用できるように

する。

３）司法省、厚生省などの連邦機関から州に交

付される交付金などの連邦のリソースを活

用できるようにする。

４）民間発行債券の保証を州が行う。

５）戦略プランの実施をさまたげる州の規制を

緩和する。

６）戦略プランを作成実施する際、州のオフィ

ススペース、スタッフ、技術支援を活用さ

せる。

７）生活扶助受給者の就労を促進するプログラ

ムで、活力ゾーンのコミュニティと連携で

きる。州は、この政策では主体となる。

第二次指定における都市地域の申請ガイド（大

統領コミュニティ活力委員会作成）より

４．４　活力ゾーン（EZ）、企業化コミュニティ

（EC）等の歴史

１９９４年１２月２１日、クリントン大統領は、全米で

都市地域７２、農村地域３３、合わせて１０５カ所のコ

ミュニティを、活力ゾーン（EZ）や企業化コミュ

ニティ（EC）に指定した（ラウンド１（第一次指

定））。

都市地域の活力ゾーン

アトランタ、ボルチモア、シカゴ、デトロイ

ト、ニューヨーク（アッパーマンハッタン、

ブロンクス、キャンデン（ニュージャージー

州））、フィラデルフィア、 クリーブランド

（注）、ロサンゼルス（注）

（注）当初は、補充活力ゾーンとして指定され、

１９９７年納税者減税法（Taxpayer Relief Act of

１９９７）により正式に活力ゾーンとなった。

１９９７年納税者減税法は、ラウンド２（第二次指

定）として２０か所の活力ゾーン（都市部１５、農村

部５）を認めた。２７９のコミュニティ（都市部１１９、
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農村部１６０）から申請があり、１９９９年１月、新た

に２０か所の活力ゾーン、２０か所の企業化コミュニ

ティがラウンド２の指定を受けた。ラウンド２で

は、貧窮地域の周辺のコミュニティをも支援の対

象とされ、また、インターネットなどの情報通信

の活用を戦略プランに盛り込むことが推奨された。

都市地域の活力ゾーン

サンタアナ、ニューへブン、マイアミ・デイ

ド郡、ゲリ―・イーストシカゴ、ボストン、

ミネアポリス、セントルイス（ミズリー

州）・イーストセントルイス（イリノイ州）、

カンバーランド郡、シンシナチ、コロンバス、

コロンビア・サンター、ノックスビル、エル

パソ、ノーフォーク・ポーツマス、ハンティ

ントン（バージニア州）・アイロントン（オ

ハイオ州）

さらに、２０００年１２月には、コミュニティ再生・

新マーケット法（Community Renewal and New

Markets Act）により、このプログラムの一層の

拡充がはかられた。４０か所の再生コミュニティ

（Renewal Community：RC）と９か所の活力ゾー

ンが今年（２００２年）１月に指定された。４０の再生

コミュニティのうち２８か所は都市地域から、１２か

所は農村地域から、また、９の活力ゾーンのうち

７か所は都市地域から、２か所は農村地域からで

ある。

都市地域の活力ゾーン

プラスキー郡（アーカンソー州）、フレスノ

（カリフォルニア州）、ジャクソンビル（フロ

リダ州）、シラキュース（ニューヨーク州）、

ヨンカース（ニューヨーク州）、オクラホマ

シティ、サンアントニオ（テキサス州）

ラウンド１の活力ゾーン

９地域の活力ゾーン（都市地域６、農村地域

３）。都市地域の各指定地域は、SSBGから１億

�の助成金とゾーン内企業への税額控除を受け

た。農村地域の各地域は、４千万�の助成金と

税額控除を享受。さらに、クリントン大統領は、

２地域を特別に追加指定した。ロサンゼルスと

クリーブランドである。HUD予算から経済発展

助成を受けた。（ロサンゼルス：４億５千万�、

クリーブランド：１億７７百万�）

ラウンド１の企業化コミュニティ

全部で９５か所が企業化コミュニティに指定さ

れた（都市地域６５、農村地域３０）。都市地域の各

地域は、SSBGから３百万�の助成金と免税債

発行の特別措置を受けた。さらに、４都市を高

度企業化コミュニティ（Enhanced EC）に指定

した。ボストン、ヒューストン、カンザスシテ

ィ、オークランドである。オークランド、カン

ザスシティ、ボストンは、各々、SSBGから３

百万�の助成金にくわえ、経済発展イニシャテ

ィブ（Economic Development Initiative：EDI）

基金から２２百万�とHUD Section１０８による債

務保証２２百万�を受けた。ヒューストンは、

SSBGの３百万�助成金ほかに、EDIから２２百

万�とHUD Section１０８債務保証１億７５百万�

を受けた。

ラウンド２の活力ゾーン

２０か所が新たに活力ゾーンの指定を受けた

（都市地域１５、農村地域５）。１９９９年度から２００１

年度までの間、各地域には、各々総額１９百万�

が助成された。
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ラウンド２の企業化コミュニティ

ラウンド２では、２０か所の企業化コミュニ

ティの指定を受けたのはすべて農村地域であっ

た。１９９９年度から２００１年度までの間、各地域に

は、各々、毎年２５万�が助成された。

再生コミュニティとラウンド３の活力ゾーン

クリントン大統領は、一昨年１２月２１日に、２００

１年度包括調整・緊急補正予算法（Omnibus

Consolidation ＆ Emergency Supplemental

Appropriations Act of FY２００１）に署名した。

この結果、連邦議会１０６会期で審議された多数

の法案が効力をもつようになった。その一つが

コミュニティ再生税緩和法案（Community

Renewal Tax Relief Act）で、９か所の活力

ゾーン（都市地域７、農村地域２）と、４０か所

の再生コミュニティ（都市地域２８、農村地域１２）

がこの１月指定された。有効期間は、２００９年ま

でである。

４．５　活力ゾーン／企業化コミュニティ・プログ

ラムの特色

ここで、このプログラムの特色を整理してみよ

う。

�コミュニティで官民が協力しパートナーシッ

プを組み、持続的な経済・地域発展が図られ

るよう投資を誘導するものである。各コミュ

ニティこそが自らが直面する問題を認識し、

その解決法を見いだすことが最善の道だとい

う思想がプログラムの根底にある。そのため、

州、市町村などの自治体のみならず、地元の

商工団体、公益団体など関係者がすべて参画

して戦略プランを作成することが義務づけら

れている。

�企業設立、工場・オフィスの新増設など民間

投資の投下を促し雇用の拡大、経済産業を掘

り起こすことに加え、教育・研修、医療・福

祉などの社会サービスを充実する。また、集

合住宅やコミュニティセンターを建設し、若

年層を中心に犯罪・非行・麻薬の根絶をめざ

す。地元コミュニティの再生に必要なゴール

とそのためのアクション・プランを作成・実

行する。

�連邦政府は、投資・雇用促進減税のほか、住

宅・都市開発省、農務省のみならず、財務省、

商務省（中小企業庁）、厚生省、教育省、司

法省、住宅専門金融機関などの助成金、政策

金融、技術支援、アドバイスを組み合わせ支

援。住宅・都市開発省、農務省は、コミュニ

ティから定期的にレポートを提出してもらい、

取組みの進捗状況を常に把握する。プログラ

ムは、成果があがるものに集中的かつ弾力的

に連邦補助金の投入を行う。

�第二次指定における戦略プラン策定から明確

になった点であるが、都市地域、農村地域を

問わず、第二次指定、第三次指定では情報通

信、ITを再活性化のツールとして位置づけ

ることを連邦政府は求めるようになった。

通信とITの役割

ラウンド２の申請者が戦略プランを作成する

に際しては、通信と ITがコミュニティの４つの

目標それぞれの達成に果たすことができる機

能・役割を考慮すべきである。この技術は、もっ

とも広く有効に用いられるならば、再活性化の

ため重要な働きをする多くの分野でコミュニ

ティを支援することができよう。

たとえば、

１）情報共有、アイデア交流などが容易になり、

草の根組織の運営がうまくいく。

２）電子メール、オンライン検索、インターネッ

ト活用学習を通じ、学童が重要な教育デー
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タ、資料にアクセスできるようになる。

３）技術的な技能・ノウハウを要求する雇用ニー

ズの増加に、地域住民が適切に応じること

ができる訓練、研修の機会をもつことがで

きる。

４）地域住民が他の地域の仕事にSOHOとして

雇用される機会を得ることができる。

５）起業家や中小企業がインターネットを通じ

マーケティングをおこない、また、新たな

ビジネスチャンスを見つけることが可能に

なり、経済発展をはかることができる。

６）コミュニティが姉妹コミュニティや地域の

パートナー・コミュニティと密接に交流し、

グローバル・エコノミーでの成長機会をつ

かむことができる。

７）政府機関、社会サービス提供組織、非営利

団体からのサービス提供が容易になる。

８）先生、両親、子供との間の電子メールでの

コミュニケーションが進むことで、家族、

教育環境の改善に役立つ。

９）コミュニティと病院との間で、遠隔診断、

遠隔保健相談が可能になる。

第二次指定における都市地域の申請ガイド（大

統領コミュニティ活力委員会作成）より

５　活力ゾーンによるデトロイトの復活

デトロイトは、９０年代はじめ、様々な都市問題

に圧倒され、見る影もなく荒廃し、精神的にも経

済的にも虚無の都市になってしまった。この姿は、

なにもデトロイトに限らず、クリーブランド、ボ

ルチモア、アトランタ、ニューオリンズ、フィラ

デルフィア、ニューヨークもそうであった。

このデトロイトがラウンド１の活力ゾーン

（EZ）に指定された。

デトロイト市長Dennis Archerは、２０００年１１月

２日に、活力ゾーン指定後、５か年の成果を活力

ゾーン発展協会（Empowerment Zone Develop-

ment Corporation）の昼食会で語っている。その

一部を紹介してみよう。

デトロイトの活力ゾーンを語るとき、まず語る

べきは「パートナーシップ」である。この協調関

係の構築発展がデトロイトの再活性化を成功させ

たのである。

過去において連邦政府の都市再開発プログラム

は多々あったが、地元の市民の権利や憂慮への配

慮はそれらのプログラムになかった。１９５０年代の

州をまたぐハイウェーの建設は、自然環境を破壊

した。１９６０年代の都市再生政策は、多くの歴史的

建造物をこわし、商業地区を崩壊させてしまった。

ところが、デトロイトの活力ゾーンは、最初か

ら従来の政策とまったく異なるものであった。全

国各地域の都市の問題を解決するため、この連邦

の政策も概念的でおおまかであったが、しかし、

それだけにとどまらず、市民を巻き込み、その

ニーズに応えるようデザインされていた。さらに、

民間セクターから相当額の投資を呼び込む配慮に

富んだものであった。

１９９４年の活力ゾーンの指定は、デトロイトのな

かの最貧地区を再活性化する大きな機会となり、

地域全域の協力関係を強める媒体となった。

自力再生と自主的意思決定の重要性を認識し、

域内各地区で会合を開き、１億�の助成金をどの

ようにすれば有効活用できるか、提案をコミュニ

ティの人々から募った。これらの提案を組み入れ

「Jumpstarting the Motor City」という表題の指

定申請書を、１９９４年６月にワシントンに提出した。

６カ所の都市地域の活力ゾーンとして指定の内示

を１９９４年１２月４日受けた。

申請書をとりまとめる過程自体が、デトロイト
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のコミュニティを一つにするのに役立った。戦略

プラン作成に関与した企業、金融機関、非営利公

益団体などは、おのおの異なる利害をもって加

わったのであろうが、個々の利害を満たすととも

に市全体の利害と調和をはかることができた。

活力ゾーンは、連邦・州・市町村、コミュニティ

団体、地域・地区サービス組織、公益基金など

様々な団体の参加と協力を促した。協力してこと

に当たるのが市の発展向上に有益であることを皆、

理解した。

デトロイトの活力ゾーンは、単にゾーンの１８．３

平方マイルの中だけでなく市全域の経済成長のエ

ンジンとなった。活力ゾーンが６０億�の投資を生

んだ。ダイムラークライスラーの３０億�強の投資

が、今までのところ全米の活力ゾーン地域すべて

にとり最も巨額なものである。

強力な経済は、企業投資や企業経営の成果にす

べてを帰することはできない。教育、職業訓練、

技能向上研修や、地域住民の心身の健康をたかめ

るコミュニティの取り組みの成果でもあるのだ。

これらのよき土壌から、良質の生産性の高い労働

者や、ビジョンをもった経営者、強い家庭、活力

ある地域が生長してきている。

１９９５年１月にはじまった取り組みの成功事例の

幾つかを紹介しよう。

１）デトロイトのもっとも規模の大きい初期のプ

ロジェクトの一つは、「Family Place」で

ある。

Northern High Schoolの近くの閉鎖されて

いた公共図書館をリニューアルし、デイケア、

Head startクラス、家族・・母・青少年向け

サービスのための施設にした。また、この建

物内には１５の行政組織や公益団体のオフィス

も入居した。この施設は、W. F. Kellogg基

金からの１０年以上にわたる８００万�の助成金

で運営されている。

２）「Workplace Literacy Program」によって、

幾つものコミュニティのグループが、地域住

民にさまざまな種類の職業技術訓練クラスを

開いている。Warren－ Conner開発協会、

All Saints近隣センター、Friends of Park-

side、デトロイトヒスパニック開発協会など

は、GED、コンピュータ・ベーシック、大

型自動車運転免許などの研修コースを開設し

ている。

３）Core City Neighborhoods、Bagley Housing

Associationなどのコミュニティ開発協会

（Community Development Corporation）は、

地元住民のニーズに応えてAlberta W. King

VillageやHomes of St. Anneのような低廉で

快適な住宅の建設をすすめてきた。

活力ゾーンの資金は、これらの多数の住宅建

設の資金繰りを容易にしている。

Community Based Delivery Systemによっ

て、５百戸の住宅新築、８百戸の賃貸住宅の

リニューアル、２５０名の住宅取得者の頭金支

払いへの支援が可能になった。

４）民間企業からの投資は、デトロイトの経済発

展のパワーセッターとしての機能を活力ゾー

ンに与えた。ゾーン内に企業は４０億�以上投

資している。いままでに１万人以上の雇用が

生まれた。

先に、ダイムラークライスラーの３０億�の

投資に言及したが、フォードとGMの投資は、

長期的な部品供給サプライヤーのコミットも

含んでいる。活力ゾーン内の主要な産業投資

には、Bridgewater InteriorsやBing Group、

VITECなどのマイノリティ所有企業のもの

や、UniboringやGonzalez Engineering、

Ideal Groupというヒスパニック製造セン

ターから誕生した企業のものも含まれている。

活力ゾーンの経済発展のハイライトの一つ
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は、活力ゾーン金融機関コンソーシャム

（Empowerment Zone Financial Institutions

Consortium）の結成である。デトロイト市

内の銀行などが、プログラム終了の２００５年１

月まで、ゾーン内の企業等に１１億�の融資を

コミットしたのである。実際には、プログラ

ム期間の折り返し時期である２０００年１月には、

すでに１３億�融資実行されている。

５）住宅・都市開発省は、次の４つのプログラム

を全米で最も優れたプログラムとして顕彰し

た。デトロイト活力ゾーンの成功を象徴する

ものであろう。

「Machinists Training Institute at Focus

Hope」は、製造業の最高給の仕事を行える

ような技能を身につけさせるところである。

「Project REACH」は、Wayne州立大学と

デトロイト市のパートナーシップにより、活

力ゾーン内の高校生に職業訓練、研修を行う。

「JOBnet」は、市の雇用・訓練局と州の雇

用サービス庁が開発したインターネットを

使っての求人求職システムである。

「Shorebank Enterprise Detroit」は、デト

ロイト東部のShorebank Corporationの近隣

開発セクションである。

６　終わりに

デトロイトは、第一次の活力ゾーン指定地域の

なかで都市再生が順調にいっていると高い評価を

受けている地域である。そのデトロイトでも、活

力ゾーン発展協会の非能率な事務作業、市当局へ

の多くの届け出、認可等の渋滞などにより、助成

金を受けての社会福祉サービスの進捗がスケ

ジュールどおり進んでいない。また、ダイムラー

クライスラー等の民間投資は活力ゾーン指定前か

ら決まっていたのであり、活力ゾーンが呼び水に

なったものではないとの指摘もある。しかし、総

体として、荒廃の進んでいた既成市街地が再生に

転じたきっかけは、活力ゾーンの指定にあること

は間違いない。好循環がスタートしたのだ。都市

再生の立て役者、デトロイト市長Archerは、昨

年４月、「２期目の任期が終わる１２月までは職務

を遂行するがその後は家族と過ごしたい。」と３

期目への市長選出馬をしないことを突然発表した。

最後に、エピソードを紹介してこの小稿を終え

たい。

クリントン前大統領は、昨年７月、ニューヨー

クのハーレムの中心１２５丁目にオフィスを構えた

１９９４年に活力ゾーンに選定され再活性化に努力し

てきたハーレムを、クリントンは、黒人が多く住

む地区の再活性化とエイズ・貧困・経済開発等の

世界的な課題に取り組む拠点として選んだのであ

る。
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活力ゾーン、企業化コミュニティノ指定地域
（Ⅰ）は第一次指定、（Ⅱ）は第二次指定、（Ⅲ）は第三次指定
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州
都市型 農村型

活力ゾーン 企業化コミュニティ 活力ゾーン 企業化コミュニティ

アラバマ バーミンガム（Ⅰ）
チャンバー郡（Ⅰ）
グリーン郡（Ⅰ）

アーカンソー プラスキー郡（Ⅲ） リトルロック（Ⅰ）

イースト・アーカンソー
（Ⅰ）
ミシシッピ郡（Ⅰ）
メトラカタラ・インディア
ン・コミュニティ（Ⅱ）

アリゾナ フェニックス（Ⅰ）
アリゾナ州境地域（Ⅰ）
フォーコーナーズ（Ⅱ）

カリフォルニア
ロサンゼルス（Ⅰ）
サンタアナ（Ⅱ）
フレスノ（Ⅲ）

ロサンゼルス（Ⅰ）
サンディエゴ（Ⅰ）
サンフランシスコ（Ⅰ）
オークランド（Ⅰ）

砂漠コミュニティズ
（Ⅱ）

インペリアル郡（Ⅰ）
ワトソンビル市（Ⅰ）
中央カリフォルニア（Ⅱ）

コロラド デンバー（Ⅰ）

コネティカット ニューヘブン（Ⅱ）
ブリッジポート（Ⅰ）
ニューヘブン（Ⅰ）

ワシントンDC ワシントン（Ⅰ）

デラウエア ウィルミントン（Ⅰ）

フロリダ
マイナミ（Ⅱ）
ジャクソンビル（Ⅲ）

マイアミ（Ⅰ）
タンパ（Ⅰ）

ジャクソン郡（Ⅰ）
南西フロリダ活力連盟（Ⅱ）

ジョージア アトランタ（Ⅰ） オルバニー（Ⅰ）
南西ジョージア連合
（Ⅱ）

クリップ・ドーリー（Ⅰ）
セントラルサバナ川地域
（Ⅰ）

ハワイ モロカイ（Ⅱ）

アイオア デスモイネス（Ⅰ）

イリノイ シカゴ（Ⅰ）

イースト・セントルイ
ス（Ⅰ）
スプリングフィールド
（Ⅰ）

深南部イリノイデルタ
（Ⅱ）

インディアナ ゲリー（Ⅱ）
インディアナポリス
（Ⅰ）

オースティン町（Ⅱ）

カンザス ウイチタ郡（Ⅱ）

ケンタッキー ルイスビル（Ⅰ）
ケンタッキーハイラン
ド（Ⅰ）

ボーリンググリーン（Ⅱ）

ルイジアナ
ニューオリンズ（Ⅰ）
オーキタオパリッシュ
（Ⅰ）

北東ルイジアナデルタ（Ⅰ）
マコンリッジ（Ⅰ）

マサチューセッツ ボストンゲリー（Ⅱ）

ローウエル（Ⅰ）
スプリングフィールド
（Ⅰ）
ボストン（Ⅰ）
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ネバダ ラスベガス（Ⅰ）

メイン アルストック郡（Ⅲ） 活力レウイストン（Ⅱ）

メリーランド ボルチモア（Ⅰ）

ミシガン デトロイト（Ⅰ）
フリント（Ⅰ）
ムスケゴン（Ⅰ）

レイク郡（Ⅰ）
クレア郡（Ⅱ）

ミネソタ ミネアポリス（Ⅱ）
ミネアポリス（Ⅰ）
セントポール（Ⅰ）

ミズリー セントルイス（Ⅱ）
セントルイス（Ⅰ）
カンザスシティ（Ⅰ）

イーストプレーリー市（Ⅰ）

ミシシッピー ジャクソン（Ⅰ） ミッド・デルタ（Ⅰ）
北部デルタミシッシピー
（Ⅰ）

モンタナ
フォートペックアシニボイ
ン・スロックス居住区（Ⅱ）

ノースカロラ
イナ

シャルロット（Ⅰ）
ハリファックス（Ⅰ）
ロブソン郡（Ⅰ）

ノースダコダ
グリッグ・スティール
（Ⅱ）

ネブラスカ オマハ（Ⅰ）

ニューハンプシャー マンチェスター（Ⅰ）

ニュージャージー カンバーランド郡（Ⅱ） ニューアーク（Ⅰ）

ニューメキシコ アルバカーキー（Ⅰ）
ラジカリタ（Ⅰ）
デミング市（Ⅱ）

ニューヨーク
ニューヨーク（Ⅰ）
シラキュース（Ⅲ）
ヨンカース（Ⅲ）

オルバニー（Ⅰ）
バファロー（Ⅰ）
ニューバーグ（Ⅰ）
ロチェスター（Ⅰ）

オハイオ

クリーブランド（Ⅰ）
シンシナティ（Ⅱ）
コロンバス（Ⅱ）
アイロントン（Ⅱ）

アクロン（Ⅰ）
コロンバス（Ⅰ）

グレータポーツマス（Ⅰ）

オレゴン ポートランド（Ⅰ）

オクラホマ
オクラホマシティ
（Ⅲ）

オクラホマシティ（Ⅰ）
南東オクラホマ（Ⅰ）
ツリ・カウンティ　インディ
アン　ネーションズ（Ⅱ）

ジョセフィン郡（Ⅰ）

ペンシルベニア
フィラデルフィア
（Ⅰ）

ハリスバーグ（Ⅰ）
ピッツバーグ（Ⅰ）

ロックヘブン市（Ⅰ）
ファイアット（Ⅱ）

ロードアイランド プロビデンス（Ⅰ）

テネシー ノックスビル（Ⅱ）
メンフィス（Ⅰ）
ナッシュビル（Ⅰ）

サウスカロラ
イナ

コロンビア（Ⅱ） チャールストン（Ⅰ）
ウイリアムスバーグ・レイ
ク市（Ⅰ）
アレンデールアライブ（Ⅱ）

サウスダコダ
オグララシオックス居
住区（Ⅱ）

ビードル・スピンク（Ⅰ）

ファイアット・ヘイウッド
郡（Ⅰ）
スコット・マクレアリー地
域（Ⅰ）
クリンチパウエル（Ⅱ）
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テキサス
エルパソ（Ⅱ）
サンアントニオ（Ⅲ）

ダラス（Ⅰ）
エルパソ（Ⅰ）
サンアントニオ（Ⅰ）
ワコ（Ⅰ）
ヒューストン（Ⅰ）

リオグランデ・リバー
（Ⅰ）
ミドル・リオグランデ
（Ⅲ）

フルロコミュニティズ（Ⅱ）

ユタ オーデン（Ⅰ）

バージニア ノーフォーク（Ⅱ） ノーフォーク（Ⅰ）

バーモント バーリントン（Ⅰ）
アコマック・ノーサンプト
ン（Ⅰ）

ワシントン
シアトル（Ⅰ）
タコマ（Ⅰ）

ローワーヤキマ郡（Ⅰ）
ファイブスター（Ⅱ）

ウイスコンシン ミルウォーキー（Ⅰ） ノースウッドニージー（Ⅱ）

ウエストバー
ジニア

ハンティントン（Ⅰ）

セントラルアパラティア
（Ⅰ）
マクドネル郡（Ⅰ）
上カナワ峡谷（Ⅱ）

活力ゾーン指定の都市等の雇用（住宅・都市開発省データ） （単位：人，％）
1992年 1998年 増減率

アーカンソー プラスキー郡（Ⅲ）

カリフォルニア
ロサンゼルス（Ⅰ） 1,614,309 1,713,426 6.1%
サンタアナ（Ⅱ） 133,023 149,830 12.6%
フレスノ（Ⅲ） 152,318 171,198 12.4%

コネティカット ニューヘブン（Ⅱ）

フロリダ
マイナミ（Ⅱ） 153,583 164,891 7.4%
ジャクソンビル（Ⅲ） 307,324 380,900 23.9%

ジョージア アトランタ（Ⅰ） 171,827 210,237 22.4%
イリノイ シカゴ（Ⅰ） 1,196,666 1,228,369 2.6%
インディアナ ゲリー（Ⅱ）
マサチューセッツ ボストンゲリー（Ⅱ） 263,117 288,382 9.6%
メリーランド ボルチモア（Ⅰ） 300,172 286,455 -3.6%
ミシガン デトロイト（Ⅰ） 329,830 369,877 12.1%
ミネソタ ミネアポリス（Ⅱ） 189,945 207,848 9.4%
ミズリー セントルイス（Ⅱ） 160,525 154,996 -3.4%
ニュージャージー カンバーランド郡（Ⅱ）

ニューヨーク
ニューヨーク（Ⅰ） 2,902,214 3,093,370 6.6%
シラキュース（Ⅲ）
ヨンカース（Ⅲ）

オハイオ

クリーブランド（Ⅰ） 182,202 193,504 6.2%
シンシナティ（Ⅱ） 162,745 172,596 6.1%
コロンバス（Ⅱ） 342,301 380,377 11.1%
アイロントン（Ⅱ）

オクラホマ オクラホマシティ（Ⅲ） 216,173 237,531 9.9%
ペンシルベニア フィラデルフィア（Ⅰ） 621,694 610,286 -1.8%
サウスカロライナ コロンビア（Ⅱ） 42,214 45,999 9.0%
テネシー ノックスビル（Ⅱ）

テキサス
エルパソ（Ⅱ） 217,345 239,402 10.1%
サンアントニオ（Ⅲ） 431,166 508,403 17.9%

バージニア ノーフォーク（Ⅱ）



活力ゾーン指定の都市等の失業率（住宅・都市開発省データ）
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アーカンソー プラスキー郡（Ⅲ）

カリフォルニア
ロサンゼルス（Ⅰ）
サンタアナ（Ⅱ）
フレスノ（Ⅲ）

コネティカット ニューヘブン（II）

フロリダ
マイナミ（Ⅱ）
ジャクソンビル（Ⅲ）

ジョージア アトランタ（Ⅰ）
イリノイ シカゴ（Ⅰ）
インディアナ ゲリー（Ⅱ）
マサチューセッツ ボストンゲリー（Ⅱ）
メリーランド ボルチモア（Ⅰ）
ミシガン デトロイト（Ⅰ）
ミネソタ ミネアポリス（Ⅱ）
ミズリー セントルイス（Ⅱ）
ニュージャージー カンバーランド郡（Ⅱ）

ニューヨーク
ニューヨーク（Ⅰ）
シラキュース（Ⅲ）
ヨンカース（Ⅲ）

オハイオ

クリーブランド（Ⅰ）
シンシナティ（Ⅱ）
コロンバス（Ⅱ）
アイロントン（Ⅱ）

オクラホマ オクラホマシティ（Ⅲ）
ペンシルベニア フィラデルフィア（Ⅰ）
サウスカロライナ コロンビア（Ⅱ）
テネシー ノックスビル（Ⅱ）

テキサス
エルパソ（Ⅱ）
サンアントニオ（Ⅲ）

バージニア ノーフォーク（Ⅱ）

1970

6.9%

6.0%

7.3%

4.3%

2.9%

3.9%

4.4%

4.3%

4.6%

7.2%

3.8%

6.4%

4.2%

5.2%

4.8%

3.8%

3.3%

4.6%

2.4%

4.8%

4.1%

市域の失業率
1970

5.6%

5.1%

8.3%

3.3%

3.2%

2.6%

2.5%

3.3%

2.5%

4.7%

3.0%

4.1%

2.6%

2.7%

3.3%

3.2%

3.0%

2.8%

2.7%

2.5%

2.2%

郊外地域の失業率
1992

11.1%

11.8%

14.1%

15.0%

7.0%

10.0%

9.5%

8.0%

11.0%

17.0%

5.0%

8.3%

11.0%

13.7%

8.0%

5.4%

5.6%

8.9%

6.7%

11.2%

7.0%

1980

6.8%

5.3%

7.8%

6.1%

5.4%

8.0%

9.8%

6.1%

10.7%

18.5%

4.8%

11.1%

7.7%

11.0%

8.7%

6.4%

3.4%

11.4%

5.3%

7.4%

5.2%

1998

7.3%

5.2%

12.5%

9.6%

3.3%

5.2%

5.6%

3.3%

8.7%

7.0%

2.5%

7.2%

8.0%

8.4%

4.8%

2.9%

3.6%

6.0%

2.9%

9.6%

4.1%

1992

8.9%

5.9%

16.7%

9.4%

5.9%

6.0%

6.2%

7.4%

6.2%

7.2%

4.4%

5.4%

6.3%

5.7%

5.5%

4.1%

4.4%

6.7%

4.2%

15.7%

4.5%

1980

5.5%

3.9%

9.7%

4.5%

5.2%

4.2%

4.8%

4.2%

4.6%

9.4%

3.8%

6.6%

4.4%

5.9%

6.3%

5.0%

3.1%

5.7%

4.6%

5.7%

3.0%

1998

6.1%

2.5%

15.2%

5.7%

2.4%

3.1%

3.5%

2.6%

4.0%

2.7%

1.9%

3.7%

3.9%

3.2%

3.0%

2.2%

4.0%

3.6%

1.9%

16.3%

2.7%

一般償還債のレーティング（１９９４年以降が格付けアップした都市）

現在の格付け 以前の格付け 格付け変更時期

マイナミ（Ⅱ） ＢＢ Ｂ 97.5.13

シカゴ（Ⅰ） Ａ＋ Ａ 98.3.20

ボストンゲリー（Ⅱ） Ａ＋ Ａ 95.9.27

デトロイト（Ⅰ） ＢＢＢ＋ ＢＢＢ 97.12.9

ニューヨーク（Ⅰ） Ａ－ ＢＢＢ 98.7.16

クリーブランド（Ⅰ） Ａ Ａ－ 94.6.20

コロンバス（Ⅱ） ＡＡＡ ＡＡ＋ 95.5.12

フィラデルフィア（Ⅰ） ＢＢＢ ＢＢＢ－ 97.3.25

ノックスビル（Ⅱ） ＡＡ ＡＡ－ 97.4.24

サンアントニオ（Ⅲ） ＡＡ＋ ＡＡ 98.12.8



後編では、次世代インターネットプロトコルで

ある IPv6技術、さらに情報の効率的な経路制御

を行うネットワークハブとしてのインターネット

IXを解説する。最後に、通信会社であるKDDI

を例にとり、ネットワークとハブシステムの今後

の展開について紹介し、本稿を終える。

５　次世代インターネット技術（IPv6）

５．１　次世代インターネット

インターネットの爆発的な普及により、現在の

インターネットプロトコル IPv4では、IPアドレ

スの枯渇やセキュリティなどが顕在しつつある。

このため、これらの問題を解決策として、次世代

インターネットプロトコルの一つである IPv6が

脚光を浴びている。

日本政府が主催している IT戦略会議において

も、その IT基本戦略の中で、「IPv6を備えたイン

ターネット網への移行」、「無線アクセス網からイ

ンターネット網（IPv6）への効率が高く高速なイ

ンターネット接続環境を実現し、シームレスな移

動体通信を実現する」等々が重点政策分野の目標

として位置付けている。電子政府実現においても、

重要な技術テーマとなっている。

固定インターネット網においては、すでに IPv6

公開接続実験が行われており、IPv6網構築ならび

に運用技術の蓄積を図っている。モバイル・イン

ターネットが固定インターネット網に先行して IPv6

を導入し、IPv6導入に向けた動きが今後一層加速

されると想定される。

５．２　IPv6とは

� IPv6の特徴とIPv4の問題点

・アドレス空間の枯渇

IPv4のアドレス空間は、３２ビット（約４３億個）

であり、世界の総人口よりも少ない。近年の急速

な移動体通信市場の成長や情報家電の普及等によ

り、IPアドレスの需要は爆発的に増大しており、

１人に１個で程度では到底足りない。一方、IPv6

では、アドレス空間を１２８ビット（３．４＊１０３８個）

まで拡張した。仮に世界人口が６０億と仮定しても、

１人あたり５．７＊１０２８個となり、これによりアド

レス枯渇の問題は解決可能となる。

・管理問題

情報通信機器の普及に伴なって、インターネッ

トに接続される機器の数が増大し、アドレス追加

の手間やルータ設定における経路情報の増大など、

ネットワーク管理に問題が発生してきている。

IPv6では、IPv4のヘッダを見直して、簡略化を

図った。この結果、ルータでの負荷が軽くなり、

ルータでの処理の高速化が期待できる。

・セキュリティ

IPv4では、IPヘッダのオプション領域にデー
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シリーズ

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」第３回

ネットワークとハブシステム（後編）

KDDI株式会社　執行役員技術開発副本部長　　村上　仁己



タ認証や暗号化機能が盛り込まれていたが、実際

はアプリケーションレベルで実現している。IP

レベルでのセキュリティ機能の実装が必要である。

IPv6では、標準で IPレベルでのセキュリティ

（IPSec）が利用可能である。

・実時間通信と資源予約

IPv4ではリアルタイム性のあるアプリケー

ションを想定していないため、動画伝送やVoIP

サービスを提供する場合、遅延が発生しないよう

に大容量の回線設置が必要であった。IPv6では、

フローラベル及び優先制御を実現するための領域

が確保されているので、QoS制御の必要なリアル

タイム系サービスの提供が可能となった。

・Plug＆Play

IPv4では、IPアドレスの自動割当機能である

DHCPサービスはオプションであったが、IPv6で

はこの機能の実装が必須となった。

� IPv6のモバイル通信への適用

IPv6では、アドレス空間が増大するため、モバ

イル機１台毎にグローバルアドレスの割当てが可

能になるため、IPv4では困難であったPush型

サービスやピア・トゥ・ピア通信の提供が容易に

なる。また、IP網内のQoSは設計次第で実現可

能である。ただし、End－ to－EndのQoSを確保

するためには無線区間のQoSとの連携が必要で

ある。具体的なモバイルサービスとしては、図１６

に示すようなサービスへの応用が考えられる。

・ビデオチャット、TV電話

モバイル端末相互間でのダイレクトな映像伝送

やテレビ電話、また、ビデオチャットが考えられ

る。

・Push型情報配信

情報配信元から各モバイル端末を個別に識別して

メッセージを通知する。ユーザの好みに応じて各

モバイル端末へ異なる種類の広告、ニュース等を

配信するpush型情報配信サービスを提供が可能

である。

・モバイルオフィス

車内LANへ、携帯電話等の外部通信機器、ナビ、

PC等の各種情報機器を接続し、家庭やオフィス

のネットワーク環境に接続された情報サーバへダ
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図１６ IPv6によるモバイルサービス

・ビデオチャット、TV電話 
　モバイルサーバ 
 
・Push型情報配信 
 
・モバイルオフィス 
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・テレメタリング 

Server

Router

オフィス 

FAX

Router

家�

庭�

テレビ 

ビデオ 

ヒーター 

ＧＷ 電話 

カーナビ 

ゲーム 

業務端末 制御装置 

情報収集端末 



イレクトにアクセス可能な IP通信環境を実現す

ることにより、モバイルオフィスを実現する。

・プローブカー

車両の各種センサ情報（位置、速度、温度、CO2、

花粉等）を収集する。

・テレメタリング

機器や家電の遠隔監視・制御を行う。自販機の在

庫情報収集、留守中の家電の状況を把握、制御す

ることにより、テレメトリングが可能である。

５．３　IPv６インターネットプロトコル

� ヘッダフォーマット

図１７に IPv6プロトコルにおける基本ヘッダ

フォーマトを IPv4のそれと比較して示す。先に

説明したように IPv6ヘッダフォーマットは、

IPv4に比べてかなり簡略されており、ルータで

の処理を高速化できる。また、基本ヘッダへの追

加として、６つの拡張ヘッダが定義されている。

中継点オプションヘッダ、経路制御ヘッダ、断片

ヘッダ、認証ヘッダ、暗号ペイロード、終点オプ

ションヘッダが定義されている。図１８に IPv6の

ヘッダにおけるフィールドの意味を示す。

� アドレス体系

アドレスタイプとしては、ユニキャスト、マル

チキャスト、エニーキャスト、ブロードキャスト

がある。ブルードキャストはマルチキャストの一

部として定義される。表記方法は、１２８ビットを

１６ビットごとに区切り、各部分を１６進数で表記す

る。部分の区切りはコロン（：）とする。例えば、

５０１：１８２８：０：０：０：４９：７８９１である。なお、

連続した１６ビットの０は一回だけ省略表記できる

（例えば、３ ffe：５０１：１８２８：：４９：７８９１）。

IPv6の正式なアドレス（sTLA, Small Top

Level Aggregator）割り当てについては、世界

各地に配置された地域インターネットレジストリ

が担当している。南北米ではARIN、欧州・アフ

リカではRIPE NCC、アジア・オセアニアでは

APNICがそれぞれ担当する。２００１年４月現在、

全世界で７４組織で取得している。sTLAの下位で

あるNLA（Next Level Aggregator）については、

各sTLAが割り当てる。日本では、例えば、WIDE-

Project等が行う。このようにアドレスの割り当

てに対しては、階層的にアドレスが割り当てられ
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図１７ IPv6基本ヘッダフォーマット
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ていく。図１９と図２０にsTLAアドレスフォーマッ

トとアドレス階層化をそれぞれ示す。

５．４　実験ネットワーク

� IPv6への移行

IPv6については、IPv6の研究開発のための世

界的な IPv6実験網である 6boneが設立されてい

る。１９９９年１２月現在、約４０カ国・５００組織が接続

されている。6boneで利用するアドレス（pTLA、

３ffe：：／１６）は、実験目的のみ利用可となっ

ている。6boneへの接続に関しては、6bone

（http://www.6bone.net）から直接アドレスを取

得（pTLA組織）するか、既に6boneに接続して

いる組織からアドレスを取得すればよい。
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図１８ IPv6における各フィールドの意味

図１９ sTLAアドレスフォーマット
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� 日本におけるIPv6実験網

日本においては、6BoneからWIDEProject

pTLAアドレスを取得して、APNICから取得し

た sTLAアドレスを用いて、IPv6ネットワーク

を構築・運用実験を行っている。

pTLAアドレスフォーマットを図２１に示す。ま

た、DION（KDDI）やBiglobeなど複数の IPSが

sTLAを取得して試験サービスを行っている。

図２２に日本にける6boneネットワ－クを示す。

５．５　KDDIの取り組み

KDDI研究所を例に取り、IPv6ネットワークの

構成を具体的に説明する。図２３にKDDI研究所に

おける IPv6の現状を示す。

所内全サブネット（有線LAN、無線LAN）で

IPv6利用可能である。タグ付きVLAN（Virtual

LAN）技術を利用している。IPv6ルータには、

複数のVLANサブネットが仮想VLANインタ

フェースを通じて直接接続されているように見え

る。実験用 IPv6ネットである 6Boneに接続し、

対外機関との接続実験を重ねている。

対外的な共同研究パートナとしては、CRL、東

京大学、日立、沖通信ネットワーク、TTNet、

WIDEProject、ITRC（九州インターネットプロ

ジェクト）、ITRC（日本学術振興会インターネッ

ト技術委員会）、TAO（通信放送機構）、ENESIS

プロジェクトなどである。

実験の一環として、上述の機関と IPv6テスト

ベッドを構築した。図２４に構築したテストベッド

を示す。GbE／１０GbEをベースとする次世代 IP

ネットワーク（IPv6）に関する広域テストベッド

の構築ファイバーや無線のメディア技術と IPv6

上のアプリケーション技術の実験・評価などを目

的としている。
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図２０ アドレスの階層的割り当て
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図２２ 日本におけるIPv6ネットワーク（6-boneを中心に）
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図２３ KDDI研究所におけるIPv6ネットワーク　
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６　インターネットエクスチェンジ（IX）技術

６．１　インターネットエクスチェンジ（IX）とは

インターネットとは、文字が示すように独立し

たそれぞれのネットワークが相互に接続されたネ

ットワークの集合体といえる（図２５）［４，７］。最

近の急速な IT化から、eビジネス、eコマース、

ネット取引などの企業における IT化やそれに伴

なうインターネットデータセンタの急増、iモー

ドやEZwebなどのモバイルインターネットの急

速な普及などからコンテンツプロバイダなどが急

増しており、この結果インターネットトラフィッ

クが多様化・大容量化してきている。

また、これを受けてCATVやxDSLを用いた

ブロードバンドインターネットサービスプロバイ

ダの成長、光ファイバの開放やコストの低減化な

どネットワークインフラが急激に高速化しつつ低

減化してきている。これらの流れを受けて、イン

ターネットトラフィックはこれまでの東京一極集

中から地方へ分散していくとともに、光ファイバ

の本格的な普及により FTTHなど更なる高速

化・ブロードバンド化が進むものと考えられる。

インターネットエクスチェンジ（IX）とは、こ

のように急速に増大してきているインターネット

トラフィックを効率よくそして無駄なく中継し、

経済的に相互接続することを目的とした中継点と

いえる。技術的にはまったく異なるが、形態とし

ては、いわゆる電話網における階層的な交換局の

設置と類似している。
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図２４ IPv6テストヘッド構成
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６．２　ネットワークの接続形態

インターネットは、インターネットを構成する

ネットワーク（企業ネットワーク、学術ネット

ワーク、ISPネットワーク）などが相互に接続さ

れたものである。ネットワーク間相互の効率的な

トラフィック制御のほかにも、IXの役割として

は、ISPの寡占化を抑制し ISP間の適正な競争環

境の維持、接続ホップ数の削減によるネットワー

クQoSの向上等も担っている。

接続の形態としては、隣接するネットワーク同

士が順次接続する形態（リング状接続）、インター

ネットを構成するすべてのネットワークが他の

ネットワークすべてと直接接続する形態（メッシ

ュ状接続）とに分類できるが、実際のネットワー

ク構成では、それほど単純ではなく両者を混合し

たような複雑なネットワーク構成となっている。

図２６に代表的なネットワークの接続の形態を示す。

� Transit接続

個々のネットワークや ISPが上位の階層のネッ

トワークのみに接続されている。経路制御はシン

プルであるが、ISPが直接海外に接続されている

ような場合においては、送るべき相手によっては、

国内のトラフィックであっても海外（米国）経由

になってしまうことがある。

� Private Peering接続

ネットワーク同士を個別に必要に応じて相互に

接続をする。トラフィックが大きなネットワーク

間を別途専用線で個別に接続することに相当する。

個別に接続したネットワーク間のトラフィックは、

無駄な中継はせずに効率よく伝送することができ

るが、すべてのネットワークと接続することは不

可能である。
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図２５ インターネットの構造
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� Public Peering接続

�のように個々のネットワークを個別に接続す

ることはせずに、ネットワーク間のトラフィック

を制御する中継点（IX）を設置する。個々のネッ

トワークは、IXに接続することにより、効率的

なトラフィック制御が可能となる。国外への無駄

なトラフィックは、IX設置することにより減少

することになる。
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（a）Transit接続

図２６－１　ネットワーク接続意形態
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（b）Private Peering接続

図２６－２　ネットワーク接続意形態
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図２６－３　ネットワーク接続意形態
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６．３　IXの現状

日本にけるインターネットの相互接続ポイント

（IX）としては、WIDEプロジェクトが運営する

NSPIXP（Network Service Provider Internet

eXchange Point）がある。これは、非営利・学術

目的 IXで、商用インターネットと学術インター

ネット、商用インターネット間の実験上の相互接

続ポイントとして運用されている。最近では、

I SP間の接続を基本的な目的とした商用 IX

（JPIXなど）や東京経由の必要のないトラフィッ

クの低減を目的とした地域 IXなどが設置され、

NSPIXP以外の IXが運用され始めている。

商用 IXは、WIDEプロジェクトが運営する

NSPIXPが基本的にはネットワーク間の相互接続

実験を目的とした IXであったことから、急速に

増加するインターネットタラフィックに確実に対

応するとともに信頼性の高い相互接続環境を提供

し、日本におけるインターネットを安定的にかつ

効率的に発展を図ることを目的としたものである。

これに対して、地域 IXは、無駄なトラフィック

を東京経由にさせないことやインターネットトラ

フィックの東京一極集中を避けることによりレス

ポンスの向上、NSPIXPでの災害や事故発生によ

る運用停止時のネットワーク制御、そして、今後

増加が予測される地域内トラフィックの円滑化、

等々を目的として、地方におけるトラフィックの

地域分散化・階層化の実験とし設置が進められて

いる。

IXはインターネットの効率的・安定的な相互

接続に欠かせないものである。今後は、各 IX間

での役割分担や地域 IXとの関係、及び IXと ISP

間のコネクティビティ等の連携の確保が重要に

なってくる。IXそのものは、インターネットユー

ザとは直接関係ないが、IXで提供されるサービ

スや機能はそれに接続する ISPやインターネット

ユーザの満足度に大きく影響することから、イン

ターネット全体に与える影響は大きい。

６．４　JPIX

JPIXは、激増するインターネットトラフィッ

クに対処するため、情報通信関連社のコンソシア

ムの共同出資で設立された日本を代表する商用

IXである。国内だけでなく海外 ISPへの接続も

可能である、信頼性の高い高機能なサービスを提

供している。２４時間・３６５日のサポート体制を敷

いており、コロケーションも行っている。トラ

フィックの統計情報の提供、経路サーバやレジス

トリ、TPサーバの設置と公共データベースの接

続などの付加価値サービスも行っている。図２７に

JPIXの設備構成を示す。すでにサービスを開始

して、４年が過ぎたが、今後の課題としては、分

散 IX構想による全国均質なインターネット接続

環境（図２８参照）の提供、より安定した運用と高

信頼性の追及、更なる高速化への対応、目的別

IXへの対応などがあげられる。
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図２７ JPIXの設備構成

（a）東京メトロポリタンJPIX

図２８－１　分散IX構想による全国均質なインターネット接続
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７　ネットワーク及びハブシステムの今後の展望

これまで、電子政府を支えるネットワーク及び

ハブシステムについて述べてきた。今後、更に発

展していくであろう高度な情報化社会において、

電子政府のためにどのようなネットワークを構築

していく必要があるかについて述べ、本章を終え

ることにする。具体的な例として、通信会社であ

るKDDIを取り上げる［６］。

７．１　電子政府のためのネットワーク構築

� 高度情報化社会の到来

高度情報化社会と言われて既に久しくなるが、

最近では、「IT革命時代」という言葉で象徴され

るようになってきた。電子政府そのものは、IT

時代の情報通信を意識してでてきたものだが、電

子政府を実現・展開していくには、幾つかの課題

がある。

①電子政府の基盤となるネットワークインフラを

いかに安価に構築できるか。

②そのインフラを如何にユーザー（行政、地方自

治体、国民）に効率的に利用させることができ

るか。

③排他的でなく、国民誰でも自由に利用できるか。

④日常生活がいかに便利になり、役立つか。

以上は、当たり前といえば当たり前であるが、

重要な課題である。

さらに、先に述べたようにインターネットの普

及が、新しいメディア変革をもたらしており、こ

れまでのテレビ映像による放送ばかりでなく、イ

ンターネット上の放送やCM配信がビジネス分野

のみならず、電子政府においても重要な役割を担
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（b）地域JPIXの展開

図２８－２　分散IX構想による全国均質なインターネット接続
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JPIX�
メトロポリタンJPIX

地域b JPIX

大阪 JPIX

名古屋 JPIX



うようになってくると予想される。加えて、端末

の高機能化、セキュリティ、社会への影響といっ

た観点からのネットワークを考えていく必要ある。

� 端末高機能化とネットワーク構造への影響

端末の小型化・高機能化が進むにつれて、すべ

ての機能がソフトウェア化されていくことになる。

現在でも携帯電話のベースバンド部分は、既に

DSP（Digital Signal Processor）を用いソフト

ウェアにより必要な機能が実現されている。また、

PDAなどの端末自体が、各種アプリケーション

を実現できる機能を搭載しており、音声認識、文

字認識、画像認識などのヒューマンインターフェ

ース部分もかなりインテリジェント化されつつあ

る。このようなソフトウェアを利用したマルチメ

ディア分野の技術も急速に進展しつつあり、ソフ

トウェアダウンロードによって端末装置の高機能

化・インテリジェント化が柔軟に図られるような

システムも研究されている。これに伴い、今後

ネットワークとの連携機能が注目される。バック

ボーン及びアクセス系のネットワーク制御部分に

ついても、ソフトウェア化してネットワークを柔

軟に拡張できるスケーラビリティのあるネット

ワークの導入が検討されている。

� セキュリティ

インターネット自体は大変便利であり、ECに

も応用されることから、今後の IT革命を推進す

る重要な基盤となるが、セキュリティの面では未

だ利用者の自衛に任されている。しかしながら、

今後、端末装置へのプログラム配信などにより

ネットワーク全体を制御するようなシステムの構

築が進めば、暗号化や認証などのセキュリティ対

策が不可欠となる。これについては、公開鍵基盤

（PKI：Public Key Infrastructure）などを実現

することが必要であり、公的認証機関（第３者機

関）を行政機関と協力して構築したり、産業促進

の上で標準化などを国家プロジェクトとして検討

していく必要がある。

� 社会的背景への対応

産業活性化としての IT革命の役割には、今後

の高齢化社会への対応もある。福祉自体も事業化

していく必要があり、情報通信産業の果たす役割

は大きい。

何故ならば、今後、増加していく郊外居住の老

齢者等への医療診断や在宅看護の提供を行ったり、

社会情報の提供、在宅での職業斡旋など、老齢者

でも社会貢献のできるやりがいのある地域社会作

りが必要だからである。このためには低コストの

情報通信インフラ整備を行うとともに高度なマル

チメディア技術を駆使して社会的にも産業的にも

役立つ新たな情報通信サービスを提供していく必

要がある。

７．２　KDDIにおけるネットワーク

� KDDIネットワークの現状

国内バックボーンネットワークについては、デ

ジタルマイクロ波回線・陸上光ファイバーケーブ

ル回線・海底光ファイバーケーブル回線により、

全国網を整備している。国際バックボーンネット

ワークについては、長距離光海底ケーブルを敷設

するとともに衛星通信回線により全世界に張り巡

らされたネットワークを構築している（図２９）。
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インターネット網（DION）については今後の

ブロードバンド化に対応していくこととしており、

「Mobile＆ IP」の一翼を担うこととなる。移動体

通信については、御存知のとおり、早くから品質

のよいCDMA技術を導入するとともに、PHSシ

ステムについても全国整備を完了した。今後

CDMA2000の1X・3XやHDR（High Data Rate）

の導入整備によりブロードバンドモバイルイン

ターネットサービスを展開することとしている。

� ユーザニーズに対応したネットワーク

ブロードバンド化の流れに対応するとともに

IT革命時代において新たな市場を開拓するため、

ブロードバンドアクセス網の構築や２０１５年には６０

兆円の市場になるともいわれる ITS（Intelligent

Transport System）等への対応を図ることとし

ている。特にコンテンツを中心としたビジネスが

中心に展開されることから、ソリューション事業

に対応できるプラットフォーム化も図っていくこ

とが重要である。

� 社会貢献としてのネットワーク

教育や医療などの事業に貢献できる低コストで

柔軟なネットワーク作りが今後必要であり、マル

チメディア分野での先端技術を提供して新たな社

会貢献を図っていくことになる（図３０）。

今後の未来を予見する技術動向としてはロボッ

ト技術との連携がある。特に、老齢化の進む近未

来社会において家庭内や地域コミュニティにおい

て介護ロボット等の果たす役割は少なからず大き

くなり、これらに対応した情報通信技術も必要に

なる。現状でも、ヒューマンインターフェース部

分はかなり発達してきていると考えられるので、

人間の会話を認識し、遠隔地と通信できるような

インテリジェント化されたロボット通信も遠い未

来には出現するのではないかと考えられる。
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図２９ KDDIブロードバンドネットワーク
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図３０ 遠隔医療と情報通信ネットワーク
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１　学会・大学・講演会等での発表

「インターネットとIT現状と活用」佐原市議会（１月１１日）

「地域経済見通し」郵政研究所セミナー（１月２２日）

「前島密・創業の精神」郵政大学校（１月２３日）

「郵便の顧客満足度調査」郵政研究所セミナー（２月１９日）

２　報告書等の発行

「IPTP トピックス｣（適宜）

「金融の新しい流れ」研究叢書

「金融変革の実証分析」研究叢書

「The Productivity Analysis of Postal Services（郵便事業の生産性分析）」ディスカッション

ペーパー

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）

「地域経済見通し」（１月）

�　新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「連結納税制度」かんぽ資金（１月号）

「９月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（１月号）

「郵政事業資金における地方債運用の現状と課題」通信文化新報

「多チャンネル時代の視聴者行動」情通ジャーナル（１月号）

「戦国・江戸初期の伝馬文書」郵政（１月号）

「馬が描かれている切手」逓信協会雑誌（１月号）

「社債のデフォルト」かんぽ資金（２月号）

「１０月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（２月号）

「第１７回コミュニケーション・フォーラムの開催概要」情通ジャーナル（２月号）

「切手に描かれた日本人」郵政（２月号）

「文書館・史料館めぐり」日本歴史２月号

郵政研究所通信



111 郵政研究所月報 ２００２．３

４　ていぱーくの特別展

・「おもしろ郵便の作り方」展（１月８日�～２月３日�）

・平成１４年NHK大河ドラマ特別展「利家とまつ～加賀百万石物語～」展

（２月９日�～２月２４日�）

・「第５１回年賀状版画・絵手紙コンクール」展（３月１日�～３月１０日�）

・沖縄ふるさと物産展（仮称）（３月１３日�～３月１５日�）

・春休みキッズカーニバル！「人形劇ファミリーフェスティバル」（３月２１日�～４月４日�）

５　その他

・「地方交付税制度に潜むインセンティブ効果」雑誌『フィンシャルレビュー』No．６１

◆　Opinion －読者の声－　◆

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

げていきます。宛て先は下記まで、所属先及び氏名を明記の上、お送り願います。

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

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

【御意見等の宛て先】

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

ＴＥＬ：０３－３２２４－７３１０ ＦＡＸ：０３－３２２４－７３８２

ＵＲＬ　http://www.iptp.go.jp/

Ｅ－ｍａｉｌ：www-admin@iptp.go.jp
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郵政研究所月報　平成１３年度総目次　（No.１５１（平成１３年４月号）～No.１６２（平成１４年３月号））

掲載号 タ　イ　ト　ル 執　筆　者

巻頭言

No.151 時代の要請－会計ディスクロージャーがも
たらすもの－

岩本　繁　　　朝日監査法人理事長

No.152 情報時代の学力 齊藤　忠夫　　中央大学教授

No.153 言葉は力、文字は魔力 福原　義春　　株式会社資生堂会長

No.154 富士山が泣いている 熊谷　智徳　　放送大学客員教授

No.155 技術の生みの親・育ての親 安田　靖彦　　早稲田大学理工学部教授

No.156 IT基本法を基礎として、「情報バリアフ
リー推進」の一層の強化を

清原　慶子　　東京工科大学教授

No.157 今必要な起業家育成 田中　　榮　　株式会社大和総研理事長

No.158 情報通信研究への課題と通信総合研究所へ
の期待

小舘香椎子　　日本女子大学理学部教授

No.159 震は亨る 尾崎　　護　　国民生活金融公庫総裁

No.160 個人が主役の市場と金融機関 首藤　　惠　　中央大学経済学部教授

No.161 企業的効率と経済的・社会的効率 藤井彌太郎　　帝京大学経済学部教授

No.162 女性の選択 松浦　克己　　横浜市立大学商学部教授

調査研究論文

No.151 消費者物価指数をめぐる議論について 荒田　健次　　第三経営経済研究部研究官

電子認証技術に関する動向調査 丸山　誠二　　通信経済研究部研究官（技
術開発研究担当）

No.152 ダイレクト・メール（DM）レスポンス率
調査

延原　泰生　　第一経営経済研究部研究官
松田　桃子　　第一経営経済研究部

No.153 通信と交通は代替的か？－「ITと都市」へ
のインプリケーション

今川　拓郎　　郵政研究所客員研究官（大
阪大学大学院国際公共政策
研究科助教授）

中国の郵便貯金－復活の背景と役割－ 唐　　　成　　筑波大学大学院博士課程社会
科学研究科経済学専攻
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No.154 財政投融資制度改革と郵便貯金の自主運用
－マクロ経済に与える効果と中立性－

井上　　徹　　郵政研究所特別研究官（横
浜国立大学国際社会科学研
究科助教授）

宮原　勝一　　郵政研究所客員研究官（青
山学院大学経済学部助教
授）

山中　　勉　　前第二経営経済研究部研究
官

神谷　　宏　　第二経営経済研究部研究官
松本由紀夫　　第二経営経済研究部研究官

No.155 多チャンネル時代の放送市場に関する調査
研究

土谷　純二　　通信経済研究部研究官

No.156 移動体通信の普及動向 中村　彰宏　　通信経済研究部研究官
吉田　　誠　　通信経済研究部研究官

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

細川東洋一　　通信経済研究部主任研究官
（技術開発研究担当）

北島　光泰　　通信経済研究部研究官
（技術開発研究担当）

No.157 長期金利の変動要因と推計について
若松　幸嗣　　前第三経営経済研究部主任

研究官

No.158 日米のコンピュータの価格指数について 西川　泰久　　前通信経済研究部長

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

芦原　一弥　　第二経営経済研究部研究官

No.159 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

中川　　豪　　第一経営経済研究部研究官

No.160 行政のスリム化・効率化と電子政府 谷口　洋志　　中央大学経済学部教授

No.161 地域区分局の郵便内務作業におけるレイア
ウトの近接性について

細川東洋一　　通信経済研究部主任研究官
（技術開発研究担当）

No.162 個人の宅配便発送方法と宅配業者選択理由 延原　泰生　　第一経営経済研究部研究官

視点

No.151 財政再建最優先でよいのか 田岡　文夫　　京都教育大学教授

No.152 第一ラウンドが終わったIT革命 田岡　文夫　　京都教育大学教授

No.153 印刷技術と社会 甘利　武司　　千葉大学教授

No.154 印刷技術と情報化社会 甘利　武司　　千葉大学教授

No.155 技術者教育に求められるもの 甘利　武司　　千葉大学教授
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No.156
「メタデータ・ネットワーク時代のセキュリ
ティと保護」�

安田　　浩　　東京大学国際・産学共同研
究センター教授

No.157
「メタデータ・ネットワーク時代のセキュリ
ティと保護」�

安田　　浩　　東京大学国際・産学共同研
究センター教授

No.158
「メタデータ・ネットワーク時代のセキュリ
ティと保護」�

安田　　浩　　東京大学国際・産学共同研
究センター教授

No.159 文明の利器と個人化の進展 中島　隆信　　慶應義塾大学商学部教授

No.160 社会システムとコスト負担 中島　隆信　　慶應義塾大学商学部教授

No.161 社会システムを変える力 中島　隆信　　慶應義塾大学商学部教授

No.162 長期資金が経済成長に果たす役割 福田　慎一　　東京大学大学院経済学研究
科教授

No.151 年齢別にみた金融機関の商品・サービス等
に対する意識・行動の違い
－平成１１年度「金融機関利用に関する意識
調査」より－

櫻井　正道　　第二経営経済研究部研究官

インターネットとプライバシー・個人情報
保護

大寺　廣幸　　郵政事業庁総括専門官

No.152 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－

北清　広樹　　第一経営経済研究部研究官

米国リテール金融における分権型の経営組
織

一木　美穂　　第二経営経済研究部主任研
究官

景気回復期における失業率高止りの要因 土屋　岳宏　　前第三経営経済研究部研究
官

事業体と環境施策:その動機づけと実施状況
大村　紋子　　通信経済研究部（技術開発

研究担当）

米国の周波数管理施策と周波数オーク
ション

大寺　廣幸　　郵政事業庁総括専門官

No.153 東京郵政局人事部システム「Manpower
Intelligence」について

岡崎　俊一　　東京郵政局人事部長
森田　則彦　　東京郵政局人事部管理課

トピックス

No.154 今後の家計貯蓄動向について 山本　一吉　　第二経営経済研究部主任研
究官

米国のクレジットカード・・・過去・現
在・未来

大寺　廣幸　　郵政事業庁総括専門官
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No.155 ネット通販の普及と郵便需要への影響
－ネット通販の普及により通販カタログ、DM
はどうなるのか－

外薗　博文　　第一経営経済研究部研究官

実物資産を中心とした家計資産の動向
－平成１１年「全国消費者実態調査」から－

浅野　文昭　　前第二経営経済研究部長

行政と住民等との合意形成の手法（パブ
リックインボルブメント）

渡邉　　満　　前第三経営経済研究部研究
官

縦型道順組立棚に関する研究
細川東洋一　　通信経済研究部主任研究官

（技術開発研究担当）

USPSの戦略５ヵ年計画の概要について
鶴田　信夫　　前通信経済研究部主任研究

官

米国の情報バリアフリーへの取組み（障害
者と情報通信）

大寺　廣幸　　前郵政事業庁総括専門官

「田園情報社会」～基本構想と実現に向け
た提言～� 構想の背景

林　　志行　　日本総合研究所主任研究員

No.156 「パラサイト・シングル」の実態に迫る 加藤　美和　　前第二経営経済研究部研究
官

事前承諾なしにやってくる電子メール、米
国の規制の現状について

大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

「田園情報社会」～基本構想と実現に向け
た提言～� 基本モデル

林　　志行　　日本総合研究所主任研究員

No.157 最近の住宅ローンの動向－民間金融機関の
貸出と高齢社会に向けたローンの普及－

神谷　　宏　　第二経営経済研究部研究官

通信・電力・行政などの重要インフラに対
するサイバー攻撃への米国の防衛

大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

「田園情報社会」～基本構想と実現に向け
た提言～� 施策の検討

林　　志行　　日本総合研究所主任研究員

No.158 米国世帯における郵便利用
～The Household Diary Study から～

濱　　俊之　　第一経営経済研究部長

地方分権に対応した地方税のあり方 山下　耕治　　第二経営経済研究部研究官

物販ネットビジネスの経営課題について 北村　雅彦　　通信経済研究部主任研究官
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日本及びアメリカ合衆国における経済金融
状況－比較分析による研究－

ラマ･V･チャンドラン教授（ニューヨーク
大学スターンスクール・オ
ブ・ビジネス、日米経営経
済研究センター副所長）

研究交流課

米国におけるインターネットと遠隔教育、著
作権

大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

「田園情報社会」～基本構想と実現に向け
た提言～� 構想の実現に向けて

林　　志行　　日本総合研究所主任研究員

No.159 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～

大村　紋子　　通信経済研究部研究官（技
術開発研究担当）

情報保護法制の理論 川村　一郎　　前研究交流課長

米国の健康（医療）保険の歴史と現
状・・・管理医療、HMOを中心に

大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

No.160 中小企業に対する米国の研究開発政策 大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

No.161 郵便のユニバーサルサービス・コスト：考
え方と諸外国の計測

丸山　昭治　　第一経営経済研究部主任研
究官

米国の地域経済発展・・・１９９０年代の史上
最長の好景気の原動力

大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

No.162 インターネット・バンキングについて
－アンケート調査に見る利用動向と課題

一木　美穂　　第二経営経済研究部主任研
究官

生命保険と損害保険の融合化と今後の課題
町田　七重　　第二経営経済研究部研究官

郵便要素技術研究
内田　英夫　　元通信経済研究部（技術開

発担当）

都市中心市街地・農村過疎地域の再生の取
組み・・・米国９０年代の政策展開

大寺　廣幸　　沖縄総合通信事務所長

ていぱーく　所蔵資料紹介

No.151 25 前島密（写真）

No.152 26 杉浦譲（写真）

第１７回コミュニケーション・フォーラムの
開催について

山口智音夫　　財団法人情報通信学会事務
局長

No.153 27 世界最初の切手

No.154 28 創業期の郵便行李

No.155 29 原爆の悲惨さをいち早く伝えた「はがき」
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No.156 30 創業期の集配用かばん

No.157 31 創業期の郵便為替証書

No.158 32 郵便旗

No.159 33 日本最初の地下鉄道

No.160 34 絵入り年賀葉書原画　山口華楊「鳴鶴」

No.161 35 創業期の保険証書

No.162 36 正院本省郵便決議簿

表紙　（初代広重「東海道五十三次（保永堂版）」より）

No.151 東海道五拾三次之内三島【朝霧】

No.152 東海道五拾三次之内沼津【黄昏図】

No.153 東海道五拾三次之内原【朝之富士】

No.154 東海道五拾三次之内吉原【東富士】

No.155 東海道五拾三次之内蒲原【夜之雪】

No.156 東海道五拾三次之内由井【薩 嶺】

No.157 東海道五拾三次之内興津【興津川】

No.158 東海道五拾三次之内江尻【三保遠望】

No.159 東海道五拾三次之内府中【安倍川】

No.160 東海道五拾三次之内鞠子【名物茶屋】

No.161 東海道五拾三次之内岡部【宇津之山】

No.162 東海道五拾三次之内藤枝【人馬継立】

その他

No.151 ＜特別寄稿＞

EU電気通信における競争法の適用 佐々木　勉　　情報通信総合研究所嘱託

No.153 ＜特集＞

1996年情報通信法の立法過程
平成13年版地方財政の状況（地方財政白書）
について
郵政研究所第13回国際コンファレンス開催
模様

廣瀬　淳子　　国立国会図書館
今泉　道紀　　総務省自治行政局

田畑　　浩　　研究交流課係長兼研究官

No.154 ＜特別寄稿＞
家計の金融機関選択理由に関する実証分
析：銀行破綻の影響の検証

奥井めぐみ　　金沢学院大学経営情報学部
助教授
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No.157 ＜特集＞
平成１３年版情報通信白書特集
平成１３年版情報通信白書の概要
白書は情報の宝庫。願わくば、ストック情
報をより大切に。
論争の掲載を求む
平成１３年版情報通信白書第１章「特集：加
速するIT革命」について

総務省情報通信政策局総合政策課

林　紘一郎　　慶應義塾大学教授

田中　辰雄　　慶應義塾大学助教授　
佐々木秀智　　明治大学法学部専任講師

No.159 ＜特集＞
日本経済中期見通し　－サマリー版－
＜特別寄稿＞
郵政事業資金における地方債運用の現状と
課題

第三経営経済研究部

跡田　直澄　　大阪大学大学院国際公共政
策研究科教授

No.160 ＜特集＞
日本経済中期見通し　－詳細版－　 第三経営経済研究部

No.161 ＜特集＞
地域経済見通し
＜特別寄稿＞
ニュージーランドの構造改革－種々の論点
とその結果
＜シリーズ「電子政府を支える情報通信基
盤技術」（第２回）＞
ネットワークとハブシステム（前編）

第三経営経済研究部

ジェーン・ケルシー　　オークランド大学
法学部教授

村上　仁己　　KDDI株式会社執行役員
技術開発副本部長

No.162 ＜特別寄稿＞
アクセス料金：OECDの理論と政策（上）
＜シリーズ「電子政府を支える情報通信基
盤技術」（第３回）＞
ネットワークとハブシステム（前編）

山本　哲三　　早稲田大学商学部教授

村上　仁己　　KDDI株式会社執行役員
技術開発副本部長



とうとう花粉症の季節がやってきました。今年は昨年の夏が暑かったせいか花粉の

量が多いそうです。私はまだ世間で「花粉症」という言葉があまり認知されていな

かった頃から症状が出始め、毎年春の季節はハンカチなしでは生活できない状態でし

た。しかしながら、東京に転勤してからはほとんどその症状が出なくなり、環境が変

わったら治るのかな、いやもともと花粉症であったのだろうか？と思ったりする今日

この頃です。

「郵政研究所月報」では、読者の皆様からのご意見・ご感想等を募集しております。

詳しくは「郵政研究所通信Opinion－読者の声－」をご覧下さい。

送付先住所の変更等ございましたら、お手数ですがご連絡お願い致します。Eメール

アドレス、FAX番号は次のとおりです。

Ｅ-mail  www-admin@iptp.go.jp FAX ０３－３２２４－７３８２

郵政研究所では、研究の成果を随時インターネットで公開しています。どうぞご覧

下さい。

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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