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初代逓信大臣　榎本武揚（写真）

榎本武揚は、長崎海軍伝習所で学んだ後、オラ

ンダに留学しました。帰国後新政府軍に開陽丸の

引き渡しを拒み、函館の五稜郭にたてこもったこ

とは、ご存じの方も多いと思います。榎本が持ち

帰ったディニェ印字電信機は以前この欄でご紹介

しました。

明治１８年１２月に逓信省が創設されると、初代逓

信大臣に任命され、同２２年３月まで務めました。

下野していた前島密がこの時逓信次官を引き受け

たのは、同じ幕臣の榎本の依頼であったからでし

た。

（錦絵／資料解説：附属資料館　井上卓朗）

東海道五十三次之内　嶋田　大井川駿岸

川幅が広く東海道随一の難所とされる大井川の川越しの様子が俯
ふ

瞰
かん

的に描かれています。この川は

駿河、遠江の境となっており、この絵は駿河側の渡し場のようです。大名行列の一行やその後ろには一

般の旅人が川越しの順番を待っています。

右側に見える土手状のものは、急流を緩やかにするためのもので、牛
うし

と呼ばれる合掌木に石をつめた

蛇籠
じやかご

をのせる枠入れという古来の工法で作られています。

ていぱーく所蔵資料紹介�

ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版�）
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平成１２年度の日本経済学会大会において、大阪大学社会経済研究所教授チャール

ズ・ユウジ・ホリオカ氏の日本人の貯蓄行動に関する一連の実証研究に日本経済学会

中原賞が授与された。この研究のかなりの部分は郵政研究所第二経営経済研究部との

共同作業によって実施されたことから、研究所に携わるものとして喜びを禁じえない。

同研究は、経済理論に基づいたライフ・サイクル・モデルを計測した上で、日本人の

貯蓄行動についての適切な状況判断を行っている。特に従来から問題点として指摘さ

れていたライフ・サイクル仮説の日本の家計への適用可能性を、｢遺産動機｣の効果と

関連付けて明らかにしたことは、わが国の貯蓄行動を説明する上で極めて大きな貢献

といってよい。

これらの貢献がホリオカ教授の優れた洞察力と、共同研究の組織能力に多くを負っ

ていることはいうまでもない。同時にこの研究で利用された『家計における金融資産

選択等に関する調査』の役割にも注目する必要がある。この調査は郵政研究所が企画

し、民間調査会社が調査結果を作成するという委託事業の形で実施されているもので

あり、昭和６３年度以降２年毎に６０００前後の標本数で実施されてきている。調査名から

推測されるように金融資産、実物資産、借入金は当然調査の対象となるが、これに加

えてマイホームの取得計画、老後の生活、遺産相続に関する意識についての複数の調

査項目が含まれている点に特徴がある。一連の研究では、遺産動機の有無、遺産の配

分方法の考え方、遺産予定額等でデータをコントロールして分析した結果、日本の家

計にもライフ・サイクル仮説が妥当することが明らかにされている。

この経験は今後の計量経済学的分析に多くの示唆を与えている。経済行動を詳細に

分析するには、多数の個別情報が必要となる。このことはわが国でも強く意識されて

おり、政府が実施した調査の個票を「目的外使用」の許可をえて実施した研究も数多

く発表されてきている。統計実施部局においても統計調査個票の無記名化を前提とし

た情報提供の可能性等の研究が行われてきている。しかし、既存の統計調査では分析

に必要なすべての項目が含まれているとは限らない。事実今回の研究で重要な役割を

果たした遺産動機についての詳細な調査項目は、既存の貯蓄行動の調査には含まれて

計量経済学的実証分析の発展

郵政研究所長　　溝口　敏行

巻 頭 言
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いない。このことは、精密な実証分析には分析目的に応じて設計された調査が不可欠

であることを教えている。

今回受賞の研究が極めて優れたものであることはすでに述べたが、なお残された問

題がある。この研究で利用された情報は、世帯間の貯蓄行動の相違であり、これを利

用して個々の世帯の時間的行動を類推している。この推論を補強するには個々の世帯

の時間的変化を追跡することが考えられる。この種の調査は「パネル統計調査」と呼

ばれ、近年関心が高まっている。家計経済研究所による「消費者パネル調査」の継続

実施が、平成１２年度の日本統計協会賞の対象となったのも、このような理由に基づい

ている。

独自に企画された統計調査やパネル調査の実施にはかなりの費用が必要になる。従

来多額の研究費が必要な自然科学分野に対して、社会科学の研究は「紙と鉛筆」で可

能であるとの認識があった。コンピュータ等の導入もあって、この偏見は多少改善さ

れてはいるものの、基本的にはこの考え方に変化はないといってよい。しかし、ホリ

オカ教授の研究成果から、社会科学の基礎研究においても適度の研究費が不可欠とな

りつつあることを読み取ることが必要である。



はじめに

人々は遺産動機を持っているのか。また、遺産

動機を持っているとしたら、どのような遺産動機

を持っており、それが彼ら自身及び彼らの子の行

動にどう影響するのか。これらの質問はいずれも

重要な質問であり、答えを示すことによって�現

実にどの家計行動のモデルが成り立っているのか、

�減税政策が有効なのか否か、�資産格差がどの

程度代々引き継がれるのかを明らかにすることが

できる。

本稿では、総務省郵政研究所が実施しているア

ンケート調査からの個票データを用いて、日本

（アメリカ）における遺産動機の重要度、性質お

よび親子の行動に与える影響について吟味する。

遺産動機に関する先行研究はいくつかあるが、ほ

とんどの場合、遺産動機に関する直接的な情報が

ないため、何らかの代理変数を用いている。例え

ば、Hurd（１９８７）は健在な子の有無、Dekle

（１９９０）は健在な子の数を遺産動機の代理変数と
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日本人の遺産動機の重要度・性質・影響について

前特別研究官（大阪大学社会経済研究所教授） チャールズ・ユウジ・ホリオカ
第二経営経済研究部研究官　　山下　耕治

前第二経営経済研究部研究官（埼玉大学経済学部専任講師） 西川　雅史
元第二経営経済研究部　　岩本　志保

調査研究論文

本稿では、総務省郵政研究所が実施しているアンケート調査からの個票データを用いて、

日本（アメリカ）における遺産動機の重要度、性質および親子の行動に与える影響につい

て吟味する。本稿の主な結論を述べると、日本では遺産動機は絶対的にもアメリカに比べ

ても弱く、遺産の大半は死亡時期の不確実性から来る意図せざる遺産であるか、老後にお

ける子の世話・介護や子からの経済的援助に対する見返りである。また、日本では高齢者

のかなりの割合は貯蓄を取り崩しており、取り崩し率はライフ・サイクル・モデルとほぼ

整合的であり、遺産の予定額は高齢者の貯蓄の取り崩し率を引き下げる方向に働く。さら

に、親の遺産動機・遺産の分配方法は子の同居・介護・援助行動に影響し、親と同様、子

も利己的であるようである。したがって、われわれの分析結果は、ライフ・サイクル・モ

デルの適合度が日本で極めて高く、その適合度がアメリカの場合よりも日本の場合のほう

がはるかに高いことを示唆する。

［要約］

キーワード

遺産動機、貯蓄の取り崩し率、ライフサイクルモデル、利他主義モデル、王朝モデル



して用いている。幸い、本稿で用いている調査で

は、相続経験・予定の有無、受け取った遺産の額、

受け取る予定の遺産の額、遺産動機の有無・性質、

遺産の分配方法、遺産の予定額などについて直接

聞いているので、代理変数を用いる必要はない。

本稿の構成は以下のとおりである。第１節では、

３つの家計行動の理論モデルについて概観し、そ

れぞれのモデルの遺産動機および遺産の分配方法

に対するインプリケーションを示す。第２節では、

本稿で用いたデータについて述べ、第３節では、

遺産動機の強さに関する様々なデータを示し、第

４節では遺産動機および遺産の分配方法に対する

考え方に関するデータを示し、第５節では、遺産

動機の高齢者の貯蓄の取り崩し行動に与える影響

について吟味し、第６節では遺産動機の子の同居、

介護、援助行動に与える影響について吟味する。

最後に、第７節で結論を述べる。

本稿の主な結論のみを先に述べると、日本では

遺産動機が、絶対的にもまたアメリカに比べても

弱く、遺産の大半は死亡時期の不確実性から来る

意図せざる遺産であるか、老後における子の世

話・介護や子からの経済的援助に対する見返りで

ある。また、日本では高齢者のかなりの割合は貯

蓄を取り崩しており、取り崩し率はライフ・サイ

クル・モデルとほぼ整合的であり、遺産の予定額

は高齢者の貯蓄の取り崩し率を有意に引き下げる。

さらに、親の遺産動機・遺産の分配方法は子の同

居・介護・援助行動に影響し、親と同様、子も利

己的であるようである。したがって、われわれの

分析結果は、利己主義を前提とするライフ・サイ

クル・モデルの適合度が日本で極めて高く、その

適合度はアメリカの場合よりも日本の場合のほう

がはるかに高いことを示唆する。

１　理論的考察

本節では、各家計行動の理論モデルについて概

観し、これらのモデルが遺産動機および遺産の分

配方法について異なったインプリケーションを持

つことを示す（詳細については、Horioka（２００２）、

ホリオカ（２００２）参照）。

家計行動を捉えようとする理論モデルは少なく

とも三つある。

� ライフ・サイクル・モデル（life cycle model）。

Modigliani and Brumberg（１９５４）などが提唱し

たライフ・サイクル・モデルは人々が利己的であ

り、子に対する愛情は抱いていないと仮定してい

る。したがって、ライフ・サイクル・モデルが成

り立っていれば、人々は遺産をまったく残さない

か、死亡時期の不確実性から生じる意図せざる遺

産（つまり、予想以上に早く亡くなったときに残

る遺産）のみを残すか、利己的な遺産動機（たと

えば、老後の面倒をみてもらった見返りとして遺

産を残すBernheim, Shleifer, and Summers

（１９８５）流の「戦略的遺産動機」または老後の生

活費に対する援助の見返りとして遺産を残す

Kotlikoff and Spivak（１９８１）流の「家族内の暗

黙的年金契約」）から生じる遺産のみを残すはず

である。また、遺産の分配方法についていえば、

老後の面倒をみてくれた子または老後の生活費に

対する援助をしてくれた子にすべての財産を残す

はずである。

� 利他主義モデル（altruism model）。Barro

（１９７４）およびBecker（１９７４，１９８１）が提唱した

利他主義モデルによれば、人々は自分の子に対し

て（世代間の）利他主義（愛情）を抱いており、

その世代間の利他主義から子に遺産を残す。した

がって、利他主義モデルが成り立っていれば、

人々は何の見返りもなくても遺産を残すはずであ

り、所得獲得能力の少ない子、病弱な子により多

く残すはずである。
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� 王朝モデル（dynasty model）。王朝モデル

によれば、人々は家または家業の存続を望んでお

り、その目的を達成するために遺産を残す。した

がって、王朝モデルが成り立っていれば、人々は

遺産を残すはずであり、家または家業を継いでく

れた子にすべての財産を残すはずである１）。

したがって、それぞれの家計行動のモデルは、

遺産動機および遺産の分配方法について異なった

インプリケーションを持っており、人々の遺産動

機および遺産の分配方法についてみることによっ

て、どの家計行動のモデルが成り立っているかが

わかる。

Barro（１９７４）、Becker（１９７４，１９８１）、Weil

（１９８９）などが指摘しているとおり、各家計行動

のモデルは相反する政策的インプリケーションを

持つ（詳細については、Horioka（２００２）、ホリオ

カ（２００２）参照）。たとえば、ライフ・サイク

ル・モデルまたは王朝モデルが成り立っていれば、

減税政策は景気刺激策として有効なはずであるの

に対し、利他主義モデルが成り立っていれば、減

税政策は全く無効なはずである。また、ライフ・

サイクル・モデルが成り立っており、遺産が全く

残されなかったり、老後の世話・援助に対する見

返りとして残されていれば、資産格差が代々引き

継がれる恐れはそれほどないが、利他主義モデル

が成り立っており、遺産が見返りもなく残されて

いるのであれば、資産格差が代々引き継がれる恐

れがある。したがって、経済学者のみならず、政

策担当者もわれわれの分析に興味を持つべきであ

る。

２　データの出所について

本節では、本稿で用いたデータについて述べる。

本稿で用いたのは、総務省（旧郵政省）郵政研究

所が１９９６年に実施した「貯蓄に関する日米比較調

査」（以下、「日米調査」と略す）と同機関が１９８８

年以来２年に１回実施している「家計における金

融資産選択に関する調査」からの個票データであ

る。前者は、ほぼ同時期にアメリカおよび日本で

実施され、両国で全く同じ調査票が用いられた。

しかも、調査項目は多岐にわたり、人々の貯蓄、

遺産などに関する行動および意識について調査し

ている。したがって、いくつかの意味で大変ユ

ニークな調査である。両国とも、標本世帯数は約

２，０００世帯であり、調査対象は世帯主が２０歳以上

の世帯（単身世帯を含む）であった。

アメリカの調査はNational Family Opinion

という民間の調査会社に委託され、１９９６年２月９

日と３月６日の間に実施された。調査地域は、ア

ラスカとハワイを除く全米４８州およびワシントン

D.C.の都市であり、２２００の標本世帯は、上述の調

査会社のNational Household Panelと題する既存

のパネルにすでに参加している４万世帯のなかか

ら全人口を代表するサンプルになるよう抽出され

た。調査方法は郵送法であり、催促は１回行なわ

れた。１５０８サンプルが回収され、回収率は６８．５％

であった。

日本の調査は社団法人日本リサーチ総合研究所

に委託され、１９９６年１月３１日から２月１６日の間に

実施された。調査地域は、全国の人口１００万人以

上の大都市３都市、人口５０万人から６０万人の中都

市５都市、人口２０万人以下の小都市４都市であり、

１８００の標本世帯は、これらの都市から層化多段無

作為抽出法によって抽出された。調査方法は訪問
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１）ちなみに、王朝モデルはWeil（１９８９）が提唱したモデルの一つの変形である。Weil（１９８９）のモデルは、世代間移転を通
じて既存の王朝とつながっていない新しい王朝が継続的に出現すると仮定しているが、王朝モデルでは、家または家業を継が
ず、遺産をいっさいもらわない子がその役割を果たしている。



留置、訪問回収法であった。１２４３サンプルが回収

され、回収率は６９．１％であった。

「家計における金融資産選択に関する調査」は、

１９８８年以来、２年に１回、総務省（旧郵政省）郵

政研究所が実施しており、本稿では１９９６年調査と

１９９８年調査からのデータを用いた。いずれの調査

の場合も調査地域は全国、標本抽出法は層化多段

無作為抽出法、調査法は留置面接法であった。こ

の調査は、金融資産選択・保有、実物資産の保有、

マイホーム取得、借入金の保有、老後の生活、遺

産相続などに関する意識と現状について調査して

いる。遺産動機、遺産の分配方法に対する考え方、

予定遺産額などについて調査している点でユニー

クかつ遺産動機の分析に非常に適した調査である。

１９９６年調査は１９９６年１１月２２日から１２月６日の間

�日本リサーチセンターに委託されて実施された。

調査対象は世帯主が２０歳以上の世帯（単身世帯を

含む）、面接対象は世帯主またはその配偶者であ

った。標本世帯数は６，０００世帯（高齢者の加重サ

ンプルを含めば６，５００世帯）、回収世帯数は３，６９５

世帯（同３，９４２世帯）、回収率は６１．６％（同６０．６％）

であった。

１９９８年調査は１９９８年１１月２４日から１２月７日の間

新情報センターに委託されて実施された。調査対

象は世帯主が２０歳以上８０歳未満である世帯（単身

世帯を含む）、面接対象は世帯主またはその配偶

者であった。標本世帯数は６，０００世帯、回収世帯

数は３，７５４世帯、回収率は６２．６％であった。

３　遺産動機の強さに関するデータ

本節では、遺産動機の強さに関する様々なデー

タを示す。まず第３．１節では、遺産を貰った人の

割合に関するデータ、第３．２節では、遺産を残す

予定のある人の割合に関するデータ、第３．３節で

は、遺産額の家計資産に占める割合に関するデー

タを示す。

３．１　遺産を受け取ったまたは将来貰えると思っ

ている人の割合に関するデータ

本節では、遺産を受け取ったまたは将来貰える

と思っている人の割合に関するデータを示す。表

１からわかるように、アメリカでは回答者の

２８．６７％が過去に親から遺産を受け取っており、

２８．４０％が将来親から遺産を貰えると思っており、

４８．８８％が過去に親から遺産を受け取ったか、将

来親から遺産を貰えると思っているのに対し、こ

れらの割合は、日本ではそれぞれ２２．３５％から

２５．３６％、１４．３５％から２２．１０％、３７．６３％から

４０．１８％であり、アメリカよりもかなり低い。

従って、これらのデータから判断する限り、日本

では遺産動機はアメリカよりもかなり弱く、過去

に親から遺産を受け取ったまたは将来親から遺産

を貰えると思っている人の割合は４割に過ぎない。
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３．２　遺産を残す予定のある人の割合に関する

データ

本節では、遺産を残す予定のある人の割合に関

するデータを示す。表２からわかるように、アメ

リカでは子のいる回答者の４５．９２％が遺産を残す

努力をしたいと考えているのに対し、日本ではこ

の割合は２５．７２％から２８．１８％であり、アメリカ

の半分強に過ぎない。一方、アメリカでは、子の

いる回答者のわずか２．９４％しか遺産を残す必要が

ないと考えているのに対し、日本では、この割合

は４．１８％から２４．９３％にも及ぶ２）。従って、これ

らのデータから判断する限り、日本では、遺産動

機はアメリカよりもはるかに弱い。
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表１：遺産を受け取った回答者、遺産を貰えると思っている回答者の割合

表２：遺産を残す予定のある回答者の割合

備考：分母は子のいる回答者。

貯蓄に関する日米比較調査
（1996年）

家計における金融資産選択に
関するアンケート調査（日本）

アメリカ 日本 1996年 1998年

過去に親から遺産を受け取った回
答者の割合 28.67 22.35 24.16 25.36

将来親から遺産が貰えると思って
いる回答者の割合 28.40 22.10 15.98 14.35

過去に遺産を受け取ったか、将来
親から遺産を貰えると思っている
回答者の割合 48.88 40.18 40.14 37.63

標本数 1,479 1,217 2,646 3,367

２）「日米調査」の日本に関する結果と「家計における金融資産選択に関する調査」の結果との間の違いの理由については、
Horioka（２００２）、ホリオカ（２００２）参照。

貯蓄に関する日米比較調査
（1996年）

家計における金融資産選択に
関するアンケート調査（日本）

アメリカ 日本 1996年 1998年

遺産を残す予定 45.92 25.72 28.18 26.19

遺産を積極的に残すつもりはない
が、あまった場合には残す 51.14 70.10 50.64 47.29

その他 1.89 1.58

遺産は残す必要はない 2.94 4.18 19.29 24.93

合計 100.00 100.00 100.00 100.00

標本数 1,054 933 3,126 3,157



３．３　遺産額の家計資産に占める割合に関する

データ

第３．１節、第３．２節では、過去に遺産を受け

取った、将来貰えると思っているまたは残す予定

のある人の割合に関するデータを吟味したが、過

去に遺産を受け取った、将来貰えると思っている

または残す予定のある人の割合は遺産の重要度の

尺度としては不完全である。なぜならば、遺産を

過去に受け取った、将来貰えると思っているまた

は残す予定のある人の割合が高くても、遺産額が

小さければ、遺産が重要であるとは言えず、逆に、

遺産を過去に受け取った、将来貰えると思ってい

るまたは残す予定のある人の割合が低くても、遺

産額が大きければ、遺産が重要ではないとは言え

ない。そこで、本節では、日本人の遺産の量的重

要度について吟味する。まず、第３．３．１節では過

去に受け取った遺産の家計資産に占める割合に関

するデータを示し、次いで第３．３．２節では残す予

定の遺産の家計資産に占める割合に関するデータ

を示す。回答者が過去に受け取った遺産、残す予

定の遺産の金額について直接聞いている調査はほ

とんどないため、先行研究は様々な工夫を凝らし

ている。例えば、Hayashi（１９８６）、Dekle（１９８９）

とCampbell（１９９７）はライフ・サイクル資産を

推計し、家計資産からライフ・サイクル資産を差

し引くことによって遺産額を推計しており、

Barthold and Ito（１９９２）は相続税統計から課税

対象となっている遺産の額を逆算しており、下野

（１９９１）はシミュレーション分析を行っており、

Shimono, Otsuki, and Ishikawa（１９９９）は、５０歳

以上の男性が直ちに死亡すると仮定して遺産割合

を推計している３）。これらの方法を用いるために

は多くの仮定を置くことが必要であり、遺産額に

関する直接的な情報があった方が正確な推計がで

きる。幸い、ここで用いた調査では、回答者が過

去に受け取った遺産の額についても残す予定の遺

産の額についても直接聞いている。

３．３．１　過去に受け取った（将来受け取る予定の）

遺産の金額と家計資産に占める割合に関

するデータ

まず、過去に受け取った遺産および将来受け取

る予定の遺産の金額と正味資産に占める割合に関

するデータを示す。表３－１からわかるように、

１９９６年の「家計における金融資産選択に関する調

査」によると、日本では過去に遺産を受け取った

人の平均遺産額は４２３４．５万円、全世帯の平均遺産

額は９１２．７万円、（全世帯の平均正味資産は３８１９．５

万円であるため）過去に受け取った遺産の正味資

産に占める割合は２３．８９％である。なお、将来、

遺産を受け取る予定の人の平均遺産額は３２１１．４万

円、全世帯の平均遺産額は６３３．８万円、将来受け

取る予定の遺産額の正味資産に占める割合は

１６．５９％である。最後に、過去に受け取った遺産

と将来受け取る予定の遺産の合計は１５４６．５万円

であり、それの正味資産に占める割合は４０．４９％

である。

調査票では受け取った遺産の現在価値を書くよ

う指示しており、回答者がこの指示に従って回答

していれば問題はないが、誤って遺産を受け取っ

た時の価値を書いていれば、遺産額および遺産割

合が過小に評価されてしまう。
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３）高山・有田（１９９６）はわれわれと同じ「家計における金融資産選択に関する調査」からのデータを用いて遺産割合を推計し
ているが、より古い１９９２年調査からのデータを用いている。



３．３．２　残す予定の遺産の家計資産に占める割合

に関するデータ

次に、残す予定の遺産の家計資産に占める割合

に関するデータを示す。同じ１９９６年の「金融資産

選択に関する調査」では、子に残す予定の遺産の

金額について聞いているが、回答者は死亡時の価

値を記入していると考えられ、家計資産に占める

割合を計算する前に現在価値に変換する必要があ

る。人々が将来の利子率についてどう考えている

かはわからないので、５つのケース（すなわち、

利子率が０％、０．５％、１％、２％、３％である

と仮定したケース）について推計を行った。結果

は表３－２に示されているが、この表からわかる

ように、利子率に対する仮定が結果を大きく左右

させる。利子率が０％だと仮定したケースでは、

残す予定の遺産額の全世帯平均は３２９８．８万円、正

味資産に占める割合は８６．３７％にも上る。ところ

が、利子率が２％だと仮定したケースでは、残す

予定の遺産額の全世帯平均は２１８７．４万円、正味資

産に占める割合は４４．７３％にしかならず、過去に

受け取った遺産の割合と驚くほど整合的である。
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表３－１：受け取った遺産、受け取る予定の遺産の額

遺産額（万円） 遺産額の正味資産に占める割合

遺産を受け取った回答者の受け取った遺産
の平均値

4,234.47

遺産を受け取った回答者の割合 21.55

全回答者の受け取った遺産の平均値 912.67 23.89

遺産を受け取る予定の回答者の受け取る予
定の遺産の平均値

3,211.39

遺産を受け取る予定の回答者の割合 19.74

全回答者の受け取る予定の遺産の平均値 633.83 16.59

全回答者の受け取った遺産と受け取る予定
の遺産の合計額

1,546.49 40.49

正味資産（期首） 3,819.50

表３－２：遺産予定額

利子率

0% 0.5% 1% 2% 3%

� 遺産を残す予定の回答者の平均遺産予定額（万円） 4223.95 3560.61 3014.38 2187.37 1612.21

� �の正味資産に占める割合 110.59 93.22 78.92 57.27 42.21

� 遺産を残す予定の回答者の割合 78.10 78.10 78.10 78.10 78.10

� 全回答者の平均遺産予定額（万円） 3298.81 2780.76 2354.16 1708.29 1259.10

� �の正味資産に占める割合 86.37 72.80 61.64 44.73 32.97

� 正味資産 3819.50 3819.50 3819.50 3819.50 3819.50



３．３．３　遺産割合に関する結論

日本では過去に受け取った遺産額が家計資産の

２割強を占めているという結果は、先行研究とお

おむね整合的である（文献サーベイについては、

Horioka（１９９０）参照）。Hayashi（１９８６）の９．６％

以上、Campbell（１９９７）のほぼゼロよりは高く、

Dekle（１９８９）の「遺産動機方式」による４８．７％

以下、下野（１９９１）の７１．３％、Shimono, Otsuki,

and Ishikawa（１９９９）の４１．６％から５７．４％より

は低いが、Dekle（１９８９）の「ライフサイクル貯

蓄方式」による３％から２７％、Barthold and Ito

（１９９２）の２７．８％から４１．４％以上、高山・有田

（１９９６）の３２．７％とほぼ同程度である。

Kotlikoff and Summers（１９８１）を除けば、ア

メリカにおける過去に受け取った遺産の割合を推

計した研究者はその割合が２０％以下であるという

結果を得ており、アメリカにおける遺産割合は日

本のそれと同程度であるようである（文献サーベ

イについては、Horioka（１９９３）参照）。つまり、

日本では遺産を過去に受け取った、将来貰えると

思っているまたは残す予定のある人の割合はアメ

リカよりも低いが、遺産割合はアメリカと同程度

である。それは、平均遺産額が日本の場合のほう

が高いからであると考えられる。

ただ、どの家計行動のモデルが現実に最も適合

しているかを明らかにするためには、遺産の量的

重要度よりは遺産動機および遺産の分配方法に対

する考え方のほうが重要であり、次節ではこれら

に関するデータを示す。

４　遺産動機及び遺産の分配方法に対する考え方

本節では、人々の遺産動機及び遺産の分配方法

に対する考え方に関するデータを示す。

４．１　遺産動機

「日米調査」および「家計における金融資産選

択に関する調査」では回答者の遺産動機について

調査している。一つの質問では、遺産についてど

ういった考え方を持っているかを聞いており、回

答者は以下の６つの考え方から１つだけ選択する

ことになっている：考え方１「遺産はいかなる場

合においても残す予定」、考え方２「遺産は子が

面倒を見てくれた場合に限って残す予定」、考え

方３「遺産は子が事業を継いでくれた場合に限っ

て残す予定」、考え方４「遺産を積極的に残すつ

もりはないが、余った場合には残す」、考え方５

「その他」、考え方６「遺産は残す必要はない」。

考え方２、４および６はライフ・サイクル・モデ

ルと整合的、考え方１は利他主義モデルと整合的、

考え方３は王朝モデルと整合的であり、考え方５

は分類不可能である。したがって、これらの考え

方のうち、どの考え方が最も支配的であるかをみ

ることによって、どの家計行動のモデルがもっと

も支配的であるかがわかる。

結果は表４－１に示されているが、この表から

わかるように、両国においてライフ・サイクル・

モデルと整合的である意図せざる遺産のみを残す

という考え方が支配的であり、アメリカでは回答

者の５１．１４％がこの考え方を持っているのに対し、

日本では回答者の４７．２９％から７０．１０％がこの考

え方を持っている。アメリカでは利他的な遺産動

機もほとんど同じぐらい重要であり、回答者の

４２．６０％がこの考え方を持っているのに対し、日

本ではこの考え方の重要度はアメリカよりもはる

かに低く、この考え方を持っている回答者の割合

は１９．２９％から１９．８９％に過ぎない。それに対し、

遺産動機を全く持っていない回答者の割合は日本

では４．１８％から２４．９３％であり４）、アメリカの場

合の値（２．９４％）よりもはるかに高く、同様に、

利己的な遺産動機を持っている回答者の割合は日

本では５．００％から６．７８％であり、アメリカの場合

の値（３．３２％）よりも高い。また、王朝的な遺産
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動機を持っている回答者の割合は、日本では

１．３０％から１．７３％に過ぎないのに対し、アメリカ

では不明である。

つまり、ライフ・サイクル・モデル、利他主義

モデル、王朝モデルと整合的な遺産動機を持って

いる回答者の割合は、日本ではそれぞれ７６．７１％

から８０．７１％、１９．２９％から１９．８９％、１．３０％か

ら１．７３％であるのに対し、アメリカではそれぞれ

５７．４０％、４２．６０％、不明である。したがって、

ライフ・サイクル・モデルが両国において支配的

であるが、その適合度はアメリカの場合よりも日

本の場合のほうがはるかに高く、逆に利他主義モ

デルの適合度は日本の場合よりもアメリカの場合

のほうがはるかに高いようである５）。

ただし、上述の結果はすべて回答者の割合に関

する結果であり、遺産額を一切考慮していない。

そこで、表４－２の右端の列には各遺産動機別の

ための遺産予定額の遺産予定額の総額に占める割

合が示されている。この表から分かるように、結

果は回答者の割合に関する結果とおおむね整合的

であるが、２つ大きな違いがある。第１に、ライ

フ・サイクル・モデルと整合的な考え方６（遺産

は残す必要はない）の場合は遺産予定額がゼロで

あるため、この考え方のウエイトがゼロになる。

第２に、利他主義モデルと整合的な考え方１（遺

産はいかなる場合においても残す予定）、王朝モ

デルと整合的な考え方３（遺産は子が事業を継い

でくれた場合に限って残す予定）の場合の遺産予

定額が最も大きいため、これらの考え方のウエイ

トが大幅に増える。その結果、ライフ・サイクル・

モデルと整合的な考え方のウエイトは６０．４０％に

減少し、利他主義モデル、王朝モデルと整合的な

考え方のウエイトはそれぞれ３５．３９％と２．８５％に

増加する。しかし、それでもライフ・サイクル・

モデルが支配的であるという結論は変わらない。
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４）「日米調査」の日本に関する結果と「家計における金融資産選択に関する調査」の結果との間の違いの理由については、
Horioka（２００２）、ホリオカ（２００２）参照。

５）同じデータを用いて遺産動機がどのように形成されるかを吟味した例として松浦・滋野（２００１）がある。

表４－１：遺産動機

備考：分母は子のいる回答者。

遺産動機

貯蓄に関する日米比較調査
（1996年）

家計における金融資産選択に関
するアンケート調査（日本）

アメリカ 日本 1996年 1998年

１．いかなる場合でも 42.60 19.29 19.67 19.89

２．面倒を見てくれた場合 3.32 6.43 6.78 5.00

３．事業を継いでくれた場合 na na 1.73 1.30

４．意図せざる遺産のみ 51.14 70.10 50.64 47.29

５．その他 na na 1.89 1.58

６．遺産動機なし 2.94 4.18 19.29 24.93

合計 100.00 100.00 100.00 100.00

標本数 1054 933 3126 3157



表４－２：遺産動機

備考：分母は子のいる回答者。

４．２　遺産の分配方法に対する考え方

「日米調査」および「家計における金融資産選

択に関する調査」では、回答者の遺産の分配方法

に対する考え方についても調査しており、回答者

は以下の６つの考え方から１つだけ選択すること

になっている。考え方１「均等に分ける」は厳密

に言えばどの家計行動のモデルとも整合的ではな

いが、子の所得獲得能力および消費のニーズがほ

ぼ同じであると仮定すれば、この考え方は利他主

義モデルと整合的である。また、考え方２「所得

の低い子に多く、もしくは全部残す」も利他主義

モデルと整合的である６）。一方、考え方３「面倒

をみてくれた子に多く、もしくは全部残す」はラ

イフ・サイクル・モデルと整合的であり７）、考え

方４「事業を継いでくれた子に多く、もしくは全

部残す」および考え方５「自分の面倒をみてくれ

なかったとしても、長男・長女に多く、もしくは

全部残す」は王朝モデルと整合的である（考え方

６「その他」はどのモデルと整合的であるかは判

別できない。）したがって、これらの考え方のう

ち、どの考え方が最も重要であるかを見ることに

よって、両国においてどの家計行動のモデルが成

り立っているかに関する新たな証拠が得られる。

結果は表５に示されているが、この表から分か

るように、どちらかといえば利他主義モデルと整

合的な考え方１は日本においてもアメリカにおい

ても最も支配的な考え方であるが、日本の場合よ

りもアメリカの場合のほうがはるかに重要である

（アメリカではこの考え方を持っている回答者の

割合は９６．２８％であるのに対し、日本ではその割

合は４８．７４％から５６．７２％（アメリカの約半分）

に過ぎない）。ただし、利他主義モデルと最も整

合的な考え方２はいずれの国においても全く重要

ではなく、その考え方を持っている回答者の割合

は、アメリカでは０．５５％、日本では１．０２％から

２．３６％に過ぎない。一方、ライフ・サイクル・モ

デルと整合的な考え方３は、アメリカではほとん

ど重要ではなく、その考え方を持っている回答者

の割合は３．３２％に過ぎないが、日本ではかなり重

要であり、その考え方を持っている回答者の割合
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遺産動機
遺産予定額
（万円）

回答者の割合
遺産予定額
（万円）

遺産予定額の総
額に占める割合

１．いかなる場合でも 6670.30 17.10 1140.82 35.39

２．面倒を見てくれた場合 3147.25 6.63 208.72 6.47

３．事業を継いでくれた場合 7516.67 1.22 91.83 2.85

４．意図せざる遺産のみ 3399.59 51.13 1738.36 53.92

５．その他 2200.00 2.01 44.15 1.37

６．遺産動機なし 0.00 21.90 0.00 0.00

ライフ・サイクル関係 79.67 60.40

合計 99.99 3223.88 100.00

６）ただし、所得の最も低い子が親の面倒を見た場合はこの考え方はライフ・サイクル・モデルとも整合的である。
７）ただし、親の面倒を見た子が所得の最も低い子でもあれば、この考え方は利他主義モデルとも整合的である。



は２９．０４％から３３．７２％にも及ぶ。同様に、王朝

モデルと整合的な考え方４および考え方５はアメ

リカでは全く重要ではなく、それらの考え方を

持っている回答者の割合はそれぞれ０．００％と

０．４１％に過ぎないが、日本ではある程度重要であ

り、それらの考え方を持っている回答者の割合は

それぞれ３．８４％から６．９１％、４．６３％から７．４９％に

も及ぶ。

したがって、遺産の分配方法に対する考え方に

関する結果は遺産動機に関する結果とおおむね整

合的であり、利他主義モデルが日本の場合よりも

アメリカの場合のほうがはるかに重要であり、逆

にライフ・サイクル・モデルと王朝モデル（特に

前者）はアメリカの場合よりも日本の場合のほう

がはるかに重要であるということを示唆する。

５　遺産動機の高齢者の貯蓄取り崩し行動に与え

る影響の分析

本節では、日本における高齢者の貯蓄取り崩し

行動について分析し、特に遺産動機の影響に焦点

を当てる。

５．１　データ

この分析では、以下の貯蓄の概念を用いる。

� FINA＝金融資産

� FINNW＝金融正味資産＝FINA－L

� REALA＝実物資産

�　W＝富（正味資産）＝FINNW＋REALA

＝FINA＋REALA－L

ただし、L＝負債

表６に、これらの貯蓄の概念の過去一年間の増

減額、取り崩し率などが示されているが、この表

から分かるように、就業状態を問わず、日本の高

齢者の実物資産の純購入以外のすべての概念の貯

蓄の平均増減額は負であり、しかも、負債の純増

および実物資産の純購入以外の概念の貯蓄を取り

崩している高齢者の割合はかなり高く、常に３分

の１を上回っている。

例えば、金融資産についてみると、有職世帯、

無職世帯、全世帯の平均取り崩し額はそれぞれ

２７．９９万円、６９．１９万円、４６．７１万円であり、取

り崩し率はそれぞれ１．２４％、３．２２％、２．１１％であ
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表５：遺産の分配方法に対する考え方

備考：分母は子が二人以上いる回答者。

遺産の分配方法に対する考え方

貯蓄に関する日米比較調査
（1996年）

家計における金融資産選択に
関するアンケート調査（日本）

アメリカ 日本 1996年 1998年

１．均等に 96.28 48.74 50.93 56.72 

２．所得の低い子に多く 0.55 2.36 1.08 1.02 

３．面倒を見てくれた子に多く 2.48 32.38 33.72 29.04 

４．事業を継いでくれた子に多く 0.00 6.91 5.52 3.84 

５．長男・長女に多く 0.41 7.59 5.77 4.63 

６．その他 0.28 2.02 2.98 4.75 

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 

標本数 725 593 2046 1770 



り、取り崩している世帯の割合はそれぞれ

３６．０２％、４８．５１％、４１．６９％である。また、金

融正味資産についてみると、有職世帯、無職世帯、

全世帯の平均取り崩し額はそれぞれ３９．８６万円、

９４．７９万円、６４．８１万円であり、取り崩し率はそ

れぞれ１．９８％、４．７０％、３．２１％であり、取り崩し

ている世帯の割合はそれぞれ３４．１６％、５０．００％、

４１．３６％である。最後に、貯蓄の最も広い概念で

ある正味資産についてみると、有職世帯、無職世

帯、全世帯の平均取り崩し額はそれぞれ８３．１９万

円、８６．９２万円、８４．８８万円であり、取り崩し率

はそれぞれ１．１７％、１．３２％、１．２３％であり、取り

崩している世帯の割合はそれぞれ５４．６６％、

７５．３７％、６４．０７％である。いずれの場合も、取

り崩し額も、取り崩し率も、取り崩している世帯

の割合も、予想通り、有職世帯の場合よりも無職

世帯の場合のほうが高い。

これらの分析結果は、日本の高齢者（特に退職

後の高齢者）は過去に蓄積した貯蓄を取り崩すこ

とによって生活費を賄うと予言するライフ・サイ

クル・モデルと整合的である。日本の高齢者は実

物資産を取り崩さないという結果は、一般常識と

整合的であり、３つの要因によるものであると考

えられる。すなわち、�住宅は高価で、切り売り

するとその資産価値が著しく低下する財であり、

�日本人は死ぬまで自分の家に住み続けたいとい

う願望が強い、�日本では実物資産（土地）が相

続税制において優遇されているからだと考えられ

る。
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表６：　高齢者世帯の貯蓄行動（１９９６）

備考：単位は万円。CHLおよびDEPNの場合は正の割合を示す。
CHFINA = 金融資産の増減額、CHL = 負債の増減額、CHFINNW = 金融正味資産の増減額、CHREALA1 = 実物資産の純購入
DEPN = 実物資産に対する減価償却、CHREALA2 = 実物資産の増減額、CHA = 総資産の増減額、CHNW = 正味資産の増減額。

貯蓄の概念
有職世帯 無職世帯 全世帯

フロー 負の割合 ストック 取り崩し率 フロー 負の割合 残高 取り崩し率 フロー 負の割合 残高 取り崩し率

CHFINA -27.99 36.02 2,260.84 -1.24 -69.19 48.51 2,149.68 -3.22 -46.71 41.69 2,210.35 -2.11

CHL 11.87 8.70 245.39 4.84 25.60 4.48 132.22 19.36 18.11 6.78 193.98 9.33

CHFINNW -39.86 34.16 2,015.45 -1.98 -94.79 50.00 2,017.46 -4.70 -64.81 41.36 2,016.37 -3.21

CHREALA1 31.99 1.24 5,106.92 0.63 80.46 0.00 4,577.80 1.76 54.01 0.68 4,866.58 1.11

DEPN 75.32 90.68 5,106.92 1.47 72.59 86.57 4,577.80 1.59 74.08 88.81 4,866.58 1.52

CHREALA2 -43.33 88.20 5,106.92 -0.85 7.88 84.33 4,577.80 0.17 -20.07 86.44 4,866.58 -0.41

CHA -71.32 55.90 7,367.76 -0.97 -61.32 76.87 6,727.48 -0.91 -66.78 65.42 7,076.92 -0.94

CHNW -83.19 54.66 7,122.38 -1.17 -86.91 75.37 6,595.27 -1.32 -84.88 64.07 6,882.94 -1.23

標本数 161 134 295



５．２　推定モデル

５．２．１　基本モデル

死亡時期に対する不確実性が存在しなければ、

遺産動機を持っていない人は死ぬまでにすべての

資産を使い切ろうとするはずである。したがって、

遺産動機を持っていない退職後の高齢者の貯蓄取

り崩し関数は以下のとおりとなるはずである（数

学を簡単にするために利子率がゼロであると仮定

する）。

DS＝（１／LE）＊W

ただし、DS＝貯蓄の取り崩し額

W＝資産（正味資産）

LE＝平均余命

この式をWで割ると以下の式が得られる。

DS／W＝（１／LE）

５．２．２　子ダミーを導入した推定モデル

次に、人々が遺産動機を持っている場合につい

て考えてみたい。Hurd（１９８７）を初めとする先

行研究では、遺産動機に関する情報がないため、

子ダミーを遺産動機の代理変数として使っている。

そこで、われわれはまず、先行研究に見習って、

子ダミーを説明変数に加えてみる。すなわち、

DS＝（１／LE）＊W＊（１－a＊CHILD）

ただし、CHILD＝子ダミー（健在な子がいる

場合は１の値を取り、いない場合は０の値を取る

ダミー変数）

この式をWで割ると以下の式が得られる。

DS／W＝（１／ LE）－ a＊（１／ LE）＊

CHILD

LEに関する実際のデータを用い、DS／Wを

１／LEと（１／LE）＊CHILDに対して回帰す

る方法と、DS／Wを定数項とCHILDに対して

回帰し、回帰分析によって１／LEの値を推定す

る方法を両方試みる。子ダミーが遺産動機の代理

変数であれば、a は正となり、子の存在は取り

崩し率を引き下げる方向に働くはずである。

５．２．３　遺産動機ダミーを導入した推定モデル

上述のとおり、本稿で用いた調査では、遺産動

機についても調査しており、子ダミーを遺産動機

の代理変数として用いる必要はない。次に、子ダ

ミーの代わりに遺産動機に関するダミー変数を導

入することを試みる。すなわち、

DS＝（１／ LE）＊W＊（１－Σ b（ i）＊

BEQ（i））

ただし、BEQ（i）＝ i個目の遺産動機ダミー

（i個目の遺産動機が当てはまる場合は１の値を取

り、当てはまらない場合は０の値を取るダミー変

数）

この式をWで割ると以下の式が得られる。

DS／W＝（１／LE）－（１／LE）＊Σb（i）

＊BEQ（i）

まず、BEQ（i）の具体的な変数として表４に

挙げられている６つの遺産動機のうち、最初の５

つに該当する遺産動機ダミーを導入し、６つ目の

遺産動機（遺産動機なし）を基準とした。しかし、

自由度が不充分であるため、良好な結果は得られ
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なかった。したがって、最終的には以下の２つの

ダミーを導入し、遺産動機なしを基準とした。

INTBEQ＝意図的遺産動機ダミー（遺産をい

かなる場合においても残す予定、遺産は子が面倒

を見てくれた場合に限って残す予定、遺産は子が

事業を継いでくれた場合に限って残す予定、およ

びそれ以外の遺産動機を持っている場合は１の値

を取り、それ以外の場合は０の値を取るダミー変

数）

ACCBEQ＝意図せざる遺産動機ダミー（遺産

を積極的に残すつもりはないが、余ったら残す予

定の場合は１の値を取り、それ以外の場合は０の

値を取るダミー変数）

（基準は遺産動機なしの回答者）

DS／Wを１／ LE、（１／ LE）＊ INTBEQ、

（１／LE）＊ACCBEQに対して回帰する方法と、

DS／W を定数項、INTBEQ、ACCBEQに対

して回帰し、回帰分析によって l／LEの値を推

定する方法を両方試みる。INTBEQの場合の b

（i）はいずれも正であり、遺産動機の存在が取り

崩し率を引き下げる方向に働くはずである。

５．２．４　予定遺産額を導入した推定モデル

遺産動機を持っているか否かのみを考慮するよ

りは予定遺産額を考慮したほうがはるかに望まし

く、次に予定遺産額を考慮したモデルを推定する。

死亡時期に対する不確実性が存在しなければ、B

円の遺産の残す予定の人は、死ぬまでにWでは

なく、WとBの差額のみを取り崩すはずである。

したがって、その人の貯蓄取り崩し関数は以下の

とおりとなるはずである。

DS＝（１／LE）＊（W－B）

この式をWで割ると以下の式が得られる。

DS／W＝（１／LE）－（１／LE）＊B／W

DS／Wを１／LEと（１／LE）＊B／Wに対

して回帰する方法と、DS／Wを定数項とB／W

に対して回帰し、回帰分析によって l／LEの値

を推定する方法を両方試みる。DS／Wを１／

LEと（１／LE）＊B／Wに対して回帰すれば、

１／LEの係数は１に等しくなり、（１／LE）＊

B／Wの係数は－１に等しくなるはずであり、

DS／Wを定数項とB／Wに対して回帰すれば、

定数項は１／ LEに等しくなり、B／Wの係数

は－１／ LEに等しくなるはずである。つまり、

遺産動機ありの人の取り崩し率は遺産動機なしの

人のそれよりも（１／LE）＊B／Wだけ低いは

ずであり、予定遺産額が大きければ大きいほど、

取り崩し率が低くなるはずである。

５．２．５　遺産動機ダミーおよび予定遺産額を同時

に導入した推定モデル

最後に、遺産動機によって取り崩し率または予

定遺産額の取り崩し率に与える影響が異なる可能

性があるため、遺産動機ダミーと予定遺産額を同

時に導入したモデルを推定してみた。

すなわち、

DS＝（１／LE）＊（W－B）＊（１－Σc（i）

＊BEQ（i））

この式をWで割ると以下の式が得られる。

DS／W＝（１／LE）－（１／LE）＊Σ（c

（i）＊BEQ（i））－（１／LE）＊（B／W）＊

Σ（d（i）＊BEQ（i））

（基準は遺産動機なしの回答者）
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遺産動機なしの回答者の場合は、予定遺産額は

必然的にゼロであるため、（１／LE）＊（B／W）

の項は不必要である。

遺産動機ダミーのみを導入した推定モデルの場

合と同様、２個の遺産動機ダミー（INTBEQ

および　ACCBEQ）を用いた。

DS／Wを１／ LE、（１／ LE）＊ INTBEQ、

（１／LE）＊ACCBEQ、（１／LE）＊（B／W）

＊ I NTBEQ、（１／ LE）＊（B ／ W）＊

ACCBEQに対して回帰する方法と、DS／Wを

定数項、INTBEQ、ACCBEQ、（B／W）＊

INTBEQ、（B／W）＊ACCBEQに対して回帰

し、回帰分析によって１／LEを推定する方法を

試みる。

５．３　被説明変数

われわれは被説明変数として正味資産の取り崩

し率のみならず、金融資産の取り崩し率

（DSFA／FA）をも試みた。なぜならば、表６

から分かるように、日本人は実物資産をほとんど

取り崩しておらず、主に金融資産を取り崩してい

るようであるからである。金融正味資産の取り崩

し率も試みたが、紙面の制約のため、結果を割愛

する。

５．４　サンプル

高齢者の全サンプルのみならず、無職の高齢者

のサンプルをも用いる。ライフ・サイクル仮説に

よると、貯蓄を取り崩すのは退職後の高齢者であ

り、無職のサンプルの場合の結果が最も良好であ

るはずであるからである。

５．５　変数の定義・加工

幸い、上述の回帰分析を行うために必要なすべ

てのデータは調査されているかまたは計算可能で

ある。 DS、DSFA、W、FA、CHILD、遺産動

機および　B に関するデータは直接得られてい

るデータから計算でき、LE は世帯主の現在の

年齢と（世帯主が既婚である場合は）世帯主の配

偶者の年齢から計算できる。具体的には、LE

を世帯主の平均余命と世帯主の配偶者の平均余命

のうち、より長いほうに設定した。すなわち、

LE＝max（LEHEAD，LESPOUSE）

ただし、LEHEAD ＝世帯主の平均余命、

LESPOUSE＝世帯主の配偶者の平均余命

５．６　推定結果

５．６．１　子ダミーを導入した推定モデル

推定結果は表７－１に示されているが、この表

から分かるように、全世帯の場合と無職世帯と正

味資産を用いた場合は、どの係数も有意ではない

が、無職世帯と金融資産を用いた場合は、すべて

の係数が有意であり、符号条件を満たしており、

規模もほぼ妥当である。子の影響についてみると、

子のいる高齢者の貯蓄の取り崩し率は子のいない

高齢者のそれよりも有意に低い。これは、子のい

る高齢者は遺産を子に残すため、子のいない高齢

者よりも緩やかに貯蓄を取り崩しているからであ

ると考えられる。しかし、子なしの高齢者の取り

崩し率に関する係数（１／LEの係数および定数

項）の規模は理論値の＋１と０．０５００（無職サンプ

ルにおける１／LEの平均値）よりもはるかに高

い。しかも、４つのケースのうち、３つのケース

において子ダミーは有意ではなく、子ダミーは遺

産動機の代理変数として適切ではないという可能

性がある。
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５．６．２　遺産動機ダミーを導入した推定モデル

推定結果は表７－２に示されているが、この表

からわかるように、無職世帯と正味資産を用いた

ケースを除けば、意図せざる遺産動機に関する変

数以外の係数はいずれも有意であり、符号条件を

満たしており、規模もほぼ妥当である。意図的遺

産動機の影響についてみると、意図的遺産動機を

持っている人々のほうが遺産動機を全く持ってい

ない人々よりも取り崩し率が有意に低く、むしろ

資産を積み増している。遺産を積極的に残すつも

りはないが、余ったら残すと考えている人が遺産

を残す予定のない人よりも取り崩し率が低くなく

てもおかしくはなく、意図せざる遺産動機に関す

る変数の係数が有意ではないことは予想通りであ

る。

19 郵政研究所月報 ２００２．４

表７－１：高齢者の貯蓄取り崩し行動に関する回帰分析の推定結果（子ダミーを含む)

備考：１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である｡
DSFA = 金融資産の取り崩し額、DS = 正味資産の取り崩し額、FA = 金融資産残高、W = 正味資産残高、LE = 余命、
CHILD = 子ダミー、* 10% 水準で有意、** 5% 水準で有意、*** 1% 水準で有意。

全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

1/LE
1.1064

1.8884

0.2728

1.9340

3.2963 **

1.5148

2.2243

1.8144

（1/LE）*CHILD
-0.9262

1.9273

0.1257

1.9738 

-2.7831 *

1.5616

-2.2858

1.8704

F-値 0.1450 3.2830 ** 0.7990

R-squared 0.0019 0.0010 0.0474 0.0120

Adjusted R-squared -0.0049 -0.0058 0.0330 -0.0030

標本数 295 295 134 134

定数項
0.0622

0.0853

0.0191

0.0873

0.1690 **

0.0696

0.1112

0.0836

CHILD
-0.0593

0.0872

0.0009

0.0893

-0.1431 **

0.0723

-0.1183

0.0869

F-値 0.4620 0.0000 3.9140 ** 1.8540

R-squared 0.0016 0.0000 0.0288 0.0139

Adjusted R-squared -0.0018 -0.0034 0.0214 0.0064

標本数 295 295 134 134

0.2810



５．６．３　予定遺産額を導入した推定モデル

推定結果は表７－３に示されているが、この表

から分かるように、サンプルによって結果がかな

り異なる。いずれのサンプルの場合も予定遺産額

に関する変数の係数は常に有意に負であり、予想

通り、予定遺産額が大きければ大きいほど、取り

崩し率が減少する。しかし、全世帯の場合は、結

果は若干弱く、ほとんどの係数の規模が小さすぎ、

１／ LEの係数および定数項は有意ではなく、

（１／LE）＊B／WおよびB／Wの係数は１０％

水準でしか有意ではない。一方、無職世帯の場合

は結果は極めて良好であり、すべての係数が有意

で符号条件を満たしている。しかも、係数の規模

もほぼ妥当である。例えば、DS／Wを１／LE

と（１／LE）＊B／Wに対して回帰したモデル

では、１／LEの係数は理論値の＋１から有意に

乖離しておらず、（１／LE）＊B／Wの係数は

理論値の－１から有意に乖離していない。また、
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表７－２：高齢者の貯蓄取り崩しに関する回帰分析の推定結果（遺産動機ダミーを含む）

備考：１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である。
DSFA = 金融資産の貯蓄取り崩し額、DS = 正味資産の貯蓄取り崩し額、FA = 金融資産残高、W = 正味資産残高、
LE = 余命、INTBEQ = 意図的遺産動機ダミー、ACCBEQ = 意図せざる遺産動機ダミー、* 10% 水準で有意、** 5%水準
で有意、*** １%水準で有意｡

全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

1/LE
1.7556 ** 1.7060 * 2.2713 *** 0.7537
0.8548 0.8809 0.7846 0.9579

（1/LE）*INTBEQ
-2.6122 ** -1.8944 * -2.8361 *** -1.3644
1.0342 1.0657 0.9976 1.2180

（1/LE）*ACCBEQ
-1.1631 -1.3405 -1.3908 -0.4730
1.0410 1.0727 0.9557 1.1668

F-値 2.4590 * 1.4020 3.9410 *** 0.4850

R-squared 0.0246 0.0142 0.0828 0.0110

Adjusted R-squared 0.0146 0.0041 0.0618 -0.0117

標本数 295 295 134 134

定数項 0.0871** 0.0845 ** 0.1070 *** 0.0337
0.0403 0.0415 0.0375 0.0455

INTBEQ
-0.1352 *** -0.0912 * -0.1289 ** -0.0708
0.0488 0.0503 0.0499 0.0606

ACCBEQ
-0.0651 -0.0684 -0.0672 -0.0209
0.0492 0.0507 0.0475 0.0577

F-値 4.1230 ** 1.6580 3.3460 ** 0.7660

R-squared 0.0275 0.0112 0.0486 0.0116

Adjusted R-squared 0.0208 0.0045 0.0341 -0.0035

標本数 295 295 134 134



DS／Wを定数項とB／Wに対して回帰したモデ

ルでは、定数項もB／Wの係数の絶対値も無職

サンプルの１／LEの平均値（０．０５００）からは有

意に乖離していない。

５．６．４　遺産動機ダミーおよび予定遺産額を同時

に導入した推定モデル

推定結果は表７－４に示されているが、この表

から分かるように、意図せざる遺産動機に関する

変数の係数はいずれも有意ではないが、（B／W）

と INTBEQとの間の交差項はほとんどの場合有

意に負であり、これらの結果は、意図的遺産動機

の場合にのみ予定遺産額が取り崩し率を引き下げ

る方向に働くということを示唆する。
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表７－３：高齢者の貯蓄取り崩し行動に関する回帰分析の推定結果（遺産予定額を含む）

備考：１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である。
DSFA = 金融資産の取り崩し額、DS = 正味資産の取り崩し額、FA = 金融資産残高、W = 正味資産残高、LE = 余命、
B = 遺産予定額、* 10% 水準で有意、** 5% 水準で有意、*** 1% 水準で有意。

全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

1/LE
0.4591 0.6529 1.3137 *** 0.8983 *
0.4027 0.4120 0.4344 0.5145

（1/LE）*B/W
-0.4057 * -0.4352 * -0.9769 *** -1.2666
0.2420 0.2476 0.3671 0.4348 

F-値 1.5730 2.0680 5.2850 *** 4.2580 **

0.0106 0.0139 0.0741 0.0606

Adjusted R-squared 0.0039 0.0072 0.0601 0.0464

標本数 295 295 134 134 

定数項 0.0136 0.0295 0.0722 *** 0.0543
0.0186 0.0190 0.0223 0.0261 

B/W
-0.0148 -0.0174 * -0.0557 *** -0.0822 ***
0.0094 0.0096 0.0190 0.0222

F-値 2.4910 3.3210 * 8.6480 *** 13.7310 ***

0.0084 0.0112 0.0615 0.0942

Adjusted R-squared 0.0050 0.0078 0.0544 0.0874

295 295 134 134

R-squared

R-squared

標本数
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表７－４：高齢者の貯蓄取り崩し行動に関する回帰分析の推定結果（遺産動機ダミー、遺産額を含む）

備考：１段目の値は係数であり、２段目の値は標準誤差である。
DSFA = 金融資産の取り崩し額、DS = 正味資産の取り崩し額、FA = 金融資産残高、W = 正味資産残高、LE = 余命、
B = 遺産予定額、INTBEQ = 意図的遺産動機ダミー、ACCBEQ = 意図せざる遺産動機ダミー、* 10% 水準で有意、
** 5% 水準で有意、*** 1% 水準で有意。

全世帯 無職世帯

DSFA/FA DS/W DSFA/FA DS/W

1/LE
1.7556 ** 1.7060 * 2.2713 *** 0.7537
0.8552 0.8775 0.7741 0.8145

（1/LE）*INTBEQ
-2.3771 ** -1.5025 -1.6001 2.9114 **
1.0538 1.0813 1.1369 1.1964

（1/LE）*ACCBEQ
-0.8829 -1.7105 -1.0353 -0.9120
1.1399 1.1696 1.0177 1.0709

（1/LE）*（B/W）*INTBEQ
-0.3115 -0.5194 * -1.4654 ** -5.0696 ***
0.2650 0.2719 0.6747 0.7100

（1/LE）*（B/W）*ACCBEQ
-0.3895 0.5144 -0.4358 0.5380
0.6442 0.6610 0.4694 0.4940

F-値 1.8240 1.6990 3.5450 *** 10.8370 ***

R-squared 0.0305 0.0285 0.1208 0.2958

Adjusted R-squared 0.0138 0.0117 0.0867 0.2685

標本数 295 295 134 134

定数項 0.0871 ** 0.0845 ** 0.1070 *** 0.0337
0.0403 0.0414 0.0370 0.0391

INTBEQ
-0.1275 *** -0.0786 -0.0658 0.1374 **
0.0492 0.0506 0.0569 0.0602

ACCBEQ
-0.0493 -0.0873 -0.0473 -0.0446
0.0551 0.0567 0.0517 0.0547

（B/W）*INTBEQ
-0.0112 -0.0183 * -0.0661 ** -0.2180 ***
0.0097 0.0100 0.0299 0.0316

（B/W）*ACCBEQ
-0.0237 0.0284 -0.0255 0.0305
0.0374 0.0385 0.0281 0.0297

F-値 2.4930 ** 1.8150 3.1490 ** 12.6800 ***

R-squared 0.0332 0.0244 0.0889 0.2822

Adjusted R-squared 0.0199 0.0110 0.0607 0.2600

標本数 295 295 134 134



５．７　推定結果の頑健性の検証

様々な特定化を試みることによって推定結果の

頑健性を検証した。まず、貯蓄の取り崩し率が世

帯主・配偶者の健康状態の関数であると仮定した

モデルも推定したが、推定結果はほとんど変わら

ず、健康状態の影響は有意ではなかった。

また、片方の配偶者がなくなった後は生活費が

少なくなると仮定したモデルも推定したが、結果

はほとんど変わらなかった。

５．８　結論

高齢者（特に退職後の高齢者）が実物資産以外

の資産をライフ・サイクル・モデルが予言してい

るとおり取り崩しており、取り崩し率はライフ・

サイクル・モデルとほぼ整合的であり、予定遺産

額は貯蓄の取り崩し率を有意に引き下げる方向に

働く。

６　遺産動機・遺産の分配方法に対する考え方の

子の行動に与える影響

今までは、遺産を残す側（親）の意識と行動に

焦点を当てたが、この節では遺産をもらう側（子）

の行動に焦点を当てる。子が利他的であれば、子

が親から遺産を受け取る見込みがあるか否か、親

の老後の面倒を見ることが親から遺産を受け取る

ことの条件になっているか否かは子が親の老後の

面倒を見るか否かの意思決定にいっさい影響を及

ばさないはずであるのに対し、子が利己的であれ

ば、親から遺産を受け取る見込みのない子よりも

親から遺産を受け取る見込みのある子（とくに親

の老後の面倒を見ることが遺産を受け取る条件に

なっている子）のほうが親の老後の面倒を見る傾

向が強いはずである。したがって、親の遺産動機

の有無または性質が、子が親の面倒を見るか否か

の意思決定に影響を及ぼすか否かについてみるこ

とによって、子が利他的であるか、利己的である

かが分かる。

「家計における金融資産選択に関する調査」は

回答者が現在、独立した子と同居しているか否か、

将来、独立した子と同居する予定であるか否か、

現在、子に介護してもらっているか否か、将来、

介護してもらう予定があるか否か、現在、子から

経済的援助をもらっているか否か、将来、子から

経済的援助をもらう予定があるか否かについて調

査しているため、これらをどの程度子が親の面倒

を見ているかの尺度として用いた。（同居したほ

うが経済的援助、世話、介護などが受けやすいた

め、同居はどの程度子が親の面倒を見ているかの

代理変数として有効であると考えられる。）

まず、表８には、遺産動機別の現在又は将来の

親子の同居率が示されているが、この表から分か

るように、遺産は子が面倒を見てくれた場合に限

って残す予定の回答者の場合の同居率が２番目に

高い。

次に、表９には、遺産分配に対する考え方別の

現在及び将来の親子の同居率が示されているが、

この表から分かるように、面倒を見てくれた子に

多く、もしくは全部残すと考えている回答者の場

合の同居率が最も高い。

次に、表１０及び表１１には、遺産動機別（表１０）

及び遺産の分配方法に対する考え方別（表１１）の

現在及び将来の介護率が示されているが、これら

の表から分かるように、遺産は子が面倒を見てく

れた場合に限って残す予定の回答者、面倒を見て

くれた子に多く、もしくは全部残すと考えている

回答者の場合の介護率が予想どおり最も高く、遺

産は残す必要はないと考えている回答者の場合の

介護率が最も低い。

最後に、表１２及び表１３には、遺産動機別（表１２）

及び遺産の分配方法に対する考え方別（表１３）の

現在及び将来の援助率が示されているが、これら

の表から分かるように、遺産は子が面倒を見てく

23 郵政研究所月報 ２００２．４



れた場合に限って残す予定の回答者、面倒を見て

くれた子に多く、もしくは全部残すと考えている

回答者の場合の介護率が２番目に高い。
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表８：遺産動機別同居率（１９９６年）

遺産動機 独立した子との同居率 標本数

いかなる場合でも 45.69 615

面倒を見てくれた場合 54.72 212

事業を継いでくれた場合 59.26 54

意図せざる遺産のみ 39.86 1583

その他 40.68 59 

遺産動機なし 36.82 603 

無回答 36.00 75

合計 41.64 3201

遺産動機 将来子と同居する確率 標本数

いかなる場合でも 36.94 268

面倒を見てくれた場合 34.56 136

事業を継いでくれた場合 30.30 33

意図せざる遺産のみ 26.51 596

その他 21.43 28

遺産動機なし 18.55 275

無回答 33.33 27

合計 27.88 1363 

備考：上段では、子のいるサンプル、下段では、子がおり、独立した子と別居している
サンプルを用いている。
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表９：遺産の分配方法に対する考え方別の同居率（１９９６年）

表１０：遺産動機別介護率（１９９６年）

遺産の分配方法に対する考え方 独立した子との同居率 標本数

均等に 36.76 1042

面倒を見てくれた子に多く 51.45 690

事業を継いでくれた子に多く 63.72 113

所得の低い子に多く 50.00 22

長男・長女に多く 52.54 118

その他 44.26 61

無回答 46.67 60

合計 44.54 2106

遺産の分配方法に対する考え方 将来子と同居する確率 標本数

均等に 24.56 395

面倒を見てくれた子に多く 35.42 384

事業を継いでくれた子に多く 27.69 65

所得の低い子に多く 18.18 11

長男・長女に多く 34.78 69

その他 39.47 38

無回答 19.05 21

合計 30.11 983 

遺産動機
子に介護してもらう予定の
ある回答者の割合

標本数

いかなる場合でも 25.51 486

面倒を見てくれた場合 28.33 180

事業を継いでくれた場合 18.60 43

意図せざる遺産のみ 16.04 1253

その他 13.16 38 

遺産動機なし 12.94 425

無回答 28.95 38

合計 18.47 2463

備考：上段では、子が二人以上いるサンプル、下段では、子が二人以上おり、独立した子と別居
しているサンプルを用いている。

備考：子がおり、世帯主が公的年金をまだ受給していないサンプルを用いている。
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表１１：遺産の分配方法に対する考え方別の介護率（１９９６年）

表１２a：遺産動機別援助率（現在）（１９９８年）

表１２b：遺産動機別援助率(将来）（１９９８年）

遺産の分配方法に対する考え方
子に介護してもらう予定
のある回答者の割合

標本数

均等に 15.87 819

面倒を見てくれた子に多く 25.00 580

事業を継いでくれた子に多く 24.18 91

所得の低い子に多く 20.00 15

長男・長女に多く 21.15 104

その他 21.28 47

無回答 9.52 42

合計 19.79 1698

遺産動機
子に援助してもらってい
る回答者の割合

標本数

いかなる場合でも 10.04 269

面倒を見てくれた場合 13.75 80

事業を継いでくれた場合 9.09 22

意図せざる遺産のみ 9.80 490

その他 26.67 15

遺産動機なし 11.41 263

無回答 10.91 55

合計 10.72 1,194

遺産動機
子に援助してもらう予定
のある回答者の割合

標本数

いかなる場合でも 10.13 454

面倒を見てくれた場合 18.63 102

事業を継いでくれた場合 21.43 28

意図せざる遺産のみ 6.03 1,161 

その他 13.51 37

遺産動機なし 8.45 592

無回答 13.16 76

合計 8.41 2,450

備考：子が二人以上おり、世帯主が公的年金をまだ受給していないサンプルを用いている。

備考：子がおり、世帯主が公的年金を既に受給しているサンプルを用いている。

備考：子がおり、世帯主が公的年金をまだ受給していないサンプルを用いている。



７　まとめ

本稿では、総務省郵政研究所が実施しているア

ンケート調査からの個票データを用いて、日本

（アメリカ）における遺産動機の重要度、性質お

よび親子の行動に与える影響について吟味した。

本稿の主な結論を要約すると、日本では遺産動機

は絶対的にもアメリカに比べても弱く、遺産の大

半は死亡時期の不確実性から来る意図せざる遺産

であるか、老後における子の世話・介護や子から

の経済的援助に対する見返りである。また、日本

では高齢者のかなりの割合は貯蓄を取り崩してお

り、取り崩し率はライフ・サイクル・モデルとほ

ぼ整合的であり、遺産の予定額は高齢者の貯蓄の

取り崩し率を有意に引き下げる。さらに、親の遺

産動機・遺産の分配方法は子の同居・介護・援助

行動に影響し、親と同様、子も利己的であるよう

である。したがって、われわれの分析結果は、ラ

イフ・サイクル・モデルの適合度が日本で極めて

高く、その適合度がアメリカの場合よりも日本の
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表１３a：遺産の分配方法に対する考え方別の援助率（１９９８年）

表１３b：遺産の分配方法に対する考え方別の援助率（将来）（１９９８年）

遺産の分配方法に対する考え方
子に援助してもらってい
る回答者の割合

標本数

均等に 8.36 311

面倒を見てくれた子に多く 13.53 207

事業を継いでくれた子に多く 7.50 40

所得の低い子に多く 0.00 12

長男・長女に多く 11.90 42

その他 15.38 26

無回答 11.85 211

合計 10.72 849

遺産の分配方法に対する考え方
子に援助してもらう予定
のある回答者の割合

標本数

均等に 6.67 809

面倒を見てくれた子に多く 11.38 369

事業を継いでくれた子に多く 7.84 51

所得の低い子に多く 9.09 11

長男・長女に多く 14.81 54

その他 9.68 62

無回答 8.76 491

合計 8.55 1,847

備考：子が二人以上おり、世帯主が公的年金を既に受給しているサンプルを用いている。

備考：子が二人以上おり、世帯主が公的年金をまだ受給していないサンプルを用いている。



場合のほうがはるかに高いことを示唆する。

幸い、われわれの分析結果は両国における先行

研究の結果とほぼ整合的である。Ohtake（１９９１）、

大竹・ホリオカ（１９９４）、Hayashi（１９９５）など

は、日本では、ライフ・サイクル・モデルが該当

し、利他主義モデルが該当しないといった結果を

得ているが、この結果はわれわれの結果と完全に

整合的である。

最後に、政策的インプリケーションについて考

えてみたい。�減税政策：政府が景気刺激策とし

て減税を実施し、財源として赤字国債を発行した

としよう。政府はいずれは増税によってその赤字

国債を償還しなければならないが、人々が利他的

であれば、例えその増税が彼らが亡くなった後に

実施されたとしても子孫のことを気に掛けてその

分だけ遺産を増やす。従って、人々は減税による

可処分所得の増加分を全額貯蓄し、減税政策は景

気刺激策として全く無効である。一方、人々が利

己的であれば、子孫が負担しなければならない増

税は気にしないため、減税による可処分所得の増

加分のかなりの割合を消費に回す。従って、日本

のようにライフ・サイクル・モデルが成り立って

いる国では、減税政策は景気刺激策として有効で

あるはずである。�資産格差：日本ではライフ・

サイクル・モデルが成り立っており、人々は遺産

を残さないか、死亡時期の不確実性から来る意図

せざる遺産のみを残すか、老後の世話・介護・援

助に対する見返りとして遺産を残す。従って、親

から子へのネットの世代間移転はそれほど多くな

く、資産格差が代々引き継がれる心配はそれほど

ないはずである。
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「ゑれきてる」考証

財団法人電気通信振興会技術顧問・郵政研究所客員研究官　　若井　　登
郵政研究所附属資料館資料官　　井上　恵子

調査研究論文

摩擦によって静電気を起こす起電機は、西欧では一種の娯楽として１７世紀から１８世紀に

かけて流行した。それが日本に伝えられたのは１８世紀半ば頃である。パチパチと火花を出

す不思議な箱を見た平賀源内は、彼独自の起電機「えれきてる」を作り出して一躍有名に

なった。二百数十年前の姿をほぼ完全な形で止めているその「えれきてる」が当郵政研究

所附属資料館（逓信総合博物館）に所蔵されている。その「えれきてる」は国の重要文化

財であるため、公開展示にはある程度の制約を受ける。そこで当館では平成１２年度に、原

機と同じ外観・構造を有し、その上起電機として静電気を発生する、いわゆる「機能レプ

リカ」を製作した。

本報告では、「えれきてる」が作られた１８世紀後半の時代的背景と、静電気の歴史、「え

れきてる」が渡来した経緯等について述べ、さらに「機能レプリカ」の設計と製作の経過

と、その公開実演について報告する。

「エレキテル」機能レプリカ

［要約］



「ゑれきてる」考証

雷がピカッと光るとラジオがガリガリッと鳴る

ことから分かるように、火花放電は電波を出す。

とすると、「えれきてる」という摩擦起電機を作

って、治療のため患者の体からパチパチと火花を

飛ばせた平賀源内は、さしずめ日本の電波の元祖

と言えなくもない。しかし源内は電波のことは何

一つ知らなかったし、それを意図した訳でもな

かったから、やはり静電気の祖ということになる

のだろう。

当館の所蔵する「えれきてる」は平成９年に国

の重要文化財に指定された。郵便と電気通信に関

する国の歴史的遺産を維持管理し、それを一般に

展示公開することは当館の責務であるが、重要文

化財の指定を受けると、展示公開にある程度の制

約を受ける。絵画のような芸術的遺産と違って、

「えれきてる」のような科学的遺産は、動いてい

る状態で展示公開することが望ましいので、「え

れきてる」についても原機と同じ外観・構造をも

ち、その上電気的にも機能する「レプリカ」の必

要性が認められた。そこで平成１２年度に「えれき

てる機能レプリカ」を製作した。

本文では平賀源内作の「えれきてる」とそれを

巡る国内外の時代的背景、静電気発生機構を知る

ための電気の歴史について述べ、さらに「レプリ

カ」の設計と製作からその公開実演についても報

告する。

１　「えれきてる」の由来

「えれきてる」は、摩擦によって静電気を起こ

す装置である。本文では、歴史的な記述の場合に

は文献に忠実に「ゑれきてる」または「ヱレキテ

ル」を用いたが、共通の装置名としては「えれき

てる」を用いた。その名前は、エレクトリシテイ

ト（Elektriciteit、オランダ語で電気の意）に由

来している。「えれきてる」がオランダから日本

に渡来したことは確かであるが、その時期となる

と、あまり定かではない。

オランダとの国交は、オランダ船（デ・リーフデ

号）が九州東部の臼杵海岸に漂着した１６００年（慶

長５年）に遡る。家康の通商許可を得たオランダ

は、その後平戸に交易所を開いた。それは１６４１年

（寛永１８年）に長崎の出島に移された後、１８５４年

（嘉永７年）の日米和親条約締結をきっかけとし

て、各地の港が開かれるまで、２世紀半にわたっ

て日本唯一の外国との接点であった。鎖国中とい

えども、オランダは中国と共に日本との交流を許

された数少ない国の一つであったから、日本はオ

ランダを通じてのみ西欧の文明と接することが出

来た。

「えれきてる」が我が国の文献に現れるのは、

後藤梨春が明和２年（１７６５）に著した「紅毛談」

（おらんだばなし）が最初である。

図１　『紅毛談』に描かれた「ゑれきてりせいりてい」の図
（『江戸科学古典叢書１７』より）

そこには、「ゑれきてりせいりてい　是は諸痛

のある病人の痛所より火をとる器なり　ゑれきて

りとは此道具を工夫して成就したるときの人の名

を今は此道具の名とす・・・・」とある。

そして「ゑれきてりせいりてい」の図（図１）

と共に、装置の寸法と使い方が示されている。

２０年ほど経った天明７年（１７８７）の「紅毛雑話」
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図３　『紅毛雑話』中の「ゑれきてる」散図（構造図）

は「紅毛談に出せる図は真物を見ずして画けるな

り・・・」と図１をけなし、我が家（著者森島中

良（なから）の桂川家）所蔵の「ヱレキテル」

（野禮幾的爾）は図の如しと、患者の治療図（図

２）と共に詳しい構造図（図３）を示している。

しかし図１は、発電体を回転させて発生した電

気を、上に横たえた蓄電棒に導くという、起電機

としての最小限の機能を十分表していて、とても

この図が現物を見ずに空想で描かれたとは思えな

い。やはり後藤梨春はオランダ渡来の「えれきて

る」を見て描いたのであろう。

回転する硫黄の球を手で擦って静電気を発生さ

せる起電機が１６７０年頃ゲーリッケによって発明さ

れた。その後１７４６年には静電気を貯めるライデン

瓶が発明されたが、その頃から西欧では摩擦起電

機は治療器具というより、むしろ一種の娯楽用品

としてかなり普及していた。摩擦起電機の成否の

鍵は絶縁方法にあるが、その点に着目して文献を

見ると、ほとんどすべてが蓄電体（時には人体）

を絶縁性のいい紐またはロープで吊るしている

（図４）。

図４　ロープで吊るした女性の体から火を取る図
（ドイツ博物館の好意による）

（女性の右手は発電体に触れ、左手のスプーン中のアルコール
と右肩から火がでている。）

日本の紅毛談も紅毛雑話も紐を用いて絶縁して

いるが、後者は他の部分で松脂を用いている。両

者のちょうど中間に当たる安永５年（１７７６）に、
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平賀源内が作った「えれきてる」では、箱の外に

吊るした蓄電棒を紐で絶縁するのではなく、中に

納めた蓄電瓶を松脂で絶縁している。これが源内

の成功の秘密であったといえる。

２　平賀源内の「えれきてる」

平賀源内が「えれきてる」の復元に成功して話

題になり、今もその現物が存在していることも

あって、「えれきてる」といえば平賀源内といわ

れるまで有名になった。彼の「えれきてる」の出

所については、長崎で壊れた「えれきてる」を貰

い受けたという説と、見たものを参考にして自作

したという説などがある。いずれにせよ、６年も

の年月をかけて発電するように修理し、医療や見

世物として公開して世の人をアッと言わせた。現

在残っている２台の一つは、源内の故郷である香

川県讃岐市志度町の平賀源内記念館に、そしても

う一つは平成９年に国の重要文化財に指定されて、

大手町の当館に保存されている。

図５　　　平賀源内作の「えれきてる」
（讃岐市志度町　源内記念館所蔵）

前者（図５）は杉板白木造りで、絵など装飾が

施されていない。内部には何も残されていないの

で推測するしかないが、基本的には後者と同じ発

電機構を持っていたと思われる。但し、回転する

ガラス瓶から静電気を直接外に取り出すように

図６　平賀源内作の「えれきてる」
（逓信総合博物館所蔵）

なっている点は、後者と異なる。これに対して後

者（図６）は西洋風の唐草模様が後面を除く４面

に描かれており、ちょっとしたエキゾチックな雰

囲気を漂わせている。後面のハンドルを回すと静

電気が発生し（現存のものは発電機構が揃ってい

るが、発電はしない）、それが上に突き出た棒か

ら金糸を介して患者の手に導かれる。源内は手に

持った接地棒を患部の近くに翳して、パチパチと

火花放電を発生させ、「貴殿の病気の元である火

を取り除き申した」とか言って、一種の電気ショッ

ク治療を施していたらしい。

「えれきてる」の上蓋（図７）をよく見ると、

片側に「Venus．♀」、反対側に「Mars．♂」と

書かれているのに気付く。

図７　平賀源内作「えれきてる」の上蓋

Venusはローマ神話の女神ヴェヌス（英語の

ヴィーナス）または金星のことであり、Marsは

やはりローマ神話の男神マルス（英語でマーズ）
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または火星を意味している。後ろの記号（実際は

上に書かれている）はそれぞれヴェヌスとマルス

を表すと同時に、生物学では雌と雄の記号でもあ

る。恐らくこれは電気の陰と陽、すなわちマイナ

スとプラスを意味しているのであろう。となると

平賀源内は電気の陰陽を承知の上で「えれきてる」

のハンドルを回していたのだろうか、またその後

電池が発明されたとき、動電気の陰陽は静電気の

それと一致したのだろうか、という疑問が湧く。

「えれきてる」の発電の仕組み同様、箱の上蓋に

描かれた陰陽の印は重要な意味を持っているので

ある。

平賀源内の「えれきてる」にはもう一つ謎があ

る。それは後面（ハンドルのある側）左下に箱を

切り取った四角の穴があり、それにつまみのつい

た蓋が嵌めてある。その蓋に「SE IK IZEJ

ELEKITERE」という文字が２段にわたって書か

れている（図８の左）。

後ろは「えれきてる」と分かるが、前の

「SEIKIZEJ」は何の意味か。これを解くには紅

毛談まで溯らなければならない。そこには前述の

ように「ゑれきてりせいりてい　は道具の名、ゑ

れきてり　とはこの道具を工夫した人の名」とあ

る。これが後の世まで信じられ、推測も加わって

発明者の姓は「えれきてり」名は「せいりてい」

となった。外国では姓は後に書くので「せいりて

い　えれきてれ」が正しい書き方と思った源内は、

「SEIRITEI ELEKITERE」と裏蓋に書いた。歳

月が経ち、塗料がはげて見えなくなった時、後世

の誰かが、RをKに、TをZに、Iを Jと誤って上

塗りした。さらによく見ると、下段のかすれたＥ

を半分隠すように０が鮮やかに描かれている。そ

の理由は、上塗りをした人が「SEIRITETO

ELEKITERE」の「０」を書き込むスペースがな

くなったので、下段の頭のＥに重ね書きした。そ

の上、上段末尾のＴがＪに化けた。これはあくま

でも筆者の推理である。多分正しいのではないか

と思っている。しかし現存する「えれきてる」に

この文字はない。図８は昭和１０年に撮影されたも

のであるから、その後裏蓋は紛失してしまったの

であろう。現存する裏蓋は、写真のそれとつまみ

の位置も違うから、明らかに後釜である。

これに関連して、本文では現代の表記法になら

い「えれきてる」と統一しているが、その名前や

書き方を列挙して見よう。紅毛談（１７６５）では

「ゑれきてりせいりてい」、放屁論後編（平賀源内
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図８　昭和１０年撮影の平賀源内作「えれきてる」



著、１７７７）では「ゑれきてるせゑりていと」、紅

毛雑話（１７８７）では「ヱレキテル」と「野禮幾的

爾」、厚生新編（１８１１－３９）では「越列吉低力的

乙多」、気海観欄廣義（川本幸民著、１８５７）では

「越歴的里失帝多」と「越歴的児」などがある。

３　平賀源内没後の「えれきてる」

安永の終りごろになるとエレキテルは、京・大

坂・江戸などで盛んに模造されるようになったが、

医療器具としてではなく、紅毛渡りの奇器として

見世物に使用されるようになった。その後のエレ

キテルを文献から紹介してみる。

�『猿猴庵日記』のエレキテル

天明５年（１７８５）高力種信の日記で８月の項で

は、名古屋大須門前においてエレキテルを使用し

た興業の様子が書かれている。その中に「オラン

ダの療治道具にて、薬力を以て様々の伏義をなす

本方」とし、「薬種調合して有り　箱に綿くりろ

くろの様なる仕掛なり　是を廻せば正面迄張り置

きたる鎖に薬力通じて・・・」紙細工の人形や帆

かけ舟などを動かし、また人の体ばかりか柿やナ

スより火を出すことなどができると述べているが、

中の構造については書かれていない。

�『鳩渓実記』巻之三のエレキテル

天明８年（１７８８）に、源内とエレキテルについ

て源内の死後書かれたもので著者不明である。こ

の中で「源内三井を饗應之事」と題し次のような

事が書かれている。「是は人間の体より火を取候

道具なり。頭痛又は熱気つよき者は火を取候得は。

即座に全快致すなりと・・・。ろくろの木を廻す

に随って金糸金舌と互に摺合、暫くして竹筒のさ

きより火出る事、蝋燭の火の如し、尤青火なり。

人々はじめ三井は勿論。実に奇妙の道具也と各感

心したりける。・・・」と記している。この文か

ら源内は医療器具としてエレキテルを使用してい

たことがわかる。但し、挿絵に描かれているエレ

キテルは、箱の中の薬袋が２個ぶら下がっている

だけなので、源内のエレキテルとは機能的に全く

異なるものであろう。

�『紅毛雑話』巻之五のエレキテル（図２と３）

天明７年（１７８７）桂川周甫の弟森島中良著、全

５冊からなり和蘭の事物風俗等珍しいものについ

て書いている。その中でエレキテルの構造等を詳

細に記述しているため、初のエレキテル解説書と

いえる。この構造図（図３）ではエレキテルの各

部分について、「甲―木車。乙―硝子（ビイドロ）。

丙―まくら。この金物の薄金は硝子車へ蒲団を押

し付けるもので、蒲団はコビト皮（鹿皮）で作る。

中へパンヤを入れ、硝子車へ当て、金箔を押した

紙を張る。丁―木綿糸。戊―真鍮の筒。巳―この

柱真鍮。庚―金糸、横筒を鋏み、糸の間より引出

しその端を人に持たせて気を伝う。辛―この盤真

鍮で作る。壬－この棒真鍮の薄金で作り、是で気

をとる。癸－この台、人を座らせるもの（絶縁台）

で脂（松脂）を使用、また床は４本足とする。床

の上の人を座らせると気が移動し火を出す。」な

どと書かれている。

このエレキテルの構造は、『紅毛談』のそれと

基本的には同じで、エレキテル上部の金属筒に鎖

を巻き付けガラス瓶の静電気を導いており、蓄電

瓶は設置されていない。文中には、「種々のヱレ

キテルを新製したまふ内、略式の物に至りては、

真鍮の横筒を竹筒に換、硝子車を磁器の陶（とっ

くり）に替て造り給へるあり、去れども其用本式

の物に違ふ事なし………」と述べ、さらに「此式

を会得せば、ヱレキテルを作る事、掌を指すが如

くなるべし、………若此書によりて製せんとする

人あらば、つぶさに口授すべし」と記されている。

後にエレキテルの構造は『厚生新編』などに引用
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されて知れ渡り、その製作については秘密にする

必要がなくなったのであろう。この事からエレキ

テルが数多く作られ始めたのではないかと思われ

る。

なお、当館の「機能レプリカ」もこの『紅毛雑

話』のエレキテルの散図（ちりはなしたるづ、構

造図）の解説を参考に製作したものである。

�『摂津名所図繪』のエレキテル（図９）

寛政１０年（１７９８）秋里竹離島著で全１０巻１２冊か

らなり、その内寛政８年から１０年の間に１０巻刊行

されている。その４巻に大坂伏見町唐高麗物屋疋

田座の店で、細工人大江某が作ったエレキテルを

実験販売している様子が描かれている。源内がエ

レキテルを製作して約２０年後にはこのように販売

されていたことが窺える。

この絵からは、見世物としてエレキテルで人の

頭から火花を取り出している様子と周囲の人々の

驚きが伝わってくるようである。このエレキテル

は箱の上部に金属らしき横筒があることから『紅

毛談』と同一形式のものである。

図９　『摂津名所図会』記載の「エレキテルを商ふ図」
（広島県立歴史博物館所蔵）

�合羽摺のエレキテル（図１０）

合羽摺は京阪地方でのみ行われていた刷物で、

讃州産　左文軒が描いた寛政頃のもののようであ

る。この絵のタイトルは「阿蘭陀セイキゼイヱレ

キテル」となっている。中のしくみは判らないが、

大きなエレキテルのハンドルを廻すと３種類の実

験が同時に行えるような絵である。頭痛・歯痛な

どの治療ができると書かれていることから、治療

目的兼見世物として使用されたようである。広告

であることから多少誇張して書いていると思われ

る。

図１０ 合羽摺エレキテル（浪岡具雄氏所蔵）
（『江戸時代の科学』より）

�松原右仲の「エレキテル」（図１１）

このエレキテルは、橋本宗吉（曇斎）の『阿蘭

陀始制ヱレキテル究理原』の中に書かれているも

のである。その内容を紹介してみると、「此図は

鄭先生（橋本宗吉）東都遊歴のとき松原右仲と言

う人の造りしを模し出すなり右の図の車を静に五

六十転ずればフラスコきしり転りて気を起こすな

り此ときフラスコの側弐歩計除け指頭をよすれば

じりじり鳴て指頭に触るものあり暗中にてこれを

見れば火の如く光るなり・・・」と書いているこ

とから、松原右仲が作った「エレキテル」である。

この図のフラスコについても、阿蘭陀舶来のきぬ

た形の青フラスコを使用し、硝子の口を切るには

金剛砂を使うと書いている。
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図１１ 松原右仲作の「エレキテル」を模したもの
（橋本宗吉の『究理原』の中に書かれていたもの）

�『阿蘭陀始制ヱレキテル究理原』のエレキテル

（図１２）

文化８年（１８１１）橋本宗吉（曇斎）が『エレキ

テル訳説』（年代不明）とこの『究理原』をとも

に出版と記しているが、本書は出版されなかった。

従って『究理原』は写本で伝えられた。

宗吉は『ボイス』『ナチウル』の書を参考にエ

レキテルの製造方法・原理・しくみや３０種類の実

験と観察を記していることから、わが国初めての

本格的な電気の文献と言える。

宗吉はエレキテルの詳細な解説を試みる前に、

その原理を説明している。その一部を紹介してみ

ると「「ヱレキテル」は「ヱレクトリシテイト」と

云と倶に琥珀の力と云ことなり是によりて我輩ヱ

レキテルを魄力車と喚びヱレキテルの気を魄力と

呼ぶ」とし、次に絶縁材料の説明では（ミュッセ

ンブルクの書より得た知識）、琥珀や硝子の様に

摩擦して塵を吸うような物を「有魄力」その逆の

塵を吸わない物は「無魄力」と名付けた。有魄力

の物は水晶、石類、石英、諸樹脂、硫黄、赤信石、

硝子、磁器、木材、飾縁、綿糸、紙、象牙、毛髪、

膠、封臘、皮革等を挙げ、無魄力の物は主として

導体を指しているが、絶縁物でも液状のものや粉

末のものは無魄力としている。また、「エレキテ

ル箱の内滑車の図」における解説では、歯車によ

りハンドルを１回転すればフラスコは２０回転する

ようになっている。回転を伝えるのに歯車の代わ

りにベルトを使用するのは簡易な製法とし、この

場合ハンドル１回転にフラスコは７～８回転の割

合となると述べている。これは、松原右仲の「エ

レキテル」を参考にして作ったと思われる。

図１２ 「究理原」のエレキテル全形図

このエレキテルの特徴は、当館所蔵の蓄電瓶を

使用した源内形式のものではなく、箱の上方に横

たえた鉄衝（鉄砲の古い筒）に帯電させる方法で、

『紅毛談』『紅毛雑話』形式のものである。また静

電気を集めるために真鍮製の「伝い金」を用いた

り、真鍮製の「誘い金」を取り付けてスイッチの

役割をさせている点で、従来のエレキテルより実

験を容易にさせていると思われる。そしてもう一

点、従来のエレキテルと大きく異なる所は、「百

人嚇」（ひゃくにんおびえ）「百人様」（ひゃくに

んだめし）と名付けたライデン瓶（図１３）を使用

していることである。「百人嚇の図」の説明では、

「百人おどしは阿蘭陀舶来の「ウヱイゲモント」

にて水一升五合ばかり入るべき翠色角ふらすこを

用ゆるなり中に薬を入軸をさしこみ口を封じ金が

いにて外を張り・・・」と書かれていることから、
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１７４５年クライストが発明したライデン瓶と同形式

である。このライデン瓶を使ったことで、紙人形

を踊らせるのみのエレキテルではなくなった。こ

れを使用したのが有名な「襖障子ごしに百人嚇を

試る図」（襖ごしに百人の子供達が手をつなぎ、

これに電気を通して驚かせること）（図１４）であ

る。本書ではこの他に、エレキテルの気で紙人形

を踊らせる図、焼酎や火薬を燃やす図、蛙やねず

み、すずめ等を気絶させる図（図１５）、エレキテ

ルの気で焼酎に火をつけその火でたばこをのむ図

（図１６）、磁石の磁力を失わせる図、同百尺の鉄串

にて天の火を取る図、泉州熊取谷で天の火を取る

図（図１７）等々の実験を図説している。

このエレキテルを使用した３０項目の実験の内、

治療は２つであることから、宗吉は摩可不思議な

物からエレキテルを自然科学としてとらえている

点や、各種の静電気実験を載せていることから、

わが国電気実験の祖と言われている。

こうして、静電気研究の第一歩が示されたが、

ヨーロッパでは１７９９年ボルタの電池が発見され動

電気による研究が進んでいた。しかし日本では宗

吉後、ペリー提督が幕府に電信機を献上するまで

大きな進展は見られなかった。
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図１６ 焼酎にうつしたる火にてたばこをのむ図

図１７ 泉州熊取谷にて天の火を取りたる図

図１５ 鼠蛙雀を気絶させる図



�『野礼機的爾全書』のエレキテル

文化１１年（１８１４）高森観好の弟子笠峰堀口多狆

の著書である。

その中で、天明末に桂川甫周は源内製の壊れた

エレキテルを古道具屋から入手し、門人の高森観

好と弟の森島中良がこの研究をした。また観好が

作ったエレキテルは６０～７０個と記している。

観好の孫である高森篤行の製作したエレキテル

（製作年不明）（図１８）は現存しているようである。

図１８ 高森篤行作の「エレキテル」（高森寛治氏所蔵）
（『江戸時代の科学』より）

	「阿蘭陀ゑりきてる」（図１９）

木版１枚刷りのエレキテルの図であるが、宣伝

に使用されたようである。

この１枚には色々な実験内容が描かれ、導線の

先に房がついているのは検電のためと思われる。

また、台の上では紙片が踊っているなど、見世物

としてのゑれきてるのようである。中のしくみは

判らないが、導線が箱の上から出ている点で、当

館所蔵の源内型に似ている。

図１９ 広告に使われた「阿蘭陀ゑりきてる」
（『江戸時代の科学』より）


『蘭 摘芳』の「エレキテル」

文化１４年（１８１７）に刊行され、大槻磐水訳定、

大槻玄幹・山村才輔校、吉川良祐・長谷川宗僊筆

談で、江戸の須原屋茂兵衛・伊八と大坂の河内屋

義助・太助が上梓しているものである。

本書はこの時代の蘭学各分野にわたっての全知

識を示す宝庫であったが、出版されなかったこと

や出版されても漢文であったことから、内容的に

すぐれていても普及しなかった。

その中で、「エレキテル」の項には、「北越高峯

幸庵曰　此器ヲ試ムル　春末暑熱中ニハ火ヲ発セ

ズ　秋冬　早春ノ間現出スルナリ・・・」との記

事があることから、エレキテルの火の出る時期を

明白に示している。しかし、エレキテルの図説が

ないのが残念である。

�『内服同功』のエレキテル（図２０）

安政４年（１８５７）石阪空洞が口授し門人山田貞

順が筆記したものである。西洋医学の多彩な医療

器具類による新療法は薬と同じ効能であるとして、

内科医のための外科・新療法を紹介したものであ

る。

その中に、電気治療法として２種類紹介されて

いる。

その１つが、「越歴的兒法」でライデン瓶を備

えた摩擦起電型のものである。エレキテルの適応

域として、リウマチ・麻痺不遂・聾・唖・痙攣症、

神経病・その他頑固経久の諸痛があげられている。

この図のエレキテルは、『紅毛雑話』形式に、ラ

イデン瓶と検電器としての房が取り付けられてい

る。

もう１つは、萬延元年（１８６０）に最新型の「ガ

ルバニ電気治療器」を記述している。コイルとボ

ルタ電堆を使用したものである。
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図２０ 『内服同功』の「エレキテル」
（『江戸科学古典叢書２９』より）

安政４年の『内服同功』ではライデン瓶を使用

した静電気による治療から、その３年後には動電

気を利用した電気治療へと変化していることがわ

かる。

静電気は瞬時に消えてしまい、湿気に弱いなど

から、ヨーロッパより入ってきたボルタの電池に

より、安定した持続型の電気を利用したことが窺

える。

このようにして、源内没後のエレキテルの変遷

を述べたが、外見及び内部構造ともに『紅毛談』

形式がほとんどであり、箱内部には蓄電瓶が使用

されていない形式である。当館所蔵のエレキテル

のみ鉄くずの入った蓄電瓶を松脂で絶縁して使用

している点で、源内は試行錯誤を続けながら創意

工夫のすえ作り上げたものと言える。

４　電気の陰陽

陰陽は、今様に読むと「いんよう」であるが、

昔は「おんよう」とか「おんみょう」とか読んで、

古く７世紀の頃中国から伝わった、天地万物を支

配する基本理念であった。その後時代が下るとだ

んだんと変貌し、時として人の心を惑わす怪しげ

な占いの一種に転じたらしい。もちろん本文の主

題はこの占い術ではなく、電気のプラスマイナス

のことであるが、「えれきてる」を調べている内

に、もしかすると平賀源内は、陰陽術まがいのこ

ともしたのではないかと思うようになった。

静電気の歴史の中から陰陽に関連する点だけを

紹介する。

静電気は紀元前６００年頃ギリシャのタレスが琥

珀を擦って発見したと言われている。しかしその

電気は、軽いものを引き付ける力を持った物質の

状態であって、実体として捉えられてはいなかっ

た。

電気が移動するものと理解されたのは、それか

ら２０００年以上も経った１７３０年代のことである。

１７３４年にフランスのデュフェ（du Fay）は種々

の物質を摩擦して、それらがどのように帯電する

かを調べた。その結果、電気には２種類あって、

同種の電気は互いに反発し、異種の電気は互いに

引き合うことを見付けた。そして硝子と何かを

擦ったときの硝子の帯電が、樹脂と何かを擦った

ときの樹脂の帯電とは互いに異なることから、前

者を硝子電気、後者を樹脂電気と名づけた。

静電気には２種類あるという、このいわば二流

体説に対して、１７５０年にフランクリンも同様な実

験を行い、硝子電気を陽（正、プラス）電気、そ

して樹脂電気を陰（負、マイナス）電気と命名す

るとともに、電気は２種類あるのではなく、１種

類の流体が過剰な状態にあるか、不足している状

態にあるかによって帯電が起こり、プラスの電気

が多い方から少ない方へ流れる放電により、平衡

状態になるという一流体説を唱えた。この考えは、

マイナスの電荷を持つ電子が流れるという現在の

物理学と、符号は逆であるが基本的には一致して
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いる。

１７５９年に英国のスィマ（Symmer）による二流

体説が再登場したところを見ると、電気の元が一

つか二つかについてはその後も議論が分かれてい

たらしいが、「えれきてる」が作られた１７７０

年代には、現象的に陰（マイナス）の帯電と陽

（プラス）の帯電があることは世の常識となって

いたであろう。

摩擦電気には今尚分からない点が多々あるが、

二つの物質を摩擦した場合、どちらがプラス（陽）

にどちらがマイナス（陰）に帯電するかを示す帯

電序列（帯電列）は一応できている。下に示すの

は、ファラデイの帯電列といわれるものである。

（プラス）－獣皮、フランネル、象牙、羽毛、水晶、

フリント硝子、綿、亜麻布、絹布、手、木材、樹

脂（シェラック、琥珀）、金属、硫黄－（マイナス）

これによると、例えば毛皮で硝子を擦ると、毛

皮はプラスに硝子はマイナスになり、硝子を絹布

で擦ると、硝子はプラスに、絹布はマイナスにな

る。また絹布で琥珀を擦ると、絹布はプラスに琥

珀はマイナスになる。この様に序列の左の方がい

つもプラスになり、また列の中の間隔が離れた二

つの物で擦った時ほど互いに大きく帯電する。

５　動電気の陰陽

物を擦って電気を起こす摩擦電気の次に、異な

る金属を接触させて電気を得る方法が、１８世紀の

終わりに登場した。この接触電気を橋渡しとして、

電池による動電気の時代が幕を開ける。

１７９３年にイタリアのボルタは、異種の金属を接

触させてどちらがプラスになるかを調べて、次の

ような電位列を発表した。

（プラス）－亜鉛、鉛、錫、鉄、銅、銀、金、炭

素－（マイナス）

これは帯電列と同様に、左の方が高い電位にな

る事を示す序列である。１８００年にボルタは、希硫

酸を染ませた厚紙を亜鉛と銀の板で挟んで一つの

電池とし、それを何段も積み重ねた電堆（でんた

い）を発明した。この電堆の両端を銅線で結べば、

銀極から銅線を経て亜鉛極に電流が流れる（接触

電位差は亜鉛極と銅線との間に生ずるので、電池

内部で亜鉛極から銀極への電流、電池外部で銀極

から亜鉛極への電流となる。）。帯電体の放電がプ

ラスからマイナスに流れるのと同様に、電堆の電

流も、銀極をプラス、亜鉛極をマイナスとしたと

き、銅線に流れる方向と取ればよい。すなわち動

電気の場合は、電流の流れ出す側を電池のプラス

極、流れ込む側を電池のマイナス極と決められた。

電池は化学反応から電気エネルギーを取り出す手

段である。電池を使うと電解液の電気分解により

陽極から水素ガスが出ることはすぐ分かる。その

ことから電気の素は何かが問題になり、電気を帯

びた粒子が導線の中を流れるという考えが生まれ

た。一方真空放電の研究から、陰極から出る微粒

子が電気を運ぶ粒子であることが１８９０年に分かり、

その電荷はマイナス（負）であることが１８９８年ト

ムソンによって確かめられた。

こうして電子の実在が証明されたが、電流の方

向が先に決まって、その実態である電子が後から

分かったために、電子の電荷はマイナスとせざる

を得なくなった。ということは、もしも動電気の

プラスマイナスが、さらに溯って静電気のプラス

マイナスが逆に定義されていたら、電流の方向は

プラスの電荷をもった電子が流れる方向となり、

非常に分かり易い物理学になったであろう。この

食い違いの元をたどると、フランクリンに行き着

43 郵政研究所月報 ２００２．４



く。つまり彼が１７５０年にデュフェの硝子電気を陰

電気、樹脂電気を陽電気と名付けてくれていたら、

万事めでたしめでたしであったのである。

６　再び平賀源内の「えれきてる」

１７５０年にフランクリンが、電気の元は一つで

あって、それが多すぎると陽に帯電した状態にな

り、少な過ぎると陰に帯電した状態になると言い

出した。そして１７５２年には雷は電気現象であるこ

とを証明し、ライデン瓶に貯めた電気が陰電気の

ことも陽電気のこともあることを見付けた。「え

れきてる」はそれから２０年近く経っているから、

静電気の陰陽は常識になっていたであろうし、平

賀源内も理解の程度は別として知っていた節があ

る。となると上蓋のVenus.♀とMars.♂は静電気

の陰と陽を意味する文字と記号として何の問題も

ないようである。

冒頭に書いたように、平賀源内の「えれきてる」

の出所は定かでないと書いた。しかし使っている

材料やデザインを見ると、どうも自分で作ったも

ののように思える。その根拠は、発電用の硝子瓶

も蓄電用の瓶も、茶褐色の薬瓶の類を流用したよ

うに見えるし、外箱は安い松板、絶縁材料は松脂

と、すべて日本で入手容易なものばかり使ってい

るからである。また外面に描かれた模様も一見西

洋風ではあるが、図柄に統一性がなく、直線も手

書きのように不揃いで、オランダで作られた既製

品というより、手作り品に思える。平賀源内は絵

心のあった人で、西洋画も描き、日本で初めて油

絵を描いた人としても知られている。念のためオ

ランダ大使館の科学アタッシェを通して、オラン

ダの博物館に問い合わせたところ、源内の「えれ

きてる」のような構造と外見の摩擦起電機はない

という返事が返ってきた。恐らく彼は壊れたオラ

ンダ製「えれきてる」を参考にして日本製の「え

れきてる」を作り、洋風に見せるために唐草模様

を描いてそこに「Venus.♀」と「Mars.♂」を書

き入れた。これが事の真相ではないかと思う。

「えれきてる」が平賀源内製である何よりの証拠

は、電気的絶縁性のいい松脂に目を付け、それを

使ったことであろう。

７　機能レプリカの製作と実演

重要文化財の「えれきてる」とは別に、本当に

発電するレプリカの「えれきてる」が平成１２年に

当館によって製作された。そのレプリカは外観、

構造はもちろん使った材料もすべて原機と同じに

してある。ただし軸受けのボールベアリングと、

ゴムベルトだけは原機と違う。その理由は、実演

するためのレプリカは耐久性を要求されるからで

ある。

それが完成した時、先ず気懸かりだったのは果

たして源内先生と同じように電気が起こるだろう

かということであった。ハンドルを一生懸命回し

てみても数ミリの火花しか飛ばない。それも最初

の内は何とか飛ぶが、回している内に飛ばなくな

る。そこでガラス瓶の材質を変えたり、枕の外革

や中身の綿を変えたりした。そして試行錯誤の末

分かったことは、アースであった。ガラスと金属

の摩擦の結果、ガラスの表面にできたプラスの電

荷は、銅の鎖を通って蓄電瓶に貯えられる。一方

金属粉を吹き付けた和紙上のマイナス電荷は、押

さえ金具を通して木箱から畳へ、さらに大地に流

れる。これが昔の「えれきてる」の電荷の動きで

あった。ところが今の「えれきてる」は、樹脂を

張ったデスクの上に置かれ、床には絨毯が敷き詰

められ、しかもビルの中ときては、分離したマイ

ナス電荷は貯まるばかりで逃げ場がないのである。

そこで、電灯線のアース側に導電マットをつなぎ、

その上に「えれきてる」を載せ、さらに枕の押さ

え金具（ステンレス製板）を導電マットに接続し

た。そしてガラス瓶と摩擦する金属を純銀の薄板
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に代えた。その結果、何と長さ３センチにも及ぶ

火花が飛んだのである。これは推定９万ボルトの

電圧に相当する。もちろんいつの世も湿気は大敵

である。それを克服するため箱の中に乾燥剤を入

れ、源内先生がギブアップした梅雨時でも発電実

験に成功している。

去る平成１２年７月の「国際モダンホスピタル

ショウ２０００」での「蘭学事始めコーナー」や１２月

には東海総合通信局で、また平成１３年１０月広島歴

史博物館に招かれて、「えれきてる」の実演を

行った。二百年以上も前にタイムスリップして、

電気の神秘を目の当たりに見た多くの来館者から

盛んな拍手を頂いた。その他、多数のテレビ局か

ら一般向け番組として「源内のエレキテル」や

「静電気」について等、また子供向け学習番組に

も「機能レプリカによる静電気の実験」の要請に

も応じている。

このようにして、機能レプリカは当時を再現し、

かつ静電気の実験をすることにより、原理が理解

できる点で、教育普及活動等にも役立つレプリカ

である。
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おわりに

Ⅱ．双方向モデルのアクセス料金

ノートは、以上のように一方向のアクセス料金

問題を分析した後、双方向のアクセス料金問題の

検討に入る。ノートは双方向アクセスの問題を、

競合ネットワークと中心ネットワーク（以下、

ネットと略す）との間の相互接続と競合ネット

間の相互接続の二つに分けて、それぞれモデルを

紹介し、そこからアクセス料金問題にアプローチ

している。

双方向のアクセス料金問題は、二つ（複数）の

会社が相互に不可欠中間投入財を購入しなければ

ならない状況において生じる。これは、通常、電

気通信産業で生じる。ユビキタスな通信サービス

の提供は、他のネットに帰属する人々に対しても

通信サービスの提供を要求するため、他の会社の

ネットへの接続を必要とする。例えば、ユビキタ

スなサービスを提供するため、モバイル・ネット

事業者は固定ネット事業者に接続を求めるであろ

うし、また逆もあるであろう。固定レベルでも、

例えば国際通話では、固定ネット事業者は相互に

他の固定ネット事業者に接続を求めることになる。

双方向アクセスの問題は、他の産業でも発生す

る。例えば、鉄道において、二つの鉄道会社は、

もし彼らが相互に鉄道網軌道への列車乗り入れを

認めれば、始発・終着駅との間で運輸サービスの

レンジを拡大することができる。郵便部門でも、

ユビキタスな郵便サービスは、一社によって集積

アクセス料金：ＯＥＣＤの理論と政策（下）

早稲田大学商学部教授　　山本　哲三
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された郵便が他の会社によって配達されることを、

また逆を要求することになろう。

ところで、双方向アクセスでは、アクセス料金

の問題は非常に複雑となる。ネット間の競争の性

質が一様でないばかりか（例えば、提供される

サービスの、またネットの性質、規模の異同性）、

規制の有無についても違いがあるため、双方向モ

デルの構築に多種多様な仮定が設けられることに

なるからである。また、一連の仮定の複雑な相互

作用が、分析結果に影響することにもなる。その

結果、双方向モデルは、限られた特殊のケースに

焦点を当てざるをえず、そこから一般的な原理を

得るのは容易ではない。とはいえ、そうした特殊

なモデルからもいくつかのヒントは得られるので

あって、以下、ノートに従い二つの双方向モデル

からアクセス料金問題に迫ってみよう。

Ａ．競合ネットワークと中心ネットワークとの間の

相互接続

まず、第一部で用いられた一方向アクセス・モ

デルを直接発展させた双方向モデルの考察から始

めよう。下流の競合企業が上流の独占事業者から

中間投入財を購入しなければならないが、同時に

後者も前者から中間投入財を購入しなければなら

ない状態を想定しよう。また、ここでは、下流の

企業は相互に中間投入財を購入する必要はないも

のとする。

上流に中心ネットの運用者（独占事業者）が、

また下流に多くの競合企業が存在し、下流の競合

企業は、最終財を販売するためには、上流の独占

事業者から不可欠中間投入財を購入しなければな

らない点では先のモデルと同じだが、中心ネット

もそれ自身最終財を供給するためには下流の企業

から中間投入財を購入しなければならないという

点にこのモデルの特徴がある。この仮定は、モデ

ルに｢双方向｣の要素を導入することになる。

このモデルはかなり様式化されているとはいえ、

現実世界にある程度適用可能である。例えば、モ

バイル事業者の共通固定ネットへの相互接続など

はこのモデルで分析が可能である（モデルの「固

定―モバイル」適用については、アームストロン

グを参照）。モバイル・ネットは、その顧客に通

信サービスを提供するために、固定ネットから

「通話着信」サービスを購入しなければならない

が（ここでは、モバイル通話は固定につながるも

のと仮定する）、固定ネットもその顧客にユビキ

タスな通信サービスを提供するために、モバイ

ル・ネットから着信サービスを購入しなければな

らないのである。

また、ここでは、下流の競合企業は２部料金
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独占企業と交換されるアクセス・サービス 

「下流」の競争部門 

二部料金で販売される最終サービス 

図３　双方向アクセス問題の市場構造：下流の企業が中心ネットを持つ
上流の独占企業と中間投入財を交換するケース



（例えば、加入者あたりの固定料金と通話あたり

の従量料金）で、単一のサービス（例えば、モバ

イル→固定の通話）を最終顧客に提供するものと

仮定しよう。その市場構造は、図３で説明されて

いる。

さらに、競合企業の顧客は、自分の加入してい

る企業が中間投入財を中心的な独占企業に販売し

ても効用を得ることはないと仮定する。したがっ

て、それに対しては支払わないし、独占企業の顧

客の厚生にも関心を抱かないと仮定する。モデル

の「固定―モバイル」適用では、この仮定は、モ

バイルの顧客は固定ネットからの通話には何ら効

用を感じず（それに対して支払わない）、固定

ネットの顧客の厚生に留意しないというに等し

い。

このモデルでも、一方向モデルと同様、競合企

業の料金については競争によって決定されるが、

独占企業が課す料金は、競合企業に販売される中

間投入財の料金を含めて、規制によって決定され

るものとしよう。その場合、競合ネットが販売す

る中間投入財の価格については、どう考えるべき

であろうか。この価格は、「競争によって決定さ

れる」ものと見なしてよいのであろうか。

その答えはノーである。これを理解するために、

下流の競合企業が中心ネットに販売する中間投入

財の価格を上昇させた場合（例えば、モバイル着

信料金の上昇）の影響について考察してみよう。

この着信料金の上昇は、規制されている固定→モ

バイル通話の小売価格の上昇というかたちで、固

定ネットの顧客に転嫁されるかもしれないし、転

嫁されないかもしれない。暫時、転嫁されると仮

定しよう。すなわち、着信料金の上昇は固定→モ

バイル通話の小売価格を上昇させると仮定するの

である。すると、着信料金の上昇は固定→モバイ

ル通話の数量を削減することになる。だが、これ

は、モバイル・ネットのサービスに対する需要に

は何の影響も与えない。上の仮定の下、モバイル

の利用者は、固定→モバイル通話からは何ら効用

をひきだすことはないし（それに支払うことはな

いし）、固定ネットの通話者の厚生には一切関心

を払わないからである。要するに、モバイル事業

者の観点からは、着信料金の上昇はその着信サー

ビス事業の利潤に影響を与えるが、他のサービス

事業の利潤には一切影響を与えない。その結果、

モバイル事業者は、もし彼が利潤最大化を追求す

ると仮定すれば、モバイル着信料金を、そこでの

利潤を最大化するレベルで、いわば「独占」レベ

ルで設定することになる。

それゆえ、各モバイル事業者によって決定され

る「独占」的な着信料金は、固定→モバイル通話

の小売価格が着信料金の変化に対しどの程度感応

するかにかかっている。もし、その小売価格が着

信料金に敏感に反応しないようであれば、モバイ

ル事業者が選択する着信料金は実際非常に高いも

のとなろう。こうしたことは、小売料金がさまざ

まなモバイル会社の平均着信料金をベースに規制

されているような場合に起こりうる。モバイル・

ネットが小規模な事業者により運営されている場

合には、固定→モバイル通話の小売価格は、当該

モバイル事業者の着信料金の変化に対し敏感には

反応しないであろう。こうした結果は、モバイ

ル・ネットが市場支配的な地位を有しているかど

うかには関係がない。あらゆるネットが、たとえ

規模が小さかろうと、自分のネットでは着信に関

し独占権を、また上の仮定の下ではそれを利用し

て収入を増大させるインセンテイブを有している

のである。

こうした諸結果は、以下の原理として表現され

る。

原理：双方向の相互接続では、以下の条件の下

で、各ネットは中間投入財の販売から得られ
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る利潤を最大化するような料金を選択しよう。

各ネットの顧客が、自分の加入するネットが

他のネットに中間投入財を販売することから

効用を得ない場合（それに支払わない場合）、

また他のネットに属する顧客の厚生に対して

関心を払わない場合、そして各ネットが自分

の中間投入財を一方的に販売でき、その価格

を選択できる場合が、それである。こうした

場合、着信料金は、一般的な厚生の観点から

見て、非効率に高いものとなる。

したがって、モバイル着信料金の設定を個々の

モバイル会社に委譲することはできない。アクセ

ス料金規制は欠かせないのである。それでは一体、

着信料金はいかなるレベルで設定されるべきなの

か。固定→モバイル通話の小売価格（被規制）が、

直接、モバイル着信料金の規制に依存するケー

スを想定しよう。これは、例えば、プライス

キャップにより規制された企業が小売価格を選

択しているケースに当てはまる。

モバイル着信料金は、二つの価格セットに影響

を与える可能性がある。第一に、それは固定→モ

バイルの小売価格に直接影響を与える。モバイル

着信料金は、固定→モバイル通話を提供するのに

要する限界費用の重要な要素をなすからである。

したがって、着信料金の変化は、固定→モバイル

通話価格とその限界費用との関係、また当該固定

ネットによって提供される他のサービス価格と

の関係に影響を与えることで、配分効率に影響を

与えよう。第二に、それはモバイル・ネットの小

売価格にも間接的な影響を与える可能性がある。

その上昇は、モバイル・ネットの着信サービス事

業からの利潤を増大させ、モバイル・ネットの

サービス価格を引き下げる可能性がある。それ

は、モバイル・ネットの浸透度を高めることにも

なろう。さらに、モバイル・ネットの浸透は固定

→モバイル通話への需要を拡大することにもなる

（ボックス１０を参照）。
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ボックス１０：固定→モバイルの相互接続の詳細な

観察

多くのモバイル・ネットがあり、２部料金

で競争している状態を想定しよう。この競争

の効果は、各ネットは、収支均衡の制約下、

消費者厚生を最大化する２部料金の組み合わ

せを提供するよう強制されるというかたちで

現れる。これは、利用（＝従量）料金は限界

費用で課金され、固定料金は各ネットがちょ

うど収支均衡するような仕方で設定されると

いうことを意味している。各モバイル・ネッ

トはネットの外に出て行く通話からは何ら収

入を得られないのであって、唯一の収入源は、

各ネットが固定ネットから来る着信トラヒッ

ク、そこから得る収入＝着信料金ということ

になる。顧客一人当たりの固定費用が１００㌦で、

着信トラヒックからの収入が２０㌦であるとす

れば、モバイル顧客一人当たりの固定料金は

競争の結果８０㌦に引き下げられよう。

いま、モバイルの顧客数は固定料金に依存

していると想定しよう。例えば、固定料金が

１０㌦削減されるごとに、顧客数は１００人増加す

るとしよう。このケースでは、顧客当たり着

信収入が１０㌦増加すれば、モバイルネットは

固定料金を１０㌦削減することができ、それゆ

え顧客を１００人増加させることができる。

さて、ここで規制当局はどのような行動を

とるのか。規制当局は、モバイル・ネットへ

の通話着信料金の引上げを認めることでモバ

イル・ネットの着信収入を増加させることが

できる。もし各モバイル・ネットの顧客に一

人当たり１０００通話が来るとすれば、１㌣のモ

バイル着信料金の値上げは顧客一人当たり着



こうした二つの影響のうちいずれが重要である

かは、我々が立てる追加の仮定にかかっている。
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信収入を１０㌦増加させ、それを固定料金の引

き下げに使えば、モバイルの顧客数を１００人増

やすことができる。

だが、このようなやり方で着信収入を増加

させることの意味はどこにあるのであろうか。

それが持つ意味は、モバイル着信料金の引き

上げが、固定→モバイル通話の小売価格の値

上げというかたちで、固定ネットの顧客に転

嫁されるかどうかにかかっている。転嫁され

る場合には、トレードオフが発生する。高い

着信料金は、固定ネットの顧客が通話するモ

バイル顧客数を増加させるが、他面それは通

話コストを引き上げ、モバイル顧客への通話

需要を減少させることにもなる。

一連の事態は、（ア）着信料金の上昇⇒着信

収入の増加⇒モバイル固定料金の引き下げ⇒

モバイル加入者の増加、（イ）着信料金の上昇

⇒固定→モバイル通話の小売価格の上昇⇒モ

バイル加入者当たりの固定→モバイル通話の

減少、というトレードオフを生むのである。

いま、モバイル・ネットにはN人の加入者が

おり、各人がQの固定→モバイル通話を受け

取ると想定しよう。Ｐ�を着信料金がa のと

きの固定→モバイル通話の小売価格、Ｐ́ �を

Ｐ�のaに関する一階微分としよう。

ここで、着信収入を１㌦増加させることの

効果を検討しよう。この収入の増加は、モバ

イルの固定料金の引き下げとなってモバイル

加入者に還元され、各加入者の厚生を正確に

１㌦引上げ、全体ではN㌦厚生を増大させる。

また、それは、モバイル加入者の数を一定数

増やし、それにより固定ネットの加入者の厚

生を一定量、例えばAだけ増やすことになる。

だが、着信収入１㌦の増加は固定→モバイル

通話の価格引上げを意味し、その分固定ネッ

トの顧客の厚生を減じることになる。価格が

ΔP 引き上げられる場合には、固定ネットの

顧客の厚生は、正確にNQΔP分減少すること

になる。もし着信料金が限界費用で設定され

ていたならば、着信収入１㌦を増加させるた

めには、アクセス料金をＰ́ �／Qだけ引き上

げる必要がある。いいかえれば、着信収入を

１㌦増加させると、固定ネットの加入者の厚

生は正確にＰ́ �Nだけ減ることになるのであ

る。こうした効果を合計すると、（アクセス料

金が限界費用で設定されている場合）着信収

入の１㌦の増加は総厚生をA－Ｐ́ �N＋Nだ

け増加させることになる。

この式は、本文の結果の証明にも適用でき

る。着信収入の増加がモバイル浸透度を上昇

させ（すなわち、A＞０）、かつ固定→モバイ

ル通話の価格は限界費用に等しい（すなわち、

Ｐ́ �＝１）と想定しよう。すると、上の式は、

アクセス料金の限界費用を上回るかたちでの

引上げは、全体の厚生をAだけ増大させるこ

とを明らかにしている。それゆえ、最適アク

セス料金は限界費用よりも大きくなるのであ

る。他面、もし着信収入の増加がモバイル着

信のトラヒックに何の影響も与えず（A＝０）、

かつ固定→モバイル通話の小売価格にはマー

クアップが付けられているとすれば（すなわ

ち、Ｐ́ �＞１）、上の式は、アクセス料金の

限界費用を上回るかたちでの引上げは、全体

の厚生を減少させることを明らかにしている。

N（１－Ｐ́ �）＜０。このケースでは最適ア

クセス料金は限界費用よりも小さくなるので

ある。



とくに、�固定→モバイル通話価格は限界費用

で価格づけされていると仮定し、モバイルの浸透

度はモバイル固定料金に敏感ではないと仮定すれ

ば、一般的な厚生はモバイル・アクセス料金を着

信サービスの限界費用に等しく設定することで、

最大化されよう。�モバイルの浸透度は固定料

金に敏感であると仮定すれば、着信サービスから

の収入を増やし、固定料金を引き下げる（モバイ

ル浸透度を高める）ために、限界費用を超えてモ

バイル着信料金を引き上げることは、意味のある

ことである。ここでは、固定ネットは、モバイル

浸透度を高めるために、また固定→モバイル通話

の数量を増加させるために、モバイル・ネットに

「補助（金）」を与えることになる。�モバイル

の浸透度はモバイル固定料金に敏感ではなく、固

定→モバイル通話価格にも限界費用にマークアッ

プが付加されていると仮定すれば（多分固定費用

の回収のため）、固定→モバイル通話価格の歪み

を是正するため、モバイル着信料金を着信サービ

スの限界費用以下に引き下げることは、意味のあ

ることである。このケースでは、モバイル・ネッ

トは着信サービス事業で損金を出すので、それを

償うために固定料金を引き上げなければならない。

ここでは、モバイル・ネットのほうが、固定ネッ

トの価格の歪みを是正するため、固定ネットに

「補助（金）」を与えることになる。

それでは、モバイルの浸透度が固定料金に敏感

で、固定→モバイル通話価格が限界費用を超える

形でマークアップされている場合には、どうであ

ろうか。このケースでは、一つの政策が二つの目

標を追求しなければならなくなる。第一の目標は、

モバイルの浸透度と固定ネット側の（限界費用/

小売価格の）マークアップとの間の正しいバラン

スを取ることである。もし固定ネットが大幅な

マークアップを犠牲にしてモバイル・ネットに

内部補助を行うというのであれば、モバイルの浸

透度は高まろう。第二の目標は、限界費用に対す

る、また他の固定ネットのサービス価格に対する

固定→モバイル通話価格の正しいレベルを維持す

ることである。

上の枠組みでは、着信料金の上昇はモバイルの

浸透度を高めることにつながるが、それは同時に

固定→モバイル通話価格を真の限界費用に対し引

き上げることにもなる。他面、着信料金の下落は

固定→モバイル通話価格の引き下げにつながるが、

モバイルの浸透度を低下させるという犠牲を伴う

ことになる。通常、この対立を解決するには、他

の政策｢手段｣を探さなければならない。そうした

手段として考えられるのが、両者の関係を断ち切

るという方法である。もし、固定→モバイル通話

価格と着信料金が別個に設定されるならば、小売

価格は限界費用に対し効率的に設定できることに

なり、着信料金は、マークアップの有害な効果に

対しモバイル浸透度を均衡させるために、固定

ネットからモバイル・ネットに利潤をシフトさ

せる効果を持つにすぎないものとなろう。

だが、より現実的な解決策は、２部料金（例え

ば、モバイル加入者の数をベースにした「固定」

要素と固定→モバイルの通話数をベースにした

「可変」要素からなる料金）を採用することであ

る。こうした料金体系では、効率的なアクセス料

金は着信サービスの限界費用に等しい可変料金と

なる。また、固定要素のほうは、マークアップの

有害な効果に対しモバイル浸透度を均衡させるよ

うなレベルで選択されることになろう。

Ｂ．電気通信事業への適用

モデルを「固定―モバイル」問題に適用すると、

上の分析は、�固定→モバイル着信料金は規制さ

れるべきこと、�多分、モバイル・ネットの浸透

度を高めるために、固定ネットからモバイル・

ネットへの純所得移転がなされるべきこと、そ
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して�モバイル着信料金は理想的にはその限界費

用に等しく設定されるべきこと、を示している。

加えて、通話着信料金は理想的には２部料金体

系を有すべきである。そして、従量部分は真の限

界費用に等しく、固定部分はモバイル・ネットの

加入者の数とその消費行動に依存するかたちで決

定されるべきである。とりわけ、モバイルの固定

料金に対しより敏感な利用者については、固定料

金は引き下げられるべきであろう。そうした利用

者は利用頻度が低いため、低い固定料金と高い従

量料金を選択する可能性が高いのである。

だが、モバイル・ネット上の通話の発信ないし

着信サービスの単位限界費用とは一体何であろう

か。モバイル事業者によって提示される広範な料

金メニュー、とくに高い固定料金と相当低い従量

料金から成る料金メニューは、「真の」限界費用

はかなり低く、とくにオフピーク時にはゼロに近

いことを示唆している。

Ｃ．アクセス料金規制の実際

最近、モバイル・ネットの着信料金を規制する

動きが強まっているが、すべての国がそうした規

制を実施しているわけではない。１９９８年７月、欧

州委員会は固定―モバイルの料金設定に調査のメ

スを入れることを決定した。同年１２月、英国の競

争委員会（ＭＭＣ）は、モバイル着信料金の適正

化を制約するような非効率な競争圧力が働いてい

ると結論し、１９９９年３月、オフテルはＢＴセル

ネットとボーダフォンの着信料金を引き下げる

措置を採った。同様に、１９９９年６月、オランダの

規制当局（ＯＰＴＡ）は、固定→モバイルの通話

小売価格が他の諸国よりも高いこと、また固定→

モバイル通話のほうがモバイル→固定通話よりも

小売価格が高いことを観察し、これを変える規制

措置をとった。また、フランス規制当局（ＡＲＴ）

も、２０００年１１月、フランス・テレコムに固定→モ

バイルの通話料金を２１％、引き下げるように指導

した。オーストラリアでも、固定→モバイルの着

信料金への懸念から、その着信料金をモバイル→

固定通話の価格バスケット（着信料金を含む）

とリンクさせるという提案がなされている。

２部料金は、固定→モバイルの着信料金の設定

には用いられていない。アクセス料金は典型的に

は簡単な線形の、分あたり料金で課されている。

モバイル着信料金は着信サービスの限界費用を上

回っており、このことは、固定ネットからモバイ

ル・ネットへの所得移転がなされていることに整

合している。着信サービスのピーク時とオフピー

ク時との間でも料金差別はなされておらず、モバ

イル顧客の階層間でも料金差別はなされていない。

Ⅲ．双方向モデルのアクセス料金

Ａ．競合ネットワークのモデル

前のモデルでは、独占の価格および下流の企業

が独占に販売する中間投入財の価格は規制されて

おり、下流企業の価格は競争によって決定される

と仮定していた。ここでは、企業は相互に競争し、

不可欠中間投入財を購入しあうモデルを考察する。

このモデルでは、すべての小売価格は競争によっ

て決定されるものとする。いわば規制当局の役割

はアクセス料金、すなわち企業が中間投入財を購

入しあう相互接続料金の決定に限定されることに

なる。

まず、二つの競合するネットが存在すると想定

しよう。また、二つのネットは、三つの価格―固

定料金、オンネット通話（発信と送信・着信が同

一のネットでなされる通話を指す）の料金、オフ

ネット通話（発信と送信・着信が異なるネットで

なされる通話を指す）の料金―を使って、一定の、

固定した消費者集団の獲得をめぐり競争している

と仮定しよう（図４）。さらに、すべての消費者

がネットの一方または他方を選択しているものと
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し、浸透度の向上という問題を捨象しよう。そし

て最後に、前節と同様、消費者は自分たちの厚生

に注意を払うだけで、自分たちにかかって来る通

話からは効用を受けず、通話をしてくる人々の厚

生には関心を払わないと仮定する。

相互接続に関する多くの経済学的文献も、モデ

ル構築において同様の基本的な枠組みを採用して

いる。とくに有力なモデルは、製品差別に関する

ホテリング・モデルに従い、消費者は自分が加入

するネットを選択すると仮定している。また、二

つのネットは、消費者の目で見て、完全代替的な

製品を供給することはないと仮定している。その

結果、一方のネットは、他方のネットに比べ、顧

客を失うことなく高い価格を維持できることにな

る。ネットの代替度も、こうしたモデルにあって

は、単一のパラメーターに反映されている。

こうした文脈では、他のネットからの通話の着

信料金の引き上げは、二つの効果を持っている。

第一に、それは、着信事業からの利潤を増加させ

る可能性があり、またそれによる利潤が他の料金

の引き下げに利用される場合には、ネットへの需

要を高める可能性がある。第二に、着信料金の引

き上げは、それが他のネットの顧客に転嫁される

度合いの問題はあるが、ライバルの価格を上昇さ

せ、ひいては自分のネットのサービスへの需要

を増大させる可能性がある。そのため、着信料金

の引き上げが許される場合には、各ネットは、自

分の着信料金を独占価格レベルにまで引き上げる

強いインセンテｲブを持つ。すなわち、もし、着

信料金を一方的かつ非協調的に設定することが許

されるならば、各ネットは、非効率に高い着信

料金を選択するのである。

こうした理由で、以下では、着信料金が相互的

であるように規制されているケース（例えば、着

信料金がネットないし事業者の支配を受けない

ケース）に焦点を当てる。そこでは、次の二点

が問題となる。第一に、着信料金はネット間の競

争にどのような影響を及ぼすのであろうか。その

引き上げは、一方のネットから他のネットへの通

話の純フローをもたらすのであろうか。また、高

い着信料金は大規模なネットに有利に働くのであ

ろうか。第二に、二つのネットは、共通着信料金

ということで合意できるのであろうか。もし合意

できるというのであれば、それはどのような料金

水準になるのか。

ほとんどのモデルは、着信料金の引き上げは、

次のような影響を及ぼすと論じている。�二つの

ネットが大規模であるかぎり、その引き上げは、

ネット間の着信コストを引き上げ、通話着信の平

均費用を引き上げる。着信サービスの平均費用は、

大規模なネットというより、小規模なネットに対

しより大幅に引き上げられることになる。小規模

なネットは、より多くの通話を他のネット上に着

信させなければならないからである。�（モデル
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競合企業が相互に中間投入財を交換し合う 

企　業 企　業 

Ｆ１,ｐ１,^ｐ１� Ｆ２,ｐ２,^ｐ２�

最終財は２部料金で販売される。 
また、オンネット通話の価格とオフ
ネット通話の価格は異なる。 

図４　双方向アクセス問題の市場構造：競合企業が中間投入財を交換するケース



の仮定にも依るが）その引き上げは通話小売価格

に直接影響を与える可能性がある。そのことは、

翻って、ネット間の通話フローに不均衡を生み

出しかねない。例えば、着信料金の引き上げが小

規模なネットにより大幅な通話小売価格の上昇を

もたらす場合などが、それである。�また、その

引き上げは着信収入にも影響を与える。どの程度

収入に影響があるかは、着信あたりの収入増加と

ネット間で発生する通話フローの不均衡という

二つの効果のいわば結合効果に依存している。

�最後に、その引き上げは、２部料金の固定料金

などの他の料金部分に間接的に影響を及ぼす可能

性がある。これについては、一方におけるコスト

引き上げ効果と他方における高収入効果、両効果

がどう結合されるかで、上下変動を繰り返すこと

になろう。

一般的な効果は、ネット間の競争のあり方、性

質に依存する。例えば、簡単な線形料金で競って

いるのか、２部料金で競っているのかで効果は異

なるのである。いま、新規参入者は、既存ネット

から顧客を奪うために、低い固定料金と低い従量

料金を提示しなければならないと想定しよう。こ

のシナリオでは、高い着信料金は二つの仕方で参

入者に不利に働く。第一に、高い着信料金は、既

存事業者に比べ、参入者が支払わなくてはならな

い平均着信料金を大幅に引き上げることになる。

第二に、参入者が低い通話小売価格を設けると、

参入者のネットから既存事業者のネットに通話フ

ローの純流出が生じるが、この純流出は、高い通

話着信料金と結びつき、参入者に既存事業者への

純支払いを帰結させることになる。もちろん、固

定料金を引き上げればこれに対処できるが、事実

上、参入者にとってそれは困難である。

このシンプルなモデルは、支配的な既存事業者

のほうはつねに高い着信料金を好み、新規参入者

のほうは低い着信料金を好むことを示している。

しかし、このシンプルなモデルは、いくつかの点

で不完全である。とくに問題となるのは、なぜ参

入者は低い固定料金と低い従量料金を提示しなけ

ればならないのか、ということである。消費者は

低い固定・従量料金を好むにしろ、そのなかには

進んで、既存事業者の価格より、わずかではあれ、

高い固定・従量料金を支払うケースもあるのでは

ないか。もっと特化したモデルを検討しよう。

Ｂ．線形料金での競争

最初に、二つのネットは固定料金を課さず、

オンネット通話とオフネット通話の料金差別も

許されていない状態を想定しよう。言い換えれば、

二つのネットは簡単な線形料金で競争している状

態を想定するのである。このケースでは、両ネッ

トは、たとえ一方のネットの規模が他方のそれよ

り小さくても、高い着信料金を選好する可能性が

ある。

これを理解するため、各ネットの小売価格は均

衡点で同一であると仮定しよう。このことは、

ネットの規模の相違にもかかわらず、ネット間

通話には純フローが発生しないことを意味してい

る。したがって、ここでは着信料金の引き上げは

純着信収入に何ら影響を及ぼさない（ゼロである）。

だが他方で、それは着信サービスの限界費用の引

き上げ、それゆえ各ネットの小売価格の上昇をも

たらす。その結果、各ネットは好んで独占価格を

誘導できるような高いアクセス料金を設定するこ

とになるのである。この場合、もしネットの一方

が価格の切り下げでこの均衡から乖離すれば、そ

れは市場シェアの拡大を導き、他のネットへの通

話の純流出を誘導する。そのときにアクセス料金

が非常に高ければ、市場シェア拡大の利益は、増

加する着信料金の支払いに圧倒されることになる。

したがって、いずれのネットも均衡からは乖離し

ないであろう。ただし、ネット間の代替度が非常
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に高い場合には、均衡からの乖離が一方のネット

に市場のすべてを、それゆえ利潤のすべてを掌握

させることもあろう。したがって、二つのネット

が完全代替的な関係にあるときには、共謀はなさ

れにくいのである。

要約すると、この簡単な枠組みでは、両ネット

に着信料金の独占レベルでの設定が許されるため、

より高い着信料金が両ネットにより選好されるこ

とになる。「対称的な地域ネットは、小売価格の

競争を緩和するため、共通アクセス料金をその限

界費用以上に設定する。高い相互接続料金に合意

することで、企業は、市場シェアの拡大を図る努

力において、相互に小売価格をカットしようとす

るインセンテｲブを失うことになる。一方の企業

が小売価格を引き下げれば、通話の純流出に直面

し、相互接続料金が高い場合には、利潤の削減に

つながりかねない。このように、小売市場での競

争は、アクセス料金に関する共謀によって覆され

る可能性があるのである。」（カーター・ライト

（１９９９年）を参照）。

Ｃ．２部料金での競争

� オンネット通話とオフネット通話との間で差

別がなされない場合

ネットが従量料金に加え固定料金を課すことが

できるようなより現実的なケースの考察に入ろう。

暫時、オンネット通話とオフネット通話との間の

価格差別は禁じられており、（以前と同様）着信

料金は相互的でなければならないと仮定しよう。

このケースでは、各企業は従量料金を通話の限

界費用に等しく設定することを選ぶであろう。だ

が翻って見ると、通話の限界費用は着信料金に

依存している。そうなると、小規模なネットの通

話の大部分はネット間で行われるので、高い着信

料金は、大規模なネットというより小規模な

ネットの従量料金を大幅に引き上げることにな

る（ボックス１１を参照）。

55 郵政研究所月報 ２００２．４

ボックス１１：２部料金でのネット間競争の観察

まず、A、Bという二つのネットがあり、２

部料金で競争していると想定しよう。すなわ

ち、各ネットは顧客に固定料金部分と従量料

金部分（通話当たり料金）から成る価格ペア

（例えば、fA, pA）を提示するのである。発信

と着信の限界費用はｃであると仮定しよう。

また、各ネットによって提示される価格は

ネットの市場シェアを決定すると仮定しよう。

n Aとn Bを各ネットの加入者数とする。ここで

は、n A＋n B＝１である。

ここでもし我々が加入者の効用を一定に保

つならば、利潤を最大化する（通話当たりの）

価格は、単純に、感知される限界費用に等し

いことがわかる。すなわち、ネットAの通話

価格は、オンネット通話の確率とオフネット

通話の確率を考慮すれば、pA＝n A（c＋ c）＋

n B（a＋c）＝２c＋（a－c）n Bとなる。

いま二つのネットは規模が大きく異なり、

ネットAがネットBよりも大きく、nA＝０．９、

n B＝０．１であると想定しよう。また、発信と着

信の限界費用は１㌦（c＝１）であると仮定し

よう。すると、pA＝０．９×２＋０．１（a＋１）＝１．９

＋０．１aとなり、これに対し、ネットＢの価格

はpＢ＝０．１×２＋０．９（a＋１）＝１．１＋０．９aとな

る。明らかに、大規模なネットの小売価格の

ほうが小規模なネットよりもアクセス料金に

対する感応度が低い。例えば、アクセス料金

が a＝２まで上昇すると、ネットAの価格は

２．１の上昇にとどまるのにネットＢは２．９にまで

跳ね上がるのである。

アクセス料金がコストを上回る場合には

（a＞１）、大規模なネットから小規模なネッ

トに向けコスト超の通話の純流出が生じる



とはいえ、高い着信料金は必ずしも小規模な

ネットの利益に相反するわけではない。小規模

なネットはより高い従量料金を有することになる

ので、利用者は従量料金の低い大規模なネットに

シフトし、小規模なネットに向け通話の純フロー

が生じることになる。小規模なネットはそうした

通話の着信サービスから収入を獲得できる。

カーターとライトによれば、小規模なネットに

は高い相互接続料金を好む傾向すらある。これに

対し、大規模なネットは限界費用に等しいアクセ

ス料金を好む傾向がある。アクセス料金が限界費

用と異なる場合には（高かろうと、低かろうと）、

小規模なネットに対して収入の純フローが発生す

ることになる。こうした理由で、小規模なネット

は、ある環境下では限界費用と異なるアクセス料

金を選好するのである。

カーターとライトは、こうしたアクセス問題の

解決策の一つとして、大規模なネットに一方的に

共通着信料金を選択させる方法を提案している。

「既存事業者にアクセス料金を選択させ、それを

相互に適用させるようにすること。既存事業者は、

コストを上回るアクセス料金を選択しないであろ

う。なぜなら、それは小規模なライバルに高い利

用（＝従量）料金と低い回線レンタル（＝固定）

料金で競争を許すことにつながるからである。そ

の結果生じるのは、大規模な既存事業者からの通

話の流出（outflow）とアクセス部門の赤字であ

ろう。また、既存事業者は限界費用を下回るアク

セス料金を選択することもないであろう。なぜな

ら、それは小規模なライバルに低い従量料金と高

い回線レンタル料金で競争を許すことにつながる

からである。その結果生じるのは、ライバルから

既存事業者に向けた通話の流出であり、それは、

アクセス料金が限界費用を下回っている以上、既

存事業者にとってアクセス部門の赤字を意味する

からである」。

� オンネット通話とオフネット通話との間で差

別がなされる場合

ネットに対する需要が対称的であるようなケー

スでは、各ネットは、均衡点では、アクセス料金

のレベルに対し無差別である。対称的な均衡点に

おいて、利用料金は各ネットで同一となる。その

結果、ネット間通話で純フローは発生しない。そ

れゆえ、均衡点で獲得される利潤はアクセス料金

に依存しないことになる。ネットはアクセス料金

の水準に完全に無差別になるのである。

それでは規制当局が企業にオンネット通話とオ

フネット通話との間の価格差別を許した場合には、

どうなるのか。このケースでは、対称的な均衡点

でも（もし存在すれば）、二つのネットはコスト

を下回る着信料金を共に選好することになるであ

ろう。着信サービスがコスト以下に設定される場
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（小規模なネットのアクセス収入の増加）。そ

れゆえ、小規模ネットに対し有利な純支払移

転が生じることになる。アクセス料金がコス

トを下回る場合には、例えば、a＝０、pA＝１．９、

pＢ＝１．１の場合には、小規模なネットから大規

模なネットに向けコスト未満の通話の純流出

が生じることになる。それゆえ、事実上再び

小規模なネットに有利な支払移転が生じるの

である。

ネットへの需要が対称的なケースにあって

は、pＡ＝pＢとなる均衡点では一方のネットか

ら他方のネットへの通話の純フローは発生し

ない。均衡点では、各企業の利潤はアクセス

料金には依存しないというのが、そこで得ら

れる結果である。すなわち、企業はそこでは

規制当局が選択・決定するアクセス料金に関

して無差別になるのである。



合には、加入者はより安上がりですむオフネット

通話を好むようになり、一様に小規模なネットに

所属することを好むようになる。だが、このこと

は、市場が「負のネットワーク外部性」を持ち、

企業に加入者の獲得をめぐる競争インセンテｲブ

が働かなくなることを意味する。「実際、適当な

着信料金を選択することで、企業は正のネット

ワーク外部性を備えた市場を持つか（限界費用

を上回る着信料金）、ネットワーク外部性のない

市場を持つか（限界費用に等しい着信料金）、さ

もなければ負のネットワーク外部性を備えた市場

を持つか（限界費用を下回る着信料金）を選択す

ることができる。その柔軟な競争効果のため、企

業が第三の選択肢を選択するのは相互に互恵的で

ある」（アームストロング（２００１年）を参照）。

だが、この結果は需要が対称的であるという仮

定に依存している。需要が非対称的である場合に

は、大規模なネットはより高いアクセス料金を選

好するであろう。なぜなら、それはネット間通話

の小売価格を上昇させるからである。小規模な

ネットは、大規模なネットに比べ、より多くの

ネット間通話を持つが、そのことが、ここでは大

規模なネットに対する需要を増大させるのである。

こうしたモデルは、ある種共通の、かなり人為

的な仮定に立っている。そうした仮定を緩めると、

上のような予想は書き換えが必要となる。例え

ば：

�　上のモデルでは、個々の加入者は同じ性質

を持ち、他の加入者への通話でも同じ需要を

持っていると仮定されている。だが実際には、

ある加入者は発信するより受信する通話のほ

うが多く、逆もありうる。ここで、もしアク

セス料金が着信サービスの限界費用を上回っ

ていれば、ネット会社は自分に有利に働くよ

う、純着信トラフィックを増やすインセン

ティブを持つことになる。彼らは、着信ト

ラヒックを増やすことで、これを実行できる。

発信よりも着信のほうが多い加入者を優遇す

るようになるのである。ISPの「モデム・

プール」などは、その古典的な例である。

会社はまたテレ・マーケッターのような通

話の大幅な純流出を惹起するような加入者と

の契約を拒否することで純着信トラフィック

を増加することもできる。アクセス料金が限

界費用を上回るかぎり、また顧客間の差別が

可能であるかぎり、ネット会社は、通話の純

流入を惹起するような顧客の獲得をめぐり激

しく競争するようになり、通話の大きな純流

出を惹き起こすような顧客は遠ざけられるの

である。

�　上のモデルでは、すべての顧客がいずれか

のネットに加入していた。いわばネットの浸

透度は１００％であり、それは公共政策の関心

事とはされなかった。だが、最近のより発展

したモデルは、浸透効果を分析対象に入れて

いる。そうしたモデルによれば、二つのネッ

トで加入者の価格感応度が異なる場合、浸透

度を高めるためには、感応度の低い顧客を持

つネットが他のネットを補助するかたちをと

るほうが効率的である。これは、理想的には、

（従量料金というよりも）加入者あたりの固

定料金によって実行されるべきであろう。

�　上のモデルでは、二つの競合企業しか登場

しない。もし複数の競合ネットがあるとすれ

ば、何が起こるのであろうか。また、共通相

互接続料金の設定を一方的に最大のネットに

頼るというやり方はそこでも適当なのであろ

うか。

�　モデルを拡張するもう一つの方法は、着信

サービスが参入に及ぼす効果を視野に入れる

ものである。直感的に、高い着信料金は、最

終財価格が線形であり、オフネット通話と
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オンネット通話の間に価格差別がない場合

には参入を促進するが、２部料金であり、両

通話間に価格差別がある場合には参入を妨害

するように思える。オンネット通話とオフ

ネット通話との間に価格差別がなければ、規

模が小さいということからネットに不利益は

生じないが、価格差別によって他のネットに

通話するのにより大きなコストがかかるよう

であれば、規模が小さいことでネットにかな

りの不利益が生じ、それが参入コストを引き

上げると直感できるのである。

この節の結論は以下の通りである。中間投入財

を交換する二つの競合企業のモデルでは、浸透度

に懸念がなければ、効率的なアクセス料金はまさ

に着信サービスの限界費用と等しくなる。だが、

たとえ我々が着信料金は各方面で同一であらねば

ならないと主張しても、民間のネット間交渉が効

率的なアクセス料金体系を導く保証はどこにもな

い。実際、二つのネットは、最終財価格で２部料

金を使用できない場合、最終財価格を引き上げる

ために、アクセス料金を値上げするという共謀

インセンテｲブを持つことになろう。他方、２部

料金で競う場合、また需要が対称的な場合には、

均衡点で２企業間に通話の純フローは生じず、そ

れゆえ、両ネットは共通アクセス料金のレベルに

関し無差別になる。もし需要が完全に対称的では

なく、アクセス料金も限界費用に等しくなければ、

より大きなネットからより小さなネットへの純所

得移転が生じる。このことは、ある環境下では、

より大きなネットに共通アクセス料金を一方的に

設定させるほうが効率的であることを示している。

アクセス料金が限界費用を上回っている場合には、

通話の純流入を生み出す加入者の獲得をめぐり競

争が激化する（そして価格が下がる）。ネットが

同質ではなく、浸透度の推進に懸念がある場合に

は、アクセス料金にも２部料金が必要となろう。

Ｄ．アクセス料金の実際

二つの固定ネット間の相互接続に関しては、実

際上、ほとんどすべての国がコスト・ベースの、

かつ相互的な接続料金ルールを策定している。ほ

とんどの国が、着信料金は長期増分費用方式を

ベースに計算されるべきであると主張している

のである。LRICが正確に意味するところは国に

よって異なるかもしれない。とくに、増分の規

模、すなわちLRICの内部に固定費ないし共通費

を回収するためのマークアップを含めるかどうか

については、国によって異なる。だが、LRICで

生じる価格（分あたりほぼ１－２セント）は、混

雑時を除き、限界費用をかなり上回っているよう

に思える。

OECD諸国において、相互接続料金を設定する

基礎として、限界費用よりもLRICに信頼が寄せ

られているというのはやや困惑する事態といって

よい。増分費用を使用する経済学的基礎は、どう

見ても限界費用に比べ脆弱である。LRICは、長

期限界費用の代理費用関数として利用されている

可能性がある。あるいは、共通の慣行として、経

済理論からは独立に発展したものかもしれない。

バレッティらは世界銀行向けの報告書の中で以下

のように述べている。「全般的に、電気通信産業

ではLRICが支配的なパラダイムを表現している。

しかしながら、経済学的な観点からそれを支持す

る議論はそう多くない。このことは、その実際上

の評価、すなわち規制基準としてコンセンサスを

得ているということと好対照をなす。だが、

LRICの決定はいまだかなり裁量的になされてお

り、簡明性を理由に一様のマークアップが正当化

されている。LRICは、実際には、時代遅れの会

計的な費用というより予見的な費用という視点を

取った完全配賦費用の一種にすぎない」。（バレッ
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ティ他（１９９８年）を参照）

オンネット通話とオフネット通話との間で価格

差別が認められる場合には、大規模なネットは限

界費用に等しいアクセス料金を選好する。ス

ウェーデンでは、テリアは、他のライバル事業

者への通話の純流出があると気づいたときに、オ

フネット通話に対しより高い通話（小売）価格を

導入しようとした。それが禁じられたとき、今度

はテリアはライバルに対し相互接続料金を下げる

方法を模索することで、それに対処したのである。

先述したように、すべての国がモバイル・ネッ

トの着信料金を規制しているわけではない。上の

理論に従えば、このことは、モバイル事業者に非

効率に高い着信料金を設定する機会を、もしくは

共謀して最終財価格を引き上げる機会を与えてい

ることを意味する。モバイル事業者が共謀する

ケースは、実際イタリアで発見された（テレコ

ムイタリア・モバイルとオムニテルの共謀）。そ

こでは、両社は、第三事業者ウィンドの参入を阻

止するために、着信料金の引き上げに合意したの

である。

�．論点整理と今後の課題

以上が、OECD事務局によるアクセス理論研究

の概要である。ノートは、アクセス料金の理論を

探究し、それをネットワーク産業、とりわけ電気

通信産業の規制に適用しようとするものである。

ノートは、アクセス料金問題を一方向と双方向に

分けて取り扱っている。一方向モデルでは、アク

セス料金の設定原理を直接自然独占の価格設定原

理から導き出し、競争の観点からアクセス財と最

終財における価格差別の可能性を検討している。

また、双方向のモデルでは、予想可能な一連のモ

デルを提示し、その結果がネット間競争の特殊な

形態にどの程度依存するかを明らかにしている。

ノートの分析は、アクセス料金への理解が、競

争の促進ないしユニバーサル・サービスの確保と

いった他の目標の実現にいかに重要であるかを示

している。とはいえ、理論（予測）と実際（慣行）

との間には大きな乖離がある。アクセス料金設定

の問題は複雑であり、簡単に正解（解決策）を発

見することはできない。最適なアクセス料金規制

は各ケースに特殊な要因に大きく依存している。

分析が明らかにしているように、アクセス料金の

規制に向う動きは、規制当局の仕事を簡単にする

というより、より困難にする可能性のほうが高い

のである。

アクセス料金の理論は、民間企業が社会的に効

率的な相互接続料金で合意するということに保証

を与えていない。市場での契約に委ねられる場合、

相互接続を行う企業はその行動が消費者厚生に及

ぼす影響を考慮せず、非効率なアクセス料金を設

定しよう。規制が不可避的なわけだが、規制は規

制緩和と競争の進展を考慮に入れた高度で良質な

規制でなければならない。そのためには、アクセ

ス料金への深い理解が欠かせないのである。

Ａ．政策インプリケーション

１．一方向モデルの政策インプリケーション

ノートの一大特徴は、経済理論を基礎に、そこ

からアクセス料金問題にアプローチするという姿

勢を鮮明にしている点にある。したがって、理論

状況からいって、当然、一方向モデルのアクセス

料金理論に大きなスペースを割くことになってい

る。自然独占の分野はそれなりに理論研究が進ん

でいるところにその基礎があるが、ノートのユ

ニークさはアクセス財を他の財（最終財）と同

列の一産出物と見なし、自然独占の価格設定原理

（プライスキャップを含めると７つの原理）をア

クセス料金問題に適用し、アクセス料金の規制原

理を抽出している点にある。

もちろん、自然独占といっても、公益事業の特
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性に応じて、ネットワークが持つ性質は異なり、

生産物、価格も、アクセス財を含め、多様である。

そのなかで、もっとも技術・市場環境の変化が激

しく、それに向け規制政策の適合化が急がれたの

は、それゆえ理論研究が集中したのは、電気通信

産業であった。こうした事情から、ノートはネッ

トワークのアクセス料金問題を一般的に取り上げ

る様式を採りながらも、事実上は電気通信産業の

アクセス料金問題に取り組むことになったといえ

よう。

そこで明らかにされている規制原理は、

・限界費用価格設定

・代替（補完）効果の問題（ECPR）

・ラムゼイ価格設定

・価格差別（ピグーのいう第２次・３次の差別）

・価格差別の条件

・参入ないしバイパス規制（税金/補助金メカニ

ズム）

の６点である。一方向モデルを適用できる電気通

信事業の範囲を「不可欠中間投入財」が発生する

領域（ユビキタスな供給の必要性、市内回線網、

モバイル・ネット）に見出し、電気通信事業の産

業的な特徴（収支均衡の必要性、価格差別の進行、

政治的な目標による価格制約、ネット利用コスト

のルート・混雑度への依存性）を押さえたうえで、

アクセス料金の規制原理を探っているのである。

ノートのいうように、ラムゼイ価格設定や価格

差別といった規制原理が、どこまで電気通信事業

のアクセス規制に適用されるべきかについては、

今後の議論に委ねるとしても、その指摘は、「市

内回線網のアンバンドリング」を導入しようとし

ているわが国にとって、多くの示唆を含んでいる。

わが国の競争の現状では、アンバンドリングは、

その方式（一定期間のリース方式、サービス別

リース方式）の如何を問わず、競合企業がNTT

地域会社の代替財となる最終財を生産するために

市内回線網を賃借するケースが圧倒的に多いと考

えられるが、そこでは小売価格に現存する価格差

別は、アンバンドルされた市内回線網のアクセス

料金にも反映されるべきであるというのが、ノー

トの結論となる。小売価格が２部料金制を採って

いるならばアクセス料金も２部料金制を採るべき

だし、小売価格が顧客別に差別されているならば、

アクセス料金も顧客別に差別されるべきだ、とい

うのである。わが国の場合、自己選択料金の実施

が遅れており、あまり議論されていないが、この

規制原理は選択料金メニューが提示されても効率

的であることが論証されており、ローカル・

ループのアンバンドリングの際、中心的に議論

されるべき提言といってよい。

非効率な参入ないしバイパスを規制するという

原理の適用については、わが国の場合、ユニバー

サル基金の設置で一応これに対処したといってよ

い。ただし、モバイル通信の場合は、わが国の現

状からいってこうした措置を採ることにはやや違

和感がある。モバイル通信分野には、規制緩和の

推進ということもあり、ライセンスの賦与以外、

価格についても、参入についても、ほとんど規制

を行ってこなかったからである。したがって、過

去において非効率な参入がなされた可能性や今後

なされる可能性を否定できない。ただ、今になっ

て参入者に共通基金への（税金ないし拠出金）の

納付を求めるのは、市場に混乱を起こしかねない。

同様のことは、ローミングのアクセス料金にも

いえる。わが国の規制当局は、ここでのアクセス

料金に立入っていないので、安易に介入できない

状態にある。これを行うには、モバイル通信分野

への規制方針の転換（非規制から規制へ）、費用

構造および固定→←モバイル通信の価格水準・体系

の精査が必要となるが、規制緩和との関連で議論

のあるところであろう。

ノートは、一方向アクセスの三つのタイプ
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（ア.市内回線網のアンバンドリング、イ.長距離通

信への着信サービス、ウ.インターネット接続

サービスへの発信サービス）の実際の規制には、

「小売価格マイナス」アプローチと｢コスト・ベー

ス｣のアプローチがあることを指摘し、その長所

と短所を述べたうえで、共通の弱点としてアン

バンドルされた市内回線網に単一価格、均一料

金、線形料金を敷いていることを指摘し、２部料

金ないし差別価格などを積極的に導入するか、さ

もなければアクセス料金にもプライスキャップを

かけるか、いずれかの措置を採るのが望ましいと

主張している。価格差別に抵抗が強いわが国あっ

ては、この点、グローバル・プライスキャップの

検討を含め、速やかにプライスキャップ規制への

移行を検討すべきであろう。

一方向アクセスの最後の政策問題は、長距離通

信向け発信サービスのアクセス料金に関係してい

る。NTT以外のキャリアは、NTTの顧客（家庭

向け・ビジネス向けもしくは低利用者向け・高利

用者向け）にアクセスするとき、差別的なアクセ

ス料金を支払わなくてよいのかということが問題

となる。ノートによれば、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（低

い固定料金、高い従量料金）の選択者にアクセス

するとき、コモンキャリア（ＢＴ，フランス・テ

レコム）に参入排除を認めている。わが国の場合、

どうであろうか。価格差別の現状（不徹底）、料

金メニューの現状（欠如）からいって、当面はそ

うした排除は認めらるべきではないであろう。

２．双方向モデルの政策インプリケーション

双方向モデルの特徴は、かなり厳しい仮定が設

けられていることもあり、特殊なケースしか取り

扱えない点にある。したがって、ノートにおいて

も適用される規制原理は一つしか提示されていな

い。ノートは、まず、中心ネットを持つ上流の

独占企業と下流の競合企業が相互に中間投入財を

購入し合う状態を想定し、モバイル事業者（下流）

が共通固定ネット（上流）と相互接続するケース

を分析している。

（各ネットの顧客は他のネットから接続される

通話に効用を感じず、他のネットに属する顧客の

効用に配慮しない、といった）一連の仮定を置け

ば、各ネットは中間投入財の販売から得られる利

潤を最大化するようなアクセス料金を選択する。

そこでのモバイル着信料金と固定→モバイル通話

の小売価格との関係には、以下の４通りが考えら

れる。まず、小売価格が限界費用で価格づけされ

る場合には、モバイルの浸透度がモバイル固定料

金に対し、①感応的でなければ、一般厚生はモバ

イル着信料金がその限界費用に等しく設定された

とき最大となり、②感応的であるならば、着信収

入を増やすため、着信料金を限界費用超に引き上

げられることになる（→固定ネットからモバイ

ル・ネットへの補助）。ついで、小売価格が限界

費用にマークアップを付けて価格づけされる場合

には、モバイルの浸透度がモバイル固定料金に対

し、③感応的でなければ、固定→モバイル通話の

価格の歪みを是正するため、着信料金を限界費用

以下に引き下げられ（→モバイル固定料金の値上

げ、モバイル・ネットから固定ネットへの補助）、

④感応的であるならば、二つの目標（モバイルの

浸透度とマークアップとの間の正しいバランスの

確保、通話小売料金と限界費用との、また固定ネ

ットの他の代替財価格との正しい水準の維持）が

追及されることになる。

モバイル着信料金の上昇（下落）は、一方でモ

バイルの浸透度を高める（低める）が、他方では

固定→モバイル通話の価格を引き上げる（引き下

げる）。この背反は、２部料金を導入することで

実際解決できるというのが、ノートの主張である。

ノートは、�固定→モバイル着信料金を規制
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すべきこと、�モバイルの浸透度を高めるため、

固定ネットからモバイル・ネットに補助をなすべ

きこと、�モバイル着信料金を、理想的にはそ

の限界費用で設定すべきこと、そのためには�

着信料金（＝アクセス料金）にも２部料金制を導

入すべきことを提言している。わが国のモバイル

通信の実情に照らして見た場合、�はすでに実

現されているので、�の固定→モバイルの接続

料金を規制すべきかどうかが、大きな問題となる。

わが国の場合、モバイル着信料金は、モバイル事

業者の自主決定ないし裁量に委ねられてきた経緯

があり、それへの介入は規制強化につながるおそ

れがあるからである。したがって、これを行うに

は、例えば、固定ネット側の規制緩和措置（小売

価格の自由化）などと合わせて検討しなければな

らない。そうした事態に至れば、当然アクセス料

金（着信料金）でも � の２部料金制、ピーク

ロード・プライシング、顧客階層別料金の導入

が、またそれによる�の限界費用価格設定の誘

導が、重要な課題となろう。

ノートもいうように、２部料金を採用している

モバイル料金メニューから、ネット利用の限界費

用はかなり低いことが推測される。したがって、

現状のような高水準のモバイル料金が継続するよ

うであれば、欧州諸国のように、着信料金の引き

下げ措置を検討すべきであろう。また、それに合

わせ、固定→←モバイル通話の小売料金の引き下げ

を誘導すべきである。

同じ双方向のアクセス料金モデルでも、規制当

局の任務が相互接続料金の規制に限定されるより

進化したモデルでは、得られる結論は異なる。そ

こでは、ホテリング・モデルに基づき、二つの競

合するネットが、三つの価格－固定料金、オン

ネット通話価格、オフネット通話価格－で競争

する状態が想定され、着信料金が相互的である

ケースに即して、着信料金がネット間競争に及

ぼす効果、合意可能な共通着信料金の水準などが

考察されている。ネット間競争のあり方が線形料

金での競争、２部料金での競争に分けられ、一般

的な効果が着信料金の水準とネット規模による有

利・不利との関係、また着信料金と通話フロー

（流出・流入）との関係で論じられているのであ

る。

ここでの興味深い分析結果は、２部料金で競争

する場合、小規模なネットは必ずしも低い着信料

金を望まないということ、また大規模なネットの

ほうが限界費用に近いアクセス料金を設定すると

いうことである（スウェーデンのテリアの事例）。

この点、我が国において、固定－固定はともかく、

固定－モバイル着信料金の決定がモバイル事業者

の手に委ねられたのは、問題であったかもしれな

い。また、需要が対称的であり、差別が許される

ならば、２部料金での競争は着信料金の限界費用

以下への引き下げを誘導し、「負のネットワーク

外部性」を生み出すという指摘も興味深い。需要

が対称的になることなどめったにないが、これが

働くと競争へのインセンティブがなくなるので、

電気通信産業の競争促進という観点からは、留意

すべき問題であろう。

しかし、ここでのモデルはかなり人為的な仮定

（同質の加入者、同一の需要構造、発信・受信の

均衡、浸透度１００％、二つのネット間競争、参入

問題の捨象）に立っており、通話需要が非対称的

なケース、複数ネットの競争問題、参入への影響、

共謀インセンテｲブにも言及しているが、推論の

域をでるものではない。

とはいえ、かなり大胆な政策批判を行っている。

我が国も実施している長期増分費用方式（LRIC）

について、理論というより、規制慣行から生じた

「完全配賦費用の一種」にすぎず、「予見的な費用」

とはいえ、OECD諸国がそれに信頼を寄せている

のは「やや困惑する事態」だというのである。
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ノートは、アクセス料金規制は不可欠との結論

に達しているが、LRICに代わる具体的な規制方

式を提示しているわけではない。

Ｂ．アクセス料金理論の諸問題

ノートのモデルは、固定→モバイルの着信料金

に重点を置いているが、これは市内競争の分析に

あまり光を当てるものではない。中心的な固定

ネットは独占で、モバイル事業者はそれと市場

シェアを競うものではないからである（モバイル

通信に残る固定ネットの補完的な性質）。この点

では、地域キャリア間の相互接続こそ重要な問題

となる。

視点をここに移した場合、まず政策的に問われ

るのは、相互接続料金は規制されるべきなのか、

非規制のほうが好もしいのかという基本問題であ

る。ニュージーランドのような非規制の国もある

が、米国・欧州では規制は当然視された。発信と

着信の両端で、コストベースの、非差別なアクセ

ス料金が、しかもシンメトリーでない（トラ

ヒックが不均衡、アクセス費用が不均一）とい

う反証のないかぎり、相互的に設定されてしかる

べきであるとの考え方が支配的となり、政策に反

映されることになったのである。米国の「相殺方

式 bill and keep regime」（キャリアが相互にアク

セス料金を支払わない制度、すなわち a＝０）が、

その代表的な発展方式といってよい。

こうした考え方は主に二つの仮定から構成され

ている。第一に、それは「送り手支払い senders

pay」の原理を発展させたものといってよい。こ

の原理は、通話を発信・送信する事業者が着信料

金を支払い、着信側の事業者はアクセス料金を課

し、着信サービスの代価を受け取るというもので

あるが、それを双方向で認めると相殺方式になる

のである。これは迷惑な受信には支払いたくない

という、通信サービスの慣行に依拠した原理であ

る。第二に、それは事業者が最終財の消費者に対

し自由に価格を設定できることを想定している

（＝小売価格は非規制であること）。この規制撤廃

の仮定は遡れば二つの前提－（ア）ボトルネックが

解消すれば、ネット間競争が起こり、規制が不要

になること、また実際にも小売価格規制は不要に

なりつつあること、（イ）ECPRなどの有力な政策

が小売価格を効果的に抑制していること（とくに、

ECPRは卸・小売価格をリンクさせるし、また卸

価格規制は小売料金設定の弾力性を制限するこ

と）－に立っている。

しかし、こうした考え方、政策は正しいのか。

この問題に挑戦しているのが、ラフォン＝テｲ

ロールらの研究である。LRT（ラフォン・レイ・

テｲロール）モデルは、非協調的な（競争的な）

アクセス料金の決定は各ネットに着信料金を引き

上げるインセンテｲブを与え、高い限界費用と高

い最終財価格を帰結することを明らかにしている

（独占の連鎖・パンケーキ問題に関するLRT モデ

ル分析を参照、そこではシュタッケルベルク均衡

が帰結する）。そして、小規模なネットは市場力

を有していないのでその着信料金は規制されるべ

きではないという政策当局に考え方を、市場の特

性（小規模なネットといえどもその加入者が受信

する通話に関しては独占事業者であるという）を

見誤った「謬見」としている。

これに対し、協調的なアクセス料金の設定、す

なわち卸価格協定のほうが、はるかに望ましいと

いうのが、ラフォンらの考え方である。彼らは、

まず、卸価格協定が小売価格の共謀を促進するか

どうかを、一連の仮定を設け、ベルトラン競争の

モデルで解明している。競合する企業が合弁事業

をつくり、パテントをプールする「パテント・

プール」モデルでは（図５）、ベルトラン競争の

下、各ネットの小売価格は感知される限界費用に

等しく設定されるため、ｐｍ＝ｃ＋ a－２、すなわち
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a＝２（ｐｍ－ｃ）ならば小売価格レベルで独占価

格が支配的となる。下流事業部門では複合事業者

に利潤は生じないが、上流の合弁事業部門は独占

利潤を受け取り、それが下流の親会社に再分配さ

れることになる。したがって、事業者はアクセス

料金をめぐり共謀するように思える。

だが、一片の真理を含んでいるとはいえ、それ

はミスリーディングであるというのが彼らの論点

である。まず、真理の側面から検討しよう。

モデルの簡素化のため、二つの仮定－アクセス

料金は相互的に設定されること（各ネットがライ

バルのオフネット通話にaの着信料金を課す）、

通話パターンは均衡がとれていること（あるネッ

トの他のネットに着信する通話発信部分は、他の

ネットの市場シェアに比例的であること）ーを置

けば、着信料金が限界費用で設定される場合（こ

の場合は、発信する側のネットにとって通話コス

トはオンネットか、オフネットかに無関係になる）

はともかく、限界費用を上回るかたちで設定され

る場合には、発信する側のネットにとって通話の

平均的な限界費用は、ライバルの着信側ネットの

市場シェアが拡大（縮小）するにつれ、上昇（低

下）することになる。また、市場シェアが一定の

場合には、ネットにより感知される限界費用は着

信料金の引き上げとともに上昇するため、高いア

クセス料金はネットにその小売価格を引き上げる

誘因を与える。

したがって、「相殺方式」は欺瞞的であり（こ

の取り決めはアクセス料金をゼロと置くに等しい

が、実は各ネットにより感知される限界費用、さ

らには小売価格に影響を与える可能性があり、小

売価格に中立的ではない）、アクセス料金は、そ

れを民間の相殺方式に委ねると、たしかに暗黙の

共謀の道具となりうるのである。

だが、これは事の一面にすぎない。LRTモデ

ルは、この議論の仮定を緩めれば必ずしも協調的

な決定方法が共謀を促進するものではないことを

明らかにしている。�市場シェアの拡大による

アクセス税の回避、�非線形料金設定、�着信

ベースの価格差別、�レセプション補助、の４

つがそれである。このうち、（イ）と（ウ）について

はノートも考察しているので、ここでは � と

�について簡単に言及しておこう。

� 市場シェアの拡大による「アクセス税」の回

避について注１）

小売レベルで独占価格を確保するために、

ネットは限界費用を上回るアクセス料金に合

意しなければならない。その際、どの程度限界

費用を上回るかはネット間の代替性に依存して

いる。国際電話のような独占キャリアが市場

シェアを競わないようなケースでは、アクセ

ス財の「清算料金 settlement price」を限界費用

に等しく設定するのが最適である。だが国内で

は、通常、市場シェアをめぐる競争があり、そ

れが小売価格のマークアップを削ぎ取る。それ

ゆえ、独占キャリアは共謀して小売価格を独占

レベルに引き戻すべくアクセス料金の引き上げ

に努めるのである。小売競争が激しくなればな

るほど、アクセス料金はより大幅に限界費用か

ら乖離することを求められるといってよい。ゆ

えに、大きなマークアップは、本当に小売価

格を引き上げるのかが重要な問題となる。
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確かに市場シェアが一定の場合には、マーク

アップは、「相互引き上げ効果 raising-each-

other's-cost effect」が働くため、アクセス財の

限界費用および小売価格を上昇させることにな

る。だが、アクセス料金が限界費用を上回るか

たちで設定されている場合には、ネットにより

感知される通話あたりの限界費用は、市場シェ

アの拡大とともに低下しよう。高いアクセス料

金に直面すると、「限界費用の内生的な効果

endogenous-marginal cost」が働き、ネットは、

高い平均的な限界費用を削減するため、市場シ

ェアを拡大する強力なインセンテｲブを持つよ

うになるのである。

ネットにより感知される通話あたりの限界費

用は、このようにアクセス料金のマークアップ

の大きさとライバルの市場シェアの大きさに依

存している。限界費用からの乖離度が小さい場

合には、ライバルの市場シェアの減少は、ネッ

トにより感知される限界費用にあまり影響を与

えない。LRTモデルは、このケースでは一意

的な小売価格の均衡解が存在し、小売価格がア

クセス料金の増加関数になることを明らかにし

ている（「相互引き上げ効果」＞「限界費用の

内生的な効果」）。だが、小売レベルで価格競争

が激しくなると、そこでのマークアック削減の

穴を埋めるため、ネットはアクセス料金に大

きなマークアップを設けるようになる。しかし、

アクセス料金が上昇すると、今度は「限界費用

の内生的な効果」が強く働くようになり、市場

シェアの拡大が始まり、ネットにより感知され

る限界費用を低下させる。そして、このコスト

削減が、「アクセス税」の支払いを避ける、低

い小売価格設定を誘導するのである。実際、ア

クセス料金が上昇を続けると、ネットが小売価

格の高騰をそれ以上望まず、かえって価格

カットを欲するようになるポイントが存在す

る。そのポイントがどこにあるかはネットの

代替性に依存している。代替度が高ければ、小

売価格を少々引き下げるだけでも、市場シェア

を大幅に拡大することができるので、その分

ネットにより感知される限界費用を大きく引

き下げることができる。

� レセプション補助について注２）

たとえ料金が線形であり、着信を基礎にした

価格差別ができなくても、高いアクセス料金を

競争で消去する方法がある。これまでは、受信

者は受信に効用を感じることはなく、またそれ

に支払わないと仮定してきたが、それにこだわ

らなければ、次のように考えることができる。

アクセス料金に割増（premium）ないし割引

（discount）がある場合、ネットは、通話受信者

に通話着信の純コスト・便益を内部化するよう

仕向けることができる。とくにアクセス料金が

着信の限界費用を上回る場合、ネットは着信に

関し当該受信者にレセプション・マネーを与え

ることができる。

この論点は、通話パターンが極端に不均衡な

ケースで、その持つ意味がはっきりする。ネッ

トに差異がないとすると、均衡点で両ネットは

限界費用・プラス・アクセス割増に等しい線形

料金を課し、通話受信者に対してアクセス料金

の割増分に等しい補助金を支払うことになる。

ここで事業者が手に入れるアクセス料金の割増

分は、受信の多い顧客をネット末端に加入させ

ようとする激しいネット間競争のなかで消失し

てしまうと考えられるのである。

こうした議論がなぜ重要かというと、アクセ

ス料金をめぐり共謀の可能性が低いということ

になれば、協調的なアクセス料金決定（卸協定）

のほうが非協調的なそれよりもベターというこ

とになるからである。また、LRICを含め、現

在のアクセス料金規制は見直されなければなら
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ず、アクセス料金の設定にも非線形料金（２部

料金を含む）、価格差別など、弾力化、多様化

が許されてしかるべきことになる。

ラフォンらのモデルの是非を含め、アクセス

料金理論の一層の深化が望まれる。因みに、

インターネット通信の時代を迎え、ラフォン

らは、受信者が選んだネットによって設定され

た着信料金を受信者自身に支払わせる可能性、

家庭への複数ネットの敷設が市場行動と市場成

果にもたらす影響などに関し、調査分析が必要

であると主張している。

Ｃ．ブロードバンドとアクセス料金

インターネット電話が普及しつつあるが、その

シェアはまだ低い。その発展の鍵を握っていると

いわれているのが、プロトコールの仕様であり、

ネットが顧客に対しサービスの質を約束できるよ

うなプレミアム・サービスの優先づけに関わる相

互接続協定である。いま、その発展に向けこの二

つの領域で挑戦がなされている。

�家庭へのブロードバンド・アクセス。いま

ホーム・ボトルネックに対し、広帯域通信を切開

する技術として期待されているのが、DSL、ケー

ブル、端末装置への光ファイバー、電線、（固

定・移動・衛星を利用した）無線周波数などであ

る。市内回線網のアンバンドリングという観点か

らすると、広帯域へのアクセスには、（ア）銅線の

レンタル方式、（イ）ビットストリームへの排他的

なアクセス方式（キャリアがモデムを設置し、一

人の参入者に広帯域を完全にレントする方式）、

（ウ）ビットストリームへの非排他的なアクセス

（キャリアが広帯域をさまざまな参入者に切り売

りする方式）の三つの方式があり、ここで規制当

局がどういう方式を採用するかが、家庭へのブ

ロードバンド普及にとって一つのポイントとな

る。

�商業インターネットの相互接続。インター

ネットの世界は、大きく分けて、３人のプレイ

ヤーによって構成されている。一方の極に末端の

利用者（家庭利用者、ビジネス利用者）がおり、

彼らはダイアルアップ（モデムを利用した電話線）

ないし専用アクセスを通してインターネットにア

クセスしている。また他方の極にウェブサイトが

あり、それはe－コマースのようなサービスを提

供するだけでなく、無料の多種多様なコンテンツ

を提供している。この両者の間に、一連の仲介者

が存在し、その一部は利用者にガイダンス、検索

エンジン、ポータル・サイト、情報メデｲアなど

を提供し、他はインターネットサービス・プロバ

イダー（ISP）、インターネットバックボーン・プ

ロバイダー（IBP）のように伝送サービスを提供

している。

世界規模ないし全国規模のIBPは、長距離光

ファイバー網でトラヒックを提供し、「ピアリン

グ協定 peering agreement 」を結んで、多数のポ

イントで他のIBPと接続を行なっている。IBPは、

ISP によって生産されたトラヒックを集積し、

もっとも洗練されたルーテｲング（経路選択）を

行い、それを長距離搬送するのである。こうした

IBPに対し、ISPは、伝送を含むさまざまなサー

ビス提供に対し末端利用者（ダイアルアップの消

費者、コンテンツ提供者など）から料金を徴収し

ている。また、末端利用者との契約に類似した

「顧客契約 customer contract 」を通して他のIBP、

ISPから「接続」サービスを購入している。

インターネットは、相互接続されたネットの

ネットであり、ユビキタスな接続が、その重要

な特徴をなす。それは、IBPを頂点にし、ISPを

介し、末端利用者を底辺に置く、階層的なネット

構造を有している（図６）。「ピアリング協定

peering agreement」が相殺方式を採っているため、

各ピアは料金を徴収しないで他のピアが発信した
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トラヒックを自分のネットに着信させているが、

有料化された場合には（現在、検討されている）、

相互接続問題が発生することになる（現在のとこ

ろ、IBPは、彼らがインフラ投資した巨額な費用

をその顧客（ISP）に料金を課すことで、また

ISP は自分のネットの末端顧客に料金を課すこと

で回収している。いわば料金徴収のピラミッドが

形成されているのである）。

商業インターネットでは、相互接続協定のデザ

インが重要な問題となる。それは、短期的には、

末端利用者およびウェブサイトに課される料金を

条件づけることになり、またそれを通してネット

の利用状況とネットの組織に影響を及ぼすことに

なろう。また、長期的には、トラヒック容量の増

強およびネット間協力のインセンテｲブを決定づ

けることになろう。

すでに、ラフォンらは、ピアリング契約におけ

る価格（相互接続料金）問題にアプローチしてい

る。だが、電気通信産業での双方向アクセスの料

金モデルが、一定の役には立つであろうが、その

まま適用できるとは思えない。それは、インター

ネットの技術特性（従来の電気通信と比べ明確に

異なるトラヒックの流れ、コスト・ドライバー）、

経済特性（一国規模の規制の困難性、多様な小売

価格体系）を無視することになろう。

そこで、彼らは完全代替的な２つのIBPが末端

の利用者（消費者とウェブサイト）の獲得をめぐ

りベルトラン競争を行なうモデルを構築している。

それはかなり極端なモデル（消費者はトラヒック

の受け手でウェブサイトから求めるサービスをダ

ウンロードするだけであり、ウェブサイトはトラ

ヒックを送るだけである）ではあるが、競争均衡

においてIBPがトラヒックをオフネット通信の費

用で価格づけることを明らかにしている注３）。し

かし、あまりに仮定が極端なため、これが原理と

してどこまでロバストネス（強靭）であるか、疑

問である。

要するに、ブロードバンド技術下の相互接続に

ついては、いまだ問題が顕在化しておらず、料金

モデルもいまだ揺籃期にあるというのが実情であ

る。電気通信との相違を踏まえてどこまで一般的

なモデルを作れるのか、今後の検討課題といえよ

う。ただ、そもそもインターネット通信を経済面

（価格）で規制すべきか、むずかしい問題である。

大きな方向としては、競争政策をもって規制に代

替させることが確認されているが、世界規模で規

制者がいない状況を危惧して、欧米では、とりわ

け急成長しつつあるe －コマースなどの分野で

インターネット規制に乗り出す動きもある。

おわりに

最後に、OECD競争政策委員会の理論分析が意

味するところ、とくに政策インプリケーションを

簡単に要約しておく。まず、�モバイルを含め、

相互接続料金は規制されるべきこと、ただし�

その規制方式はネット事業者により自由度を与え

るかたちで、すなわち非線形料金（２部料金）、

弾力的かつ（第２次・３次の）差別的なアクセス

料金を認めるかたちで行なうべきこと（規制緩和）、

� 規制当局に信頼され、普及しているコスト

ベースのLRICは、ECPRを利用した小売価格マ

イナス方式に比べ、それほど優れたものではなく、

いずれも一長一短があることを銘記すべきこと、
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図６　インターネットの組織図
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これが我が国のアクセス料金規制に対してOECD

のノートが伝えているメイン・メッセージであ

る。

現在、我が国は、アクセス料金規制の見直しを

開始したところである。ブロードバンド時代、と

りわけインターネット通信の相互接続問題に関し、

我が国を始め、欧米でもいまだ有力な理論モデル

は開発されていない。したがって、我が国の見直

し作業も、今ブロードバンド技術下の相互接続の

具体的なイメージを欠いたまま、着手せざるをえ

ない状況にあると思われる。この小論がその作業

の一助にでもなればと願う次第である。

注１：ネットが２部料金を課していると仮定しよう。Ti（q）＝Fi＋pi q i。ここで Fiは月極めの加入者

料金（＝基本料金）であり、piは利用料金（＝従量料金）の単位価格である。

いま、対称的なホテリング・モデルを採用し、二つのネットは区間［０，１］の両端に位置し

（x１＝０、x２＝１）、消費者は区間［０，１］上の xという特性指標に沿ってその違いを表現され、

この区間での消費者選好の分布は一様であると仮定しよう。また、v０でネットに接続されること

で消費者が享受する粗固定余剰を、u（q）で消費者が通話をq単位消費することで得る粗可変余剰

を示すことにしよう。すると、xに位置し、ネット iを選択する消費者はトータルで粗余剰

v０＋u（q）－ t | x－x i |

を得ることになる。なお、ここで t はホテリングの差異化パラメーター、すなわち嗜好に合った

ブランドを消費できないことによる消費者の不効用ないし「輸送費用」に相当するものある。ここ

で通話価格 p での粗固定余剰を、

v（p）＝max { u（q）－ p q }

と定義しよう。すると、v′（p）＝－q（p）となり、（マイナスの）需要関数を得る。したがって、

市場シェアは、

αi＝１／２＋σ［ v（pi）－ v（pj）］

で与えられることになる。ここで、σ＝１／２ｔである。
上の定義に従い、価格 piでの粗固定余剰を v（pi）＝max { u（q）－ p i q }と定義し、それと月

極めの固定料金の差を

wi＝v（p i）－F i

で表現すれば、市場シェアはいまや

αi＝１／２＋σ(w i－ w j）

で与えられる。ネットは消費者の余可変剰関数 u（q）を知っているため、最適な２部料金とは、

利用料金を感知される限界費用に等しく設定した料金

p i＝c＋αj（ a－c０）

ということになる。

だが、そうなると、ネットは通話サービスでは利潤をあげられなくなる。ネットが利潤を引き出

せるのは月極め料金のマークアップ（F iと f との差）だけということになる。２部料金はネット

間競争を、ホテリングの複占競争に類似したものにする。そこでは事業者は消費者（＝単位需要）

の獲得をめぐって競うが、ここでは消費者によるネット加入の際の０－１選択が、その単位需要に
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相当するのである。

簡単な計算から、均衡利潤はホテリングの利潤に等しいことが明らかになる。ここでは、それ

は、

πi＝１／４σ
となる。とくにアクセス料金が限界費用からあまり乖離していない場合には、利潤はアクセス料

金から独立したもの（無関係）となる。ネットはアクセス料金の水準に影響を受けないが、社会

厚生は、a＝c０のときに最大化される。したがって、ネットは、利用料金を真の限界費用cで設

定し、月極め料金Fiを通して顧客あたりの固定費用を回収することになるのである。

注２：顧客には固定料金はなく（ f＝０）、タイプ１の消費者がタイプ２の消費者に通話し、アクセス

料金（＝ a）はその限界費用（＝ c０）を上回るかたちで設定されていると想定しよう。また、c

で通話の総限界費用を表現しよう。ここでネットは非差別的で、ネットは通話に関し、単位価格

pi＝c＋（ a－c０）

を提示し、通話の受信者に対し

s i＝ a－c０

の単位補助金を提示すると想定しよう。

この均衡にあって、ネットはまさに収支均衡する。第一に、ネットは価格の変更では利益を得

ることはできない。通話がどこに着信しようと、感知される着信費用は a－c０であり、したがっ

て通話を発信するコストは実際、c＋（ a－ c０）になる。逆に、各ネットが通話を着信させるこ

とで得る利益は、当該ネットが通話を発信しようとしまいと，a－c０ に等しい。こうして、レセ

プション補助は限界費用価格設定と等しい作用を果たすのである。ここでは、ネットが補助金の

支払いを渋ったり、価格の変更を企てたりするかもしれないが、ベルトラン競争が機能するため、

結局均衡点に、すなわち補助金は s１＝ s２＝a－ c０に、価格は p１＝p２＝c＋（a－ c０）に収束

するのである。

注３：ウェブサイトと消費者との間の単位通信コストをcで表示しよう。両者が同じネットにあれば、

オンネット・トラヒックのコストは、当該ネットで生じる。だが、もし両者が異なるネットに属

するならば、トラヒックはオフネット通信となり、ウェブサイトのネットにはc０のコスト（下つ

きの０は発信を意味する）、消費者のネットにはctのコストが生じる（下つきの tは着信を意味す

る）。したがって、c ＝c０＋c tとなる。発信側のネットは単位アクセス料金ないし清算料金 a を

着信側のネットに支払うと仮定しよう（相殺方式の場合には、a＝０）。すると、総単位費用は、

発信ネットにとって、c０＋a

着信ネットにとって、c t－a、となる。

競争均衡ではIBPはトラヒックをオフネットの通信費用で価格づけする。すなわち、IBPはその

接続をあたかも完全にオフネット（もちろん、均衡ではありえないが）であるかのように見なし、

消費者に対しては単位料金 p、ウェブサイトに対しては p̃を設定することになる。
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p＝c t－a

p̃＝c０＋a

ここで、二つのネットをネット i（ i ＝１，２）で表示し、その消費者部門での市場シェアをそ

れぞれα１、α２であると仮定しよう（α１＋α２＝１）。すると、ネット iがウェブサイトを引き

つけるとすれば（そうでないと他のネットに運用されてしまう）、その純費用は、

αi［ c－（ ct－a）］+αj［（c０＋a）－０］＝c０（αi＋αj）＋a（αi＋αj）＝c０＋a

となる。ベルトラン競争が、ウェブサイトによるこの純費用の支払いを保証するのである。つい

で、（ウェブサイトは存在していたが、コンテンツが薄かったというような）トラヒックが無から

何かを生み出す状態を想定しよう。ここでネット iに生じる純費用は、

αi［（c－ p i）－０］+αj［（c０＋a）－０］

である。ここで、p iはネットに接続された消費者によって支払われる単位価格であり、消費者が

オフネット費用で課金されれば（ p i＝c t－a ）、ウェブサイトの新しいトラヒックによって課さ

れる純費用は、再びオフネット費用（＝c０＋a）となる。
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１　はじめに

１９９０年代を「失われた１０年」だったと言うエコ

ノミストや学者は多い。実質GDP成長率は９２年

以降１％前後で推移しており、９８年にはマイナス

成長となっている（図１）。失業率も持続的に上

昇し、直近では５．６％に達している（図２）。伝

統的なケインズ経済学では、不況期には政府が積

極的に拡張的なマクロ経済政策を実行して有効需

要を創出するべきだと説く。マクロ経済政策は金

融政策と財政政策に大別される。ケインジアン流

に言えば、公共事業の実施、減税、失業給付の増

加などにより、財政支出を増加させ、マネー・サ

プライを増加させる金融緩和政策を実施すれば、

景気は回復するはずである。実際に、９０年代後半

以降、日本では一貫して、拡張的財政政策、金融

緩和政策が取られてきた。

しかし、それにもかかわらず、景気回復が到来

するきざしはないように見える。財政政策の有効

性の低下については、現状のように国債残高が急

増した状況を見れば直観的にも理解しやすいと思

うが、金融はそれ自体が実体をともなわないため、

わかりにくい面もある。本稿では、金融政策が実

体経済に影響を与えるのはなぜか、金融政策が近

年、有効性を失っているように見受けられるのは

なぜかについて、金融政策の実体経済への波及経

路に着目して説明を試みたい。

金融政策の機能低下と銀行

プリンストン大学経済学部

（前郵政研究所第二経営経済研究部主任研究官） 渡部　和孝

特別寄稿

図１　GDP成長率（実質）の推移

出所：内閣府経済社会総合研究所、国民経済計算
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２　超低金利政策

� 超低金利政策の俯瞰

一般に金融政策の目的は物価の安定と景気の安

定である。物価が急上昇しインフレーションが進

行しても、景気が悪化し雇用環境が悪化しても、

人々の生活は重大な悪影響を受ける。２つの政策

課題はかならずしも両立するものではなく、むし

ろ経験的にはトレード・オフの関係にある。１）中

央銀行は２つのバランスを上手く取り、適切な金

融政策運営を行うことが望まれている。

図３は１９７１年以降のインフレーション率の推移

を見たものである。１９７３年から１９７５年にかけての

狂乱的物価上昇にはじまり概ね１９８０年代初頭まで、

５％を越えている。高度経済成長を謳歌していた

日本経済にとってはインフレーションの抑制が金

融政策の中心テーマであった。諸外国でも状況は

似たりよったりであり、ブンデスバンクなど「イ

ンフレファイター」が世界の中央銀行の中心的存

在であった。２）

しかし、１９９０年代に入り、世界的にインフレー

ションは沈静化した。図３では９０年代を通して、

日本の物価がきわめて安定的に推移していること

が表されている。景気の悪化とともに金融政策の

中心テーマも「物価の安定」から「景気回復」に

シフト、段階的金融緩和を経て１９９５年９月には公

図２　完全失業率の推移

出所：厚生労働省労働力調査
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１）インフレーション率と失業率の間で観察されるトレード・オフ関係はフィリップス曲線と呼ばれている。フィリップス曲線
は１９７０年代までの先進各国のデータをよく説明していたが、１９９０年代以降、インフレーションが低下してくると関係は必ずし
も明瞭ではなくなった。この関係が成り立つ限り、金融緩和政策によってインフレーションを起こせば、失業率は低下するこ
とになるため、ケインズ的裁量政策の根拠とされてきた。１９９０年代に入ってからは、賃金や商取引が単純な市場での取引では
なく長期間の関係を前提にした契約関係に基づいているため価格の調整が硬直的であるということが明らかにされた。このた
め、短期の名目金利を低下させ、マネー・サプライを増加させる緩和的な金融政策を行っても物価がすぐには上昇しないため、
実質金利が低下し、実体の経済活動を刺激することになる。
２）１９７０年代、インフレーションの沈静化が各国中央銀行の緊急課題であった。中央銀行はインフレ・ファイター（インフレ退
治者）としての姿勢を明確にすることで、市場（民間経済主体）の評判（reputation）を獲得し、結果として物価の安定を達
成した。中には、Bank of England、Reserve Bank of New Zealand等、日々の政策の実施から評判を獲得するのではなく、
明確に目標とするべきインフレーション率を明文化した中央銀行もあった、これがインフレーション・ターゲッティング（イ
ンフレ目標）と呼ばれる制度である。
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定歩合が０．５％に引き下げられた。これ以後の金

融政策を便宜上、「超低金利政策」と呼ぶことに

する。この後、日銀の金融調節手段は公定歩合か

ら短期金利（無担保コール翌日物）に変更された

が、短期金利の低め誘導による超緩和政策が引き

続き実施された。１９９９年２月には「ゼロ金利政策」

を導入、短期金融市場での金利はほぼゼロ近辺で

膠着することになった。日銀にとってはこれ以上、

金利誘導による緩和政策が不可能となったことを

も意味する。２００１年３月には政策手段（直接ター

ゲット）を短期金利から日銀当座預金残高に変え

る「量的緩和」政策に政策姿勢を転換、さらなる

徹底した金融緩和がはかられている。

図４は１９９０年以降の公定歩合及び短期金利（無

担保コール翌日物）の推移を示したものである。

公定歩合で見ると１９９１年７月に６．０％から５．５％

に引き下げられてから金融緩和が続き、１９９５年９

月に０．５％になっている。短期金利も公定歩合の

動きを反映し、１９９１年１月から６月にかけて８％

を越える高水準でピークをむかえた後は、一貫し

て低下している。

図４　短期金利の推移

出所：日本銀行ホームページ

図３　インフレーション率の推移（消費者物価指数）

出所：総務省
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� 超低金利政策にもかかわらず伸びないマ

ネー・サプライ

一般的な貨幣需要関数を考えれば、中央銀行が

金利を低めに誘導すれば、投資対象としての債券

の価値が貨幣に比べて低下し、貨幣（マネー）の

需要が増加するはずである。では１９９５年以来の超

低金利政策によって、期待通り、マネー・サプラ

イは増加したのだろうか。

図５はマネタリー・ベース（現金＋日銀当座預

金）およびM2＋CD（現金、要求払い預金、定期

性預金＋譲渡性預金）の伸び率（対前年同月比）

の推移をみたものである。まず、マネタリー・ベー

スだが、超低金利政策が導入された直後の１９９５年

１０月以降、ほぼ５％を越えている。一方、M2＋

CDは、５％を越えることなく２～４％程度で推

移している。特に、「ゼロ金利政策」が導入され

た直後の２０００年３～５月でもM2＋CDの伸び率

は４％前後であり、７％前後の高い伸びを示して

いるマネタリー・ベースとは対照的である。マ

ネー・サプライの伸び率は、２０００年８月の「ゼロ

金利政策」解除の前から、２％前後の低い水準に

とどまっており、解除以後にマネー・サプライの

伸びが止まったといった事実もみとめられない。

また、２００１年３月の「量的緩和」の導入による金

融のさらなる緩和に反応し、マネー・サプライが

著しく増加したということはみとめられない。

１９９０年以降を「超低金利政策」導入以前（１９９０年１

月～１９９５年９月）と「超低金利政策」導入以後

（１９９５年１０月～現在）に分け、マネタリー・ベー

スの伸び率とM2＋CDの伸び率についての差の

平均値を各々計算してみると、１．３１％と４．１０％と

なる。「超低金利政策」の導入により、潤沢に資

金供給が行われたにもかかわらず、経済全体とし

てのマネー・サプライは大きくは増加しなかった

様子が見てとれる。「ゼロ金利政策」、「量的緩和

政策」にもかかわらずマネー・サプライは思った

ほど増加しなかったことになる。

図６は信用乗数（M2＋CD／マネタリー・ベー

ス）の推移を見たものである。信用乗数が大きい

ほど、金融政策の経済全体への波及・拡大効果は

大きいことになる。図５の各変数の動きを反映し、

１９９１年のピーク時の１３強から、直近の９．５まで趨

勢的に低下している。
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図５　マネタリー・ベース及びM2＋CDの対前年同月比の伸び率の推移

出所：日本銀行ホームページ
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３　金融政策のクレジット・チャネル

金融政策が景気安定化策としての効果を発揮す

るのは、単に、マーケットで金利が低下して企業

の資金調達が容易になるからというだけではない。

資金の出し手（消費者）と受け手（企業）の間の

銀行の金融仲介は金融政策の効果を飛躍的に高め

ている。米国に比べ間接金融中心の金融システム

が特徴である日本では特に銀行の仲介による金融

政策の波及・拡大効果は重要である。現在のよう

に銀行の不良債権が増加し、バランス・シートが

劣化していると、この波及・拡大チャネルが遮断

され、金融緩和が実体経済に波及しなくなる恐れ

がある。以下ではまず、銀行の金融仲介機能につ

いて、資金の出し手と受け手の間の情報の質・量

の違いに着目する情報の経済学（Economics of

Information）の観点から説明し、クレジット・

チャネルと呼ばれる金融政策の波及経路について

解説を試みる。

� 銀行の金融仲介機能

企業の実施する投資プロジェクトの成否、収益

性に関連する情報を収集するためには、長期継続

的にその企業の経営者と関係（コネクション）を

持ち、緊密に連絡を取る必要がある。個人の一般

投資家がこのような情報収集活動（モニタリング）

を直接行うには膨大な時間とコストがかかり、現

実的ではない。したがって、投資家（投資プロジェ

クトへの資金提供者）と経営者（投資プロジェク

トの実施・運営者）の間には、その投資プロジェ

クトの将来的な見通しについて保有する情報の量、

質（正確性）に格差がある。特に、非上場で財務

情報や経営情報のディスクロージャーが進んでい

ない中小企業については、投資家―経営者間の情

報格差は決定的に大きい。このような状態を経済

学では投資家と経営者の間に情報の非対称性

（asymmetric information）があると呼んでいる。

また、投資家が経営者の行動を監視できないた

め、経営者が自己の利益のために放漫経営に走っ

てしまうかもしれない。このような問題は、投資

家をプリンシパル（主人）、経営者をエージェン

ト（使用人）と見立てたエージェンジー問題とと

らえることができる。経営者の努力次第でプロ

ジェクトの成否は左右される。

図６　信用乗数の推移

出所：日本銀行ホームページ
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このように、事業の将来性に不信感がある限り、

一般投資家はその企業に資金供給を行うのをため

らうため、企業は信用市場で資金を自由に調達す

ることができない。

不完全な信用市場を補う役割を担うのが金融仲

介機能を持つ銀行である。銀行は一般投資家に代

わって、企業との長期持続的な関係を構築し、企

業固有の情報収集を行い、企業行動を監視（モニ

タリング）する。また企業の債権がデフォルトに

陥った時も再建を支援するなどの方策を通して、

債権回収価値を一般投資家より高めることができ

る。このような一連の銀行の特殊な機能は関係融

資と呼ばれている。３）

表１は業種別、規模別（資本金）の社債依存度

（社債／金融機関借入れ）をみたものである。参

考として、各産業・規模の企業の売上高が全産業

の合計に占める割合、および、産業毎に各規模の

企業の売上高がその産業全体に占める割合をみた

ものを加えておいた（表２）。資本金１０億円未満

では、社債が資金調達に使われることはほとんど

ない。これに対し、１０億円以上でみても、製造業、

電気業、ガス・水道業では、社債が金融機関借入

を上回っている一方、農林水産業、建設業、卸

売・小売業、不動産業、サービス業では金融機関

借入が社債の２倍以上（比率が０．５未満）となっ

ている。企業の銀行依存度は、規模が小さくなる

ほど高くなり、非装置サービス業で高くなってい

る。

３）関係融資（relationship lending）は Diamond and Rajan（２０００）による。関係融資の端的な例は、日本のメインバンク・シ
ステムである。メインバンクは出資、融資だけでなく、役員、財務担当などの中核社員の派遣を通して、財務・経営情報を入
手し、情報の非対称性の問題を最小限にとどめることに貢献してきたと言われている。近年、社債市場の規制緩和による大企
業の銀行離れが進み、銀行の収益環境が悪化、銀行はそれを補うためにハイリスクな不動産融資などに進出せざるを得なく
なったと考えられる。この結果、不良債権が急増、銀行自体の財務状況も急速に悪化していった。この経緯については、
Hoshi and Kashyap（１９９９）が詳細に説明している。

表１　社債・金融機関借入比率

50未満 50～100未満 100～1,000未満 1,000以上

全産業 0.00 0.01 0.04 0.73 

農林水産業 0.00 0.03 0.01 0.20 

建設業 0.00 0.02 0.05 0.32 

製造業 0.00 0.02 0.07 1.30 

卸売・小売業 0.00 0.01 0.04 0.41 

不動産業 0.00 0.00 0.04 0.16 

運輸・通信業 0.00 0.00 0.01 0.57 

電気業 0.00 0.00 0.00 1.43 

ガス・水道業 0.00 0.03 0.02 1.67 

サービス業 0.00 0.01 0.02 0.35 
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� バランス・シート・チャネルと銀行貸出しチャ

ネル

上で説明したように、市場だけでなく、銀行借

入れが重要な資金調達ルートとなっている場合、

金融政策の効果はそうでない場合に比べ飛躍的に

拡大することが知られている。これは近年、米国

の経済学者の間で研究が進められており、「クレ

ジット・チャネル」（credit channel）と呼ばれて

いる。

クレジット・チャネルについてはBernanke

and Gertler（１９９５）がわかりやすく解説してい

る。彼らは景気過熱期における引き締め政策の効

果拡大経路について、クレジット・チャネル（信

用チャネル）をバランス・シート・チャネル

（balance sheet channel）と銀行貸出しチャネル

（bank lending channel）に分け説明している。

ここでは彼らの理論的枠組みを景気低迷期におけ

る金融緩和政策の波及の文脈に置き換え若干の説

明を行いたい。

上述したように、銀行は関係融資者（relation-

ship lender）であり、一般投資家に比べれば借

り手企業について知識は豊富であるものの、借り

手企業との間の情報の非対称性が完全になくなる

ことはありえない。したがって、融資の決定に際

し担保を取るだけでなく、債務返済余力の判断基

準として借り手企業のバランス・シートの健全性

も注意深く見る。借り手企業が資本不足（under-

capitalized）に陥っているかどうかなどは重要な

調査項目である。その結果、融資金利には借り手

企業の財務の健全度合いが反映されることになる。

表２　売上高比率

上段：各規模の企業の売上高がその産業全体の売上高に占める割合
下段：各産業・規模の企業の売上高が全産業の売上高合計に占める割合

出所：財務省、法人企業統計

50未満 50～100未満 100～1,000未満 1,000以上

全産業
39.66 8.54 15.14 36.67 
－ － － －

農林水産業
71.26 5.03 3.57 20.13 
0.18 0.01 0.01 0.05 

建設業
53.76 11.93 10.90 23.41 
5.61 1.24 1.14 2.44 

製造業
26.64 6.00 13.67 53.68 
7.61 1.72 3.91 15.34 

卸売・小売業
44.53 9.62 17.14 28.71 
17.72 3.83 6.82 11.43 

不動産業
51.32 9.58 16.60 22.50 
1.20 0.22 0.39 0.53 

運輸・通信業
25.64 6.60 15.85 51.91 
1.27 0.33 0.79 2.57 

電気業
0.00 0.00 0.14 99.86 
0.00 0.00 0.00 1.15 

ガス・水道業
1.01 2.54 12.80 83.65 
0.00 0.00 0.02 0.16 

サービス業
49.32 9.60 16.83 24.25 
5.97 1.16 2.04 2.94 
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銀行は、財務体質が優良な企業には相対的に低い

金利を、財務体質が優良でないと思われる企業に

は相対的に高い金利を要求する。

このような状況の下で金融緩和を行うと、企業

にとっては新規の資金調達の金利が低下するだけ

でなく（金融政策の直接効果）、債務支払い費用

が低下し、バランス・シートの健全化にともない、

その企業にとっての超過プレミアムも低下するた

め、借り手企業にとっての調達金利は一層、低下

することになる（バランス・シート効果）。これ

がバランス・シート・チャネルといわれる金融政

策の波及・拡大経路である。図６に表されるよう

に、マネー・サプライがマネタリー・ベースの何

倍にもなるのは、直接的な金融政策ショック（中

央銀行の政策変化などによるマネタリー・ベース

の直接的な変化）がクレジット・チャネルを経由

することにより、経済全体でははるかに大きな

ショック（マネー・サプライの大幅な変化）を生

み出すためである。４）

ところが、近年、信用乗数が大幅に低下し、金

融緩和政策の波及メカニズムが機能不全に陥って

いるように見受けられる。これはとりもなおさず、

銀行貸出しによる信用創造が適切に行われていな

いからである。不良債権が増加し、銀行自身のバ

ランス・シートが痛んでくると、自己資本規制を

満たし支払い余力を確保するため、その資産がか

かえるリスク度を削減しようというインセンティ

ブが働く。貸出しを圧縮し国債などの安全資産で

の運用を増加させる行動が主要銀行で見られたの

は記憶に新しい。いわゆるクレジット・クランチ

（貸し渋り）である。５）表１で見たように企業、特

に日本経済の大多数を占める中小企業は資金調達

を銀行借入れに依存しているため、不良債権によ

る銀行のバランス・シートの劣化は、借り手企業

のバランス・シート・チャネル自体を閉鎖し、金

融政策波及のために欠くべからざるクレジット・

チャネルを機能不全におとしめる。結果として金

融緩和政策も有効には機能しなくなる。

なお、この点について、VAR（多変量自己回

帰）による簡単な計量分析も試みた。銀行の財務

状況を表す代理指標として、銀行株価を取り、そ

れ以外にM2＋CD（マネー・サプライ）、無担保

コールレート、鉱工業生産指数、消費者物価指数

を変数として含んで推計した。データはなるべく

多くのサンプル数を確保するため月次データを使

用した。６）詳しい結果は示さないが、銀行株価の

上昇はその２期後からマネー・サプライを増加さ

せ、その後は、効果は徐々に消滅していくようで

ある。（図７）７.８）

４）社債市場においては、企業の格付けが高い企業の社債には低い金利が、格付けの低い企業の社債には高い金利が付けられる。
企業の格付けは企業の倒産（社債のデフォルト）の可能性が低ければ高くなる。安全資産（デフォルトの可能性ゼロ）である
国債と社債の金利格差は超過プレミアムと呼ばれている。銀行の貸出し金利についても全く同様のことが言える。銀行貸出し
のプレミアムは社債と違い、市場の取引を通じてではなく、銀行と企業の相対取引によって決定される。その際、企業の財務
状況などは重要な判断材料である。
５）BIS規制の導入により、国際業務を行う銀行にはその資産が抱えるリスクに応じた最低自己資本額を満たす必要が生じた。
多くの銀行は、貸出しを圧縮する一方で安全資産である国債保有残高を増加させた。この行動はクレジット・クランチ（貸し
渋り）と呼ばれている。
６）VAR（多変量自己回帰）はその変数自身を含む各変数のラグが当期の変数をどの程度説明するかについて推計する手法で
ある。消費者物価指数は、政策判断の基準となる物価指標として日銀が使用している生鮮食品を除く総合指数を用いた。銀行
株価は東京証券取引所の銀行業の株価インデックスを使用した。短期金利以外の変数については対数を取った。構造変化を考
慮したAugmented Dickey Fuller Test（ADF Test）（Sequential ADF Test及びRolling ADF Test）を実施したところ全て
の変数が非定常（単位根がある）であったため、各々一階の階差を取った。
７）時系列モデルにおいて、ある変数の過去の値が他の変数について説明力があるかどうか検定する際、グランジャー因果性
（Granger causality）という考え方が用いられる。銀行株価からマネー・サプライへのグランジャー因果性は統計的に棄却さ
れた。
８）銀行株価は銀行の財務状況とは直接関係のないマクロ・ショック、市場参加者の非合理な期待などに大きく左右されるため
必ずしも適切な指標とはいえない。今回はサンプル数の問題から月次データの使用が可能な銀行株価で簡単な試算を行った。
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４　おわりに

本稿ではまず、１９９５年９月に始まる超金融緩和

政策を振り返り、長期間に渡る緩和政策によるマ

ネタリー・ベースの急激な増加にもかかわらず、

マネー・サプライは思ったほど増加せず、期待さ

れる景気浮揚効果が発揮されていないことをデー

タにより説明した。

次に、金融政策の波及経路としては銀行の金融

仲介による間接金融の比重の高い日本では、銀行

融資を通じたクレジット・チャネルが政策の波

及・拡大チャネルとして重要であることを説明し

た。現在のように銀行の不良債権が増加、バラン

ス・シートが劣化していると、この波及・拡大

チャネルが遮断され、金融緩和が実体経済に波及

しなくなる恐れがある。今後、銀行の財務の健全

性がマネー・サプライに及ぼす影響について、計

量モデルの精緻化等により実証していく必要があ

る。

図７　銀行株価のマネー・サプライへのインパルス反応

注１　銀行株価の１標準偏差分の（予期せぬ）上昇に対するマネー・サプライ（M2+CD）の反応を示す。
注２　縦軸はマネー・サプライの変化、横軸は銀行株価の上昇時点からの経過月数を表わす。
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日本における貸し渋り

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

１９９０年代の日本経済は、バブル崩壊の影響を受

けて、これまでにない長期の低迷を経験した。な

かでも、株価や地価といった資産価格の下落や多

額の不良債権に象徴される金融危機は深刻であり、

図１で示されているように、１９９０年代を通じて銀

行貸出の伸びも大きく低下した。このように貸出

量の伸びが低下した原因としては、経済の停滞に

よる資金需要の低下も１つの要因であったことは

事実であろう。しかしながら、それに加えて、銀

行の資金供給曲線がシフトしたことによるクレ

ジット・クランチ（ credit crunch）も、貸出量

の伸びが低下したもう１つの原因にあげられる。

とりわけ、銀行のバランス・シートの悪化によっ

て貸出量が減少するキャピタル・クランチ

（ capital crunch）の存在は、いわゆる貸し渋り

の問題とも関連して幅広く指摘されてきた。

これまでの研究でも、キャピタル・クランチと

いう観点から、自己資本比率が銀行の貸出行動に

及ぼす影響は内外で幅広く分析された。たとえば、

米国では、バーナンケとローン（ Bernanke and

図１　全国銀行貸出量の増加率（対前年同期比）
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Lown（１９９１））がこの問題を実証的に検証した

初期の研究であり、そこでは銀行の自己資本の減

少と貸出量の減少との間に弱い正の関係が検出さ

れている。また、ピークとローゼングレン

（ Peek and Rosengren（１９９５））は、米国ニュー

イングランド地方においてキャピタル・クランチ

が発生していたことを自己資本と預金量の関係を

調べることによって明らかにしている。

日本でも、各銀行の自己資本比率や不良債権額

と貸出行動の関係を調べることによってキャピタ

ル・クランチの存在を検証する研究は数多く行わ

れてきた。それらの研究結果をまとめてみると、

まず、北海道拓殖銀行や日本長期信用銀行といっ

た大規模な金融機関の破綻が起こった１９９７年末以

降の金融危機の際に深刻なキャピタル・クランチ

が発生したことに関しては、コンセンサスがある

と思われる。特に、本西・吉川（Motonishi and

Yoshikawa（１９９９））らによって示されたように、

当時のキャピタル・クランチでは、中小企業向け

融資において貸し渋りが深刻になったこという主

張は今日では幅広く受け入れられている。

しかし、９０年代前半に関しては、日本において

キャピタル・クランチが存在していたかどうかに

ついては、これまで相矛盾する結果が報告されて

いる。たとえば、９０年代初めを分析対象とした吉

川・江藤・池（１９９４）らの研究では、不良債権比

率の増加や自己資本比率の低下が貸出量の減少を

もたらすとするキャピタル・クランチの存在に否

定的な結果が報告されている。特に、吉川らは、

９０年代初めの日本経済では、中小企業に対する貸

し渋りはなかったと結論付けている。

これに対して、同じ９０年代初めを分析対象とし

た研究でも、宮川・野坂・橋本（１９９５）は都銀・

長信銀では自己資本比率が貸出行動に影響を与え

ていたことを、また前田（１９９６）は主要な銀行の

貸出関数を推計することによって不良債権比率が

有意にマイナスの影響を及ぼしていたことをそれ

おぞれ示している。さらに、伊藤・佐々木（ Ito

and Sasaki（１９９８）は、９０年代前半、BISの自己

資本比率規制が銀行の貸出量を減少させた可能性

を明らかにしている。

なぜこのような一見矛盾する実証結果がこれま

で得られているのであろうか？この問題を解くか

ぎは、それぞれの研究が分析の対象とした企業や

銀行が異なっているという点である。すなわち、

キャピタル・クランチに否定的な研究では主とし

て中小企業向けの貸出が分析の対象となっている。

これに対して、肯定的な研究では都市銀行など主

要な銀行の貸出行動が分析の対象となっている。

以下では、この点に注目し、1990年代前半の日

本経済においてキャピタル・クランチが存在して

いたかどうかを、大企業向けの貸出と中小企業向

けの貸出を比較することによって検討する。

２．９０年代前半の金融機関の貸出態度

他の条件が等しい場合、大企業向けの貸出と中

小企業向けの貸出では、中小企業向けの貸出にお

いてキャピタル・クランチによる貸し渋りがより

深刻となる。これは、大企業と比べて中小企業は

信用力が低く、貸し手と借り手の間における情報

の非対称性も大きいと考えられるからである。し

かし、９０年代前半の金融機関の貸出態度をみると、

実際に日本経済で起こっていた状況は、このよう

な通常起こるものとは正反対のものであった。

たとえば、図２と図３には、１９８０年代半ばから

２０００年にかけての「日銀短観」における「貸出態

度ＤＩ」を、大企業、中小企業それぞれについて

グラフで表したものである。各図とも、「日銀短

観」において「貸出態度が緩い」と回答した企業

の割合から「貸出態度が厳しい」と回答した企業

の割合を引くことによって、「貸出態度ＤＩ」が

計算されている。したがって、貸出態度ＤＩの値
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がマイナスになったときに、金融機関の貸出態度

が厳しくなったと判断できる。

図を見ると、１９９８年から９９年にかけて、大企業、

中小企業いずれにおいても貸出態度ＤＩの値が大

きなマイナスの値をとっており、この時期、金融

機関の貸出態度がすべての企業に対して厳しく

なっていたことが読み取れる。特に、中小企業

に対する貸出態度ＤＩは、大企業に対する貸出態

度ＤＩがプラスに転じた９９年後半以降も大きなマ

イナスの値をとっており、１９９０年代末以降、中小

企業に対する金融機関の貸出態度が一貫して厳し

いままであったことが読み取れる。

これに対して、１９９０年末から９２年にかけての貸

出態度ＤＩをみると、大企業に対する貸出態度
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図２　大企業・貸出態度ＤＩ（日銀短観）
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図３　中小企業・貸出態度ＤＩ（日銀短観）
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ＤＩが大きなマイナスの値をとっており、そのマ

イナス幅は９８年のマイナス幅を上回っている。し

かし、この時期の中小企業に対する貸出態度ＤＩ

は、予測値でわずかにマイナスに転じているもの

の、全体として減少幅は軽微であった。この結果

から、１９９０年末から９２年にかけての日本経済にお

いて、金融機関の貸出態度は、大企業に対しては

厳しいものであったことが、中小企業に対しては

それほどでもなかったことが読み取れる。

３．なぜ大企業に対して貸し渋りが発生したか？

前節では、１９９０年末から９２年にかけて金融機関

の貸出態度が厳しくなったのは、大企業向け貸出

においてのみで、中小企業向けの貸出態度はそれ

ほど厳しくならなかったことを明らかにした。大

企業向けの貸出では都市銀行や長信銀など主要銀

行の貸出が大きなシェアを占めることを考えると、

この結果は、１９９０年末から９２年にかけて、都市銀

行や長信銀など相対的に規模の大きい銀行の貸出

においてキャピタル・クランチが発生していた可

能性を示唆している。

当時の状況を考えると、都市銀行や長信銀など

主要銀行の貸出では、以下の２つの意味において

キャピタル・クランチが発生していた可能性があ

ると考えられる。まず第１は、１９８８年７月に決定

されたBIS規制（「バーゼル合意」に基づく銀行

の自己資本比率規制）の影響である。経過措置を

経て９３年３月末より本格的な導入が決まっていた

BIS規制のもとでは、国際業務を営む銀行は自己

資本比率を８％以上に保つことが一つの最優先課

題であった。このため、日本の主要な銀行は、規

制をクリアすべく貸出量を圧縮し、その結果、

キャピタル・クランチが発生した可能性が高い

と考えられる。

第２は、株価の下落による銀行の含み益が減少

したことの影響である。欧米諸国の銀行とは異な

り、日本の銀行では伝統的に簿価会計のもとで株

式の保有が認められており、それが大きな含み益

を生み出してきた。特に、系列間の株の持ち合い

が一般的であった主要行では、株価が高い水準に

あったバブル期には、株の含み益はバランスシー

トを大きく改善した。しかし、９０年代に入って株

価が大きく下落すると、含み益も大きく減少し、

その結果、バランスシートも大きく悪化すること

となった。このため、これら相対的に規模の大き

い銀行では、バランスシートを改善するため、貸

出量を圧縮し、その結果キャピタル・クランチが

発生したと考えられる。

４．なぜ中小企業に対する貸し渋りは大きくな

かったか？

これに対して、国際業務を営まない銀行では、

国内基準の自己資本規制が適用されるようになっ

たのは９０年代後半であり、９０年代の前半には、明

示的な自己資本比率の制約は存在しなかった。ま

た、地方銀行・第２地方銀行など相対的に規模の

小さい銀行では、元来、系列間の株の持ち合いが

存在せず、有価証券保有残高に占める株のウエイ

トは、都市銀行に比べてはるかに低かった。この

ため、９０年代初めの時点で、相対的に規模の小さ

い銀行では、規制をクリアすべく貸出量を圧縮す

る必要がなく、株価の下落によるバランスシート

の劣化も限定的で、キャピタル・クランチが発生

しにくい状況にあったと考えられる。

地方銀行など相対的に規模の小さい銀行の貸出

先では、中小企業への貸出が大きなウエイトを占

めることを考えると、これらの結果は、９０年代初

めには、中小企業に対する貸し渋りが相対的に軽

微であったという前節の結果と整合的である。し

たがって、９０年代初めの日本では、大企業向けを

中心に貸し渋りが発生したという仮説は理論的に

もサポートされる。
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もっとも、９０年代初めに貸し渋りが起こったの

は大企業向けで、中小企業に対する貸し渋りは相

対的に軽微であったとしても、中小企業がその影

響を受けなかったと考えるのは正しくない。むし

ろ、さまざまな面で大企業に依存している中小企

業では、大企業に対して貸し渋りが発生すれば、

その影響はさまざまな形で顕在化すると考えられ

る。実際、「日銀短観」によって中小企業の資金

繰りの状況をみてみると、図４からわかるように、

９３年以降、「資金繰りが苦しい」と回答した企業

の割合が「資金繰りが楽である」と回答した企業

の割合を大きく上回るようになり、大企業に対す

る貸し渋りの影響が、当時、間接的に中小企業へ

も及んだことを示している。

５．おわりに

本稿では、９０年代における日本の貸し渋りの特

徴を、特に９０年代初めの状況に焦点を当てて概観

した。これまでの研究では、１９９７年末以降の金融

危機の際に、深刻なキャピタル・クランチが日本

で発生したことに関して幅広いコンセンサスがあ

る。しかし、９０年代の前半に日本においてキャピ

タル・クランチが存在していたかどうかについて

は、一見相矛盾する結果が報告されている。本稿

では、９０年代初めの日本では大企業に対してのみ

貸し渋りが起こっていたという逆説的な仮説を提

示することによって、これらの結果を整合的に説

明することを試みた。

本稿の説明を行う上で重要であったのは、自己

資本比率に関するBIS規制と株式持ち合いの問題

が、９０年代初めの株価の下落を通じて、都市銀行

など相対的に規模の大きな銀行にのみ深刻な影響

を与えたという点である。大企業向けの貸出では

都市銀行や長信銀など主要銀行の貸出が大きな

シェアを占めることを考えると、この結果は、

１９９０年末から９２年にかけて、都市銀行や長信銀

など相対的に規模の大きい銀行の貸出において

キャピタル・クランチが発生していた可能性を

示唆する。

もっとも、９０年代後半以降は、相対的に規模の

小さい銀行にも国内基準としての自己資本比率規

制が適用されるようになり、バランスシートの劣

化はより広範な銀行で深刻な問題となっている。

とりわけ、２０００年度以降、わが国の会計基準も、
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図４　中小企業・資金繰りＤＩ（日銀短観）
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◯１０－１２月期の設備投資（全産業・実績見込み・季節調整値）は前期比－１．７％と四四半期連続のマイナス。

設備投資（全産業）の推移

（出所）内閣府　２月１２日発表

法人企業動向調査（設備投資）：２００１年１２月調査

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0
（％）�

9 10 11 12 13 （年）�

◯１２月の先行指数は７か月連続、一致指数は１２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　２月１８日発表
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◯鉱工業生産指数（確報）……１２月は前月比＋１．５％　在庫率指数……１２月は前月比＋０．４％

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 ２月１４日発表
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◯機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）……１２月は前月比－０．５％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……１２月は前月比＋５．５％

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２月８日発表、経済産業省２月１４日発表
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◯公共工事請負金額……１月は前年同月比－２．０％
公共工事受注額（公共機関）……１２月は前年同月比－８．８％

公共工事請負金額等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す

（出所）保証事業会社協会２月１５日発表、国土交通省２月１２日発表
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◯実質家計消費支出（全世帯）……１２月は前年同月比－６．６％
小売業販売額……１２月は前年同月比－０．７％

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２月８日発表、経済産業省２月１４日発表

消　　　　費

◯可処分所得（勤労者世帯）……１２月は前年同月比－３．３％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……１２月は前年同月比－３．７％

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２月８日発表、厚生労働省２月１８日発表
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◯完全失業率（季節調整値）……１２月は５．６％（前月比０．１ポイント悪化）
有効求人倍率（季節調整値）……１２月は０．５１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１月２９日発表、厚生労働省１月２９日発表
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◯貿易収支……１２月は６，６１３億円の黒字で前年同月比－１９．１％
輸出入数量指数……１２月の輸出は前年同月比－１４．９％、輸入は同－９．２％

通関貿易収支、輸出入の推移

（出所）財務省 １月３０日発表

貿　易　収　支

◯消費者物価指数……１２月は前年同月比－１．２％
国内卸売物価指数……１月は前年同月比－１．４％

物価指数の推移

（出所）総務省１月２５日発表、日本銀行２月８日発表
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◯マネーサプライ……１月のM2＋CDは前年同月比＋３．６％
民間銀行貸出……１月は前年同月比－４．６％

マネーサプライの伸び率の推移　　　　　　　　　　　銀行貸出の伸び率の推移

（出所）日本銀行　２月８日発表
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◯対ドルは１３４円台まで下落。対ユーロは１１８円台まで下落後やや上昇（終値ベース）。

為替の推移

◯無担保コール翌日物金利は、０．００１％前後と実質ゼロ金利継続。
１０年最長国債利回りは、１．５％台半ばまで急上昇するも、その後低下し１．５％近辺に。

国内金利の推移
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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：なし
・下降傾向の管内：北海道、東北、関東、東京、信越、

北陸、東海、近畿、中国、四国、
九州、沖縄

※以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（CI）を作成

し、後方３か月移動平均後の前月比増減をもとに傾向を判断する。

一致指標…鉱工業生産（季節調整値）、有効求人倍率（季節調整値）、

大型小売店販売額（店舗調整済）、入域観光客数（沖縄のみ）

先行指標…新設住宅着工戸数、建築着工床面積（商工業・サービス　

用）、新車販売台数（乗用車）

遅行指標…実質家計消費支出

※景気判断には１４年２月７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 0.3 -2.2 -0.7 0.8 -0.7 -0.2 -1.2 -0.4 -3.1 -3.2 2.2 4.6 -1.7
有効求人倍率（季節調整値、前月比）② 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 -0.02
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）③ -1.5 -2.6 -2.4 0.8 -2.5 -5.3 -1.5 -1.1 -1.0 -2.2 1.3 0.4 -0.7
新設住宅着工戸数（前年比）④ -14.4 -0.9 -6.3 9.2 -8.9 -14.1 -0.2 10.5 -11.9 -5.2 -1.8 3.5 -1.2
新築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）④ 43.6 -38.2 -2.7 19.5 -0.1 -41.0 4.7 -18.9 7.8 -61.4 -8.4 243.4 -6.2
新車販売台数（乗用車、前年比）⑤ -0.7 -5.0 -6.5 -4.4 -7.0 -9.3 -9.5 -3.3 -5.0 -8.3 0.1 6.7 -5.5
実質家計消費支出（前年比）⑥ -6.6 -3.1 -0.5 -7.2 16.1 5.7 -5.6 3.0 -6.2 5.8 3.7 18.8 3.4
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） 82.0 67.7 67.9 69.6 56.4 58.4 61.4 72.1 69.8 74.5 72.5 83.3 66.3
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） -0.1 -2.0 -2.3 -2.2 -2.3 -2.0 -2.1 -1.2 -3.5 -2.7 -0.5 -3.5 -1.8

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

－
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

１１月

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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◯１０－１２月期実質GDP（季節調整値）は前期比年率＋０．２％と前期から一転してプラス成長。
（後掲トピックス「米国GDP統計速報値（２００１年１０－１２月期）について」参照）

実質GDP需要項目別寄与度

（出所）米国商務省　１月３０日発表

１０－１２月期実質GDP
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◯貿易収支（季節調整値）……１２月は２５３．０億ドルの赤字。輸出は前月比＋０．１％、輸入は同－２．９％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所）米国商務省　２月２１日発表

貿　易　収　支

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

物価指数の推移

（出所）米国労働省　２月２０日、２月１５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、概ね５％前後を推移。

米国金利の推移

米　国　金　利

FFレート誘導目標水準�
TB3か月物（買い）�
財務省証券10年利回り�
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◯ＮＹダウは９６００ドル台まで、ＮＡＳＤＡＱも１７８０ポイント台まで下落後やや上昇（終値ベース）。

ＮＹダウ等の推移

米　国　株　式
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月例経済報告（２月）

○基調判断は３か月連続で据え置き

（内閣府：２月１３日発表）

２月１３日に発表された２月の月例経済報告では、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、生

産は減少テンポが緩やかになったものの、設備投資は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３か月連続で据え置いた。また、先行きについて

は、厳しい雇用・所得環境や資本市場の動向などが、今後の民間需要を下押しする懸念がある一方、ア

メリカやアジアの一部に景気底入れの動きがみられるなど、対外経済環境の改善が期待される、として

いる。

基調判断は据え置いたが、内閣府幹部は「経済の水準は１月より悪化している」とコメントしている。

主要項目では、生産が四半期ベースの鉱工業生産の減少幅が縮小したことから判断を上方修正した。ま

た、輸入について「減少している」から「減少傾向が弱まっている」に、物価について「下落幅を拡大

している」から「下落している」に表現を修正し、判断を上方修正した。その他の項目については、判

断を据え置いた。また、政策態度については、「日本銀行と一致協力して、デフレ阻止に向けて強い決

意で望む」、「政府としては、平成１３年度補正予算等の着実な実施を図るとともに、平成１４年度予算の早

期成立に努める」等が新たに明記された。

報道によると、同日、経済関係閣僚に対し、首相から、デフレ対応策について取りまとめるよう指示

があった。それを受けて経済財政担当相は、�不良債権処理の一層の促進、�金融システムの安定化、

�資本市場対策、�セーフティネットとしての中小企業への貸し渋り対策、�金融政策の一層の活用、

等デフレ対策を強力に進めたいと述べている。なかでも、不良債権の処理と公的資金注入の可能性につ

いて注目される。

マクロ経済トピックス



２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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１月　月例 ２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。
・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。

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、生産
は減少テンポが緩やかになったものの、
設備投資は減少している。
先行きについては､厳しい雇用・所得環境

や資本市場の動向などが、今後の民間需要

を下押しする懸念がある一方、アメリカや

アジアの一部に景気底入れの動きがみられ

るなど、対外経済環境の改善が期待される。

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。
減速テンポが緩やかになったものの、在

庫率は高水準にある。

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

高い水準となっている。 同左

国　際
収　支

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。

輸出は下げ止まりの兆しがみられる。輸
入は、減少傾向が弱まっている。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。
国内卸売物価は、下落している。消費者

物価は、弱含んでいる。

業　況
判　断

一層厳しさが増している。 同左



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

（資料）内閣府
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年　月 総　　　　　　　　括　　　　　　　　判　　　　　　　　断

１３年　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。

２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、生産は減少テンポが緩やかになったものの、設備投資は減少し
ている。
先行きについては､厳しい雇用・所得環境や資本市場の動向などが、今後の民間需要を下押しする懸

念がある一方、アメリカやアジアの一部に景気底入れの動きがみられるなど、対外経済環境の改善が
期待される。



生産・出荷・在庫指数（平成１３年１２月）

○１２月の鉱工業生産指数は４ヶ月ぶりに前月比プラス

（経済産業省：１月２９日発表）

経済産業省が１月２９日に発表した生産・

出荷・在庫指数速報によると、１２月の鉱工

業生産指数は前月比プラス２．１％で４ヶ月

ぶりにプラスに転じ、９２．９（季節調整値、

以下同じ）となった。ただし、前年同月比

ではマイナス１４．９％で、まだ生産水準自体

は低いレベルにとどまっている。１０－１２月

期は前期比マイナス２．３％、前年同期比マ

イナス１３．３％で、いずれも４期連続の低下

となった。平成１３年は前年比マイナス

７．９％でこちらは３年ぶりの低下となった。

出荷も前月比プラス１．８％で４ヶ月ぶりの上昇となり、９５．２となった。在庫は前月比マイナス１．０％

の９４．４で、４ヶ月連続の低下となり、在庫調整が進展していることを示したと言えるが、在庫率は依然

高い水準にとどまっている。

また同日に発表された製造工業生産予測調査結果によると、前回調査時の製造業における１２月の見込

みは２．１％増だったが、実際は１．７％増で実現率はマイナス０．７％となり見込みを下回った。１月の見

込みは１．４％増で、前回調査時の見込みと比較した予測修正率はプラス０．２％となっている。また、２

月の見込みは０．６％増で２ヶ月連続の上昇が予測されている。

経済産業省は基調判断を「在庫の調整に進展がみられ、生産は上昇したものの、最終需要動向が不透

明であることなど、今後の動向を注視する必要がある。」と、１１月の「生産は引き続き低下傾向にあり、

在庫率が依然として高水準にある中、最終需要動向も不透明であることなど、今後の動向を注視する必

要がある。」から若干上方に修正したものの、最終需要動向の不透明さを理由に慎重姿勢を継続してい

る。

生産指数を業種別にみると、電気機械工業、輸送機械工業、プラスチック製品工業等多くの業種が前

月比でプラスとなり、生産の上昇に寄与しているが、ほとんどが機械産業によるものである。ただし、

前月比ではプラスだが、いずれも前年同月比ではマイナスとなっており水準的にはまだ低い。特に、電

気機械産業は前年同月比マイナス２９．４％で、IT不況による落込みの大きさを表している。一般機械工

業も前年同月比マイナス２６．７％で、こちらも IT不況の影響から大きく落ち込んでいる。
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一方、在庫指数については、電気機械

工業、鉄鋼業、一般機械工業、石油・石

炭製品工業等で低下している。在庫循環

からみても、在庫調整の進展が伺える。

実際、米国においても、半導体など IT関

連の在庫調整が進んでおり、半導体価格

が反転の兆しを見せ始めている。

今回の生産指数は、市場の予測より強

いものとなっており、１月、２月が共に

今回の予測どおりの結果となれば前期比では１－３月期もプラスになり、生産の転換点となる可能性も

ないではないが、経済産業省も指摘のとおり、内需・外需共に需要の回復を示す経済指標はまだ少ない

ため、現段階では鉱工業生産指数の先行きは不透明と言わざるを得ない。
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米国GDP統計速報値（２００１年１０－１２月期）について

○１０－１２月期の米国実質成長率は前期比年率＋０．２％

（米国商務省：１月３０日発表）

米国商務省が発表した２００１年１０－１２月期の実質GDPは前期比年率＋０．２％と、前期の同－１．３％か

ら一転してプラス成長となった。GDPの回復の原動力となったのは個人消費と政府支出で、個人消費

は同＋５．４％、政府支出は同＋９．２％とともに前期に比べて大幅な増加となった。

個人消費の伸びは、耐久消費財が同＋３８．４％と大幅に増加したためであり、特に自動車・部品購入

が＋５７．７％と記録的な伸びとなった。これは、自動車メーカーのゼロ金利ローンによる販売促進策が効

を奏し、自動車販売が急増したためである。ただし、自動車販売の急増は需要の先食いの恐れがあり、

今後ゼロ金利ローンの終了とともに減少要因となる可能性が大きい。また、非耐久消費財は同＋０．９％、

サービスは同＋１．６％と依然として低位に止まっており、消費全体が回復基調になったとは言えない。

ただし、コンファレンス・ボードが発表した１月の消費者信頼感指数は２ヶ月連続で上昇したことから、

同時多発テロで落ち込んだ消費マインドが回復したとの見方もあり、消費の先行きについて見方が分か

れている。

また、政府消費の伸びは、９月の同時多発テロによる国防費の増加や被災者向けの支出などが寄与し

たためである。国防費は同＋９．３％、非国防費は同＋９．９％、地方政府が同＋９．０％といずれも高い伸

びとなっており、政府による景気の下支えがGDPの増加に寄与したことを示している。

一方、設備投資は同－１２．８％、住宅投資は同－６．４％と前期を大きく下回った。特に、設備投資は企

業収益の低迷を反映して、４四半期連続のマイナス成長となった。ただし、IT関連設備などを含む機

械設備・ソフトウェアは同－５．２％と下げ止まりの兆しをみせていること、在庫投資が－１，２０６億ドル

と過去最大の減少幅となり在庫調整が順調に進んでいることなどから、企業の生産回復が近いことを示

している。ただし、グリーンスパンFRB議長が議会証言で述べたとおり、在庫調整の影響が表れる前

に最終需要が持続性を持たなければ、生産が底打ちしたとしても景気回復の勢いは弱いものとならざる

をえない。

また、物価動向を示すGDPデフレーターは同－０．３％となり、この結果名目GDPは同－０．１％と

なった。GDPデフレーターがマイナスとなるのは１９５２年第１四半期以来約５０年ぶりで、世界的なデフレ

傾向を反映したものとなっている。

今回の発表を受けて、オニール財務長官は「米経済はすでに力強い成長に進みつつある」と語るなど、

米経済に底打ち感が広がっている。在庫調整は予想以上に早く進んでおり、企業部門を中心に景気回復

の兆しもなくはない。しかし、今回の回復は、自動車販売などの特殊要因によるものであることから、

持続的な成長軌道に乗ったものかどうかは依然として予断を許さない状況にある。１月の失業率は

５．６％と前月に比べて０．２ポイント改善したものの、依然として高い水準にあり、雇用不安による個人

消費への影響が懸念される状況に変わりはない。そのため、減税と雇用対策を中心とした総合経済対策

法案が審議中であり、持続的な景気回復を見極めるためには経済対策の効果を注視する必要があろう。
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米国GDP項目別寄与度推移

○米国GDP 需要項目別成長率・成長寄与度の推移

（注）四捨五入のため、必ずしも計算が一致しない場合がある。前期比年率の年次値は前年比。構成比は直近四半期の値。
（資料）米国商務省
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99年� 00年� 01年�2001年�
1-3月� 4-6月�7-9月�10-12月�

（参考） 
構成比 

 実質GDP （前期比年率） 4.1 4.1 1.1 1.3 0.3 -1.3 0.2 100.0

 個人消費支出 （前期比年率） 5.0 4.8 3.0 3.0 2.5 1.0 5.4 70.1
（寄与度） 3.4 3.3 2.1 2.1 1.7 0.7 3.6

 設備投資 （前期比年率） 8.2 9.9 -3.1 -0.2 -14.6 -8.5 -12.8 13.4
（寄与度） 1.0 1.3 -0.4 0.0 -2.0 -1.1 -1.6

 住宅投資 （前期比年率） 6.7 0.8 1.4 8.5 5.9 2.4 -6.4 4.0
（寄与度） 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3 0.1 -0.3

 在庫投資 （寄与度） -0.2 -0.1 -1.1 -2.6 -0.4 -0.8 -2.2 -1.3
 政府支出 （前期比年率） 3.3 2.7 3.5 5.3 5.0 0.3 9.2 17.8

（寄与度） 0.6 0.5 0.6 0.9 0.8 0.0 1.6

 純輸出 （寄与度） -1.0 -0.8 -0.2 0.6 -0.1 -0.3 -0.9 -4.6
 輸出 （前期比年率） 3.2 9.5 -4.6 -1.2 -11.9 -18.8 -12.4 10.9

（寄与度） 0.4 1.0 -0.5 -0.1 -1.4 -2.1 -1.3

 輸入 （前期比年率） 10.5 13.4 -2.5 -5.0 -8.4 -13.0 -3.4 15.6
（寄与度） -1.3 -1.8 0.3 0.8 1.3 1.9 0.5

 GDPデフレーター（前期比年率） 1.4 2.3 2.2 3.3 2.1 2.2 -0.3
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この数字は今年の正月に私がいただいた年賀状

のうち、宛名がパソコンで印字されていた割合で

ある。率にすると５５％になる。仕事関係の方が多

いのでおそらく平均より多少高めであろうが、半

分を超えているとは思わなかったので少し驚いて

しまった。これ以前の年賀状を調べてみると平成

１１年が３６％、平成１２年が４３％、平成１３年が４９％と

毎年着実にパソコンによる宛名書きが増えている

ことがわかった。

パソコンによる宛名の印字は区分機のOCRに

よる文字の読み取りには有利である。私が７桁の

新郵便番号制を検討していた時は、パソコンによ

る宛名書きが増えてくると思っていたし、パソコ

ンの宛名書きソフトを使うと新郵便番号を入力す

れば住所の漢字部分に簡単に変換できるようにな

ると思っていたがそのとおりになっている。今の

ソフトは大口事業所の個別番号を入れると、住所

と会社名まで自動的に入力できるので重宝してい

る。

もうひとつ４／３９３という数字を紹介しておこ

う。この数字は今年いただいた年賀状のうち、カ

スタマバーコードが印字されていた割合である。

「カスタマバーコード」と聞いてすぐあれかとお

わかりいただけるのは郵便関係者であろう。しか

し、ほとんどの人は毎日といっていいほどカスタ

マバーコードを眼にしておられるはずである。

DMや請求書などの宛名の近くに印字されている

バーコードで、長短のバーを６７本組み合わせて新

郵便番号と住所情報を表わしている。郵便物を大

量に差し出す場合にこれを付けると料金が割引か

れるので現在では多くの企業が利用している。

私は新郵便番号制が実施される前の平成９年か

ら自分の出す郵便物にカスタマバーコードを付け

ている。当時の宛名書きソフトは７桁対応になっ

ておらず、当然カスタマバーコードを印字するこ

ともできないので自分でカスタマバーコードを作

るのは大変面倒だった。今では宛名書きソフトの

機能が上がって、パソコンが自動的にカスタマバー

コードを付けてくれるようになった（初期設定に

は入っていないのでその設定が必要であるが）。

もちろん年賀状にカスタマバーコードを付けても

割引はないが（切手を貼った郵便物や官製葉書は

割引の対象外）、年賀の処理を少しでも楽にしよ

うとカスタマバーコードを付けているのである。

実はカスタマバーコードを付けた年賀状を出す

ことにはもう一つ意図があって、これを見た郵便

事業関係者がカスタマバーコードを付けるように

なってくれるのではないか（もちろんボランティ

アで）と期待しているのである。しかし、新郵便

番号制が平成１０年２月にスタートしてから４回目

の年賀になるのに同調してくれる人が増えないの

は残念なことである。

ちなみにカスタマバーコードの仕様を決めるた

めの研究は郵政研究所が行ったのである。

２１６／３９３

郵政事業庁総括専門官　　濱　　俊之

小径
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１　はじめに

契約社会、マニュアル社会である米国では、郵

便サービスの取扱いに関しても、詳細なマニュア

ル（Domestic Mail Manual, 以下「DMM」）が

USPS（米国郵便庁）によって作成され、定期的

に改定・出版され国内郵便サービスの利用条件を

示している。

本稿は２００１年１月にリリースされたDMM56に

基づいてUSPSのサービスを概観する。DMMは

大変分厚く詳細なものであるが、本文の他にThe

Decision TreeやThe Quick Service Guides等も

用意されていて、利用しやすいように工夫されて

いる。本文は１２項目（図表１参照）と８カテゴ

リー（図表２参照）に分かれている（例えば、

「スタンダードメール」の「レートと手数料」を

見たい場合は、R６００番台を参照する。）。ここで

は米国内郵便料金体系をおおまかに説明し、特に

通数の上でも９割以上を占めるファーストクラス

メールとスタンダードメールについて細かく解説

していこうと思う。また、米国の料金割引制度も

参考になると思われるので、見ていくことにする。

米国のDMM56（国内郵便マニュアル）について

第一経営経済研究部　　松田　桃子

トピックス

キーワード

DMM、ファーストクラスメール、スタンダードメール

図表１ １２項目 図表２　８カテゴリー

A 住所の記載方法

C 特性と内容物

D 投函，取集と配達　

E 適用条件

F 転送と関連サービス

G 一般的な情報（General Information）

L ラベル記載記号リスト

M 差出準備と区分

P 料金支払方法

R レートと手数料（fee）

S 特殊取扱

I 索引情報（Index Information）

カテゴリー

基本的な情報（Basic Information） ０００

ファーストクラスメール １００

ピアリオディカル（Periodicals） ２００

エクスプレスメール ５００

スタンダードメール ６００

パッケージサービス ７００

自動処理適合の郵便物 ８００

特別な取扱業務 ９００
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２　種別について

USPSの内国郵便の種別は、おおまかに分けて、

ファーストクラスメール、プライオリティメール

（広義のファーストクラスメールに含まれる。）、

エクスプレスメール、スタンダードメール、パッ

ケージサービス、ピアリオディカルに分けられる。

このうち、DMM55（２０００年１月リリース）まで

はスタンダードメールはスタンダードメール（A）、

パッケージサービスはスタンダードメール（B）

と呼ばれていた。

これらの種別は、「送達速度」「重量」「送付通

数」等の組合せによって決まる。日本の郵便は形

状、重量、内容物を基に種別が決まる（例えば、

はがきは第二種）が、USPSでは例えばファース

トクラスメールの中にも封書、はがき、小包と

いった形状の物が含まれる。なお、広義のファー

ストクラスメール（プライオリティメールを含

む。）とエクスプレスメールは、郵送可能なもの

全てを送ることができる。

その他、郵便料金の他に手数料を払う「特殊取

扱」があり、紛失等の場合に補償する「保険付き

郵便」や、「差出証明」「代金引換」「私書箱」等

がある。

図表３　種別の特徴

－注：１オンス＝２８．３５ｇで１３オンス＝３６８．６ｇ、１ポンド＝１６オンス＝４５３．６ｇで７０ポンド＝３１．７５㎏

ファーストクラ
スメール

プライオリテ
ィメール

エクスプレス
メール

スタンダード
メール

パッケージ
サービス

ピアリオディ
カル

１通当たり
重量

１３オンス以
下
（１３オンス超
はプライオリ
ティメール）

７０ポンド以
下

７０ポンド以
下

１６オンス未
満

７０ポンド以
下

送達速度
遅延補償

標準 優先 最優先
補償あり

計画配送の
可能性あり

計画配送の
可能性あり

標準

その他条件 割引適用は
５００通以上

２００通以上
又は５０ポン
ド以上

５００通以上
（メディアメー
ル）等

定期刊行物
の要件あり
認可が必要

地帯別料金 なし あり なし なし 一部あり あり

主な送付物 手紙、はが
き、請求書

DM カタログ、本、
レコード、テ
ープ、商品

新聞、雑誌
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３　料金制度の概要について

郵便サービスは大きく分けて、１通から利用で

きる一般用のものと企業利用を想定した大口用の

ものに二分される（図表３参照）。一般用は主に

送達速度と重量により分かれており、ファースト

クラスメールに大口のための割引制度があるもの

の、比較的判りやすい料金制度となっている。大

口用はサービスの細区分ごと、引受条件ごとにき

め細やかな料金設定がされており、複雑である。

また、スタンダードメール等は計画配送がありう

るとされていることから、「ピークロード１）」料

金の考え方も採用されていると考えられる。

さらに両者共通であるが、重量物を取り扱う区

分には、料金水準が高いエクスプレスメールを除

き、地帯別料金が設定されており、これは輸送コ

ストを反映しているものと考えられる。

なお、割引制度利用と各種特殊取扱には、登録

料や手数料がかかる場合がある。

また、料金割引の基本的事項の一つとして最低

通数条件があるが、日本のように差出通数によっ

て、割引率が段階的に上昇するといった仕組みは

ない。

４　料金割引の差出条件等について

料金割引については、「事前区分」「あて地の郵

便局等への差出し」「機械処理適合性」等の様々

な条件の組合せで料金が決まる、「ワークシェア

リング２）」の考え方により設定されている。

まず割引を受けるための区分差出条件としては、

正確なZipコード又はZip＋４コードの記載が必

要である。その他、差出条件の組合せによって区

分方法や１通当たりの重量制限が違う。

� 事前区分（Presort）

同一５桁、同一３桁、同一地域配送センター

（ADC３））（書状、はがきは自動化配送センター

（AADC４）））ごとに区分する。それぞれの通

数がどれだけあるか等によって詳細に区分方法

が決められている。

� オートメーション（Automation）

自動処理適合郵便物。Zip＋４のバーコード又

はデリバリーポイントバーコードを表示するこ

とは必須である。バーコード区分機のような郵

便物自動処理装置によりスキャンし処理するこ

とができるようにする。

� アップグレイダブル（Upgradable）

OCR読取り可能郵便物。USPSが複数行光学式

文字読取装置（MLOCR）で処理して、バーコー

ド印字を行うことのできるファーストクラス

メール及びスタンダードメールをいう。書状サ

イズで、宛先が機械印字され、下地が反射率の

基準を満たし、バーコード印字用のスペースが

ある等、宛名がOCR処理可能条件を満たすも

の。差出人にとっては、は束しなくて良い等、

OCR不適合郵便物の差出準備よりも簡単であ

る。

１）需要量が一定期間内に大きな変動がある場合、経済効率を高めるためには、設備の有効利用が必要となるが、そのため、ピ
ークとオフピークの需要に応じて、異なる水準の料金を設定する理論が、ピークロード料金理論である。ピークロード料金は、
通常、利用時間に着目して時間帯別料金として導入されることが多いが、郵便の場合は、郵便物を処理するためにどの程度時
間の余裕が認められているかにより、すなわち、サービス水準により、異なる料金を設定するという形態でピークロード料金
理論の採用が考えられる。郵便料金の各種割引の設計に当たって、送達日数の遅延承諾があることを、割引の条件としたり、
割引率が加算されている（１９９８．２郵政研究所月報No.１１３「信書独占下の効率的な郵便料金」（井筒）より引用）。
２）区分処理の一部等を郵便事業自身が行うのではなく差出人が行うことをワークシェアリングという（１９９８．２郵政研究所月報
No.１１３「信書独占下の効率的な郵便料金」（井筒）より引用）。

３）Area Distribution Center
４）Automated Area Distribution Center
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� エンハンスト・キャリアルート（Enhanced

Carrier Route）

一配達員の受持配達区当たりに一定通数以上あ

り、道順組立等されていること。Basic、High

Density、Saturationの料金があり、それぞれ

区分方法が違う。

� マシンナブル（Machinable）

機械処理適合郵便物。区分機で区分可能な小包

は、バーコード表示により更に割引される。

� あて地差出し（Destination entry）

あて地のバルクメールセンター（DBMC５））、

地域区分施設（DSCF ６））、配達ユニット

（DDU７））に差し出すことにより割引される。

５　ファーストクラスメールについて

ファーストクラスメールには封書、小包といっ

た全ての形状が対象となり、その内容は請求書、

取引明細書、私信、グリーティングカード、DM

等である。

これには日本の第二種であるはがきも含まれ、

官製（Postal card）私製ごとに通常と往復（dou-

ble）がある。

ファーストクラスメールでは、通数が５００通を

超えると、事前区分、自動処理適合等の条件に基

づく割引制度の対象となる。

５）Destination Bulk Mail Center
６）Destination Sectional Center Facility
７）Destination Delivery Unit

図表４　ファーストクラスメール決定樹（DMM, The Decision Treeを一部簡略化）

ファーストクラスメール�
（請求書、私信、業務用書類等） 

どの位速く 
着いて欲しいか？ 

普通 

通数は？ 

おおむね２日以内 

オーバーナイト 

エクスプレス 
メール 

プライオリティ 
メール 

500通以上 

500通未満 

シングルピース・レート�
（一通差出料金）�

どの位の大きさか？ 

フラット 
（大型薄物） 

書状又は 
はがき 

小包 

事前区分（Presort）は？ 

自動処理適合（Automation）か？ 

アップグレイダブル（Upgradable）か？ 
事前区分 
フラット 

事前区分 
小包（Parcels） 

オートメーション 
書状、はがき 

オートメーション 
フラット 

事前区分 
書状、 
はがき 

事前区分 
書状、 
はがき 
アップグレイダブル 

ＹＥＳ 

ＮＯ 
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６　スタンダードメールについて

スタンダードメールはDMM55まではスタン

ダードメール（A）と呼ばれていた種別であり、

全形状を対象とし（１６オンス未満）、２００通以上

又は差出郵便物全体の重量５０ポンド以上が差出条

件となっており、これを満たさない場合はファー

ストクラスメールを利用することとなる。また、

スタンダードメールは書状とフラット＆小包に分

かれている。フラット＆小包で１ポンド以上の場

合は、パッケージサービスを利用することとなる

（１ポンド＝１６オンス＝４５３．６g）。

スタンダードメールは大量差出郵便物のための

サービス区分であり、４で紹介した割引条件を満

たすことによって、ファーストクラスメールとし

て１通差し出す場合と比べ、大幅な割引料金が適

用される。

例えば、エンハンスト・キャリアルート（４�

参照）の措置がとられた２００通以上のDMであれ

ば、３．３オンスのものまで基本料金が＄０．１７８と

なっている。一方、ファーストクラスメールの基

本料金は、１オンス以下＄０．３４、１～２オンス

＄０．５７、２～３オンス＄０．８０等となっており、か

りに３オンスのDMであれば８０％近い割引となる。

また、あて地差出し（４�参照）等を行えば、割

引率が上昇する（料金表参照）。

また、スタンダードメールで１通３．３オンスを

超えるものの料金は、「１通当たり料金」と「１

ポンド当たり料金」の合算で求める方式をとって

おり、後者の部分は輸送コストを反映したものと

考えられる。

さらに、料金表中に非営利郵便物（Non Profit）

の区分があるが、これは、USPSに認可された非

営利団体が出す郵便物であり、割安な料金設定と

なっている一方、差出条件等に一定の制限がある。

ファーストクラスメール料金表（２００１年７月１日現在）

－注：割引料金の適用を受けるためには、年間＄１２５の登録料が必要。

重量等�
（オンス）�

オートメーション�

基本料金� 事前区分�
書状� フラット（大型薄物）�

基本� ３桁� ５桁� 配達経路�基本� ３桁� ５桁�
～1 $0.34 $0.322 $0.280 $0.269 $0.255 $0.245 $0.312 $0.297 $0.277
～2 0.57 0.552 0.510 0.499 0.485 0.475 0.542 0.527 0.507
～3 0.80 0.736 0.694 0.683 0.669 0.659 0.726 0.711 0.691
～4 1.03 0.966 0.924 0.913 0.899 0.889 0.956 0.941 0.921
～5 1.26 1.196 1.186 1.171 1.151
～6 1.49 1.426 1.416 1.401 1.381
～7 1.72 1.656 1.646 1.631 1.611
～8 1.95 1.886 1.876 1.861 1.841
～9 2.18 2.116 2.106 2.091 2.071
～10 2.41 2.346 2.336 2.321 2.301
～11 2.64 2.576 2.566 2.551 2.531
～12 2.87 2.806 2.796 2.781 2.761
～13 3.10 3.036 3.026 3.011 2.991

通常はがき� $0.21 $0.190 $0.174 $0.168 $0.161 $0.150

ノンオートメーション�
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スタンダードメール（書状）�
（個人的でない文書、宣伝） 

どの位速く 
着いて欲しいか？ 

普通 

おおむね２日以内 

オーバーナイト  

エクスプレス 
メール 

どの位の重さか？ 

１ポンド未満 

通数は？ 

200通以上 

200通未満 

どの位の大きさか？ 

ファーストクラス 
メール 

フラット 
（大型薄物）

書状又は 
はがき 

小包 

事前区分は？ 

自動処理適合か？ 

スタンダードメール 
（フラット＆小包） 配達区当たり一定通数ある（Density）か？ 

オートメーション 
エンハンスト 
キャリアルート 
書状 

事前区分 
エンハンスト 
キャリアルート 
書状 

オートメーション 
書状 

事前区分 
アップグレイダブル 
書状 

事前区分･書状 

非営利（Non Profit）であるか？ 

あて地差出し（Destination entry）か？ 

あて地差出割引 

（あて地のバルクメールセンター、 
　地域区分施設、 
　配達ユニット） 

ＹＥＳ 

　　　　 ＮＯ 

アップグレイダブルか？ 

プライオリティ 
メール 

非営利資格 

スタンダードメール（フラット＆小包）�
（個人的でない文書、宣伝） 

パッケージサービス 

機械処理適合 
（Machinable）か？ 

配達区当たり一定通数あるか？ 

マシンナブル 
・小包 

エンハンスト・ 
キャリアルート 
フラットと小包 

オートメーション 
・フラット 

イレギュラー 
・小包（Parcels） 

非営利であるか？ 

あて地差出しか？ 

どの位速く 
着いて欲しいか？ 

どの位の重さか？ 

普通 

おおむね２日以内 

オーバーナイト 

１ポンド未満 

１ポンド以上 

通数は？ 

200通以上 

200通未満 

どの位の大きさか？ 

ファーストクラス 
メール 

フラット 
（大型薄物） 

小包 

事前区分は？ 

自動処理適合か？ スタンダードメール 
（書状） 

事前区分 
･フラット 

あて地差出割引 

（あて地のバルクメールセンター、 
　地域区分施設、 
　配達ユニット） 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

非営利資格 

エクスプレス 
メール 

プライオリティ 
メール 

書状又は 
はがき 

図表５　スタンダードメール決定樹（DMM, The Decision Treeを一部簡略化）
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７　おわりに

USPS経営委員会はテロのあった平成１３年９月

１１日（事件前）に景気減速とコスト上昇を理由に

料金値上げの方針を発表し、同年９月２４日に全体

的な引上率８．７％の案を郵便料金委員会（Postal

Rate Commission, PRC）に提出した。平成１４年

１月に大手郵便物発送業者との合意が得られたの

で、PRCに承認されれば当初の予定より３か月

早い同年６月３０日に値上げされる見通しである。

平成１３年も２度値上げを行っており、今後も郵便

料金含め、米国郵便の動向に注視していくことは

重要と思われる。

参考文献

小原　宏　「米・英・仏国の郵便料金の割引」

（月報１９９８年２月号）

井筒郁夫　「信書独占下の効率的な郵便料金」

（月報１９９８年２月号）

濱　俊之　「The Household Diary Studyからみ

た米国世帯の郵便利用」（月報２０００年１２月号）

スタンダードメール料金表（２００１年７月１日現在）

－注：料金の適用を受けるためには、年間＄１２５の登録料が必要。

あて地差出�
割引�

レギュラー（3.3オンス＝0.2063ポンド以下）�
エンハンスト・キャリアルート�
（3.3オンス＝0.2063ポンド以下）�

事前区分� オートメーション�

基本� 3/5桁� 基本� ３桁� ５桁� 基本�
High�
Density

Satura-�
tion

Automation�
Basic

書　状�
通常� $0.233 $0.200 $0.190 $0.177 $0.178 $0.153 $0.145 $0.157
ＤＢＭＣ� 0.214 0.181 0.171 0.158 0.159 0.134 0.126 0.138
ＤＳＣＦ� 0.209 0.176 0.166 0.153 0.154 0.129 0.121 0.133
ＤＤＵ� －� －� －� －� －� 0.149 0.124 0.116 0.128

フラット、�
小包�

基本� 3/5桁� 基本� 3/5桁� 基本�
High�
Density

Satura-�
tion

通常� $0.266 $0.278 $0.239 $0.178 $0.156 $0.149 －�
ＤＢＭＣ� 0.247 0.259 0.220 0.159 0.137 0.130 －�
ＤＳＣＦ� 0.242 0.254 0.215 0.154 0.132 0.125 －�
ＤＤＵ� －� －� －� 0.149 0.127 0.120 －�

レギュラー（3.3オンス＝0.2063ポンド超・16オンス未満）�
エンハンスト・キャリアルート�
（3.3オンス＝0.2063ポンド超・16オンス未満）�

一通当り�
に重量１�
ポンド当�
りを加算�

一通当り�
に重量１�
ポンド当�
りを加算�

基本� 3/5桁� 基本� 3/5桁� 基本�
High�
Density

Satura-�
tion

１通当り�
料金� $0.128 $0.140 $0.101 $0.046 $0.024 $0.017 －�
１ポンド当り� PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS －�
通常� $0.668 $0.668 $0.668 $0.638 $0.638 $0.638 －�
ＤＢＭＣ� 0.575 0.575 0.575 0.545 0.545 0.545 －�
ＤＳＣＦ� 0.554 0.554 0.554 0.524 0.524 0.524 －�
ＤＤＵ� －� －� －� 0.498 0.498 0.498 －�

あて地差出�
割引�

非営利（3.3オンス＝0.2063ポンド以下）� 非営利エンハンスト・キャリアルート�
（3.3オンス＝0.2063ポンド以下）�

事前区分� オートメーション�

基本� 3/5桁� 基本� ３桁� ５桁� 基本�
High�
Density

Satura-�
tion

Automation�
Basic

書　状�
通常� $0.146 $0.133 $0.123 $0.108 $0.118 $0.095 $0.089 $0.105
ＤＢＭＣ� 0.127 0.114 0.104 0.089 0.099 0.076 0.070 0.086
ＤＳＣＦ� 0.122 0.109 0.099 0.084 0.094 0.071 0.065 0.081
ＤＤＵ� －� －� －� －� 0.089 0.066 0.060 0.076

フラット、�
小包�

基本� 3/5桁� 基本� 3/5桁� 基本�
High�
Density

Satura-�
tion

通常� $0.171 $0.179 $0.154 $0.118 $0.102 $0.097 －�
ＤＢＭＣ� 0.152 0.160 0.135 0.099 0.083 0.078 －�
ＤＳＣＦ� 0.147 0.155 0.130 0.094 0.078 0.073 －�
ＤＤＵ� －� －� －� 0.089 0.073 0.068 －�

非営利（3.3オンス＝0.2063ポンド超・16オンス未満）�
非営利エンハンスト・キャリアルート�
（3.3オンス＝0.2063ポンド超・16オンス未満）�

基本� 3/5桁� 基本� 3/5桁� 基本�
High�
Density

Satura-�
tion

１通当り�
料金� $0.058 $0.066 $0.041 $0.042 $0.026 $0.021 －�
１ポンド当り� PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS －�
通常� $0.550 $0.550 $0.550 $0.370 $0.370 $0.370 －�
ＤＢＭＣ� 0.457 0.457 0.457 0.277 0.277 0.277 －�
ＤＳＣＦ� 0.436 0.436 0.436 0.256 0.256 0.256 －�
ＤＤＵ�

$0.253
0.234
0.229

$0.322
0.303
0.298
－�

$0.184
PLUS
$0.668
0.575
0.554
－�

$0.158
0.139
0.134
－�

$0.220
0.201
0.196
－�

$0.107
PLUS
$0.550
0.457
0.436
－� －� －� －� 0.230 0.230 0.230 －�
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参考

USPSの郵便物の種別
１インチ＝２．５４㎝　１オンス＝２８．３５ｇ　１ポンド＝４５３．６ｇ＝１６オンス

形状／種別 ファーストクラスメール エクスプレスメール

ファーストクラスメール
レート適用

プライオリティメール

特徴 ・全形状（周長の合計は１０８イ
ンチ（２７４㎝）以下）
・１３オンス以下（３６８．６ｇ）（１３
オンス超はプライオリティメー
ル）
・ガイドラインに従った迅速な
処理、送達期日は保証しない
（D100.1.0）
＊主に信書

・全形状（周長の合計は１０８
インチ以下）
・７０ポンド以下（３１．７㎏）
・ガイドラインに従った迅速
な処理、送達期日は保証しな
い（プライオリティメールとし
ない郵便物よりも速い）
（D100.1.0）

・全形状（周長の合計は１０８
インチ以下）
・７０ポンド以下
・サービス種類ごとに定めら
れた基準を達成できなければ
払い戻し（大半は翌日正午ま
での配達）（D500.1.0）

Letter－Size Mail
（小型封書）

【形状】
高さ３１／２～６１／８インチ
長さ５～１１１／２インチ
厚さ０．００７～０．２５インチ
（C050.2.0）

・１３オンス以下は「ファースト
クラスメールレート」を適用
（C100.1.1）
・割引の適用は５００通以上
（E130.3.1、E140.1.1）
・「オートメーション」料金は
３．３オンス以下で一定の基準を
満たすものに適用
（C810.2.4）
・次の形状を満たす Cardは
「Cardレート」を適用
高さ　３１／２～４１／４インチ
長さ　５～６インチ
厚さ ０．００７～０．０１６インチ
（C100.2.1）
≪料金表≫
（R100.1.0～7.3）

・周長の合計は１０８インチ以
下
・７０ポンド以下
（C100.1.1）

≪料金表≫
・料金は重量とあて地のゾー
ンで決まる。
（R100.8.0）

・周長の合計は１０８インチ以
下
・７０ポンド以下（C500.1.0）

≪料金表≫
・料金は重量とサービス内容
で決まる。
（R500.1.0）

Flat－Size Mail
（大型薄物）
【形状】
高さ　６１／８～１２インチ
長さ １１１／２～１５インチ
厚さ　０．２５～３／４インチ
（C050.3.1）

オートメーション
（C820.2.3，3.3）

・１３オンス以下は「ファースト
クラスメール　レート」を適用
（C100.1.1）
・割引の適用は５００通以上
（E130.3.1、E140.1.1）
≪料金表≫
（R100.1.0～7.3）

・周長の合計は１０８インチ以
下
・７０ポンド以下（C100.1.1）
≪料金表≫
・料金は重量とあて地のゾー
ンで決まる。（R100.8.0）

・周長の合計は１０８インチ以
下
・７０ポンド以下（C500.1.0）
≪料金表≫
・料金は重量とサービス内容
で決まる。（R500.1.0）

Parcels（小包）
（C050.4.1，5.0，6.0）

・１３オンス以下は「ファースト
クラスメール　レート」を適用
（C100.1.1）
・割引の適用は５００通以上
（E130.3.1、E140.1.1）
≪料金表≫
（R100.1.0～7.3）

・周長の合計は１０８インチ以
下
・７０ポンド以下（C100.1.1）
≪料金表≫
・料金は重量とあて地のゾー
ンで決まる。（R100.8.0）

・７０ポンド以下（C500.1.0）
≪料金表≫
・料金は重量とサービス内容
で決まる。（R500.1.0）
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形状／種別 スタンダードメール パッケージサービス ピアリオディカル

特徴 ・全形状
・１６オンス未満（～４５３．６ｇ）
・送達期日は保証しない、遅延
の可能性あり（D600.1.0）
・２００通以上（又は５０ポンド以
上）

＊主にDM

・商品、カタログ、本、レコー
ド等
・周長の合計は１０８インチ以
下
・７０ポンド以下（３１．７㎏）
・送達期日は保証しない、遅
延の可能性あり（D700.1.0）

・定期刊行物（雑誌、新聞、
ニュースレター、小包）
・郡内料金、非営利料金等が
ある

＊主に新聞、出版物

Letter－Size Mail

【形状】
高さ３１／２～６１／８インチ
長さ５～１１１／２インチ
厚さ０．００７～０．２５インチ
（C050.2.0）

・１６オンス未満（C600.1.1）
≪料金表≫
（R600.1.0～4.0）
・「オートメーション」料金は
３．３オンス以下（C810.2.4）一定
の基準を満たすものに適用
（C600.1.1）
・３．３オンス超は１通料金＋重
量料金（R600.1.0～4.0）

・１通料金は事前区分、自動
処理適合による割引
・１通料金＋重量料金（広告
部分はゾーンにより異なる）
（R200.1.0～4.0）

Flat－Size Mail

【形状】
高さ　６１／８～１２インチ
長さ １１１／２～１５インチ
厚さ　０．２５～３／４インチ
（C050.3.1）

オートメーション
（C820.2.3，3.3）

・１６オンス未満（C600.1.1）
・形状の最大
キャリアルート　　　　他
高さ
１１３／４インチ　 １２インチ
長さ
１４インチ　　　　 １５インチ
厚さ
３／４インチ　　　　３／４インチ

（C600.1.1）
≪料金表≫（R600.1.0～4.0）
・「オートメーション」料金を
適用するには、一定の基準
（C820.1.0）を満たすことが必要
（C600.1.1）
・３．３オンス超は１通料金＋重
量料金（R600.1.0～4.0）

・７０ポンド以下（C700.1.0）
・製本印刷物料率では、１５ポ
ンド以下
（E712.1.0）
≪料金表≫
（R700.1.0～4.0）

・製本印刷物料金（カタログ
類）
・メディアメール料金（本、
レコード、テープ類）
・ライブラリーメール料金
（本）

・「オートメーション」料金
を適用するには、一定の基準
（C820.1.0）を満たすことが必
要（重量はFMS881の場合１６
オンス、FMS1000の場合６ポ
ンドまで）

・１通料金は、事前区分、自
動処理適合による割引

・１通料金＋重量料金（広告
部分はゾーンによって異な
る）（R200.1.0～4.0）

Parcels
（C050.4.1，5.0，6.0）

・１６オンス未満（C600.1.1）

≪料金表≫
（R600.1.0～4.0）
・３．３オンス超は１通料金＋重
量料金（R600.1.0～4.0）

・７０ポンド以下（C700.1.0）
≪料金表≫
（R700.1.0～4.0）
・Machinable Parcel料金
高さ　３～１７インチ
長さ　６～３４インチ
厚さ　０．２５～１７インチ
重量　６オンス～３５ポンド
（C050.4.1）

・Nonmachinable Parcel料金

（ ）はDMMの記載箇所



少子・高齢化社会を迎え、家計貯蓄の動向に関

心が集まっている。また、現在の景気の悪化に関

連し、GDPの過半を占める個人消費の動向が注

目されている。家計部門において貯蓄と消費は対

をなしており、可処分所得を一定とした場合、消

費が増加すれば貯蓄は減少し、消費が減少すれば

貯蓄は増加する関係にある。

家計調査において、昭和６０年（１９８５年）以降の

黒字率（貯蓄率）の動向を見ると、平成１０年（１９９８

年）まで緩やかな上昇傾向にあったが、平成１０年

以降は横ばい、ないし若干の低下傾向となってい

る（図）。

家計調査及び全国消費実態調査においては、黒

字率（貯蓄率）は、

可処分所得＝実収入－非消費支出（直接税・社

会保険料等）

黒字率（貯蓄率）＝（可処分所得－消費支出）／可

処分所得×１００

と定義されている。

ここで定義される黒字率（貯蓄率）の分子には、

預貯金、保険及び有価証券の増加額のほかに、住

宅ローン等各種ローンの返済額も含まれている。

したがって、家計における預貯金等金融資産の動

向を見るためには、上記黒字率（貯蓄率）の分子を
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家計貯蓄の現状

第二経営経済研究部主任研究官　　山本　一吉

トピックス

図　家計貯蓄率の推移

出所：総務省「家計調査報告」
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金融資産の増加額に置き換えた金融資産純増率１）

も必要である。また、黒字率（貯蓄率）や金融資

産純増率は一様ではなく、家計の属性によっても

異なることが考えられる。そこで、調査世帯数が

約５９，８００と調査規模の大きい、全国消費実態調査

（平成１１年）のデータを用い、家計の属性別の黒

字率（貯蓄率）や金融資産純増率を見ることとし

たい。

なお、全国消費実態調査の調査月は９月～１１月

であり、この３ヶ月における収入、消費支出等を

調査しているため、通常６～７月や１２～１月に支

給される、いわゆるボーナスは加味されていない。

そのため、年間を通して調査する家計調査と比べ、

黒字率（貯蓄率）及び金融資産純増率とも低くな

る傾向がある。

１　二人以上の勤労者世帯

世帯人員二人以上で世帯主が勤労者である世帯

（以下「二人以上の勤労者世帯」という。）につい

て、年間収入十分位階級別２）に金融資産純増率

を見ると最も収入の少ない第Ⅰ分位階級で最も低

く、最も収入の多い第Ⅹ分位階級で最も高くなっ

ている。（表１）

二人以上の勤労者世帯について、世帯主の年齢

階級別の状況を見ると、黒字率（貯蓄率）、金融資産

純増率とも５０歳台が一番高く、２２．８％、１６．２％

となっている。一方、４０歳台について金融資産純

増率を見ると１０．１％と各年齢階級の中で一番低い

ものとなっている。４０歳台は、住宅・土地のため

の負債保有率が４９．９％と最も高く、住宅・土地の

ための借金返済が、金融資産純増を低く抑えてい

る一因と考えられる。（表２）

夫婦と子供２人の世帯を例に子供の就学段階別

に金融資産純増率を見てみると、９～１１月の平均
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１）金融資産純増率＝（（預貯金－預貯金引出）＋（保険掛金－保険取金）＋（有価証券購入－有価証券売却））／可処分所得×１００
２）年間収入十分位階級とは、世帯を年収の低い方から高い方へ順に並べ１０等分した１０のグループのことで、収入の低い方から
順に第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ、・・・、第Ⅹ分位階級という。ここでは、第Ⅰ分位階級～３９９万円、第Ⅱ分位階級３９９～４９０万円、
第Ⅲ分位階級４９０～５７０万円、第Ⅳ分位階級５７０～６５０万円、第Ⅴ分位階級６５０～７３０万円、第Ⅵ分位階級７３０～８１９万円、
第Ⅶ分位階級８１９～９２７万円、第Ⅷ分位階級９２７～１０６１万円、第Ⅸ分位階級１０６１～１３００万円、第Ⅹ分位階級１３００万円～となっ
ている。

（表１）年間収入階級別の黒字率と金融資産純増率 （％）

（表２）世帯主年齢階級別の黒字率と金融資産純増率 （％）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

黒字率（貯蓄率） 11.7 18.0 19.0 21.8 21.6 23.1 21.6 21.7 23.8 29.0

金融資産純増率 4.2 9.8 10.4 12.0 12.0 11.8 11.1 10.3 13.7 19.1

～２９歳 ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０歳以上

黒字率（貯蓄率） 20.9 24.0 21.6 22.8 20.5

金融資産純増率 13.5 12.6 10.1 16.2 14.5

住宅・土地のための負債保有率 13.6 36.8 49.9 41.5 20.1



では、長子が小学生の世帯では１３．７％、長子が中

学生の世帯では１２．５％、長子が高校生の世帯では

８．０％、長子が大学生の世帯では－７．５％となっ

ている。これは、上級の学校へ進学するにつれ、

教育関係費３）が増加することも影響していると

考えられる。（表３）

次に母子世帯（母親と１８歳未満の子供の世帯）

で母親が勤労者の世帯について見ると、９～１１月

の平均では３．１％の赤字、６．１％の金融資産取崩

しとなっている。これは、９～１１月の１か月当た

りの可処分所得そのものが１９２，６２５円と、夫婦と

子供２人の世帯平均の可処分所得４５８，０７７円の約

４割しかないことも影響していると考えられる。

住宅の所有関係別に金融資産純増率を見ると、

持ち家で住宅ローンのない世帯で最も高く、

１６．０％となっている。黒字率を見ると、住宅ロー

ンのある世帯が最も高いが、住宅ローンの返済の

ため、金融資産純増率は低くなっていると考えら

れる。（表４）

２　夫婦共働き世帯

世帯主が勤労者でその配偶者も有業の夫婦共働

き世帯の金融資産純増率は、１５．１％と世帯主だけ

が有業の二人以上の勤労者世帯の金融資産純増率

６．６％を大きく上回っている。夫婦共働き世帯は、

世帯主だけが有業の二人以上の勤労者世帯と比較

して、平均して可処分所得が約３７％多く、黒字率、

金融資産純増率とも高くなっている。（表５）
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持ち家で住宅ロー
ンのある世帯

持ち家で住宅ロー
ンのない世帯

黒字率 27.0 21.3

金融資産純増 10.5 16.0 10.4

15.9

持ち家以外の世帯

夫婦共働き世帯 世帯主だけが有業の勤労者世帯

可処分所得（円） 516,175 375,478

黒字率（％） 25.7 15.8

金融資産純増率（％） 15.1 6.6

（表３）長子の就学段階別の黒字率と金融資産純増率（夫婦と子供２人の世帯） （％）

（表４）住宅の所有関係別の黒字率と金融資産純増率 （％）

（表５）夫婦共働き世帯の黒字率と金融資産純増率 （％）

平均 長子が小学生 長子が中学生 長子が高校生 長子が大学生

黒字率 22.4 25.4 24.0 17.8 0.6

金融資産純増率 12.3 13.7 12.5 8.0 －7.5

消費支出に占める教
育関係費の割合

11.8 7.6 12.3 18.4 30.1

３）教育費（授業料、教科書・参考書代、学習塾月謝・家庭教師月謝等）に学校制服、通学定期代、学習机、文房具、仕送り代
等を加えた金額。



３　単身の勤労者世帯

単身の勤労者世帯について金融資産純増率を見

ると、平均で１８．０％と、二人以上の勤労者世帯の

平均１２．５％を大きく上回っている。特に男性は、

２１．４％と、可処分所得の２割以上を金融資産に回

していることとなる。一方、女性は１０．６％と二人

以上の勤労者世帯の平均１２．５％を下回っている。

女性は男性と比較して、可処分所得が少なく、黒

字率、金融資産純増率とも低くなっている。

次に、単身の勤労者世帯の中心である３０歳未満

について金融資産純増率を見ると、男女平均では

１４．０％、男性では１５．９％、女性では９．９％となっ

ており、世帯主年齢３０歳未満の二人以上の勤労者

世帯の金融資産純増率１３．６％とほぼ同水準となっ

ている。（表６）

４　無職世帯

世帯主が無職の世帯の平均は、２４．３％の赤字、

２７．３％の金融資産取崩しとなっている。世帯主年

齢６０歳以上の世帯について、年齢階級別に金融資

産純増率を見ると、年齢階級が上がるほど、金融

資産の取崩し割合が減少する傾向にある。（表７）

５　まとめ

以上見てきたように、家計の黒字率（貯蓄率）

及び金融資産純増率は、世帯の収入、世帯主の年

齢、子供の就学段階、住宅ローンの有無、有業者

数等に大きく依存していることが分かる。
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（表６）単身の勤労者世帯の黒字率と金融資産純増率 （％）

（表７）無職世帯の年齢階級別の黒字率と金融資産純増率 （％）

平均 男性 女性
３０歳未満の
平均

３０歳未満の
男性

３０歳未満の
女性

可処分所得（円） 254,908 276,477 217,952 214,949 225,959 194,343

黒字率（％） 21.6 25.2 13.5 17.3 19.3 13.1

金融資産純増率（％） 18.0 21.4 10.6 14.0 15.9 9.9

平均 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５歳以上

黒字率 －24.3 －29.0 －28.5 －16.7 －15.1

金融資産純増率 －27.3 －38.7 －31.2 －20.7 －0.5



１．はじめに

我が国の電話事業が本格的に始まったのは１８９０

年であり、以降基本的には国営独占の形態がとら

れていた。その後、１９５２年に電気通信省が日本電

電公社に改組、発足し、翌年には国際電気通信部

門が分離されて、国際電信電話株式会社が特殊会

社として発足したが、依然独占的な運営がなされ

ていた。我が国の電話事業が民営化され、競争が

導入されたのは、１９８５年の「第一次情報通信改革」

以降であり、「第一次情報通信改革」後、NCC

（New Common Carrier）各社は収益性の高い長

距離通信分野へ参入し、電話事業の競争は長距離

通信分野から始まった。

電話事業では市内回線網の敷設やその維持のた

めに莫大な固定費が必要なため、規模の経済性が

大きいと言われている。そのため、「第一次情報

通信改革」後も、日本電信電話株式会社（以下

NTT）の地域通信市場での支配的な地位は継続

した。１９９９年７月にはNTT２）が東西の地域会社

と長距離通信部門に分割されるに至るが、東西の

地域会社は依然地域通信市場での支配的地位を

保っている。結果、NTTへは現在も料金規制を

始め各種規制が課せられている。

こうした中、昨今、ITの進展による高度情報

通信ネットワーク社会への速やかな転換が議論さ

れているが、そのためには競争的な通信市場の整

備が急務であると言われている。前述のように固

定系の通信市場についてはNTTが支配的な地位

を保っており、競争的な通信市場の確立のために

は、社会的厚生を基準とした適切な制度設計が必

要となる。

競争促進のための適切な制度設計を社会的厚生

を基準に検討する際には、供給サイドの情報と共

に需要サイドの情報も必要となる。上述のように

電話事業には莫大な設備投資が必要であるため、

我が国の地域通信市場は長くNTTが支配的な地

位を保ってきた。こうしたケースで料金規制がな

い場合には、支配的事業者は自らの利潤を最大化

するために独占価格をつける可能性が高い。莫大

な設備投資により自然独占が成立する場合には、

限界費用による料金設定では事業存続が不可能で

はあるが、社会的厚生を最大化するためには、何

らかの料金規制が必要とされる。料金規制が経済

的効率性を満たすためには、規模の経済性測定な

ど供給側の費用構造についての分析が必要とされ
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加入電話間通話の通話需要分析１）

通信経済研究部研究官　　中村　彰宏

トピックス

１）本稿において、加入電話間通話とは、データの都合上、基本的には加入電話発加入電話着、加入電話発公衆電話着、加入電
話発 ISDN着の合計値である。
２）NTTは事業全体を統括する持ち株会社として存続し、持ち株会社には、NTTドコモが移動通信分野、NTT－MEがマル
チメディア分野など、本文に挙げた会社以外の事業分野を受け持つ会社も含まれる。



る。そして、同時に限界費用価格形成が不可能な

場合の次善料金の一つであるRamsey料金を例に

取れば、効率的な料金規制のために需要弾力性の

情報が不可欠である。

ところで、電気通信産業の供給側の分析につい

ては、我が国においてもこれまでも多数の先行研

究が存在する。一方で、電気通信の需要について

の分析は斯波・中妻（１９９３）、三友・太田（１９９４）、

河村（１９９６）、実積・太田・大石（１９９８）、河村・

実積・安藤（２０００）等あるが、特に我が国では

データの制約等もあり、その数は少ない。

こうした点を鑑み、本稿では我が国で比較的先

行研究の蓄積の少ない加入電話事業の需要サイド

の分析を行い、今後の高度情報通信ネットワーク

社会に向けての適切な制度デザイン策定のための

基礎資料を提供することとしたい。

本稿の需要分析にあたっては、NCCが参入し

ている長距離通話の需要分析に焦点を絞って分析

を行う。長距離通話市場という場合、これまでの

相互接続環境の違い等により、県内市外通話市場

と県間通話市場に分けることができる。ここでは、

NTTとNCCの長距離通話市場における競争とい

う観点から、両長距離市場の需要に関して比較す

ることとする。

地域通信設備を持たないNCC事業者が長距離

通話サービスを供給する場合、NTTの地域通信

設備に接続点（POI）で接続する必要がある。そ

のPOIは９５年のNTTによるネットワークのオー

プン化まで、１県１POIの体制であり、そうし

た体制の下では県内市外通話においてNCCの長

距離通信設備を利用する余地はなかった。その後、

県内の POIは徐々に増加し、POI間をつなぐ

NCCの長距離通話サービスは県内市外通話市場

においても、徐々に拡大していった。こうした理

由から県内市外通話市場におけるNCCの実質的

参入は、県間通話市場におけるそれより大きく遅

れることとなった。

これまで我が国の電気通信の需要分析において

は、県内市外通話市場と県間通話市場に分けて

NTTとNCCの競争について扱った分析がないこ

とから、本稿で分析することとした。本稿の分析

から、上述のような相互接続環境の違いはNTT

とNCCとの間の競争進展に大きな役割を演じて

いることが実際のデータからもあらためて明らか

となった。また、本稿では、NTTの加入電話間

通話需要関数の推計を行ったが、推計結果からは、

加入電話間通話の価格弾力性は非弾力的であるこ

とが明らかとなり、価格に対して非弾力的な利用

者はNTTから比較的通話料金の安価なNCCへの

利用事業者の変更をそれほど急激には行わないこ

とが明らかとなった。

２．加入電話間通話の通話傾向の推移

前述のとおり、最近になるまでNCCが提供す

るサービスは県間通話市場が中心であった。本節

では、県内市外通話・県間通話両市場における通

話量の時系列的推移を観察し、NTTとNCCの両

市場での競争状態について実際のデータから検討

することとしたい。

通話量３）データとしては、電気通信事業法報

告規則に基づいて第一種電気通信事業者から総務

省（旧郵政省）に提出されたトラヒックデータを

用いる４）。なお、本節で提示する県内市外通話・

県間通話等の通話量集計値は、当トラヒックデー

タにおけるMA間通話量OD表を用いて、MA間

距離と当該MAが属する県とのデータを利用し
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３）本稿では、特に断らない限り、通話量とは通話時間である。本稿では、通話を情報交流の一手段と捉えて分析するため、通
話量としては通話回数よりも通話時間の方が適切であると考えたことによる。
４）本稿のNCCのデータは、基本的にDDI・日本テレコム・日本高速通信・TTNetの４社の合計である。



て、筆者が集計した推計値である。

２－１　加入電話間通話の県内市外及び県間通話

量シェアの推移

まず、市外通話市場全体のNTTとNCCの通話

シェアの推移を見てみよう。図１は市外通話全体

の通話時間シェアを表している５）。市外通話全体

で通話時間シェアを見てみると、NCCのシェア

は比較的小さく、９１年度時点では１割強、９８年度

時点でも３割強のシェアにすぎない。しかし、時

系列的にはNCCのシェアの拡大は順調であり、

競争が進展してきていることは見て取れる。

ところで、前述のとおり、最近になるまで、

NCCがNTTに対抗できる市場は主に県間通話に

よる比較的長距離の分野に限定されていた。そこ

で次に、この点をより明確に示すために、市外通

話を県内市外通話と県間通話とに分割して、

NTTとNCCの通話時間シェアの推移を観察する

こととする。

図２に県間通話におけるNTTとNCCの通話時

間シェアを、図３に県内市外通話におけるNTT

とNCCの通話時間シェアをそれぞれ示した。
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５）図４、図５が９１～９９年度の時系列推移であるのに対し、図１、図２、図３の通話量の推移は、９１～９８年までとなっている。
その理由は、NTT分割後のNTT Comのデータで加入電話発信通話と ISDN発信通話がOD表で分割できないためである。
NTT Comにおいても距離段階別総通話量のみ、加入電話と ISDNを区別して提出されているため、図４の作成は可能であっ
た。一方、図１、図２、図３は、筆者が５６７×５６７のOD表（NTT Comで加入電話発信通話と ISDN発信通話が分離不可）
から集計して作成したため、過去と整合性をとるために９８年度までのデータとした。また、本節の通話量の集計については
NCCの ISDN発信通話も分離不可能だったため、NCCについては ISDN＋加入電話発信の通話量ということになる。従って、
本節の加入電話の通話量シェアを見た場合、NCCの通話量シェアが若干過大になっていることにも注意が必要である。

図１：市外通話におけるNTTとNCCの通話時間シェア

88.8%
85.1% 82.4% 80.8% 79.4% 75.3% 72.0%

63.8%

11.2% 14.9% 17.6% 19.2% 20.6% 24.7%
28.0%

36.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

91 92 93 94 95 96 97 98

NCC
NTT



両者を比較すると、一見して県内市外通話市場

におけるNCCのシェアの低さがわかる。県間通

話市場におけるNCCは順調にそのシェアを伸ば

しているが、その主な理由は、NTTの認可料金

がNCCのそれよりも２０％程度割高に維持されて

きたことに原因があろう。

一方、県内市外通話市場におけるNCCの通話

時間シェアを見ると、順調にシェアを伸ばしてい

るという面では県間通話市場と同様である。しか

し、県間通話市場のケースと異なるのはその伸び

方が不連続な点である。前節で述べたとおり、

１９９５年のNTTによるネットワークのオープン化

の表明を受けて県内のPOIが拡大されるに伴い、

NCC各社は県内通話においても自前のネット

ワークを提供する可能性が広がった。そうした相

互接続環境の変化に対応して、県内市外通話市場
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図２：県間通話におけるNTTとNCCの通話時間シェア
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図３：県内市外通話におけるNTTとNCCの通話時間シェア
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におけるNCCの通話時間シェアは、９６年度を境

にその伸びの速度を増し、９７年度と９８年度の１年

間でシェアを約２倍に拡大していることが、図３

からわかる。

次に、少し視点を変えて、NTTとNCCの利用

形態の違いを観察するために、一通話あたり平均

通話時間の推移を見てみたい。

２－２ 加入電話間通話の一通話あたり平均通話

時間の推移

ここでは前述のトラヒックデータを用い、距離

段階別通話時間をそれに対応する通話回数で除す

ることによって、距離段階別平均通話時間を

NTT，NCCそれぞれ計算した。図４にはNTT

の距離段階別一通話あたり平均通話分数、図５に

NCCのそれの時系列推移を示した。

各図は９１年度から９９年度までの時系列推移を

とったが、９０年代の前半はNCCの近距離の平均

通話分数がかなり長いため、NTTとNCCの比較

には図４と図５で縦軸の縮尺が異なることにも注

意が必要である。
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図５：NCCの距離段階別平均通話分数の推移
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図４：NTTの距離段階別平均通話分数の推移
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まず、図４において、NTTの平均通話時間を

見ると、区域（MA）内の通話以外は９６・９７年度

あたりまで全体的に一通話当たりの通話時間が減

少してきている。特に３０㎞や６０㎞といった中間距

離の平均通話時間の低下が大きい。３０㎞や６０㎞の

距離は県内あるいは隣接県への通話が中心である。

また、１００㎞以上の距離区分の平均通話時間が

９９年度まで低下し続けてきているのに対し、それ

以外の距離区分の通話は９７年度以降平均通話時間

が上昇している。

後者の要因についてはいくつかの可能性が考え

られる。その一つは、通話料金の低下によって一

通話当たり通話時間が上昇したという可能性であ

る。通話料金が高いときには用件のみで通話を終

えていたのが、通話料金の低下によりもう少し手

軽に電話をかけるようになったことなどが考えら

れる。

その他の可能性としては、９７年度以降の平均通

話時間が上昇していることから、携帯電話による

代替の可能性が推察される。自県内における携帯

電話間通話の平均通話時間は、９７年度１．６２分、９８

年度１．７３分、９９年度１．８５分と短い６）。携帯電話の

平均通話時間の短さは、携帯電話による通話が簡

単な用件を伝えることが中心であるためと思われ

るが、こうした通話時間の短い通話を中心に加入

電話から携帯電話への代替が生じ、中・近距離区

分での加入電話間通話の平均通話時間が上昇した

と考えられる。

また、中・近距離区分通話の平均通話時間上昇

のもう一つの可能性として考えられるのは、イン

ターネットの影響である。インターネット・サー

ビス・プロバイダー（以下 ISP）への接続ポイン

トは、昨今では区域内のアクセスポイントがかな

り増加している。一回当たりの通話（通信）時間

が比較的長い ISPへのダイアルアップ接続が区域

内の平均通話時間上昇に影響していると考えられ

る。

この点を確認するために、表１にNTTの区域

内通話の通話回数・通話時間、その増加率の推移

を示した。表１からは、通話回数が９８，９９年度と

毎年１割強減少しているのに対し、通話時間はほ

ぼ変化がなく、９９年度では逆に増加していること

がわかる。

つまり、区域内の通話については、回数の減少

から携帯電話への代替が推察される一方で、一回

当たりの通話（通信）時間が比較的長いと考えら

れる ISPへのダイアルアップ接続により、平均通

話時間が昨今急速に上昇したと考えられる。また、
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６）前述のトラヒックデータから筆者推計。

表１：NTTのMA内（区域内）通話の時系列推移

通話回数 通話時間 
千万回 増加率 百万時間 増加率 

91 5080 －� 2130 －�
92 5039 －0.81% 2140 0.48%
93 5128 1.76% 2181 1.91%
94 5285 3.07% 2226 2.08%
95 5218 －1.27% 2179 －2.11%
96 5264 0.88% 2166 －0.61%
97 4909 －6.73% 2110 －2.60%
98 4262 －13.19% 2035 －3.56%
99 3809 －10.63% 2056 1.06%



インターネット、特に電子メールは長距離通話に

対しても代替的な影響を与える可能性がある。こ

れまでの分析からその要因を断定することは難し

いが、この点については次の需要関数の推計の際

に、あらためて議論する。

NCCの平均通話時間の推移については、９７年

度以降はおおむねNTTのそれと同程度に収束し

ていっているように見える一方で、それ以前は近

距離通話においてNTTとはやや異なる傾向があ

る。しかし、９６年度以前のNCCの近距離通話が

非常に少ないために一定の傾向を示していない可

能性があり、今回の結果から原因の推察を行うこ

とは難しい。

また、全体的な傾向としては、９０年代前半の

NCCの平均通話時間は、NTTの平均通話時間に

比べて幾分短いと言えるであろう。平均通話時間

が通話の利用形態を反映していると考えるなら、

９０年代前半はNTTとNCCの利用形態は何らかの

住み分けがなされていた可能性が示唆される。し

かし、その後の競争進展の結果、特に長距離通話

における平均通話時間についてはNTTとNCCの

間で差が小さくなってきており、利用形態の差異

も縮小してきたと考えられる。

以上、県間通話と県内市外通話とに分けて通話

量を集計することにより、NTTとNCCの通話

シェア等について分析してきた。前節で述べた相

互接続環境の差異を反映し、NTTとNCCの競争

の進展は県間通話と県内市外通話の両市場で異な

ることが、実際のデータからも明らかとなった。

また、平均通話時間の分析からは、特に長距離

通話においてはNTTとNCCについての利用の形

態は差異がなくなってきていることに加えて、加

入電話から携帯電話への代替やインターネットの

影響が存在することも示唆される結果となった。

こうした集計データによる分析結果を考慮して、

次に、長距離通話を県内市外通話と県間通話に分

け、NTT，NCCそれぞれの通話需要関数を推計

して、両者の競合性について検討していこう。

３．通話需要関数の推計

電気通信事業者の選択について考えてみると、

利用者は、一般的には主として通話料金を基準に

利用事業者選択をすると考えられる。我が国の電

気通信事業者の電話サービスは各事業者一定以上

の品質を保持しており、NTTとNCC各事業者間

で品質については大差がない７）と言えよう。

NCCの長距離通話サービスを利用する場合にお

いても、市外局番の前に４桁の事業者番号をダイ

アルするのみで事業者間で異なるのは通話料金以

外には見あたらない８）。

また、利用者が長距離通話においてNTTから

NCCへ利用事業者を変更するコストが低いこと

も重要な点である。携帯電話などでは利用事業者

を変更する際には、新たな加入料金、端末の購入

費用、また、最も実質的費用が高いと考えられる

電話番号の変更、といった移行コストが発生する。

それに対して加入電話では、新たにNCCの長距

離サービスを利用することにより発生するコスト

はほぼ０と想定することができ、利用者は主とし

て通話料金を基準に事業者の選択を行うと考えら

れる。前節の距離段階別一通話あたり平均通話時

間の推移を見ても、NTTとNCCの通話料金の差
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７）我が国では免許制度の存在のため、利用者は、新規参入事業者のサービス品質が一定以上であるという情報を得ることがで
きる。免許制度が情報の非対称性を小さくする点についてはAkerlof（１９７０）等を参照されたい。
８）NCCを利用する際に追加的にダイアルする事業者番号の煩わしさを解消するために１９８８年度から、最も安い事業者を識別
して事業者番号を自動的にダイアルするLCR（DDIのアダプター）やα－LCR（電話機に組み込み）により、追加的ダイア
ルの必要性という意味でのNCCとNTTとの差はある程度解消された。そして、２００１年度のマイライン（電話会社事前登録制
度）の導入後、基本的には完全に解消されることとなった。



異を考慮すれば、NTTとNCCの通話利用のされ

方は概ね同じであると言えよう。

このように通話料金以外に特筆すべき差異がな

く、事業者を変更するコストが低い加入電話市場

では、利用者が価格に敏感に反応する場合には、

NTTより低い料金水準でサービスを提供する

NCCへ急速に利用者が移行するはずであり、逆

に利用者が価格に対してあまり感応的ではない場

合には、NCCへの移行がそれほど進まないこと

になる。需要の価格弾力性が市場支配力に影響を

及ぼすことは、よく知られたことであり、Lan-

des and Posner（１９８８）による市場支配力の判定

モデルでは、事業者の市場占有率や供給の価格弾

力性とともに、市場需要の価格弾力性の値が市場

支配力判定の指数の計測に含まれている。

一方、我が国ではこれまで通話需要関数に関す

る実証研究の例は非常に少なく、通話の価格弾力

性についての情報は少ない。こうした点を鑑み、

本節では加入電話間の通話の需要関数を測定し需

要の価格弾力性を計測することとした。

通話需要関数の計測にあたっては、前節までの

議論をふまえて、県内市外通話・県間通話に市場

を分けて推計する。我が国の通話の需要を分析し

た先行研究においては、OD表の各要素を独立し

たサンプルとして用いた分析が多いが、OD表の

各要素を独立したサンプルとして価格弾力性を計

測した場合、三友・太田（１９９４）で指摘されてい

るように、次のような問題が生じる。

それは、各地域間の距離が遠くになるに従って

当該地域間の情報交流も減衰するため、距離の関

数となっている通話料金と当該地域間の通話量の

関係を計測する通話需要関数の推計において、地

域間距離が通話量に与える影響をコントロール仕

切れない可能性があるのである。こうした点を鑑

み、今回の分析では、通話量指数・通話料金指数

を発信MA別に計算し、通話需要関数の被説明

変数・説明変数にそれぞれ用いることにより、地

域間距離の影響をコントロールした推計を行うこ

とにした。

また、本節の通話需要関数の推計は、従来型の

加入電話間通話市場における相互接続環境と競合

性という観点からの分析を中心に行うが、前節の

平均通話時間の推移のところで示された携帯電話

やインターネットなどの影響を鑑み、これら新し

い情報交流メディアの影響を考慮した形での加入

電話間通話需要関数の推計も併せて行うこととし

た。

３－１加入電話の需要関数を計測した先行研究

加入電話の価格弾力性を計測した先行研究とし

ては、海外においてはかなり積極的に行われてい

る。主なものを挙げても、Griffn（１９８２）、Pacey

and Singell（１９８４）、Appelbe, Snihur, Farnes,

and Giordano（１９８８）、Bodnar, Dilworth, and

Iacono（１９８８）、Appelbe, Dineen, Solvason, and

Hsiao（１９９０）、Larson, Lehnman, and Weisman

（１９９０）、Lang and Lundgren（１９９１）、Chen and

Watters（１９９２）、Appelbe, Dineen, Solvason,

and Hsiao（１９９２）、Munoz（１９９６）等、多数の

研究が存在し、８０年以前の先行研究については、

Littlechild（１９７９）やTaylor（１９８０）で広範なサ

ーベイが行われており、それ以降の主な成果につ

いてもTaylor（１９９４）で包括的にサーベイされ

ている。海外の最近の主な推計結果については表

２にまとめておいた。
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海外の先行実証研究で計測された価格弾力性の

推計結果は－０．０１３～－０．７５と非弾力的な値と

なっている。そして、所得弾力性についても

Appelbe et al.（１９９０）の一部の推計において１

を越えるものが観察された他は概ね非弾力的な値

となっている。また、全体的な特徴としては、長

距離通話の価格弾力性ほど大きくなる傾向が観察

される。

このように海外の通話に関する先行研究が多数

存在する一方で、我が国の通話需要を分析した例

は少ない。ここで、本稿のようにトラヒックデー

タを用いて通話の需要関数を計測した我が国の先

行研究の結果を表３にまとめた。

表３を見ると、我が国で集計ODデータによっ

て計測された価格弾力性値は、米国等の例で計測

された値と比較していずれも高い計測結果となっ

ている。また、トラヒックデータを用いた表３以

外の分析としては、田北・宮田・高谷（１９９９）や

堀篭（１９９９）等、通話料金を説明変数とするので

はなく、加入数や地域特性などから加入電話間通

話の地域間交流を計測した先行研究がある。

その他、トラヒックデータ以外のデータを用い
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表２：海外の加入電話間通話需要関数の先行実証研究結果

文献� データ� 推計期間� 需要量� 説明変数� 推計方法� ヴァリエーション� 価格弾力性� 所得弾力性�

Appelbe et al. （1988）�カナダ国内長距離通話� 通話料収入/�
料金指数�

価格, 所得,�
市場規模など�
の地域属性�

AR1,分散�
不均一を考慮�
したFixed &�
Random Effect

通常料金時間帯�
�
割引料金時間帯�

－0.21�
   ～ －0.73�
－0.39�
   ～ －0.75

0.33�
   ～ 0.95�
0.23�
   ～ 0.79

カナダ・アメリカ長距離通話�1977Q1�
　－1986Q4

通話料収入/�
料金指数�

価格, 所得,�
市場規模など�
の地域属性�

AR1,分散�
不均一を考慮�
したFixed &�
Random Effect

通常料金時間帯�
�
割引料金時間帯�

－0.43�
   ～ －0.49�
－0.45�
   ～ －0.53

0.12�
   ～ 0.74�
0.17�
   ～ 0.54

Appelbe et al. （1990）�カナダ国内長距離通話� 1975Q1�
　－1983Q3

通話料収入/�
料金指数�

価格, 所得,�
市場規模など�
の地域属性�

AR1,分散�
不均一を考慮�
したFixed &�
Random Effect

通常料金時間帯�
�
割引料金時間帯�

－0.24�
   ～ －0.54�
－0.45�
   ～ －0.89  

0.56�
   ～ 1.38�
0.72�
   ～ 1.29

Larson et al. （1990）�米国９都市間トラヒック�
（３年間）�

1983 通話時間� 価格, 所得,�
人口, 発信地�
への通話量�
（通話時間）�

AR1過程に従う�
二段階最小二�
乗法�

－0.75 0.54

Lang et al. （1991）� スウェーデンの１週間平均値�
のトラヒックデータ�
（２週間）�

1988 通話時間� 価格（地域,�
時間帯別）�

分散不均一を�
考慮した非線型�
最小二乗法�

－0.013�
   ～ －0.016

Appelbe et al. （1992）�カナダ国内長距離通話� 1979Q1�
　－1988Q4

通話料収入/�
料金指数�

価格, 所得,�
市場規模など�
の地域属性�

AR1,分散�
不均一を考慮�
したFixed &�
Random Effect

通常料金時間帯�
�
割引料金時間帯�

－0.26�
   ～ －0.65�
－0.40�
   ～ －0.83

報告され�
ていない�

Munoz （1996）� スペイン�
（パネルデータ）�

1985－1989 通話料収入/�
料金指数�

価格, 所得,�
地域属性�

Fixed Effect�
Random Effect

－0.13 0.46

1977Q1�
　－1986Q4

表３：我が国のトラヒックデータを用いた加入電話間通話需要関数の先行実証研究結果

文献� データ� 推計期間� 需要量� 説明変数� 推計方法� 価格弾力性� 所得弾力性�

河村（1996）� NTT�
（県別OD表 Panel Data）�

1989 通話時間� 価格, 所得,�
加入数積�

Fixed Effect &�
Random Effect

－1.6736�
   ～ －1.8119

1.2947�
   ～ 2.9924

NCC�
（県別OD表 Panel Data）�

1989 通話時間� 価格, 所得,�
加入数積�

加重最小二乗法�
Censored Regression

－1.1643�
   ～ －1.1721

1.1905�
   ～ 1.3035－1994

三友・太田（1994）�NTT�
（関東圏MA間�
OD表 Panel Data）�

1990 通話時間� 価格, 所得,�
加入数積�

最小二乗法� －1.8469 0.1994

通話時間�
　×MA間距離�

価格, 所得,�
加入数積�

最小二乗法� －0.8769 0.1994

　�

山崎・今川�
・三友（1993）�

NTT（関東・東北・東海�
・四国のMA間データ）�

1990 通話量（通話回数,�
加入数等より加工）�

価格� 二段階最小二� －1.56 報告され�
　　ていない�（東京MA周辺）�

－1994



た通話需要の実証分析としては、電電公社及び

NTTの時系列データを用いて通話需要を分析し

た斯波・中妻（１９９３）や、加入需要関数を推計し

た浅井・鬼木・栗山（１９９６）、世帯に対するアン

ケートデータを用いた実積・太田・大石（１９９８）、

河村・実積・安藤（２０００）等があるが、その数は

非常に少ない。

上記のように、本稿で行うような発信MA別

に通話量指数・通話料金指数を計測して、県内市

外通話・県間通話についてNTT・NCCそれぞれ

の通話需要関数を計測した例は先行研究にはなく、

我が国の通話の価格弾力性を先行研究と異なる方

法で、新しいデータセットを用いて分析すること

は、今後の情報通信政策を策定する上で有益であ

ると考えられる。

次節では、今回の分析に用いたデータと分析モ

デルの説明を行う。

３－２　分析データとモデル

分析に用いたのは、NTTとNCC（DDI、日本

テレコム、日本高速通信、TTNet）の９６年度から

９８年度のデータである。データソースは、電気通

信事業法報告規則に基づいて総務省（旧郵政省）

に提出されたトラヒックデータである。最新の

データは２０００年度データであるが、９９年度以降の

データはNTT分割後県間のトラヒックにおいて

ISDN発信による通話と加入電話発信による通話

のデータが分離できないことから、データの連続

性を考慮して本節の分析から除くことにした。

前述の三友・太田（１９９４）でも述べられている

とおり、通話量と通話料金のデータとしてOD表

の各セルを独立したサンプルとして用いて通話需

要関数を推定した場合、地域間距離の影響を排除

することが困難であり、距離段階別料金となって

いる通話料金の弾力性が高くなる。そこで、本稿

の分析では、各地域毎の発信ベースの通話量指数、

通話料金指数を変数として用いることで、それぞ

れ、価値ベースの通話量、距離を反映したユニッ

トコストとして捉えることとした。価値ベースの

通話量、距離を反映したユニットコストという形

で推計に用いる変数にあらかじめ地域間距離の影

響を含めて需要関数を推計することにより、地域

間距離が価格弾力性推計値に与える影響をコント

ロールしたのである。

本節で用いた加入電話間通話のデータはMA

間のOD表が存在するため、MAを単位として通

話量指数・通話料金指数９）を計測して推計に用

いた。加入電話の最小区画であるMAは全国に

５６７あり、従って、５６７×３年分の通話データが

得られる。現在の料金制度は発信者課金となって

いることから、発信MA毎に距離段階別着信通

話に関して通話料金指数と通話量指数を集計する

こととした。また、各指数はNTTとNCCに分け

て、県内市外通話の通話量指数・通話料金指数、

県間通話の通話量指数・通話料金指数をそれぞれ

計測し、需要関数の推計に用いている。

県内市外通話・県間通話に分けて需要関数を推

計する理由は、前節までで述べたとおり、県間通

話市場におけるNTTとNCCの競争状態に比べて、

県内市外通話市場における競争は、接続基点の関

係でNCCが本格的にNTTと対抗できるように

なったのが９６年度以降と比較的最近であり、両市

場におけるNTTとNCCの競争状態に差異がある

と考えられるためである。また、このように

NCCの県内市外通話の通話需要が通話需要関数

を測定するには未だ不安定であると考えられるた
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９）通話量指数・通話料金指数ともに、推移率を満たすように修正したFisher Ideal Indexとした。計測方法の詳細については、
本稿補論及び中村（２００１）を参照されたい。



め、本稿では、県内市外通話についてはNTTの

通話需要関数のみを測定することとした。

ここでは、以下の３パターンで通話の需要分析

を行った。

１）県間通話の通話需要関数の計測

２）県内市外通話の通話需要関数の計測

３）MA内平均通話時間を考慮した県間通話の通

話需要関数の計測

１）２）それぞれの分析において、NTTの加

入電話間通話の需要関数を推定したが、パラメー

タ推定のためにモデルを以下のように対数線形型

に特定化した１０）。

推計方法については、河村（１９９６）のOD表を

用いた分析でも行われたように、各地域毎の特性

をコントロールするため、クロスセクション方向

にFixed EffectあるいはRandom Effectを考慮し

た推計を行った。タイムシリーズ方向の個別効果

については、時系列方向の推計結果を明示的に観

察することにも興味があるため、各年度ダミー

（Fixed Effect）を推計式に挿入した。また、εitは

平均０の誤差項である。

上記１）～３）の各モデルに対して複数の推計

を行ったため、各モデルの選択に関しては、統計

的に検定を行った。クロスセクション方向、タイ

ムシリーズ方向、それぞれの効果が必要か否かに

ついては尤度比（LR）検定を用い、また、個別
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１０）集計通話量指数と集計通話料金指数を用いて本節のような需要関数を想定した場合、背後にある効用関数は数学的にも非常
に複雑な形を取る。また、その他の問題として、指数によって集計されるそれぞれの個別財の需要関数と、集計されたマクロ
需要関数との間の理論的整合性という、アグリゲーションの問題についても、森田（１９８９）に指摘されている。森田（１９８９）
では、ラスパイレス指数を用いた需要関数におけるアグリゲーションの問題について分析されており、マクロ需要関数を先に
特定化するか、個別財の需要関数を先に特定化するか等、仮定の置き方により、適切なマクロ需要関数の特定化、個別財の需
要関数の特定化、集計方法などが異なってくることが報告されている。本稿では、県内市外通話、県間通話における平均的な
価格弾力性に興味の対象があるため、指数を用いた集計マクロ需要関数を上記のように対数線形で特定化できるものと仮定し
て分析を進めることとした。一般に、集計量での需要関数や供給関数の推計などの場合には、こうしたモデルの特定化の仮定
が行なわれている。

： i地域の t年度におけるNTT（あるいはNCC）の県内市外（あるいは県間）通話量指数（時間）

：i地域の t年度におけるNTT（あるいはNCC）の県内市外（あるいは県間）通話の自己料金指

数

：i地域の t年度におけるNCC（あるいはNTT）の県内市外（あるいは県間）通話における料金

指数（交差項）

： i地域の t年度における一世帯当たり実質所得

： i地域の t年度における発信MAのNTT加入契約数

： i地域から発信する通話の着信先の t年度におけるNTT加入契約数DNit 
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効果が必要と判断された上で、Fixed Effectと

Random Effectとどちらが望ましいかについては、

Hausman and Taylor（１９８１）で提唱されている

χ２検定（Hausman検定）を用いた。

需要関数の推計については、同時方程式バイア

スを解消するため二段階最小二乗法や操作変数法

等を用いることが多い。こうした推計方法をとる

理由は需要関数の説明変数である価格などの変数

が供給関数との接点で決定されるためであり、こ

の点を解消するため、需給どちらかの関数（モデ

ル内）に含まれる外生変数のうち需要関数の誤差

項と独立な変数を操作変数として用い、需要関数

を推計する。しかし、マクロ需要関数における操

作変数の選択は困難であることに加え、電気通信

部門のような設備産業では当期中の価格調整は困

難であり、また、加入電話の料金は届出制も含め

て価格規制を受けていることから、本稿の推計で

は操作変数等を考慮せず、通常のFixed Effectモ

デル、Random Effectモデルの推計方法を採用

した。つまり、Fixed EffectモデルではLSDV

（Least Square Dummy Variable）推計、Ran-

dom EffectモデルではFGLS（Feasible General-

ized Least Square）推計を行った。

上記のように、需要関数の説明変数である価格

が当期に調整されないと考えれば、価格が外生変

数で需要関数の誤差項と独立であると想定でき、

需要関数の推計パラメータが一致性を持つことに

なる。先行研究の例を見ても、通話需要関数の推

計において操作変数が考慮されたのは、河村・実

積・安藤（２０００）に見られる程度であるが、河

村・実積・安藤においても操作変数を用いたのは

価格以外の内生変数を考慮するためであり、支出

関数における通話価格は外生変数として扱われて

いる。

３－３　推計結果の考察

本節では、上記で特定化したモデルに基づいて

推計した加入電話間の通話需要関数について考察

する。以下、１）県間通話の通話需要関数計測結

果、２）県内市外通話の通話需要関数計測結果、

３）MA内平均通話時間を考慮した県間通話の通

話需要関数計測結果の順に報告する。

１）県間通話の通話需要関数の計測結果

県間通話に関する需要関数の推計結果を、表４、

表５に示した。なお、年度ダミーの統計的有意性

をLR検定により検定した結果、すべての推計に

おいて高い水準で年度ダミーが統計的に有意であ

ると判定されたため、ここでは年度ダミーを説明

変数に含むモデルの推計結果のみを報告すること

とした。

まずは、表４でNTTの県間通話の需要関数推

計結果について見ていこう。表４を見ると、

Fixed EffectモデルにおけるNTTの県間通話の

自己価格弾力性推計値は－０．５０１８１１、Random

Effectモデルでは、－０．６５６５１７となっている。つ

まり、NTTの県間通話の自己価格弾力性は非弾

力的な値であり、通話の必需財的性格が示唆され

る。

また、NCCとの交差弾力性については、Fixed

Effectモデル・Random Effectモデル共に有意に

正の値を示しており、代替的関係が示唆されるが、

両モデルの交差弾力性の推計値は大きく異なって

おり、それぞれ０．２４７９２５、１．０５２６７６であった。

そして、所得弾力性や加入数弾力性については

絶対値に差異はあるものの、所得に対しては非弾

力的であること、着信先加入数に関して通話の外

部性が観察される結果となった。

また、年度ダミーの推計値については、Fixed

Effectモデル・Random Effectモデルで全く異な

る結果となった。
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次にNCCの県間通話需要関数の推計結果を表

５に示す。表５を見ると、Fixed Effectモデルに

おけるNCCの県間通話の自己価格弾力性推計値

は－１．４０２４９０とNTTの同ケースの推計結果と比

較してもかなり弾力的な値となっている。一方、

Random Effectモデルにおける自己価格弾力性推

計値は、－０．３１６０５５となっており、非弾力的な結

果となった。

また、NTTとの交差弾力性については、Fixed

Effectモデル・Random Effectモデル共に有意に

正の値を示しており、代替的関係が示唆される。

そして、所得弾力性については、概ね－０．６程

度であり、NTTのそれと比較すると弾力的な数

値となった。また、両推計モデルの加入数弾力性

は、発信元加入数弾力性が低く、着信先加入数弾

力性が高い結果となり、発信MA別の個別効果

を考慮していることに注意する必要はあるが、着

信先が広がることで通話の外部性が働いている点

はNTTのケースと同様であった。

なお、年度ダミーの推計値について Fixed

EffectモデルとRandom Effectモデルで全く異な

る結果となったのは、県間通話の需要関数の推計

を通じて共通したことであった。

以上が、NTT，NCCそれぞれにおける県間通

話の需要関数推計結果である。NCCの価格弾力

性についてはNTTのそれと比較してより弾力的

であるという傾向が観察される結果となった。し

かし、その一方で全般的にはNTT，NCCそれぞ

れの推計結果は、対応するそれぞれのケースで類

似した傾向をとっており、県間通話市場での両者

の差異はほぼ消滅したと言って良いだろう。

２）県内市外通話の通話需要関数の計測結果

前述のとおり、NCCの県内市外通話の通話需

要が通話需要関数を測定するには未だ不安定であ

ると考えられるため、県内市外通話については

NTTの通話需要関数のみを測定することとした。

NTTの県内市外通話に関する需要関数の推計

結果を表６に示した。なお、県間通話の需要関数

推計結果と同様、年度ダミーの統計的有意性を

LR検定により検定した結果、NTTの県内市外通

話の推計においても、高い水準で年度ダミーが統

計的に有意であると判定されたため、ここでも年

度ダミーを説明変数に含むモデルの推計結果のみ
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表４：NTTの県間通話の需要関数推計結果　　表５：NCCの県間通話の需要関数推計結果
NOB＝1701

Fixed Random

推計値� 推計値�

NTT通話料金�
　　　　　P値�

－0.501811�
　　（0.0000）�

－0.656517�
　（0.0000）�

NCC通話料金�
　　　　　P値�

0.247925�
　（0.0189）�

1.052676�
（0.0000）�

所得�
　　　　　P値�

0.264519�
　（0.0001）�

0.342335�
（0.0000）�

発信元加入数�
　　　　　P値�

0.048601�
　（0.0111）�

0.846662�
（0.0000）�

着信先加入数�
　　　　　P値�

2.560066�
　（0.3434）�

2.171040�
（0.0000）�

97年度ダミー�
　　　　　P値�

－0.068927�
　　（0.1890）�

0.068543�
（0.0000）�

98年度ダミー�
　　　　　P値�

－0.155251�
　　（0.2758）�

0.130872�
（0.0000）�

定数項�
　　　　　P値�

－47.758409�
　　（0.0000）�

HausmanTest （1.0000）�

NOB＝1701

Fixed Random

推計値� 推計値�

NCC通話料金�
　　　　　P値�

－1.402490�
　（0.0000） 

－0.316055�
　（0.0157）�

NTT通話料金�
　　　　　P値�

0.563118�
（0.0047）�

0.360718�
（0.0304）�

所得�
　　　　　P値�

0.666893�
（0.0001）�

0.634743�
（0.0000）�

発信元加入数�
　　　　　P値�

0.058533�
（0.2468）�

1.210177�
（0.0000）�

着信先加入数�
　　　　　P値�

3.655050�
（0.6084）�

3.254195�
（0.0000）�

97年度ダミー�
　　　　　P値�

－0.046761�
　（0.7357）�

0.142931�
（0.0000）�

98年度ダミー�
　　　　　P値�

－0.038140�
　（0.9192）�

0.356670�
（0.0000）�

定数項�
　　　　　P値�

－70.634744 

HausmanTest （0.0000）�

�



を報告することとした。

表６を見ると、Fixed Effectモデルを用いるか、

Random Effectモデルを用いるかによって、やや

異なる推計結果となった。Fixed Effectモデルの

自己価格弾力性推計値は－０．６１４９５０であるのに対

して、Random Effectモデルによる自己価格弾力

性の推計値は－０．３５９００９と、より非弾力的な値と

なっている。しかし、いずれにしてもNTTの県

内市外通話の自己価格弾力性は絶対値１より小さ

く、また、所得弾力性についても０．３１８０９５、

０．２１０４１５と非弾力的な値がえられており、通話の

必需財的性格が示唆される結果となった。

また、NCCとの交差弾力性についても、Fixed

Effectモデル・Random Effectモデル共に有意に

正の値を示しており、代替的関係が示唆される結

果となった。交差弾力性の推計値は、それぞれ

０．３６０２２８、０．２６３３６１である。

そして、年度ダミーの推計値は有意に負の値を

とっており、NTTの県内市外通話シェアが年々

低下していることが、これらのモデルでも推計値

に現れている。

表６：NTTの県内市外通話の通話需要関数推計

結果

３）新しい情報通信メディアを考慮した通話需要

関数の計測

前節までで、県間通話と県内市外通話の各市場

における加入電話間通話需要関数の測定を行う形

で、従来型の加入電話間通話における市場構造に

ついて分析を行った。高度情報通信ネットワーク

社会の早期実現のためには通信市場の競争促進に

よる通話料金の低下が不可欠であり、ここまでの

分析は、加入電話間通話需要を分析することによ

り従来型の通信市場の需要構造を解明することが

目的であった。しかし、一方で、２－２節の一通

話あたり平均通話時間の分析でも述べたように、

昨今のインターネットによる電子メールや携帯電

話の普及が加入電話間通話の需要に影響している

可能性は予想されるところである。そこで、通話

需要関数の計測を行う本節の最後に、インターネ

ット等新しい通話メディアの影響を考慮した加入

電話間の県間需要関数を測定することとした。

インターネットへの接続は主にMA内に ISPの

アクセスポイントがあるケースが多く、最近の時

系列的傾向として、同一MA内発着信の通話

（市内通話）時間の伸びや同一MA内発着信の通

話における平均通話時間の伸びが前節においても

観察されている。しかし、インターネット接続に

関するデータは現在のところ入手が難しく、各

MAに対応したインターネット加入者数や、イン

ターネットの料金という変数が利用できなかった

ため、間接的な捉え方とはなるが「MA内通話の

平均通話時間」という代理変数を説明変数に加え

て加入電話間通話需要関数の推計を行うことにし

た。

ただし、「MA内通話の平均通話時間」の変数

は、携帯電話の普及にも影響されている可能性が

あることを留意する必要はある。前述のとおり、

携帯電話間通話の自県内で終始する通話の一通話

あたり平均通話時間は加入電話間通話のそれと比
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NOB＝1701

Fixed�
推計値�

Random�
推計値�

NTT通話料金�
　　　　　P値�

－0.614950�
　（0.0001）�

－0.359009�
　（0.0175）�

NCC通話料金�
　　　　　P値�

0.360228�
（0.0000）�

0.263361�
（0.0000）�

所得�
　　　　　P値�

0.318095�
（0.0018）�

0.210415�
（0.0000）�

発信元加入数�
　　　　　P値�

0.117335�
（0.0002）�

0.705871�
（0.0000）�

着信先加入数�
　　　　　P値�

0.090959�
（0.3379）�

0.301158�
（0.0000）�

97年度ダミー�
　　　　　P値�

－0.064892�
　（0.0000）�

－0.052751�
　（0.0000）�

98年度ダミー�
　　　　　P値�

－0.175436�
　（0.0000）�

－0.152725�
　（0.0000）�

定数項�
　　　　　P値�

－11.477559�
　（0.0000）�

HausmanTest （1.0000）�



較するとかなり短い。そうした近距離の比較的通

話時間の短い通話を中心に加入電話間通話から携

帯電話間通話への移行が為されている可能性もあ

るからである。

本節の推計式は以下のとおり、前節の１）２）

で推計した需要関数に、上記代理変数を加えた式

を推計した。

推計方法については、前節の１）２）の推計方

法と同様に Fixed Effectモデル及び Random

Effectモデルで推計を行った。また、ここでは前

節までで比較的安定していた県間通話市場に限定

して分析を行うこととした。上記モデルによる推

計結果は、表７、表８に示した。
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表７：MA内平均通話時間を考慮した　　　　表８：MA内平均通話時間を考慮した

NTTの県間通話の需要関数推計結果　　　　　NCCの県間通話の需要関数推計結果

NOB＝1701

Fixed�
推計値�

Random�
推計値�

NTT通話料金�
　　　　　　　P値�

－0.123834�
　（0.0985）�

－0.473295�
　（0.0000）�

NCC通話料金�
　　　　　　　P値�

0.096507�
（0.3264）�

1.016365�
（0.0000）�

所得�
　　　　　　　P値�

0.232496�
（0.0002）�

0.389084�
（0.0000）�

MA内平均通話時間�
　　　　　　　P値�

－0.432372�
　（0.0000）�

－0.244458�
　（0.0000）�

発信元加入数�
　　　　　　　P値�

0.049814�
（0.0049）�

0.847509�
（0.0000）�

着信先加入数�
　　　　　　　P値�

10.936317�
（0.0000）�

2.081026�
（0.0000）�

97年度ダミー�
　　　　　　　P値�

0.091403�
（0.0672）�

0.084362�
（0.0000）�

98年度ダミー�
　　　　　　　P値�

0.297420�
（0.0286）�

0.173443�
（0.0000）�

定数項�
　　　　　　　P値�

－45.801807�
　（0.0000）�

HausmanTest （1.0000）�

NOB＝1701

Fixed�
推計値�

Random�
推計値�

NCC通話料金�
　　　　　　　P値�

－1.521511�
　（0.0000）�

－0.292780�
　（0.0250）�

NTT通話料金�
　　　　　　　P値�

0.860226�
（0.0001）�

0.448866�
（0.0086）�

所得�
　　　　　　　P値�

0.641721�
（0.0002）�

0.654840�
（0.0000）�

MA内平均通話時間�
　　　　　　　P値�

－0.339865�
（0.0001） 

－0.143012�
　（0.0328）�

発信元加入数�
　　　　　　　P値�

0.059487�
（0.2364）�

1.217081�
（0.0000）�

着信先加入数�
　　　　　　　P値�

9.891223�
（0.1740）�

3.148880�
（0.0000）�

97年度ダミー�
　　　　　　　P値�

0.089266�
（0.5756）�

0.157501�
（0.0000）�

98年度ダミー�
　　　　　　　P値�

0.317681�
（0.4096）�

0.391697�
（0.0000）�

定数項�
　　　　　　　P値�

－68.646256�
　（0.0000）�

HausmanTest （1.0000）�



加入電話間通話のMA内平均通話時間の変化

は、比較的通信時間の長いインターネットへのダ

イアルアップ接続の増加と、比較的通話時間の短

い通話が携帯電話を用いた通話に移行しているこ

とから生じると考えられる。それでは、まず、

NTT発信の通話量指数を被説明変数とし、MA

内平均通話時間を説明変数に加えた通話需要関数

の推計結果を表７で観察する。表７を見ると、

MA内平均通話時間の係数推計値は有意に負の値

を示している。したがって、インターネットや携

帯電話など新しい情報メディアの利用が増えるこ

とにより加入電話間通話のMA内通話比率が上

昇すると、長距離の加入電話間通話量指数が下が

ることを示していると言えよう。

また、同様に、NCC発信の通話量指数を被説

明変数とした需要関数に、MA内平均通話時間を

説明変数に加えたモデルの推計結果を表８に示し

た。表８を見ると、おおむねNTTの通話量指数

を被説明変数としたモデルと同様の傾向を示して

いる。したがって、NCCの通話量指数を被説明

変数としたモデルからも、インターネットや携帯

電話など新しい情報交流メディアの利用が増える

ことにより加入電話間通話のMA内通話比率が

上昇すると、長距離の加入電話間通話量指数が下

がることを示していると言える。

４．まとめ

本稿では、電気通信の中でも加入電話間通話に

注目してNTTとNCCの競争の進展について需要

側面から分析を行ってきた。長距離中継系NCC

事業者が電話サービスを提供するためにはNTT

の地域回線に接続する必要がある。従って、この

相互接続の仕組みはNCCが電話サービスを供給

する上で一つの重要なポイントとなる。こうした

点を鑑み、本稿の分析にあたっては、これまでの

相互接続環境の違いにより分析対象となる市場を

県間通話と県内市外通話市場に分けてNTTと

NCCの競争の進展について分析を行った。

本稿では、県間通話、県内市外通話の各市場に

おけるNTT，NCCの通話量シェアや平均通話時

間等の基礎統計量の比較を行った後、通話需要関

数の推計を行うという形で両市場における競争状

態の解明を行った。こうした分析の結果、加入電

話間の長距離通話市場においては相互接続環境の

違いによりNTTとNCCの競争状態に差があった

点、加入電話間の長距離通話の価格弾力性は非弾

力的である点、インターネットなど新しい情報通

信メディアが加入電話間通話に影響を与えている

点などが明らかとなった。

補論：需要関数の推計に用いたデータ詳細

分析に用いたのは、NTTとNCC（DDI、日本

テレコム、日本高速通信、TTNet）の９６年度から

９８年度のデータである。データソースは電気通信

事業法報告規則に基づいて総務省（旧郵政省）に

提出されたトラヒックデータである。９９年度以降

のデータはNTT分割後県間のトラヒックにおい

て ISDNと加入電話のデータが分離できないこと

から、データの連続性を考慮して需要関数の推計

からは除くことにした。

需要関数推計にあたっての各サンプルは発信

MAベースとし、推移律を満たす形で修正した

Fisher Ideal指数で通話量指数及び通話料金指数

を推計して分析に用いた。つまり、発信MAが

MA１～MA５６７のクロスセクション、計測年度

が９６年度～９８年度のタイムシリーズでパネルデー

タとなっている。

１）通話量指数及び通話料金指数

通話量指数・通話料金指数共に、NTTとNCC

に分けて計測され、県内市外の通話量指数・通話

料金指数、県間通話の通話量指数・通話料金指数
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を、それぞれ計測した。

加入電話の最小区画であるMAは全国に５６７

あり、従って、各事業者別に５６７×５６７のMA

間通話データが得られる。MA間距離はNTTの

方形区画距離座標という座標があり、この座標は

１単位２㎞となっていることから、この座標デー

タを用いてすべてのMA間距離を計算した。こ

うして計算された各MA間距離に加えて、隣接

MAを考慮し、加入電話間の距離段階別料金表に

あわせた５６７×５６７の物理距離行列を作成した。

また、各MAが属する都道府県はNTTから公開

されているため、それを用いて、事業者毎に通話

量を県内市外通話、県間通話の別に距離段階（隣

接区域、～２０㎞、～３０㎞、～６０㎞、～１００㎞、～

１７０㎞、１７０㎞以上、（NTTでは１００km以上は

同一区間））で集計した。

通話料金のデータは電気通信役務報告書（上記

トラヒックデータ）に各事業者の距離段階別の通

話料収入と通話時間合計があるため、通話料収入

を通話時間で除することにより距離段階別平均通

話料金を算出した。また、各距離段階別平均通話

料金は総務庁消費者物価指数統計による都道府県

庁所在地別総合消費者物価指数（帰属家賃を除く）

により実質化し、実質距離段階別平均通話料金と

した。そして、各距離段階別の実質平均通話料金

及び各距離段階別通話時間を発信 MA毎に、

NTT，NCCについてそれぞれ県内市外通話・県

間通話の通話料金指数、通話量指数を下記の式に

従って計測した。

２）各発信MAの地域変数

今回の推計にあたっては、発信MA毎の「世

帯あたり実質所得」と「発信元加入電話加入数」、

また、各推計で対応した「着信先加入電話加入数」

を用いた。

各データソースは以下の通り。

世　　帯　　数：各年度住民基本台帳世帯数（日

経NEEDS地域総合）

所　　　　　得：「個人所得指標：課税対象所得」

日本マーケティング教育セン

ター（日経NEEDS地域総合）

消費者物価指数：総務庁消費者物価指数統計によ

る都道府県庁所在地別総合消費

者物価指数（帰属家賃を除く）

加　　入　　数：NTTの公表するMA別加入電

話加入数

ここで世帯数と所得についてはMA別のデー

タが存在するわけではなく、上記データは市区町

村別のデータである。ここでは、市区町村別の

データをMA別に集計し直して分析に用いた。

厳密に言うと各MAは行政単位に完全に一致し

ていない場合もあるが、ほとんどのMAでは市

区町村単位の行政単位の組み合わせでできている

ことから、今回の分析では上記データからMA

別地域データを作成した。

NTTのインターネットホームページでは各

MAに対応する市外局番及び市内局番が公開され
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ている。今回はこの市外局番及び市内局番を各市

区町村役場の代表電話番号とマッチングさせるこ

とにより、各MAの地域データを作成した。こ

の方法で作成したのは、各MA別世帯数及び、

各MA別課税対象所得で、これらデータから各

MA別「世帯あたり所得」を計算した。そして、

上記の都道府県庁所在地別消費者物価指数（帰属

家賃を除く）により実質化した。

また、加入数についてはNCCの加入数がMA

別には入手ができなかったために、NCCの推計

についてもNTTの加入数データを用いた。「着

信先加入電話加入数」については県内市外通話の

推計では、県内加入電話加入数から発信MAの

加入数を除いた数値を、県間通話の推計では、各

年度の加入電話加入数合計から発信MAが属す

る県の加入数を除いた数値をそれぞれ用いた。
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自治省行政局（１９９８）『住民基本台帳人口要覧（平成１０年版）』国土地理協会

自治省行政局（１９９９）『住民基本台帳人口要覧（平成１１年版）』国土地理協会

実積寿也・太田耕史郎・大石明夫（１９９８）「アンケート調査に基づく世帯通支出の分析」情報通信学会

誌Vol．１６，No．２

総務庁統計局（１９９７）『消費者物価指数年報　平成８年』日本統計協会

総務庁統計局（１９９８）『消費者物価指数年報　平成９年』日本統計協会

総務庁統計局（１９９９）『消費者物価指数年報　平成１０年』日本統計協会

総務省（２００１）『平成１３年度版　情報通信白書』ぎょうせい

田北俊昭・宮田拓司・高谷徹（１９９９）「移動電話・公衆電話を考慮した地域間通話需要分析モデル」『応

用地域学研究』No．４
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中村彰宏（２００１）「近年の通話需要の動向」『郵政研究所月報』No１５０．
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要モデルの構築－」『公益事業研究』第５２巻　第３号

三友仁志（１９９５）『通話の経済分析　外部性と料金の理論』日本評論社

三友仁志・太田耕史郎（１９９４）「通話需要関数の推定と最適料金体系の数量的分析－需要の外部性の存

在に依拠して－」『地域学研究』第２２巻，No．１．

森田優三（１９８９）『物価指数理論の展開』東洋経済新報社

山崎健・今川拓郎・三友仁志（１９９３）「日本における通話構造の定量的分析－通話トラヒックデータに

依拠して－」『地域学研究』第２３巻，No．１．
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１　はじめに

昨年９月１１日�のニューヨーク世界貿易セン

ター、ワシントン国防総省などへの民間旅客機を

使っての同時多発テロは、まだ記憶に生々しい。

今なおアフガニスタンでのタリバン、アルカイー

ダの追求、アフガニスタン社会の復興や、世界貿

易センターの瓦礫除去作業などが続いている。こ

の事件は、２１世紀の世界構造の枠組み、在り方に

大きな影響を与えるものといわれている。

この小稿では、ニューヨークの世界貿易セン

ター崩壊をテーマに、情報通信の観点からシステ

ムダウンとその復旧の歩み、そしてこの事件から

得られた教訓などをナスダック、ニューヨーク公

益事業委員会等の動き、コメントなどを通じ紹介

してみたい。なお、参考として、Y2Kの終焉後

に出された米国大統領協議会の最終報告の一部も

あわせて紹介したい。

２　ナスダックの経験

ナスダックは、惨劇のあった９月１１日�、証券

取引所の閉鎖に追い込まれた。そして、翌週月曜

１７日に市場を再開した。ナスダックは、世界最大

の電子証券取引所で、ナスダックの情報通信ネッ

トワークにより、８３か国、１３０万を超える顧客を

相手に、Amazon、Apple Computer、Cisco、

Comcast、Dell Computer、Intel、Microsoft、

Oracle、Starbucks、Sun Microsystems、World-

Com、Yahoo!など４千社以上の企業の株式の売

買が行われている。

ナスダックのCEO、Hardwick Simmonsは、

まだ行方不明者の捜索が続く９月２０日、上院の銀

行・住宅・都市委員会で証言を行った。また、ナ

スダックの最高情報管理責任者（Chief Informa-

tion Officer：CIO）Gregor Bailarは、マスコ

ミ・インタビューでシステム停止・復旧の模様を

語っている。これらの話をもとに当時の状況を再

現してみよう。

９月１１日�、午前８時４５分、アメリカン航空１１

便が世界貿易センター北タワーに突入した。その

とき、ナスダックのGregor Bailarは、マンハッ

タン・ミッドタウンにハイヤーで向かおうとして

いた。彼は、１０ブロック離れた世界貿易センター

に白煙が上がるのを見て、世界貿易センター近く

One Liberty Plaza４９、５０階にあるナスダック本

社に安否確認を電話した。次いで自宅に電話した

あと、コネティカット州のナスダック・プライマ

リー・データセンターに電話した。情報通信シス

テムの機能はすべて異常なし。午前９時３分、ユ

ナイティッド航空１７５便が世界貿易センター南タ

ワーに突っ込んだのを知り、彼は、とんでもない

出来事が起きたと直感。株式取引サイトやプレ

ス・放送スタジオのあるミッドタウン・タイムス

スクエアのナスダックオフィスに直行するよう運

転手に指示した。その間、本社スタッフは、最終
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確認・施錠をするセキュリティ・警備担当社員を

最後に全員、One Liberty Plazaビルから避難し

た。

ミッドタウンのオフィスに着いた彼は、９時１５

分、当面１０時まで市場を閉鎖することを決めた。

この決定は、そのあと終日閉鎖に変更された。彼

の携帯電話には、ナスダック、ニューヨーク証券

取引所（NYSE）、証券取引委員会（SEC）、証券

会社の幹部から、「ナスダックは市場を閉鎖する

のか」と問い合わせる電話がひっきりなしにか

かってきた。

本社にはタイムススクエアの株式取引サイトに

つながる電話交換センターがあり、センター閉鎖

により株式取引サイトの電話は使えなくなった。

ナスダックは、ダウンタウンのオフィスとタイム

ススクエア・オフィスそばのホテル、マリオッ

ト・マーキスの２か所に臨時指令センターを設け

情報収集を始めた。まずは社員やトレーダーの安

否の確認。次に、本社のあるOne Liberty Plaza

ビル、データセンター、情報通信網などの被害状

況の確認。そして、復旧対策の検討を始めた。さ

らに、危機管理マニュアルに従って、今日取引が

できるか、証券関連企業は大丈夫か、などを調べ

た。

ナスダックは次のような基本方針で臨んだ。

１）捜索救難活動に支障をきたすようなことは行

わない。

２）証券取引委員会と緊密な調整を図りながら行

動する。

３）他の証券・商品等の取引所や大手市場参加者

が完全に再開準備が整うまでナスダックを再

開しない。

４）取引参加メンバーや株式発行企業に対する情

報開示や支援は、オープンで透明なものであ

ること。

情報集中管理センターが、社員の安否確認や幹

部社員との連絡窓口のため、メリーランド州のナ

スダックセンターに設けられた。このセンターは、

１～２時間ごとに幹部社員の所在地と電話番号を

記したリストを社内に配った。幹部社員の多くは

一か所にとどまらずたえず移動していたのでこの

リストは非常に有益だった。

メリーランドのセンターには、証券取引の規

則・手続を専門に扱う法務グループがいた。１１日

当日は、すでに午前８時から市場は開いていた。

このグループは、取引を再開するか市場閉鎖を続

けるか検討・判断にあたった。情報通信ネットで

モニターしたところ、ナスダックで株式取引する

３９３社の企業（market maker）やECNのうち４０

～７０社が何かしらのトラブルに見舞われていた。

ナスダック・システムは、高度の冗長性をもっ

ている。ある一つのオフィスが機能停止に陥ろう

とも、マンハッタン南部が停電しようとも、ナス

ダック・システム自体は大丈夫である。ナスダッ

ク市場参加企業は、自社のオフィスとバックアッ

プ・センターにナスダック専用のサーバーを複数

持ち、そこから、２か所のナスダック基幹網の接

続ポイント（points of presence）や接続センター

（connection center）に接続する。マンハッタン

のダウンタウンには、４か所の接続センターがあ

るが、いずれも機能は完全であった。システム全

体としては、マンハッタンを含め全米に２０か所以

上の接続センターがある。サーバーはどれも２系

統の異なった回線で、しかも多くは各々別の通信

会社の回線で、これらの接続センターのうち２か

所とリンクしている。接続センターは、プライマ

リーとバックアップの複数のデータセンターにつ

ながる。WorldComはナスダック全体のネット

ワークを管理しているが、通信会社の大規模な不

具合に備え別の通信会社が補完する仕組みをとっ

ている。
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テロ発生時、ナスダックの取引自体は中断され

た。しかし、ナスダック・システムやネットワー

クは、当日午前８時に始まった取引の決済など後

処理を行うため、その後も稼動した。また、水曜

以降もナスダック・システムとの接続テストのた

め、システム自体は常に動いていた。

テロ翌日の水曜正午までに、ナスダック株式取

引量の６０％相当は、市場を再開しても直ちに動き

出せると判明。水曜夕方までかけ３００社以上の株

式取引企業に、電話で「ナスダックのネットワー

クに接続できるか」、「貴社の従業員はナスダック

端末を使えるか」、「今後想定される問題はなにか」

などを質問。３０社が木曜の取引ができないと回答。

ナスダックでは、８００社以上のmarket makerや

order-entry-firm、ECNなどの市場参加企業や、

他の内外の証券取引所に対して、代替ナスダック

取引端末の提供、ネットワーク接続テストなど復

旧のための技術支援を行った。取引先に約１００名

の社員の派遣も行った。復旧ではCiscoやDell、

WorldComの支援を受けた。水曜の段階では、約

１０社は、自社のバックアップセンターから取引を

行わざるをえない状況であった。１社は全く壊滅

状態。数社はバックアップ・サイトを準備するの

に早くとも金曜までかかることが分かった。さら

に、ナスダック市場に上場している４，３２２社にも

問い合わせ、株価安定や株式流動性促進のため株

式買取りを行うことができるよう準備を勧めた。

その間、ナスダックのCIO、Gregor Bailarな

ど幹部は、ニューヨーク市のジュリアーニ市長主

宰の幾つもの会議に出席。水曜、マンハッタン南

部の通信等のインフラをテーマとする会議では、

アクセスやセキュリティが議論された。木曜の会

議では、通信インフラが壊滅的打撃を受けダウン

タウン地域のビルへ通信アクセスができないこと

が判明した。

通信・電気が途絶し従業員の通勤ができなく

なったため、市場の再開には大きな困難とリスク

が生まれた。証券市場はできるだけ早く再開すべ

きであるが、１）証券・資金の流動性が十分に確

保され、２）さらなる制約を作らず、３）どの投

資家も公平にアクセスできるように、また、４）

取引所が効率的に運営されるべきである、という

のが市場関係者すべての共通認識であった。さら

に、不確実性はあったものの、すべての証券市場

が同時にオープンすることが、投資家の信頼性を

うるため重要だとのコンセンサスがあった。

証券取引委員会、財務省、連邦準備制度理事会

の指導を受け、市場再開は、遅くとも翌週１７日、

月曜におこなうことが決定された。この決定の

ベースになったのは次の点である。

１）VerizonやMCI WorldCom、銀行・証券会社

などの努力により、日々、通信復旧地区が拡

大していた。

２）世界貿易センターでの不眠不休の救出活動が

続いており、その精力的な活動をはばんでは

いけない。

３）週末に行われる広範なシステム接続テストの

結果をみなければ市場は再開すべきではない。

強調すべき点は、証券取引委員会が、市場の安

定的な再開・運営を最優先に考え、企業の自社株

買取りなどの証券取引関係のルールの規制緩和を

迅速に行ったことである。

週末に行われたシステムのテストは月曜、市場

再開の判断のため重要であった。

土曜、午前９時半から午後４時にかけ、ナス

ダックは、通常の取引日の運用と同じようにナス

ダックシステムを稼動させた。このテストには数

多くの株式取引企業が参加した。同時に、回線を

切断し取引を中断させるシミュレーションも行っ

た。その間、トールフリー回線を設け取引企業の

トラブル相談に応じた。
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テスト開始から２時間後の午前１１時半には、ナ

スダックシステムや取引企業どうしの接続が順調

であるかどうかについて、取扱い株式数の９８％の

レベルまで機能確認を終えた。market maker企

業にあるナスダック専用サーバー２，７００のうち、

２，４００強が順調に作動した。ほとんどのmarket

makerは、サーバーを複数もっており、ナスダッ

クは、ほぼすべての取引参加企業との接続テスト

は成功したと判断。日曜、午前９時半から正午ま

での半日をかけ再度テスト。取引量がわずかの会

社をも対象としてアクセスチェックを行った。

翌日１７日、月曜は市場再開。朝の６時半には接

続が１００％OKであることが確かめられた。月曜

の取扱い株式数は２７億に達した。ナスダックと

ニューヨーク証券取引所の間ではいつもと変わら

ない株式数（５０億株）が取引された。

システム停止・復旧から得られた教訓は、次の

ようなものがあるとHardwick SimmonsやGre-

gor Bailarは語っている。

分散型システムは本当にすばらしい。情報通信

網やコンピュータセンターの二重化が万全で、コ

ネティカット州、メリーランド州にオフィス、ス

タッフがいたので、迅速な復旧が可能であった。

ちなみに、ナスダックは幹部社員に別個の通信会

社の２台の携帯電話機を常に身に着けてさせてい

る。

Y2Kに備え、色々な事態に遭遇しても株式市

場が可能な限り平常どおり機能するよう大々的な

危機管理のリハーサルを行ってきた。また、毎日

正午、全米規模のテレビ会議を行っており、今回

の出来事でも関係者間の意思疎通がスムーズで

あった。これらのコミュニケーションの「場」を

ルール化し日常業務のなかにルーティン化してお

くことが重要だ。今後さらに、証券取引委員会や

ニューヨーク市との意思疎通をより円滑なものに

することが大切だ。

今回の出来事で試されたのはバックアップ戦略

の有効性であった。バックアップセンターは機能

したか。スタッフがセンターに行くことができた

か。緊急対応の電話番号を知っていたか。残念な

がら、多くの社員は、デスクの中に緊急電話番号

のリストがあったが覚えておらず、連絡をとるの

が難しかった。

３　通信事業者（Verizon、Sprint等）やユーザ

の被害状況など

Verizonは、全体的には東海岸地域などの通信

網に対して、大きなダメージを受けなかった。し

かし、ロアー・マンハッタンでは、１０ヶ所の無線

送信施設が破壊され、多数の固定・セルラー回線

の加入者サービスが不可能になった。また、この

地区には２０万の加入電話回線と３百万データ回線

相当の容量の専用回線があるが、大きなダメージ

を受けた。崩壊した世界貿易センター隣接の

West Street１４０番地のビルにネットワークセン

ターがあり、そのビルに大きな穴があき、地下水

とほこりが侵入したのだ。ニューヨーク証券取引

所専用の２か所のメイン・サービスセンターの一

つが使用不能になった。ウォールストリート地区

の通信確保のため、Verizonは、ロアー・マンハッ

タンへ４８８名の社員を派遣しこのセンターを迂回

する臨時回線を設定した。

Sprintは、ロアー・マンハッタン地区で４か所

の携帯電話施設が回線断になった。ニューヨーク

市内のその他の施設も停電で一時的に使えなく

なった。また、テロ攻撃で不具合がでた他の通信

会社の影響で、Sprintの携帯電話施設と他の通信

会社の固定回線網との接続が一時中断した。

そのほかWorldComやAT＆Tといった長距離

通信事業者も被害をうけたが、トラフィックの迂

回化でサービスダウンを最小限に抑えることがで

きた。
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通信サービス・ユーザの通信トラフィックの急

増が大きな問題になった。電話のトラフィック量

は、通常の５０～２００％増になった。しかも、火曜

から水曜にかけ電話のトラフィック量は大きく変

動し続けた。携帯電話も同じく通常日のピーク時

の５～１０倍に達した。インターネットで情報を得

ようとしたユーザは、ウェブサイトの「凍結」に

直面した。特に、ニュース配信のサイトがひど

かった。あまりにアクセスが多すぎてパンクして

しまったのだ。国際間の電話やデータ通信のトラ

フィックも通常の５０～１５０％増。ニュース関連サ

イトのヒット数は、これまでで最高を記録した。

Intelig、Telecom Argentina、MATAV、Tele-

fonicaなどの通信事業者は、米国との間の通信料

につき９月１１日～１６日の間、割引や無料にしたと

いう。また、空港閉鎖や国際便離発着のキャンセ

ルのため、航空会社のコールセンターやウェブサ

イトへのアクセスが急増した。電話問い合わせの

待ち時間が最高２０分になったとのレポートもある。

インターネットがテロ攻撃のときどう使われた

かアンケート調査し、９月１５日まとめたレポート

がある。（Pew Internet＆American Life,"How

Americans Used the Internet After the Terror

Attack"）その一部を紹介してみよう。

ほとんどの米国市民は、テロ攻撃後のニュース、

情報をテレビ、ラジオなどに求めた。インター

ネットはテレビや電話を補うものであった。イン

ターネットは、個人の怒り、悲しみを他に表現、

訴えるものとして有効であった。

テロ攻撃を第一次的に知ったメディア

火曜のテロ攻撃からの２日間に４分の３の米国

市民は、親戚・友人・知人の消息を電話やイン

ターネットの電子メールで確かめ合った。

Pew Internet＆American Lifeのこれまでの調

査では、米国のインターネットユーザの５５～５８％

は毎日インターネットを使っているが、攻撃の当

日と翌日は５１％と若干減っている。テレビに釘付

けになる人が多かったからかもしれない。ただ、

インターネットユーザの２９％が火曜に、３６％が水

曜にニュース関連のウェブサイトにアクセスして

いる。（通常日のニュース関連のウェブサイトへ

のアクセス率は２２％）

普段は、インターネットユーザのわずか４％し

かチャットルームにアクセスしないのに、同時テ

ロ後の２日間は約１３％が、チャットや電子掲示板、

e-mail listservsにアクセスし、いわゆるヴァー

チャル・タウン・スクェア（街の仮想広場）に加

わった。

７千万以上のインターネットユーザは、テロ攻

撃当日、家族や友人に電話で安否確認しようとし

た。うち３５％の人たちは電話が通じず、このうち

２０％のユーザはかわりにインターネットで会話し

た。（電話不通のためインターネットを使った

ユーザの数は４～５百万人と推計される。）

テロ攻撃当日、インターネットユーザの２９％は

ニュースサイトにアクセスしたが、このうち４３％

の人たちはアクセスに問題があったと回答。うち

４１％の人はつながるまで何度もアクセスを試み、
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３８％は他のサイトへ、１９％はあきらめた。サイト

側は、アクセス急増に対し、ホームページからグ

ラフ、広告などを削りできるだけ軽くする対策を

とった。

４　民間企業の緊急事態への対応

Yankee Groupは、同時多発テロの教訓を特別

レポート「September１１,２００１： Infrastructure

Impacts, Implications, and Recommendations」

にまとめた。情報通信関係の企業、ユーザにとっ

て参考にすべき点が多々あるので概要を紹介して

みよう。

（状況）

９月１１日の出来事は通信がいかに重要なものか

明らかにした。通信が輻輳し通じにくくなり苛立

ちが募った。しかし、携帯電話やインターネット

といった代替通信手段がうまくコミュニケーショ

ンに用いられその有効性が明らかになった。特に

携帯電話は衝突のビル崩落の犠牲者には役立った。

救助隊員に電話し自らの位置を知らせ助かった人

もいる。また、ハイジャックされた航空機からの

携帯電話は、捜査当局が機上の出来事を完全に把

握するのにきわめて有効だった。

危難に遭遇したとき、電話サービスは、機器の

故障よりもトラフィックの殺到で回線断になって

利用できなくなってしまう。ホリデーシーズンな

どトラフィックの増加が見込まれるとき、通信事

業者は、予備回線を用意するなどネットワーク維

持に努めるが、突発的で大規模な災害など破滅的

出来事のときはそうはいかない。

他地域から災害の起こった都市への連絡は、電

話を使ってはできなかった人が多い。しかし、電

子メールやT1、DSLなどを使って多くの人は安

否を確認することができた。Instant Messaging

通信トラフィックの輻輳

は、家族、友人との連絡に有効であった。イン

ターネット自体は、１００％機能したとはいえない

もののアクセスできないということはなかった。

携帯電話は、かなりの強靱性、実用性を発揮し

た。多くの携帯電話中継設備は破壊されたが、通

信事業者は車載中継装置を直ちに準備しロアー・

マンハッタンをカバーした。

（教訓）

○セキュリティ対策としての分散多様化

固定回線や無線回線の電話機、ウェブ対応の

PDAなど多種多様な通信機器を社員にもたせれ

ば、災害時の通信リンク維持の可能性が高くなる。

また、企業は、非音声系の通信手段への投資を考

慮すべきだ。たとえば、SMSやWAPベースの電

子メール、Instant Messaging、E９１１型のアプ

リケーションなどである。

○企業は、航空機を使ったビジネス旅行の代わり

の手段を考えるべきだ。

航空交通が中断し、一時期航空機での旅行に逡

巡するムードが広がったが、この経験から電話・

ビデオ会議がこれから増えるであろう。ビデオ会

議や電子書類暗号化・交換技術の発展により、物

理的な移動の必要性は少なくなるだろう。これら

の手段の発展のためには投資、計画、試行錯誤が

必要だ。ビデオ会議の普及が遅いのは、セキュリ

ティの心配よりもビジネス慣行やメンタリティが

原因だ。ビデオ会議は大企業の取締役会だけでな

い。インターネットを使ってのNetMeetingなど、

担当セクションでのビデオ会議も急速に広まるで

あろう。ビデオ会議のトラフィックは８～１０倍増

えると見込まれる。

○通信事業者は、自らのネットワークを使っての

代替的な通信手段の提供能力を検証・確保すべき

だ。

例えば、通信事業者は、電話回線のバックアッ

プとしてインターネット電話を提供すべきだ。
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「インターネット電話の補完として通常の電話を」、

と考えるのが普通であろうが、今回の事件ではそ

の逆も有用であることがわかった。

○ビデオ・音声会議のニーズの急増に備えるべき

だ。

ビデオ・音声会議システムを提供するベンダー

は、ビデオ会議等のニーズの高まりに対応できな

い通信事業者に対し、システム設置、操作訓練

サービスを提供できるようにすべきだ。さらに、

通信事業者は、ビデオ会議サービスの展開を容易

にするため標準化を相互に合意することが望まし

い。今の電話機据え付けと同じように、複雑な調

整が不用なシステムにすることがベストだ。

○E９１１は積極的に展開すべきだ。

残念なことにどのオペレータもE９１１の無線位

置探知に関する２００１年１０月の期限を守っていない。

通信事業者は、フィールド試験を終え幾つかの先

行地域でシステム展開を始めている。先行地域で

は２００２年、全国的には２００３／２００４年に利用可能に

なると期待されている。E９１１無線位置探知シス

テムがこのテロ攻撃の際利用できたなら何人かの

犠牲者は、もっと早く見つけだすことができたと

思う。ロアー・マンハッタンには携帯中継機器は

高密度に設置されており、緊急電話があれば３点

間測距で正確に位置をつかめたことであろう。

○衛星サービスは現実的な代替手段だ。

衛星通信事業者は、地上系サービスを補強する

機能を自らがもっていることを自覚したにちがい

ない。特に、トラフィックが急増し大混乱を引き

起こした国際長距離回線では、衛星の役割は十分

認識された。衛星は、完璧に分散型で高度に柔軟

性をもった災害復旧時のメディアである。衛星は、

容量的にはファイバーに負けるとしても、衛星は

多用途性や高い復旧能力という特性をもっており

すぐれたネットワーク復旧手段である。

（状況）

マンハッタン地域で、破壊されたネットワーク

集中管理センターとリンクしていた企業は、代替

的な通信オプションを考慮しなければならない。

大手通信事業者は、企業ユーザに対し、ビジネス

上の支障を最小限にすると約束している。この事

件は、ニューヨーク都市圏の高度光ファイバー網

サービスの展開を遅らせる可能性がある。同期光

ネット（Synchronous Optical Network：

SONET）がなぜ不適当かというと、この技術は

常時バックアップリングのため通信帯域を浪費し

ているからである。ところが、この事件によって、

効率性の点で劣っても十分に信頼性の実績がある

AT＆TのFASTARのような技術のほうが適当

であり、これらの技術に回帰すべきではないか、

との議論がでている。

Verizonは、世界貿易センター崩壊でもっとも

被害を受け、今、施設復旧、回線の迂回化に全力

で取り組んでいる。特にニューヨーク証券取引所

の通信網の復旧は、翌週月曜１７日の市場再開に間

に合わせることができた。

通信事業が過酷な競争状況におかれている現状

では、被害通信設備の復旧のための追加投資は企

業の将来的な収益性を左右しかねない。復旧投資

は、より小規模の競争通信事業者にダメージを与

えそうだ。

（教訓）

○巨大組織はネットワークの所有を模索すべきだ。

非常に大規模な企業、組織は、基幹的な通信の

部分について、通信事業者のサービスを利用する

だけでなく、選択肢の一つとして自ら通信網を保

有管理することを検討すべきである。自ら通信基

盤を管理できれば、信頼性向上をはかることがで

きる。

ネットワーク基幹設備・端末機器の破壊
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○蓄積プロトコル（storage protocol）をベース

とするサービスの採用を検討すべきだ。

Fibre Channelや InfiniBand、iSCSIなどの

storage protocolを活用しリアルタイムにバック

アップ、データ複製を行う光ファイバー利用サー

ビスが誕生している。もし光ファイバー・ネット

ワークの設備投資が可能であれば、このような

サービスは有用であろう。

○通信事業者に対してユーザは地理的な冗長性を

求めるべきだ。

多くの通信事業者は、ユーザ企業に対し冗長性

のあるサービスを提供することをアピールするで

あろうが、その冗長性の中身は多種多様である。

業務上重要なトラフィックのある企業は、冗長性

を確実にするため通信回線が２～３ヶ所の異なる

通信施設に別個につながるよう通信事業者に求め

るべきだ。この場合のコスト高の目安は、冗長性

のない場合より１０～２５％割高になるというのが相

場だろう。

○冗長性確保のため、企業ネットワークのなかに

インターネット電話を組み込むべきだ。

通信事業者のなかには、インターネット電話を

提供できないところがあるかもしれない。しかし、

インターネットサービスプロバイダーへの専用回

線などをもつ企業であれば、音声通信の冗長性を

確保するため、ルータやフレーム・リレー・アク

セス機器など自営の通信機器にインターネット電

話用のカードを組み込んで、インターネット電話

をすることが可能だ。そうすれば、ネットワーク

が逼迫してもインターネット・バックボーン網を

通じ通話できるようになる。

○ベンダーは、通信事業者の主要通信網を機能さ

せるため機器とスタッフを提供すべきだ。

通信ネットワークは、設計上、全体として多

重・ループ化されている。ところが、今回の事件

ではマンハッタンの通信結束点（ノード）が打撃を

受けたため、米国全域や欧州との間のトラフィッ

クが影響を受けた。特に、金融関係情報のトラ

フィックが大きな支障をこうむった。短期的には、

ベンダーは、自ら機器・サービスを提供している

通信事業者の中枢通信設備をバックアップし再稼

働化させるため支援すべきだ。長期的には、ベン

ダーは、主要大都市圏用に、安全な場所に予備通

信機器を保管し、危急のとき通信事業者に提供す

るようにすべきである。

○予備電源の備えを十分にすべきだ。

通信事業者は、一般的には大口の電力消費者で

はない。しかし、今回のテロ攻撃後の事態では主

要通信施設の予備発電機のディーゼルオイル確保

に苦慮した。電力確保は将来さらに重大な課題に

なるであろう。

○通信互換性と信頼性はカギだ。

ニューヨーク都市圏の光ファイバー網のベン

ダーは、通信互換性と信頼性を確保・向上させる

ため標準化を急ぐべきである。

（状況）

Fortune５００にリストアップされる大企業はす

べて一定レベルの災害復旧計画をもっているが、

それを延長しビジネス継続を確保する計画はもっ

ていない。災害復旧は、ビジネスを寸断なく続か

せる事業計画の一部にすぎない。広義の事業計画

には、企業の永続的な事業目的達成を可能にする

情報通信インフラの設計、建設、運用が盛り込ま

れるべきである。

災害復旧計画にばかり精力をついやすと、例え

ば、業務上必要なファイルの回収や、ファイルの

仮設オフィスへの搬送といったことが遅れ、仕事

の再開、正常化がおろそかになってしまいがちに

なる。

災害復旧よりもむしろビジネス継続を目標と
する計画の策定
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（教訓）

○ただちにビジネス継続計画を作成・実行すべき

だ。

この計画は、１）包括的で、２）個別システム

ごとに詳細計画を定め、３）ビジネスの継続に焦

点を当てたもので、４）サービスレベルの細目規

程をチェックし、５）災害を回避するため明確で

実行可能な方策が盛り込まれるべきだ。

○企業は、IT関連のセキュリティ確保に一層努

めるべきだ。

暗号化、認証、ファイアウォールといった電子的

な保護システムの開発成果の導入を進めるべきで

ある。特にインターネット利用に関しては、企業

は、従業員やオフィスなどに対する脅威をチェッ

クすることが適当だ。セキュリティ契約を見直し

にあたっては、正規の監査手続きの導入・維持の

メリットを認識すべきであろう。

○これまで保持しているサービスレベル細目規程

のチェックを行うべきである。

規程の見直しに当たっては、

１）情報通信システム全体を包括的にとらえ、ま

た、個別システムごとにチェックし、ビジネ

ス継続ができることに配慮すること。

２）毎月ないし四半期ごとに見直し、災害復旧・

ビジネス継続計画の最新化をはかること。

３）災害復旧・ビジネス継続計画のシステム監査

を行うこと。

○地域的に離れた施設でのバックアップは重要だ。

この幾十年にもわたり銀行などの大組織は専用

データネットワークを使い地域的に離れた場所に

バックアップセンターを設け災害に備えてきた。

現在、インターネット、IP VANの普及により

一般の企業でも容易かつ安価にバックアップセン

ターを置くことが可能になった。特に、これまで

専用ネットワーク接続が経済的に困難だった支店、

出張所といった小規模オフィスでも、地域的に離

れた場所にバックアップセンターを置くことが可

能である。

○ベンダーはビジネス継続サービスも提供すべき

だ。

データ蓄積、ネットワーク関連のベンダーは、

データセンターを念頭において、クライアント企

業に対し、ビジネス継続、災害復旧のサービスを

トータルサービスの一環として提供すべきだ。

○通信事業者は、コンサルティング、緊急対処の

サポートをすべきだ。

通信事業者は、単純なサービス提供で十分だと

考えるべきではない。ビジネス継続計画の作成は

複雑な作業であり、多くの企業はその大変さを理

解していない。教育訓練をサービス提供の一環に

入れ、通信事業者の主要サポートメカニズムに組

み入れるべきだ。

（状況）

IT機能のアウトソーシングによって、企業は

コアコンピータンスに能力を集中することができ

る。また、大きな危機が到来した場合、ITを活

用し迅速に事業の維持・回復をはかることができ

る。危機の時に、部外の経験豊富な専門スタッフ

を使うことにより、限られた社内の ITリソース

使用で起こるおそれのある機能不全におちいる事

態を避けることができる。

その他のメリットは次のとおりである。

１）ベンダーは、早期復旧のため、同一不具合の

再現・復旧シミュレーションを行うmir-

rored solutionを提供できる。

２）ベンダーは、バックアップ、セキュリティ保

持、パフォーマンス監視といったサービスを

迅速に行う問題解決型サービスを提供できる。

リスク軽減のオプションとしてアウトソージ
ングなど外部サービスに対する注目はさらに
増大するであろう。
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３）ベンダーは、個別ニーズに応じ有効なビジネ

ス継続計画の策定を支援する専門サービスを

提供できる。

企業は、アプリケーションのホスト機能やデー

タ蓄積機能を分散化しようとするなら、さまざま

な種類の IP VPNを使う広域ネットワークへと切

り替えを考えるべきかもしれない。

（教訓）

○社内リソースの点検と外部サービス活用プラン

を作成すべきだ。

ITを活用する組織は、ただちに組織内 ITリ

ソースを点検し問題点改善に取り組むべきである。

９月１１日の危機は、既存のビジネス継続計画を検

証するよい機会となった。明白な弱点や障害を見

つけ出し改善アクションプランを作成すべきだ。

アクションプランには、技能・技術ギャップを埋

めるため、外部リソースの役割の分析やアウト

ソーシング、システム統合、コンサルタントの役

割の分析を含めるべきである。

○ネットワークへのより高度なアクセス技術の組

み入れを行うべきだ。

AT＆TやWorldComのクライアントの中には、

既存のフレームリレー回線ごとにそれと並行する

アクセス回線を組み込むことで、フレームリレー

やATMで動く無接続・ IP対応ネットワークへ

と転換する動きが出ている。他の多くのユーザに

も同様のシステムへの更新の機会が与えられるべ

きだろう。

○技術転換を許容する契約が必要だ。

通信事業者は、契約期間なかばで、契約解除、

新契約締結といったことを求めず、既存契約のま

まで新たな技術要素への転換を認める条項を契約

書に入れておくべきだ。

○データネットワークに「follow-the-sun」手法

を導入すべきだ。

企業は、音声コールセンター・ネットワークの

「follow-the-sun」手法をデータネットワークに導

入すべきだ。データは、人間と異なり８時間シフ

トではないので、災害などなんらかの理由により、

いついかなる場所でのシステムダウンが突然起こ

ろうとも対応できるシミュレーションを行うべき

である。

○ベンダーは、ビジネス継続能力が社内にどれほ

どあるかチェックし、クライアントにビジネス継

続支援サービスを開発、販売すべきである。

アウトソーシング、システム統合を業務とする

ベンダーは、自社のビジネス継続計画をまず検証

し、クライアントに対するビジネス継続支援サー

ビスを開発、販売すべきである。短期的には、既

存クライアントに対しパッケージタイプのビジネ

ス継続検証プログラムを開発提供し、ついで、よ

り広範な領域のビジネス継続支援サービスを開発

提供するのが望ましい。

○既存の通信サービスの多様化をはかるべきだ。

単純なフレームリレー・ネットワークサービス

を提供する小規模通信事業者は、ATMネット接

続のフレームリレーサービスや多重高速パケット

サービスなど、提供サービスの多様化をはかるべ

きである。

○データ蓄積サービスのベンダーは、技術ではな

くビジネスソリューションに焦点をあてるべきだ。

データ蓄積サービスを提供するベンダーは、技

術開発の推進役であるビジネスソリューションに

販売の主眼をおくべきである。また、ベンダーは、

異なる技術システム相互で互換性をもたせる標準

化ソリューションを開発するよう心がけるべきで

ある。バックアップ機能を付加、管理するに際し

さまざまな障害があったため、多くの企業は、そ

の場限りの対策しか講じてこなかった。真にクラ

イアントとパートナーになろうとするベンダーは、

１）妥当なコスト見積もり、２）統合サービス、

３）バックアップ・復旧作業の単純化に資するソ
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フトウエアの提供に心がけるべきであろう。

５　規制当局の事後対応措置とその教訓

ニューヨーク州公益事業委員会の委員長Mau-

reen O. Helmerは、昨年１１月１３日NARUC第１１３

回年次総会において、９月１１日の世界貿易セン

タービルの崩壊によるロワァー・マンハッタンの

電気・通信等の公益サービスの停止と復旧の概況

を説明し、さらにセキュリティ対策の重要性につ

いて語った。その講演の主要部分を紹介してみよ

う。

ウォール・ストリートやニューヨーク商品取引

所をはじめとする約２万４千の企業はCon Edi-

sonからの電力供給を受けられなくなった。ガス

ではCon Edisonは約６千の顧客への供給を停止

した。スチームは３００の事業所への供給が停止。

通信へはより大きな影響があった。Verizonは、

電話回線３０万６千、専用回線４３０万などがサービ

ス停止。AT＆Tは、世界貿易センター南北両タ

ワーにある約４万９千電話回線を収容する交換設

備と世界貿易センター内の約１１０万回線相当の容

量のファイバー網が破壊された。

VerizonやAT＆T、MCIなどの通信会社やCo

Edisonなどのエネルギー会社は、世界貿易セン

ター崩壊で大きな被害をこうむった。しかし、計

画的で迅速な復旧工事の結果、病院等の重要施設

やウォールストリート地区へサービスが再開され

た。

公益事業の基幹施設のセキュリティは、３つの

観点からみる必要がある。

主要な公益サービスのネットワークセキュリ

ティは、物理的セキュリティと、情報機密保持と

いう情報セキュリティの二つがある。セキュリ

ティの対象となる情報は、施設の所在地、物理的

な動作特性、インフラの脆弱性などである。

州の公益事業委員会は、さまざまな公益サービ

スのネットワークの最重要設備は把握している。

しかし、それらの設備の保全措置については必ず

しも詳しくない。公益企業や州・連邦機関の専門

家に頼らなくてはならない。そこで、ニューヨー

ク州パタキ知事は、FBIニューヨーク支局の前支

局長Jim Kallstromを調整官に指名した。

データアクセスに関する州の公益事業委員会の

大きな役割は、セキュリティの観点から情報が正

しく管理され漏洩されることがないようにするこ

とだ。ハードコピー・書類の安全を確保するとと

もに、ウェブサイトをチェックしテロリストグ

ループに機密情報が不用意に渡らないようにする

ことは大切だ。データにアクセスできることは、

公益事業委員会の行政手続きにとり不可欠である。

また、利害関係を有する市民が情報にアクセスで

きるようにするという基本的な考え方は大切だ。

しかし、犯罪行為を意図する者の手にわたる危険

のある重要情報をどう守るか、という点も配慮す

べきで、ニューヨーク州法の「情報の自由」法

（Freedom of Information Law：FOIL）の見直

しも必要だろう。委員会内部にあるデータの物理

的・法的保護の仕組みは、委員会がこれからも職

務遂行上必要な情報にアクセスできるようにする

ため大切である。

セキュリティの第二の観点は、危害への準備と

事後対応である。ニューヨーク州は、これまでも

絶えず最新の緊急想定準備計画を公益事業者にも

とめてきた。計画の重要パートの一つが、緊急事

態発生時のコンタクトパーソンの氏名と電話番号

のリストと、事業者内のどの部課の職員がどのよ

うな仕事を担当するのか、という情報である。

委員会の職員に関していえば、氏名とオフィス

退避時など緊急時における連絡住所、電話番号リ

ストが大切だ。

ほかの多くの州と同じくニューヨークには、災

害時に事業者相互で助け合う長年の伝統がある。
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９月１１日の出来事が起こったとき、ニューヨーク

市の相互支援・復旧コンソーシャム（Mutual

Aid and Restoration Consortium：MARC）が

電話サービスの早期回復に大きな働きをした。

MARCは、ニューヨーク市の職員であったTom

Dunleavyの主導のもと作られた電話ブリッジシ

ステムである。現在、このシステムをより広域の

地域を対象とするものに拡大する方向で検討中で

ある。

さらに、ニューヨークには強力な州緊急管理機

構（State Emergency Management Organiza-

tion：SEMO）が長年にわたり機能している。９

月のような事態が発生したとき、１２の州組織の代

表がコンピュータ、通信機器が完備し情報の流れ

を制御できる緊急対応センターに集まることに

なっている。

１９９９年、ニューヨーク州のすべての州機関は、

Y2Kに備え十分な時間をかけ計画・訓練を行っ

た。サボタージュやテロなど、問題が起こった場

合とるべき行動などを内容とする偶発事件対処プ

ランの策定などを行った。数百人の州や市町村の

職員が、公益企業などの社員とともに幾度となく

机上訓練を行った。Y2Kでの作業が世界貿易セ

ンター攻撃後の対処の基本として役立った。

公益事業委員会では、エネルギー、通信関係の

スタッフをSEMO本部に２４時間体制で９月１１日

以降１８日間にわたり常駐させた。さらに、その後

１週間、委員会スタッフをSEMOの記者会見に

同席させた。SEMOへの常駐のほか、委員会ス

タッフを公益事業指令センターにおき、特に中小

企業の支援にあたらせた。

この数年、州の公益事業部（Department of

Public Service）は、知事公室（技術担当）と共

同で、GIS機能を使って公益事業のインフラの損

害拡大をSEMOの地図にすばやく表示する技術

の開発を行ってきた。イメージ化しにくいガス・

電気・スチーム・通信の地下埋設管路などの状況

を、GIS技術などを使って表示し、また、その復

旧の様子を日々追っていくことができたことは有

益であった。

セキュリティの第三の側面は、公益事業ネット

ワークの多様性・冗長性と、サービス提供に有用

な技術についてである。

ニューヨークは、早期復旧のためシステムの冗

長化をうながしてきた。市は、全米でももっとも

信頼性の高い電力システムを従来からもっている。

地下埋設システムの大半は二重化基準に合わせて

おり、この冗長性の組み込みがサービスの早期復

旧に役立った。

Con Edisonは、来年（２００２年）夏の最電力消

費期に間に合うよう復旧する約束を発表している。

同じくVerizonは、ケーブルの二ルート化などを

はかり電話サービスの復旧に努めている。完全復

旧には数ヶ月かかるようだ。

おおいに考えなくてはいけないことは、現在の

冗長性レベルが想定される環境で十分かどうかで

あり、不十分であれば、冗長性アップのためどの

程度コスト増になるかを考えるべきだ。

技術面の多様化に関しては、９月１１日の攻撃で、

携帯電話、地上回線での通信サービス、テレビ放

送が深刻な影響を受けた。RIMの携帯型PC通信

端末 blackberryや衛星電話、無線 palm pilot、

CATVなどがかわって大活躍した。可搬型発動

機は、配電網がビルにふたたびつながるまでの間、

世界貿易センター周辺地区の電力をまかなった。

６　終わりに

米国の同時多発テロは、なお事件が終焉を迎え

たというには早いかもしれない。炭そ菌事件が発

生しバイオテロなどさまざまな事件の可能性が報

じられ、２月のソルトレークシティの冬季オリン

ピックは厳戒態勢の下、実施された。
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今、米国には、ニューヨークの世界貿易セン

タービル崩壊等の事件を、コンピュータ２０００年

（Y2K）問題からつらなる危機管理の在り方を問

う事例として検証する動きがある。Y2K問題は、

原因と事象発生時点は明確である。被害が全世界

的な広がりをもちその被害の程度が不確かな情報

通信システム上の障害である。他方、同時多発テ

ロは、予期せぬ原因で突然襲来し直接的な被害地

域は比較的限られたもので、両者の事件の性格は

ことなる。しかし、リスク管理のあり方を検証す

るうえで、双方の事件は根幹でつながる要素が多

いように思う。

わが国は、今、第二次世界大戦後、幾度目かの

東京一極集中化の大きなうねりの中にある。さら

に、史上初めて経済社会全体をまきこむ情報化の

潮流に流されている。しかも、経済的に大きく疲

弊し経済回復力が弱まっている。このような状況

下に、大地震などの自然災害や人為的な異常事態

が発生すれば、リスク回避、復旧がうまくいかず、

社会経済に大きな混乱が起こるおそれがないとは

いえない。

米国のY2Kから同時多発テロまでの取り組み

を真剣に検証し、わが国国内のリスク管理に活か

すべきである。

（参考）ニューヨーク市の経済的損失

New York City Partnershipは、同時多発テロ

がニューヨークの経済産業分野に与えた影響につ

いて、A.T.Kearney、Bain＆Co．、Boston Con-

sulting Group、Booz-Allen＆Hamilton、KPMG、

McKinsey＆Co．、PricewaterhouseCoopersの７

社に調査委託し、昨年１１月レポートを発表した。

さらに、本年２月に調査の補足レポートを出した。

その補足レポートを紹介しよう。

〇損失の総額は８３０億�にのぼり、失業は１１月

見込みの５万７千人より相当増加する。

〇金融部門が、人材・施設の一箇所集中をさけ

分散化をはかる方針から、当初予想していた

よりも多くの雇用が、ウォールストリート、

ミッドタウンからニューヨーク市外へ移転す

る見込みだ。

〇連邦政府の支援が経済の回復の下支えになっ

ている。しかし、エネルギー・通信企業の設

備更新への公的財政支援がなく、また、連邦

のテロ保険がないことが、回復を遅らせてい

る。

〇付保対象の損害の評価額が急増しているため

損害保険請求が増加している。このことは、

テロ攻撃の経済的影響が広く深いことを意味

している。

〇航空旅客と小売は、やはり予想したとおり、

経済回復の阻害要因になっている。

〇世界貿易センターの瓦礫除去と大量輸送サー

ビスの復旧は、当初予想したより急ピッチで

進んでいる。しかも費用は予想よりも少なく

済んでいる。

去る１１月のNew York City Partnershipの経済

影響調査では、９月１１日のテロ攻撃は、ニュー

ヨーク市の経済に８３０億�の損害を与えた。損害

保険の支払いや、救助・瓦礫除去、インフラ復旧

への連邦の財政支援のあとも、市財政は少なくと

も１６０億�の純損失を被る見込みだ。

〇大手金融機関の「Two-Track」戦略

金融機関は、マンハッタンへの人材、施設の集

中を再検討し、オフィスの早期分散化に動いてい

る。その結果、ロアー・マンハッタンからオフィ

スそのものを撤退することはないもののオフィス

の郊外移転をはかり、当初想定したよりも多くの

雇用が郊外に移っている。
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１）American Expressは、事件後、ニュージャー

ジーにオフィス（５，０００名規模）を移したが、

本年６月には、第３世界フィナンシャルセン

ターに戻る予定だ。ただ、ロアー・マンハッ

タンに戻ってくるのは３，２００名に過ぎず、残

りはニュージャージーに留まる計画である。

２）Morgan Stanleyは、崩壊した世界貿易セン

ターに３，５００名規模のオフィスを構えていた

が、ウエストチェスター郡にオフィスを購入し

そこに２，０００名を移す計画である。Morgan

Stanleyの１４，０００名のほとんどはミッドタウ

ンとブルックリンの現在のオフィスで仕事を

続ける。最近、世界貿易センター近くのビル

の床面積１５万平方フィートをリース契約した。

３）Goldman Sachsは、長くロアー・マンハッタン

に本社を置いていたが、ハドソン郡のジャー

ジー・ウォーターに株式取引部門を移転させ

る計画を発表した。

○オフィス分散化の意義

テロ攻撃後ロアー・マンハッタンでは金融証券

関係で１２万９千の雇用がなくなったが、そのうち

３万１千はリスク分散の影響だと見られる。ビジ

ネスユニットの単位分散化に対する企業の関心増

大は、ニューヨーク市の５つの区（borough）へ

の集中の見直しである。２大ビジネス集積地区で

あるミッドタウンとロアー・マンハッタンを離れ、

周辺のブルックリン・ダウンタウンやLong Island

市などに惑星状に分散し、それらの地域でビジネ

ス地区の発展がはじまった。これらの地区では、

ビジネスは新たな活力を得たり、自然・人為災害

から被るビジネス上の損害を回避、最小化する代

替システムが生み出される可能性がある。

○ロアー・マンハッタン等のニューヨーク市内へ

のオフィス再立地の動き

他方で、テロ攻撃後、オフィスを奪われた金融

証券企業の多くが、ふたたびロアー・マンハッタ

ンやミッドタウンに回帰する動きも出ている。

１）Merrill Lynchは、ミッドタウンやニュー

ジャージーの疎開先を引き払い６，０００名の従

業員とともに世界フィナンシャルセンターに

戻った。

２）Bank of New Yorkは、One Wall Streetビ

ルに戻った。さらに従業員２，２００名が勤務で

きる賃貸ビルをロアー・マンハッタンで物色

中だ。

３）Lehman Brothersは、ロアー・マンハッタ

ンを離れ従業員６，０００名のほとんど全員とと

もにミッドタウンに引っ越す計画だ。

４）Deutsche Bankは、Wall Street６０番地のビ

ルを取得し現在ミッドタウンにいる社員をこ

のビルに移す予定だ。

５）ニューヨーク証券取引所は、Wall Streetに

新しい施設の建設を進めることを確認した。

〇損害保険の難題

保険請求に対する支払いは当初予定より遅れそ

うである。現在、請求側と損害保険側とで、損失

評価額の調整と、誰がどのようなリスクを負うべ

きかの仕分けを行っている。請求件数や参照情報

の増加で、支払うべき損失の評価額は、３８０億�

から５２０億�にアップしている。この増加の要因

は、予想をはるかに超える経済的損失があったた

めである。請求の多くは、請求・支払い双方間で

合意に達するまでに長期間かかるであろう。なか

には、まったく支払われない事例も出て来る可能

性もある。（１９９３年の世界貿易センターの爆弾事

件がそうであった。）今回の攻撃とその後の請求

によって、大規模ビルなどの付保物件に対する民

間保険料率が最大６５％もアップした。

この保険料率アップによって、損害保険を使っ

てテロ被害をカバーすることがますます困難に

なっている。現在、テロ保険は資金的に極めて余

裕のあるごく少数の国内外の企業だけがかけるこ
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とができる状況になっている。銀行が、新築ビル

や既存ビル購入に関する融資にあたって、担保に

テロ保険付保を求めるならば、コストはうなぎの

ぼりになり、民間の不動産市場は冷え切るであろ

う。

〇テロ保険の扱い

ワシントンが、損害保険の対象にテロを入れる

かどうか意思決定を遅らせたことで、長期的に見

てビジネスや復旧のペースに悪影響をあたえたの

ではないか。再保険者がテロのカバレッジをほと

んど容認しようとしなかったため、第一次保険者

は、新規保険契約ではテロのカバレッジを除かざ

るをえなかった。カバレッジの欠如によって新た

なテロ攻撃があった場合、損失が補填されない危

惧が高まった。

〇９月１１日事件の死亡者数と生命保険

死亡者の数の減少により、支払われるべき生命

保険の保険金額と労災支払額は、１５億�減った。

〇連邦政府の財政支援

連邦議会とホワイトハウスは、捜索救助、瓦礫

除去、ロアー・マンハッタン再建のため総額１１２

億�を現在コミットしている。議会の財源には、

連邦緊急管理法（Federal Emergency Manage-

ment Act）の基金や企業支援用のコミュニティ

開発地区援助（Community Development Block

Grant：CDBG）の基金が含まれている。今まで

のところ、議論のある事項は、攻撃で破壊された

エネルギー、通信の管路等の取り替え費用約１０億

�につき、連邦政府が民間公益企業に補償がしな

かった点だけである。ニューヨーク経済の再活性

化のためには、賢明で巧妙な追加政府支援がさら

に必要になろう。大地震などの自然災害でダメー

ジを受けた他の米国都市と同じように、ニュー

ヨーク市もさらなる連邦からの財政支援が必要で

ある。

〇観光と旅行

観光旅行やビジネス出張などはまだみじめな状

況だ。９月１１日以来、航空機の乗客の数は全国レ

ベルで１５％減った。ニューヨークの３大空港に限

ると２０％減だ。２００１年第４四半期のホリデーシー

ズン中、ニューヨーク市のホテルは、前年同期比

２３％のダウンであった。

〇はかばかしくない小売部門

ニューヨークの小売部門の回復は予想どおり低

迷し米国全体の足を引っ張っている。この要因は、

観光の低迷、特に海外からの観光客の減少と、高

級デパートや上得意客相手のブランド品中心のア

ウトレットの売上げ減である。９月から１２月まで

の間の市内の小売部門の売上げは全米全体より速

報値ベースで１０％低いと推計。ニューヨークの小

売部門はなお攻撃の影響を受けている。１０月に始

まりホリデーシーズン中続いた大幅値引きは、収

益に悪影響を与えている。

〇業務用スペース需要

損害を受け破壊された不動産は、おおむね速や

かに復旧された。空室率がアップし借り手企業に

魅力的な賃貸料レベルになっている。マンハッタ

ンの賃貸レートは、２００１年第４四半期、平方

フィート当たり４５．１３�と、前年同期比８．３�の

下落であった。オフィスを失ったテナント企業に

とってマンハッタン残留を決めるにはよいデータ

である。床面積ベースで７７％の割合の企業がマン

ハッタン残留を決めた。１３％だけがニュージャー

ジーへの移転を決め、また、６％がニューヨーク

市北のウエストチェスター郡やその他の州へ引っ

越す方針だそうだ。残り４％は未定。

〇空室率アップ

予測どおり民間業務床の空き率は２００１年第４四

半期に８％強増えた。需要減や９月１１日以降約１

千万平方フィートの供給追加などが要因だ。

〇復旧活動のペースは予想を上回る

損害を受け破壊されたビル（延べ面積２千９百
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万平方フィート）の３分の１以上が修繕を終え使

用可能になっている。世界貿易センター跡地

（Ground Zero）からの瓦礫の除去は、２年はか

かると見られていたが、この６月には完了する見

込みだ。

○関係行政機関の管轄権の重複による再開発と経

済回復のペースダウンのおそれ

再建戦略の策定、調整、実行は、想像以上に困

難で複雑だ。再開発に関し権限を持つ市、州、連

邦の各レベルの行政機関が、今なお最も効率的な

連携・協調方法を協議中である。

○大量交通輸送機関の課題

ロアー・マンハッタンに居住・通勤する市民は、

地下鉄などを使い、以前より時間をかけ厳しい混

雑のなかを通学、通勤、外出している。大きな復

旧プロジェクトは、現在進行中か始まったばかり

だ。たとえば、港湾局は、５億４，４００万�をかけ

Ground Zero近くの主要近郊鉄道の再建に着手す

ると最近になって報道発表したところである。当

面は、ロアー・マンハッタンと他地域との間の往

来には、これまでより最大１時間ほど余計にかか

ることを我慢しなければならないだろう。PATH

の駅や１号線、９号線の地下鉄のトンネルなど主

要交通インフラが破壊されたためである。地上に

おいても自動車交通が制約を受けている。特に

Brooklyn Batteryトンネルへのアクセス制限と

ロアー・マンハッタン内の交通渋滞は、ビジネス

や地域住民にとり大きな問題である。

ニューヨークの経済界は、経済回復とロアー・

マンハッタンの再開発を加速させるため次のよう

な措置をとる必要があると考えている。

○世界貿易センターの瓦礫除去が今年完了する前

にロアー・マンハッタンの再開発計画に対し関係

者のコンセンサスが得られること

ロアー・マンハッタン開発公社は、専門家を雇

い、さまざまな機関、市民組織、その他の利害関

係グループと共同で、再開発計画の準備とその実

施方法の検討、調整を始めている。

○ロアー・マンハッタンの交通・エネルギー・通

信の各インフラが２１世紀の基準に合うよう整備改

善されること

２１世紀全期間を通じ、ビジネスや居住、さらに

その他のロアー・マンハッタンの発展水準にふさ

わしいインフラ投資整備が重要であると、Part-

nershipの調査やさまざまな利害関係者が訴えて

いる。

○包括的なセキュリティ面での体制づくり、対策

実施、技術革新への投資を支援すること

連邦、州、市の各政府は、航空輸送のセキュリ

ティや市内の治安の確保・改善のため措置を講じ

てきている。公安・取締当局と経済産業界とのよ

り緊密な共同作業が、より一層適切なセキュリ

ティ環境確保のため行われるべきだ。

○ロアー・マンハッタンが中小企業、大企業、地

元住民の利便を満たす地域になるため努力を傾注

すること

Partnershipは、バイオ技術、国際企業、ビジ

ネス関連ソフトなど今後伸びる分野の新規企業を

支援する措置を継続的に講じている。９月１１日前、

ロアー・マンハッタンは、Battery Park Cityで

職住近接コミュニティの建設をスタートさせた。

今後とも、ロアー・マンハッタンの再開発では、

一日中働き暮らことができる複合的・多目的型コ

ミュニティの構築を目指すべきだ。

○ビジネスと観光の振興

市のビジネス・リーダーの努力とグローバル・

ビジネスコミュニティの支援を受け、ビジネス・

観光振興の一層の取り組みが始まっている。世界

経済フォーラムが、初めてスイス・ダボスではな

くニューヨークで会議を開催することもその努力

の証左の一つである。ニューヨーク市や関連民間

企業の観光振興への多大の投資によって、ホリ

151 郵政研究所月報 ２００２．４



デーシーズンやその後も観光客数は伸びてきてい

る。

（参考）米国同時多発テロ後の主な動き
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９月１１日�

８：４５ American Airlinesの１１便（ボストン→ロサンゼルス）が乗員乗客９２名
を乗せ世界貿易センター北タワーに突っ込む。

９：０３ United Airlinesの１７５便（ボストン→ロサンゼルス）が乗員乗客６５名
を乗せ世界貿易センター南タワーに突っ込む。

９：３１ ブッシュ大統領がフロリダから「米国は犯人グループを捕獲する。」と
約束。

９：４０ American Airlinesの７７便（ダラス→ロサンゼルス）が乗員乗客６４名を
乗せ国防総省に突っ込む。

９：４８ 連邦議会、ホワイトハウスは避難開始。
９：４９ 連邦航空局（FAA）は米国全土の航空機の離陸を禁止。
９：５０ 世界貿易センター南タワー崩壊。
９：５８ ペンシルベニア州の緊急通信受付は、乗員乗客４５名搭乗のUnited

Airlinesの９３便（ニューアーク→サンフランシスコ）から、ハイジャ
ックされたとの電話を受ける。

１０：００ United Airlines９３便は、ピッツバーグ南東約８０マイルの場所に墜落。
１０：２９ 世界貿易センター北タワー崩壊。
１１：００ ニューヨーク、ジュリアーニ市長は、ロアー・マンハッタンに避難命令。
１１：４０ 米軍原水爆警戒態勢に基づき、ブッシュ大統領は、ルイジアナ州バー

クデール空軍基地に移動。
１３：２０ ブッシュ大統領は、エアフォースワンに搭乗し米国戦略空軍司令部の

あるネブラスカオフユット空軍基地に向かう。
１４：５１ 米軍は、ニューヨーク、ワシントン地域にミサイル駆逐艦等の防衛部

隊を展開。
１７：２０ 第７世界貿易センタービル崩壊。
１９：００ ブッシュ大統領は、ワシントン到着。
２０：３１ ブッシュ大統領は、全米に向け演説。

９月１２日�

〇国防省関係では、ハイジャック機の乗客等を含め２００名死亡と推定。
〇オサマビンラディンは、関与を否定。
〇タリバンは、事前には攻撃を知らなかったとコメント。
〇FBI、CIA４０００名が捜査に投入。
〇大リーグ、NFL、エミー賞授賞式などが延期。
〇NATOは、「一加盟国への軍事攻撃は、全加盟国への攻撃とみなす。」という条
約第５条を適用。
〇フロリダ州の飛行訓練学校を捜査。ボストン・ローガン空港のレンタカーにア
ラビア語の飛行マニュアルを発見。
〇ハイジャック機の犠牲者のリストを公表。
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〇ニューヨークでの死者約１００名を確認。
〇米国金融市場が閉鎖。
〇米国の全空港が閉鎖。

９月１３日�

〇パウエル国務長官はオサマビンラディンを主要容疑者と名指しする。
〇米国はパキスタンに対しアフガニスタンとの国境閉鎖を要請。
〇ジュリアーニ市長は、ニューヨークの死者は４，０００名を超えると発表。
〇米国の空港は再開し始める。ボストン・ローガン、ワシントン・レーガン両空
港は閉鎖継続。
〇米国債券市場はオープン。

９月１４日�

〇SECは、自社株購入ルールを緩和。
〇アフガン難民がイラン、パキスタン国境に押し寄せ始める。
〇ブッシュ大統領は、国家緊急事態を宣言。
〇上院は、テロ攻撃への対処のため米国軍を使用する決議を可決。
〇連邦政府は１９名のハイジャッカーの名前を公表。
〇議会は、緊急援助のため４００億�の支出を全会一致で承認。

９月１５日�

〇ブッシュ大統領は、キャンプデービッドに関係閣僚等を集め協議。
〇Continental Airlinesは１万２千人のレイオフを発表。Continental、American、

United、Northwestは、便数縮減。

９月１６日�

〇３名のハイジャッカーがドイツの同一の大学に通学していたことが判明。
〇アシュクロフト司法長官は、より厳しい反テロリスト法の制定と盗聴に対する
捜査当局の権限拡大を議会に要請。
〇世界貿易センター関連で１９０名の死亡が確認される。
〇チェイニー副大統領は、ワシントンに向かっていたハイジャック機に対しF-１６
での撃墜をブッシュ大統領が許可したことをプレスに明らかにする。
〇ジュリアーニ市長は、４，９００名以上不明であることを発表。
〇ミネタ運輸長官は、航空の安全改善の検討のため２つのタスクフォースを設置
したことを発表。

９月１７日�

〇アシュクロフト司法長官は、民間旅客機に連邦警察官を同乗させることを発表。
〇IMF、世銀は、ワシントンで９月下旬に開催予定の年次総会を取り止めること
を発表。
〇パキスタンは、タリバンとの間でオサマビンラディンの引渡しを協議するため
代表団を派遣。
〇ウォールストリートは、１９３３年以来最長の閉鎖をへて市場再開。ダウ平均は最
大の下げ幅となる。
〇連邦準備制度理事会は、Fed fundレートを３．５％から３％へ引き下げ。
〇大リーグは、ゲームを再開。
〇航空会社は、数百万�利益を失う。一層のレイオフを計画。
〇ブッシュ大統領は、生死の有無を問わずオサマビンラディンを捕縛すると発表。
〇パキスタンは、アフガニスタン国境を閉鎖。推定百万のアフガン難民は、北部
キャンプに収用することを発表。



（参考）米国のY2K問題対策の評価と教訓

我が国では、いわゆるコンピュータ２０００年問題

（世界的にはY2K問題と通称する）について、平

成１２年３月３０日に内閣コンピュータ西暦二千年問

題対策室が、「コンピュータ西暦２０００年問題に関

する報告書」を取りまとめた。

米国においても、大統領協議会、連邦議会、会

計検査院（GAO）、国務省などさまざまな機関が、

問題が収束したあとY2Kを総括したレポートを

公表している。

Y2K問題に対して官民双方は全力をもってこ

とにあたった。米国同時多発テロは、この復旧計

画、体制、机上訓練などの取り組みの延長線上に

発生した。このことが、被害の最小化、迅速な復

旧を可能にしたようだ。そこでY2K問題に関す

る大統領協議会の報告書「The Journey to

Y2K：Final Report of The President's Council

on Year２０００Conversion」の一部を紹介しよう。

大統領協議会は、正式名称は２０００年転換大統領

協議会（President's Council on Year２０００Con-

version）といい、１９９８年２月、行政命令１３０７３

への大統領署名で創設されたものだ。２０００年２月

２９日の閏月をこえY2K問題がおおむね終わった

３月２９日最終報告を発表した。この最終報告は、

２０００年２月２９日までのY2K関連の主要な出来事

について、丹念に個別の取組みの概要やその取組

みの評価を記述している。

ここでは、一般的な疑問への答と今回の取り組

みから得られた教訓の部分を訳して紹介してみよ

う。

Y2Kは、予想よりスムーズに乗り越えること

ができた。そこで様々な疑問がわいてくる。

Y2Kはそれほど深刻だったのかとの疑念や、

崩壊回避に費やされた時間やコストがそんなに必

要だったのか、といった疑問が２０００年元旦からし

ばらくして出てきた。しかし、金融機関や通信、

電力、航空の主要企業においてY2K問題を担当

した人で、システム上の欠陥という大きなリスク

に直面しなかったという人を見つけることは難し

い。

Y2K問題克服がいかに難しいかは、証券取引

委員会（SEC）への提出資料に明らかな証跡となっ

て残っている。ITの大規模ユーザは、Y2K対策

経費の増額を強いられたのだ。これらの費用増は、

企業によっては数億�に達した。

連邦政府でも事態は同じであった。Y2K問題

解決費は、当初３０億�未満と見積もられていた。

ところが、４年間に実際に投じた金額は８５億�に

Y2Kは重大な問題だと言って騒ぎすぎたので
はないか。
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９月１８日�

〇United Airlinesは、２万人をレイオフ。
〇アフガニスタン国内での人道問題が緊迫化。
〇パキスタン代表団は、会談を中断しアフガニスタンを離れる。
〇ジュリアーニ市長は、「生存者を発見するチャンスはきわめて少ない。」と発表。
〇世界貿易センターの公式不明者数は、５，４２２名になると発表。
〇シラク仏大統領は、ブッシュ大統領と会談。
〇ニューヨーク証券取引所は、小売、製造業の株価回復により株価上昇。
〇ミネタ運輸長官は、航空会社経営者と安全性・ファイナンス問題につき会談。
ブッシュ大統領は、航空業界への財政支援の承認を議会に要請。

（出典：Time Line of Events：September１１－１８，２００１）



もなった。この金額は、なお、外部の人たちが見

積もった２００～３００億�から見ると格段に低い値

だ。Y2K問題克服は、予想よりはるかに手応え、

やりがいのある仕事であった。

元旦から２月２９日（うるう月）までの間のY2K

関連の主なトラブルを列挙してみよう。

１）国防総省の偵察衛星システムが日付変更の数

時間にわたって機能不全におちいった。原因

は衛星にあったのではなく、衛星からの情報

を収集解析する地上の交換・ソフト機器に

あった。

２）銀行系クレジットカード会社がクレジット

カード取引などで Y2K事故をおこした。

１９９９年ソフト・パッケージでの無料アップグ

レードが利用できなかった店舗は、クレジッ

トでの購入があるたびに毎日、顧客に支払い

請求した。

３）シカゴ地域のある銀行では、Y2Kコンピュー

タ不具合によって、病院など医療機関への

ネットでのメディケア支払いが一時的に中断

した。メディケアの請求を取り扱い支払う保

険会社は、支払いが間に合うよう、クーリエ

やフェデックスを使って銀行に支払い請求

データの入ったフロッピーディスクを送らざ

るを得なかった。

４）フロリダ、ケンタッキー両州の失業保険給付

システムは、自動電話応答機能にY2Kの不

具合が発生した。失業保険金を求める人のな

かに２０００年１月１日に終わる週の給付請求を

断られる人がでてきた。

５）大晦日から元旦にかけて、ニューヨーク、デ

ンバー、アトランタ、シカゴなどの空港で低

層乱流警報システム（LLWAS）が機能停止

した。システムがエラーメッセージを表示し

たのだ。各空港の航空管制の担当者は、

LLWASコンピュータのエラーをクリアする

作業にあたった。幸い、その頃の全米の気象

は穏やかだった。

６）７つの原子力発電所は、プラントアクセス管

理を支援し、業務データをモニターし、また、

気象データを分析するプラント・コンピュー

タシステムに障害が発生したと報告した。こ

れらのシステムの障害で、プラント稼働の安

全性に問題が生じることはなかった。

７）閏日、ホテルの中には、キー管理ソフトの障

害からルームキーを宿泊客に渡すことができ

なかったところもあったという。

さまざまな分野のY2K問題が同時多発的に表

面化したなら、Y2Kの不具合はもっと深刻なも

のになっていたであろう。混乱状態が続いている

と、この混乱にまぎれ幾つかの不具合は長期にわ

たり発見できなかったかもしれない。不具合は

ネット間接続によって他のシステムに波及し、重

層的・複合的に不具合が伝播していく可能性も

あった。現実には、各組織は、発生した比較的わ

ずかの問題に精力を集中することができ、速やか

な復旧をはかることができた。

より深刻なY2K問題の発生という当初の予想

は、企業や政府のY2K対策進捗レポートへの懐

疑、不信に根ざしていたとみることもできる。大

きなY2K障害の可能性を故意に覆い隠している

のではないかと見ていたのだ。

Y2Kの脅威の重大性を軽視する人のなかには、

海外で深刻な障害がなかったことを取り上げ、問

題がおおげさに扱われ過ぎたと言う人がいる。

Y2K対策にさほど時間、費用をかけず、準備が

不十分ではないかとみられていた国々が、ダメー

ジを受けずY2K危機を乗り越えたのはどうして

なのか。

なぜ、海外、特に開発途上国においてY2K問
題がそれほど多く発生しなかったのか。
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様々な要素のため、海外のY2K対策に関する

情報と実際の措置との間にミスマッチが生じた。

その最も大きな要素は、Y2Kのように絶えず状

況が動く課題では、正確な現状報告を国際的に得

ることが難しかった点である。３か月前の情報は

非現行で、報告される海外情報の多くは伝聞によ

るもので抽象的であった。多くの場合、有用な情

報となったのは、各国政府が公式にY2K対策を

発表し始めてからである。正確で詳細なレポート

がなければ、人々は、古い情報に依存せざるをえ

ず、その後、進捗を知って驚くことがしばしば

だった。１９９９年４～６月のリスクレポートがなお

１２月に使われていたこともあったようだ。

関連の問題は、「Y2K対策をなにも講じない国

があるのではないか」という先入観であった。

１９９８年初めでは確かに４分の３の国々がそうだっ

たが、１９９９年なかばにはすべての国々で、Y2K

問題が懸案事項と認識され対策が進められていた。

１９９９年の最後の６～９か月に多くの予算を投じ集

中的に対策を講じた国が幾つもあった事実が無視

されている。

さらに、米国、カナダ、日本、英国といった

ITのヘビーユーザ国以外の国々では、ITへの依

拠からすみやかに脱することができた。また、こ

れらの国々では、ソフトウエア自体がレディーメ

イドで、カスタマイズされておらず、比較的簡単

に修復できた事例も多かった。スペイン、イタリ

アのような国々は、IT化が比較的最近で、Y2K

問題の発端であるコードをもともと組み込まない

システムを導入できた。

IT化後発国は、先進国のY2K対策を織り込ん

でシステム構築を行うことができた。国際機関や

米国で多大の努力を払って獲得されたY2Kの課

題、製品、復旧、確認試験技術などの技術情報を、

世界各国で共有化できた。たとえば、エレベータ

がある。１９９８年にはエレベータ制御システムが

Y2K問題をかかえているかどうかは、すべて

チェックする必要があった。ところが、全数チェッ

クする必要がないとわかってからは時間、費用を

かける必要がなくなった。同じような事例は、金

融証券、通信、航空管制、電力などであり、情報

の世界規模での交換・共有が行われた。また、多

くの多国籍大企業では、各国の関連企業、支社、

工場などと共同でこれらの国の基幹システム修復

に協力した。

さらに、技術それ自体がY2K対策後発国を助

けた。Y2K問題復旧技術のレベルが驚異的に向

上したのだ。１９９９年には、数百万のラインコード

をすばやく低コストで修正する自動修正ツールを

使うことができるようになった。Y2K対策後発

国はこの便益を享受した。

中小企業は、大統領協議会を含め多くの人たち

が憂慮した分野であった。中小企業でY2K関連

の不具合があったとの報告が比較的少ない。この

報告書が公表された時点（２０００年３月）までの情

報収集には限界があるのは事実だ。１９９９年の調査

では、Y2Kの不具合を経験したと回答した企業は

７０％をこえていた。この数字はY2K問題の本質

を示している。２０００年元旦以前にY2Kの不具合

の経験をもつ企業が７０％強であるのに対し、実際

の不具合の報告事例が少ないのは、企業の社員が

不便を感じずに、あるいは知らぬ間に、修復がは

かられた結果だと、大統領協議会では見ている。

中小企業の対策に関する情報が欠けている点は、

Y2Kをフォローする協議会などが新たに挑戦す

べき課題である。２，３００万以上の中小企業から定

期的にY2K対策の進捗状況に関する情報を入手

できる仕組みが２０００年元旦以前になかったが、こ

れは元旦以後のY2Kフォローを行ううえでも問

題だ。

中小企業でなぜ問題が多く発生しなかったのか。
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２０００年元旦を前に、少数だが一部の国民は過剰

ともいえるほどの量のY2K対策物資を準備した

が、ほとんどの米国民はY2Kを苦もなく乗り越

えた。Y2K問題への心配は１９９８年にピークとなり、

１９９９年、Y2K対策を講じる組織の情報が伝わって

くるにつれ心配は収まってきた。１９９９年末には

Y2Kの想定される事態に対する国民のオーバー

アクションはほとんどなくなっていた。

Y2K対策に関する肯定的、否定的な情報が活

用できたことが、オーバーアクション防止のため

非常に有効であった。「情報の欠如はパニックに

つながり、システムが制御不能になるのではない

か」との懸念が膨らんでいくことこそ、もっとも

避けるべきことだ、と大統領協議会では認識して

いた。どのような事実であれ国民が事実を知るこ

とがよい。国民は常識をもち適切な判断を下すの

だ。今回のY2K問題は、この点を再確認できた。

米国民は、Y2K問題の重大さを認識し、さらに、

Y2K問題の被害、障害の最小化のため、関係機

関が多くの時間、費用をかけ努力していることを

知ったのである。

あと知恵として、「本当は、Y2K問題はそれほ

ど深刻ではなくお金をかけすぎた」と主張するこ

とはたやすい。Y2K問題をスムーズに乗り越え

た要因の一つは、コストや時間の制約にかまうこ

となく幾度も重ねてテストを繰り返し、障害を排

除していった点である。IT分野でこれほど自発

的な確認点検を数多くの企業、団体がおこなった

ことはない。関係の各組織は、不具合で想定され

る結果や復旧コストの規模を、最終的に自ら判断

しなければならなかった。

資金は十分投下されたか。

国民の恐怖のオーバーアクションは起こったか。
学んだ教訓

Y2Kの経験は数多くの基本的な教訓を生んだ。

ITは、組織の事業運営において枢要な機能を

果たすようになっている。Y2Kは、「この分野で

組織のトップこそリーダーシップをとるべきだ」

ということの重要性を明確にした。多くの企業で

は、Y2K対策がデッドロックに乗り上げたとき、

はじめて取締役会やCEOがY2K問題の主導権を

とるようになった。連邦機関でも実態はそうだっ

た。他の ITプロジェクトを後回しにしてでも

Y2Kを最優先課題にできたのは、トップの判断

があったからである。

Y2Kは、各組織が、その ITインフラやプロセ

スを包括的にチェックする初めて機会であった。

驚くべきことではないが、「生産性をはばむこと

なく廃棄できるシステムがあることや、より効率

的なシステムに容易に換えることができるシステ

ムがあること」を、初めて理解した組織も多い。

相互に互換性のないシステム、プロセスが放置さ

れ、効率的な事業運営の阻害要因になっていた。

多くの事例では、Y2Kは、ITシステムが事業運

営上いかに重要かを再認識させ、特に、組織を越

えて外部のシステムに大きく依存している点が

はっきりした。

偶発的事件への対処プランを持つことは意義が

あるが、これを絶えず見直し最新なものにし、想

偶発的危険への対処プランは、絶えず見直し
想定訓練しておくべきだ。

組織は、活用技術やこの技術が果たす機能を
たえずフォローし管理することが必要だ。

組織のトップは、継続的にITの意思決定に参
画すべきである。
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定訓練を繰り返すことは重要だ。日付変更に先立

つ対処プランの演習のなかで、「ささいなこと」

が非常に深刻な問題を生み出すことを多くの企業

は学んだ。電話番号が古くて使えない。所在地が

わからず、あるいは変更されている。担当者がマ

ニュアルのバックアップシステムの動かし方がわ

からない。このような「ささいな支障」が発見さ

れた。従業員は、対処プランでの自らの役割を理

解しプランに則し自らの責務を遂行できるよう訓

練されるべきだ。

想定されるY2Kの不具合に備え、基幹サービ

スの復旧に関する連邦政府の役割は何かを、大統

領協議会は考えた。電力会社こそが発電プラント

の再稼働方法をもっとも理解しているように、

「サービス提供にもっとも身近な組織こそがもっ

ともよく事態を把握しており復旧の能力をもつ」

というのが結論であった。重要インフラごとにそ

の産業に属する企業が集まって設立した全国情報

センターは、Y2Kの日付変更の前後に予想され

る想定事故をモニターし、いざというときの中軸

的な「ヘルプ・デスク」となった。組織だった方

法で企業が他の企業を支援する能力は、各業界が

相互連関性を増してきているので、ますます重要

なものになってきている。

インターネットの爆発的普及の一つの効果とし

て、噂、誤った情報、偽りの仮説が容易に全国規

模で拡大するようになった。一般国民が事実を理

解し適切に対応できるかは疑問だとして情報を抑

える傾向がよくある。しかし、この結果、真空状

態が生まれ、この真空空間が、しばしば情報に疎

完全な情報開示は、想定緊急事態に直面した

際に、一般国民の信頼を得るうえで重要だ。

産業別全国センターは、基幹サービスの復旧
にとり重要なリソースである。

い人たちのことばで満ちることがある。一般国民

が肯定的、否定的なY2K関連情報を大統領協議

会などから提供されることは、一般国民の反応を

予測可能なものにすることができ、また、非常事

態の対処にあたって一般国民に情報を伝達すると

き役立つ。

技術は、組織間の連携関係の強化にますます役

立つものであることを実証してきたが、Y2Kは、

組織が大きな課題の解決を共同であたることがい

かに有益かを示す好例であった。大統領協議会は、

その傘下の数多くの作業グループを通じ、国内の

重要インフラの関連産業を一つにまとめ、Y2K

問題の認識を深め行動レベルを高め、Y2K対策

のベンチマークの設定を進めた。さらに、協議会

の要請に基づき実施された産業界の調査は、対策

が遅れていた企業に対策加速を促し、Y2K問題

が成功裏に克服できるという信頼を一般国民に植

え付けるのに大きな役割を果たした。

パートナーシップの精神は、政界にも広がった。

Y2K問題は、民主党、共和党という政党の枠組

みをこえて取り組むべき課題だと、早い時期から

多くの人たちが認識した。２０００年情報・対処開示

法（Year２０００ Information and Readiness Dis-

closure Act）の全会一致での可決から、協議会

と上院・下院の関係委員会との協調まで、Y2K

は、この異常な挑戦にこたえるため組織的に一体

となりうることを証明した。

従前の境界をこえたパートナーシップの構築
は、共通目標の達成において大変大切な資産
になる。
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（添付データ）米国のおけるY2K関連の主要な出来事

（出典：GAO Year２０００computing Challenge---Lessons Learned Can Be Applied to Other Manage-

ment Challenges）

１９９５年 １１月 Y2K連邦政府省庁合同ワーキンググループ第一回会合

１９９６年

４月

〇大統領府行政管理・予算庁（OMB）は、Y2K戦略を含む IRM５か年計画作成
を連邦各機関に要請。
〇下院政府改革委員会（政府管理・情報・技術小委員会）は、Y2K問題第一回公
聴会を開催。

７月
下院政府管理・情報・技術小委員会は、連邦政府機関のY2K対策進捗状況を評
価する第１次報告書を発表。

１１月

Y2K連邦政府省庁合同ワーキンググループは、CIO協議会の２０００年委員会に再
編。この委員会の目的は、１）２０００年元旦の前後で重要システムの動作確保のた
め ITの重要性を再強調することと、２）Y2K問題解決のためリソースの増強を
共同で推進すること。

１９９７年

１月
連邦調達規則協議会は、CIO協議会２０００年委員会、産業界と調整し、次の暫定
ルールを発表。１）行政部局の調達に関する単一のY2K適合基準を定めること、
２）この適合基準にあった製品、サービスのみを調達すること。

２月
〇会計検査院（GAO）は、Y2K問題を連邦政府のハイリスク事項に指定。
〇OMBは、広範なY2K戦略を発表。

６月
OMBは、第一回政府進捗報告書を議会に提出。その中で、９７年５月１５日現在、２４
の主要連邦機関の重要システムの２１％がY2K対応ができていると記述。

９月

〇GAOは、「２０００年コンピュータ危機：事前評価ガイド」を民間企業向けに出し
た。
〇連邦機関の対策の進捗度合いがまちまちなため、OMBは、第２四半期報告で、
進捗度合いを３段階化。４機関は段階１（進捗が不十分）、１２機関は段階２
（進捗はしているがOMBから見ると不安が残る）、８機関は段階３（進捗が十
分であると見られる）。

１０月
ペンシルベニア州のホスト、CIO協議会と州情報リソース幹部全国協会のスポン
サーで、第一回州・連邦合同サミットを開催。参加者は、Y2Kデータ交換問題の
対処に取り組むことを合意。

１２月
OMBは、二つの政府目標時期を前倒し。リノベーションの終了時期を３か月
（９８年１２月から９月に）、対策完了時期を８か月（９９年１１月から３月に）前倒し。
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１９９８年

１月 大統領、副大統領は、閣議で、連邦機関の２０００年移行準備の重要性を強調。

２月
大統領は、２０００年転換大統領協議会（President's Council on Year２０００

Conversion、「大統領協議会」）の創設に関する行政命令１３０７３に署名。

３月

〇OMBは、Y2K対策の進捗状況について小規模の連邦機関に対しても報告を求
めることとした。
〇連邦職員管理庁（OPM）は、Y2K問題を「異常事態」に指定。連邦機関は元
の職員を再雇用できるようにした。

４月

〇上院は、S.Res.２０８決議を可決し、２０００年技術問題特別委員会を設置。この委
員会は、連邦行政・司法当局、州政府、米国内外の民間セクターにおけるY2K
の影響を調査することを目的とする。
〇大統領協議会は、第一回月例会合を開催。

６月

〇下院は、２０００年タスクフォースを設置。（政府改革委員会政府管理・情報・技
術小委員会、科学委員会技術小委員会の両小委員長が共同議長）
〇OMBは、段階１と段階２の連邦機関に対し、Y2Kの進捗状況を毎月報告する
よう指示。
〇国連は、全加盟国が世紀の日付の移行に重要な情報システムが対応できるよう
要請する決議を採決。

７月

〇大統領協議会は、全国州知事会と共同で、全米のY2K調整者を集めた第一回

Y2Kサミットを開催。
〇司法省は、ビジネス・レビーレターを出し、Y2K問題解決に当たって競争企業
等が情報共有することが独禁法に抵触しないとの見解を示す。

８月
〇GAOは、「２０００年コンピュータ危機：ビジネスの継続、偶発事件対処計画」と
いうガイダンスを出す。
〇GAOは、Y2K問題に関する州・連邦監査官会議を主催。

９月
副大統領と大統領協議会議長は、OMBの判断からみて対策の進捗が不十分な連
邦機関の長との会合を開く。

１０月

〇２０００年情報・対処開示法（Year２０００ Information and Readiness Disclosure
Act（P.L.１０５－２７１））が施行され、Y2Kリノベーションを試験する企業間で
の情報共有を促す法的根拠ができた。
〇１９９８年包括強化・緊急補正予算法（Omnibus Consolidated and Emergency
Supplemental Appropriations Act of１９９８（P.L.１０５－２７７））が施行され、

Y2K対策のため、国防総省に１１億�、その他の連邦機関に２２．５億�が支出され
ることとなった。
〇中小企業庁の協力を得て、商務省・農務省等と大統領協議会は、第一回全国

Y2Kアクションウィークを開催。このウィークでは、民間企業、特に中小企業
が自らの重要システムのY2K対応が十分かを事前評価し、不十分なシステム
には対策を講じることを支援した。
〇大統領協議会議長は、協議会の部門別作業グループに部門ごとの評価を行うよ
う指示。



161 郵政研究所月報 ２００２．４

１１月 GAOは、「２０００年コンピュータ危機：試験ガイド」というガイダンスを出す。

１２月
大統領協議会は、国連が開催する、１２０か国以上の代表からなる国家Y2K調整
官第一回会合を支援。

１９９９年

１月

〇大統領協議会は、四半期ごとに主要部門のY2Kの現状に関する報告を出すこ
ととし、その最初の報告を発表。
○大統領協議会は、２か月ごとに上級顧問会合を開催することとし、その第一回
会合を開催。上級顧問会合のメンバーは、Fortune５００の大企業２０社余のCEO
と主な全米規模の公共機関の長である。

２月
○国連は、国際Y2K協力センターを設置。このセンターは、世界経済社会への

Y2K問題の悪影響を最小限に抑えるため、各国政府・国民、民間部門の間の戦
略的協力と具体的行動を促進する目的で設置された。

３月

○大統領協議会は、全国州知事会と共同で、全米のY2K調整者を集めた第二回

Y2Kサミットを開催。
○OMBは、第８次四半期報告で州管理の連邦プログラムの状況を初めて明らか
にした。
○OMBは、影響が大きい４２の連邦プログラムについて主幹となる機関を指定。
（のちに連邦プログラムの数を４３にする。）
○中小企業庁の協力を得て、商務省・農務省等と大統領協議会は、第二回全国

Y2Kアクションウィークを開催。
○Y2K対策が１９９９年３月までに完了するという連邦政府の目標を達成した主な
連邦省庁の数は、２４のうち１３であった。

４月 大統領協議会は、主要部門のY2Kの現状に関する第２次四半期報告を発表。

５月

○OMBは、連邦機関に「ハイレベル・ビジネス継続性・偶発的事件対処の計画」
の提出を要請。
○大統領協議会は、医薬品ラウンドテーブル・ミーティングを開催。
○大統領協議会は、食料供給ラウンドテーブル・ミーティングを開催。
○大統領協議会は、「Y2Kコミュニティ対話」イニシャティブを発表。これは、
市民が主要な公的、民間サービスの提供者との間で説明・質疑を行う地域ごと
のタウン・ホール・ミーティングの開催をうながす目的で発表されたものであ
る。

６月

○大統領協議会は、医療サービスラウンドテーブル・ミーティングを開催。
○大統領は、大統領協議会議長を補佐するため情報調整センター（ICC）を設置
する行政命令１３０７３の改正に署名。ICCの設置目的は、１）連邦政府、主要官
民部門の間の情報共有と調整を統括し、２）Y2Kの緊急事態に関する連邦機関
の事前評価を調整し、３）必要があれば、連邦機関と大統領協議会議長との間
の関係を再編成することを補佐することである。
○国連は、１７０か国以上の代表からなる国家Y2K調整官第二回会合を開催。
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７月

○大統領協議会は、公共安全ラウンドテーブル・ミーティングを開催。
○２０００年対処・義務法（Year２０００Readiness and Responsibility Act（P.L.１０６
－３７））が施行され、Y2Kに起因する機器・システム障害にかかる損害賠償の
手続きと制約が法定化された。
○大統領協議会は、インターネット・ラウンドテーブル・ミーティングを開催。

８月
○大統領協議会は、主要部門のY2Kの現状に関する第３次四半期報告を発表。
○大統領協議会は、化学部門ラウンドテーブル・ミーティングを開催。

９月
大統領協議会は、「Y2Kまで１００日：中小規模団体のためのリソース・ガイド」
を発表。

１０月

○GAOは、「２０００年コンピュータの挑戦：Y2Kまでの一日ごとの計画・運用ガ
イド」というガイダンスを出す。
○大統領協議会は、教育ラウンドテーブル・ミーティングを開催。
○大統領協議会は、全国州知事会と共同で、全米のY2K調整者を集めた第三回

Y2Kサミットを開催。
○OMBは、連邦機関に一日ごとの計画と「ハイレベル・ビジネス継続性・偶発
的事件対処の改訂計画」の提出を要請。

１１月

○大統領協議会は、情報パンフレット「Y2Kとあなた」と個人対処チェックリス
トを発表。
○大統領協議会は、主要部門のY2Kの現状に関する第４次四半期報告を発
表。
○下院の政府管理・情報・技術小委員会が出した、連邦政府機関のY2K対策進
捗状況を評価する最終報告書において、政府は「B＋」の評価を受けた。

１２月

○OMBは、連邦政府の重要システムの９９．９％はY2Kをクリアできると発表。
○ICCは、１２月３０日から２４時間体制で監視。連邦政府、州、市町村、主要民間企
業、外国、メディアなどさまざまな情報ソースから情報を収集し分析評価を、
連邦機関職員が中心になって実施。

２０００年

１月 下院のY2Kタスクフォースは、Y2K問題の結果に関し最終公聴会を開催。

２月
○ ICCは、２月２８日から２４時間体制で閏日を監視。
○上院の２０００年技術問題特別委員会は最終報告書を公表。

３月
○GAOは、２０００年習得教訓サミット（Year２０００Lessons Learned Summit）を
開催。
○大統領協議会は、最終報告書を発表。
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はじめに

電子政府・電子自治体は、基本的には利用者へのサービス提供を電子的かつ総合的に行うサービ

ス業であり、物理的にも機能的にも分散した総合システムとなると考えられる。これにより、利用

者がどこに行ってもあるいは出かけて行かなくても、本人認証でワンタッチで、さらにはノンタッ

チで自動的に、その最終目的を達成できる環境を提供することが重要である。

このため、これを支えるネットワークシステムは、利用者（住民や他団体などの外部、および職

員などの内部）への利用支援系、ネットワークやシステムのインフラやアプリケーション等の運

用・管理系を含めて、この分野における世界的な動向を勘案の上で、効率が高く、外部環境や要求

条件の変化に対する柔軟性に富んだ、（広域）分散制御システムとして構築されることが望ましい。

次世代インタネット上で実現されるビジネスとシステムは、多種多様なシステムや機能が相互に緩

い結合関係を持つ「要素ベースの分散システム構成」で実現される方向にある。この前提として、

利用者が目的とするビジネスやサービスを実現し、実行を支援するために（即ち、最終顧客の最終

目的を達成するために）、必要な業務をエンド・エンドで実行するプロセスを用意する必要がある。

このための適切なプロセス分析と仕様記述が必要となる。

この分析と記述には、エンド・エンドの提供連鎖（value chain又は service delivery chain）を構

成する全ての構成メンバ（電子政府・自治体の場合には、サービス提供者としての自治体、そのカ

ウンタパート自治体、ネットワーク事業者、付加価値業者、インテグレータ、ベンダ、など）を含

んだプロセスとして、最も効率的に目的を達成するという視点から行う必要がある。（参考文献１，

２）その上で、これをシステムとして実装し構築するフレームワークを業務プロセスとは切り離し

て、直接には依存しない形で用意し、今後も急速に進むであろう技術と業務の進展と変化に柔軟に

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４回

情報ネットワークシステムの分散化

東京大学大学院 工学系研究科教授

ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社　エギュゼキュティブアドバイザ

（前取締役ネットワークソリューション事業本部長） 田 眞
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社

グローバルインテグレーション推進室長　　小 林 勉



１　電子政府のネットワークから見たモデル

電子政府・自治体とそのサービス利用者の関係

を図１に示す。サービスの直接の利用者は、もち

ろん個々の国民、地域の住民であり、法人、企業、

公共・民間団体、他の自治体なども利用者である。

これらは外部の利用者であるが、これに加えて、

政府・自治体の組織、職員などの内部の利用者が

存在する。これらは、広い意味での「顧客」であ

るが，外部利用者は一般に最終顧客（end cus-

tomer）となる。注１

外部の利用者からは、証明（書）の（電子）発

行やスポーツ施設等の利用申し込み、市民生活に

関する苦情・問合せといった、特定の目的達成や

問題解決のための、必要な情報・機能への適切か

つ容易なアクセスインタフェースと機能が必要と

なる。一方、政府・自治体から利用者に向けては、

情報周知、広報、種々の活動の参加奨励などの価

値を提供する発信の仕掛けが必要になり、さらに、

他の団体・組織との連携活動などのためのインタ

フェースと機能が必要となる。以上のような目的

を確実かつ安全に達成する、オープンインタ

フェースと共通プラットフォーム基盤の確立が

課題である。

１．１ モデル化における視点

電子政府・自治体が行うサービスを、提供する
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注１）「顧客（カスタマ； customer）」とは、（サービスの利用を）契約し購入する（対価を払う）主体であり、「利用者（ユー
ザ； user）」とは、実際にそのサービスを利用する主体である。電子政府・自治体では、上記の外部利用者が自身で顧客で
ある場合（納税者としての場合を含め）と、政府や自治体が顧客である場合がある。内部の利用者は、共済組合などの関係
を除き一般には顧客とはならない。

情報発信 
活動創造 

情報アクセス 
（問題解決） 

交流、協力 

サービスインタフェース 
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企業体 
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他自治体、国民 

メディア 

利
用
者
（
顧
客
） 

決裁、管理、 
編集、創造、 
蓄積、 

・提供、紹介、 
・届／申請、証明、 
・予約、照会、、 
・公募、通知、、 
 

ポータル・GW

自治体サービス 

透明性、効率性 

職　員 

図１　電子政府・自治体サービスの形態とインタフェース

対応できるアーキテクチャとする必要がある。以下では、これらの観点から、電子政府・自治体の

実装の基盤となる要素について記述する。



部門の実行する業務の流れとして見ると、図２に

示す例のようになる。外部の利用者からの依頼要

求は、直接電子的にあるいは窓口担当（サービス

フロント）の応対を経て行われ、要望受付けから

処理工程を経て実行されるが、必要により他の部

門、例えば同じ自治体内の基幹業務部門（バック

オフィス）、他の自治体の担当部門へと処理要求

が渡り処理されて還流する。このような業務プロ

セスを、電子政府・自治体として提供する全ての

メニュー、業務、サブ業務について洗い出し、シ

ステム構成とは独立に記述することによって、

エンド・エンドのフロースルー（あたかも自然

に水が流れるごとく全自動で切れ目なく処理が進

むこと）で構成できるようにすることが、その時

代時代の技術や動向に依存しない解（ソリュー

ション）とするために大変重要である。

このように、モデル化には図２に示したサービ

スフロント系と基幹バックオフィス系の両者の視

点があり、これらは相互に連携して構成される。

参考文献３では、これらを含めて、経営マネジ

メント、CRM、地域社会のコーディネートの、

３つの観点を挙げている。更に、CRMは単なる

Customer Relationship Managementではなく、

“Citizen”RMであるとしている。その理由は、

市民は納税者であることから直接・間接に行政活

動に関わりを持ち、政府・自治体への「投資家」

であり、これらが実施する事業に対して意思を反

映する「事業者」という立場も持ち利害関係を有

する（stakeholder）ため、これらの視点も必要

となるからである。

サービスフロントは、従って、市民の持つ利用

者や顧客（前記注1参照）、更に、事業者、投資

家（納税者）として必要となる全ての視点・要求

を扱えるものでなければならない。即ち、日常生

活における接点としての役割を基本として、自治

体事業の計画立案、実施、評価の各段階において

納税者として必要となる関わり・要求をも考慮し

たものでなければならない。基幹バックオフィス

系は、自治体が企業体としての経営・運営を行っ
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お客様 要望受付け 
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図２　業務プロセスフロー（価値連鎖）の例



ていくために必要な機能を実装するための視点と、

フロント系のサービス要求を実現し支援していく

ための機能からの視点の両者が必要となる。この

両者の視点は当然ながらビジネスフローでは明確

に切り分けて分析、記述し、実行時に必要に応じ

て両者が情報を提供・交換するフローで実装する

ことになる。更に、自治体として ITによって地

域社会を活性化し振興していくためのコーディ

ネートを行っていくという点については、例え

ば、情報・意見交流、活動参加の場や仕組みを用

意するなど、フロント系、バックオフィス系共に、

システムとしてこれを支援する仕掛けを提供する

必要がある。

ネットワークシステムとしては以上から、音声、

データ、イメージなどの全ての要素がサービスの

内容に応じて必要になる。データ系については、

次世代を含めたインタネット技術を基盤とするこ

とになるが、利用者側の環境については多様なア

クセス系ネットワークが、そしてアプリケー

ションによっては広帯域系を利用可能とせねば

ならない。このネットワーク構成の設計・選定に

ついても、論理面と実際の物理技術を区別して行

うことが必要である。

以上の視点を加味して、ネットワークシステム

としての実現を検討していく際に、留意すべき事

項として以下の項目があげられる。

－サービス業務（要件）とプロセスの明確化、

及びその記述

－サービス利用インタフェースの定義

（CRMを含む）

－ネットワーク機能のアーキテクチャ

－運用・管理機能の整備

－セキュリティ（ネットワーク、システム、

アクセス）

－サ ー ビ ス / ネ ッ ト ワ ー ク 管 理

（FCAPS）：注２

－課金管理：コスト管理、部門別の課金管

理

－トラヒック・品質の制御・管理：　サー

ビス別、業務別の（及び、その前提とし

てのネットワーク技術別） Q o S

（Quality of Service）制御・管理や、

SLA（Service Level Agreement）の管

理、等

－設計から運用、管理、評価とそのフィード

バック

－ASP（Application Service Provider）、e-

マーケットプレイス等の利用と適用性

－機能・システム・サービスの導入から破棄

までの管理（種々のライフサイクルの完結）

１．２ 電子政府・自治体サービスの価値提供連鎖

（value chain／service delivery chain）

あるサービスを提供する際に、その提供フロー

を作る関係者の鎖を、価値提供連鎖（va lue

chain）と呼ぶが（例えば、参考文献２）、電子政

府・自治体サービスの提供を価値連鎖の観点から

みると、最も一般的な表現は、図３のようになる

であろう。この連鎖には、ソフトウエアやハード

ウエア設備類のベンダから、ネットワークサービ

スの提供業者、アプリケーション／コンテンツな

どの付加価値提供業者、そして（最終顧客の）実

際の利用者までが含まれる。この基本形は、

“サービス提供とその利用”という関係がある限

り、いかなるサービスでも、いかなる産業でも同

一のものである。この関係は一般的に、図４で表
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注２）F：Fault（故障）、C：Configuration（構成）、A：Accounting（会計）、P：Performance（性能）、S：Security （機
密）の、管理５分野。ISOのOSI管理で規定され、TMN管理で援用されている。



現される。ここでの注意点は、現代のネットワー

クベースサービスでは「誰も、単独ではサービ

スを提供できない」、即ち、最終目的達成には必

ず複数の関係者が協力して行う必要があることと、

「どの関係者も、提供者⇒利用者の関係にある」

ことである。従って、サービス提供のためには、

この提供者―利用者間のインタフェースをオー

プン（即ち、だれでも参加でき、相互接続・運

用に齟齬がないよう）に定めること、その上で連

鎖全体のプロセスを実現技術に依存せずに
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要素 
ベンダ 

標準化機関／フォーラム　　　　　／業界団体 

機器 
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ワーク 
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事業者 

サービス 
プロバイダ 
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出典：M. Yoshida, Ｆｅｂ.,2001
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図３　ｅビジネスの提供連鎖としてみた電子政府サービス
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¥　どの関係者も、提供者⇒利用者の関係にある 

Copyright 　　TM Forum 

図４　サービス提供連鎖モデル



（technology-neutral）、記述・定義することがま

ず最初となる。

電子政府・自治体では、そのサービス機能を効

率的に用意するために、第３者によるASPサー

ビスを利用することや、e-マーケットプレイス

（仮想取引所）を利用することが考えられる。い

ずれも価値連鎖を作るために、外部のアプリケー

ションプロバイダや、付加価値業者を利用する

形態となる。前者としては、例えば‘特定機能’

の自治体共同利用があり、共同組合的組織とする

形態や専門業者の利用などがあろう。後者として

は、公共事業・調達入札への適用などが例である。

この際の鍵として、セキュリティ、プライバシ、

透明性、適正さ、という点が重要であり、また、

カスタマイズの必要性とその程度、システム連携

の方法と度合いなどが要検討項目であろう。

１．３ 利用者とネットワークシステム

以上の点を考慮して、ネットワークとシステム

の構成を示すと図５のようになる。これは、実際

にはどのようなサービス提供体でも似たような形

となる。利用者に対しては、次の項で説明するよ

うに、あらゆる種類のアクセスインタフェースを

用意することが望ましく、これに対応する総合的

な（電子メール、電話、ファックス、携帯、など

などのマルチメディア）フロントサービス系とフ

ロントネットワークが必要である。（参考文献4）

そして、このフロント系は e CRM機能によって

支援されるが、さらに他の自治体のバックオフィ

ス系とも連携する総合バックオフィス系とも繋

がって連携をとり、サービスと業務の内容に応

じて適宜業務フローを構成する。これらはさらに、

電子自治体内部の職員自身の日常業務（生活）を

支える、電子メールなどの“生活ネットワーク”、

即ちオフィスネットワークシステムとも連携して

構成する必要がある。

なお、図５中のこれらのネットワーク構成は論

理的なものであり、物理ネットワークとしての構
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図５　利用者とネットワークシステム



成は、各機能ネットワーク領域（ドメイン；

domain）の管理責任主体の設計方針とセキュリ

ティポリシーを含む管理方針に依存して選択決定

される。例えば、住民基本台帳ネットワークと総

合行政ネットワークは、目的の相違、プライバシ

の保護等の観点から論理ネットワークとして分離

しているが、物理ネットワークとしても分離構成

として構築することが、管理上も有効である。

１．４ サービス利用者インタフェース

（user interface）

サービス利用者からみたときに今後必要となる

要求条件を、表１に示す。主要なキーワードは、

以下のようになろう。以下のような要求条件を満

たして、複数の部門、部署や複数の団体、自治体、

企業に跨る要求に対して、ワンストップで対応す

ることが必要である。

セルフ化；自分の意思で、いつでも自由にできる

こと。自分専用のプロセスを登録するカスタム

化もこの中に含まれる。セルフ化は、米国では

以前から音声応答ガイダンスによるプッシュボ

タン入力利用の形で種々のサービス受付けや問

合せセンタで導入されているが、これは主に提

供者側のコスト削減施策であった。今後はブラ

ウザフォン、Web受付けセンタとともに発展

すると考えられる。また、電子化と併せてエネ

ルギ・環境問題の観点からも検討されるであろ

う。

電子的に実現する際のキーワードとして、

「ワンタッチ」、即ち、一回のクリックで要求が

満たされること、さらには、「ノンタッチ」、即

ち、望むことは要求する前にかつ必要に応じて

届く（この際には、何らかの事前登録や意向情

報収集との組合わせになるであろう）がある。

特にWeb利用のインタフェースの普及とプッ

シュ型のサービスで、このようなサービスの裏

付けがなされるようになっている。

多様化：同じ利用者でも目的や利用局面と状況に

応じて様々な手段を選択できることと、ハンデ

ィキャップや年齢などに応じた弱者対応、さら

に付加価値をつける観点からの多様化（プレミ

アムサービスなど）がある。

自動化：面倒な手続きでも自分で手順やシナリオ

を考える必要がなく、お任せでやってくれるこ

と。これは、弱者対応の観点からも必要である。

また、通常の手続きであっても利用頻度の少な

い申請を行う場合などにはやり方をいちいち憶

えていないため、自動で手順を実行してくれれ

ば間違いを防ぐことができ効率的である。上記

の「ノンタッチ」や「ワンタッチ」も自動化の

一側面である。

複合化・柔軟化：状況の変化に合わせて臨機応変

に変更してくれ、最適な解へ導いてくれること。

やはり、弱者対応とサービス高度化の側面があ

るが。例えば、証明書が欲しいときに最終の目

的を聞いて、その目的ならこの手続きでこの証

明の方が良いといった、より目的に沿った対応

をしてくれるAI的なサービスもこの観点に沿

ったものである。

RAS（インフラとしての信頼性、可用性、残存

性／セキュリティ）：即ち、安心して利用でき

ること。プライバシ保護もこれに含まれる。こ
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・セルフ化：　自分の意思でできる、Xさん専用、�
　　　　　　　ワンタッチ、ノンタッチ�
�
・多様化：　　様々な手段を選択できる�
　　　　　　　弱者対応、目的対応、付加価値�
 
・自動化：　　自分でシナリオを考える必要がない�
　　　　　　　ノンタッチ、ワンタッチ�
�
・複合化・柔軟化：　状況に合わせて、臨機応変に�
　　　　　　　最終目的への誘導（AI）してくれる�
　　　　　　　高度化、弱者対応�
�
・RAS（インフラ）：　安心して利用できる、プライバシも�
　Reliability, Availability, Survivability/Security

表１　サービス利用の要求条件例



れらを保証するための運用・管理機能とデータ

ベースが重要である。また、セキュリティに関

しては、不断の追跡と能力更新・アップグレー

ドを行う仕組みを、組織的にも組み込んでおく

ことが重要である。

以上の要求条件を考慮した顧客サービスの利用

形態として、セルフサービス、アシスティド（補

助支援）サービス、代行サービスが考えられる。

表２にその特徴をまとめる。これらのサービスを

実現する場合、対応するシステム機能として、図

６に示す機能が必要になり、着信系、発信系とも

に多様なインタフェースに対応する機能と、これ

らの間の連携をとる統合化・管理機能が必要とな

る。これらは、あくまでも論理機能であり、実装

する場合の構成は、自治体の規模、産業基盤、地

域環境特性などに依存して、様々に変化しうるこ

とに注意する必要がある。

２　プロセスとシステム、データの分離要件

以上では、サービス・業務のプロセスについて

のモデルを概説した。これらを実際のネットワー

クシステムとして構成し、実装していく際には、

構成要素として、共通アプリケーション、個々の

業務対応アプリケーション、そして共通と業務対

応のデータ（データベース）が必要であり、これ

を実現する情報技術（記述言語、ＯＳ、ミドル

ウエア、通信プロトコルなど）を具体的に選択

する必要がある。従来、応用アプリケーションは
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・　セルフサービス 
　　・　利用者個々の意思の尊重：　カスタム化�
　　・　個別の事情、環境への対応：　種々の手段�
　　・　コストの削減（提供側）�
　　・　環境保護：　省資源、省エネルギ 
 
・　アシスティド（補助）サービス 
　　・　弱者対応：　XX－divides（環境、年齢、、、）�
　　・　付加価値：　Executive Service 
 
・　代行サービス：　利用者に代わって実行し達成 
　　・　アウトソーシング�
　　・　エージェント処理・通信　 

表２　サービス利用の形態
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管　理 

iMode連携 

メール編集管理連携 

文書検索管理連携 

CTI連携 

ネットワーク管理連携 

フロント担当 

多メディア連絡 
通知連携 
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ポケベル 

電話系 

ファックス 

図６　総合フロント連携システム例



個々の業務対応、サービス対応に開発され、専用

システム化され独立していた。さらに必要なデー

タは各アプリケーションごとに定義され、内部に

組み入れられていたため外部から参照できず、他

システムでの利用は不可能な構成となっていた。

これは、“スト－ブの煙突型（stove pipe）”のシ

ステムと呼ばれている形態である。今後は、これ

らを全て独立に構成し、実装できるようにして、

技術の進歩や業務形態の変更に対しても、また、

サービスの新規導入、変更、廃止などがあっても

いつでも即応できるように、そして、これにより

高い性能／コスト比を達成できるようにしなけれ

ばならない。

図７に、この関係を示す。ポイントはこの図の

ように、プロセスと、これを実現するシステム、

及びリポジトリ化した情報（データベース）の

各々を明確に分離し、その構成・定義について、

完全に独立性を保証することである。これにより、

技術非依存（technology-neutral）のアーキテク

チャと、技術依存（technology- specific）のシス

テム技術と構成を分離でき、技術や外部条件の進

展に応じた適応性と将来の可能性を十分に勘案し

た技術選択や、種々条件の急激な変化にも即応可

能なシステムとして、実現できるようになる。さ

らにこれにより、前述の価値連鎖の各構成メンバ

内部での組織（サービスフロントとバックオフィ

ス、各部門、支所など）の間の連携と、さらに各

構成メンバ間（各地方自治体と中央省庁など）に

跨る連携が保証されることになる。このためには

�）業務とサービスのプロセスについてのフレー

ムワーク及びこれに基づく規定と、�）システム

についてのフレームワーク及びこれに基づく規定

（仕様）を別々に確立して、その上で、�）これ

ら全体を統合して管理する必要があることを意味

する。

これらを使って個々の設計は、まず最終顧客の

利用者（電子政府・自治体の場合には、図１に挙

げた全ての利用者）の要求条件を具体的に記述す

ることから始まり、顧客サービスの提供者（自治
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図７　プロセスとシステム、データの分離



体の各担当部門）がこれに必要な全てのプロセス

をシステム化に依存せずに独立にひとつひとつ設

計し、更にこれを現状と近未来に可能な技術を候

補として、実際のシステムとして設計することに

なる。この過程で、プロセス設計とシステム設計

相互の間で情報交換し、齟齬を除くために理解を

深めフィードバックを行うことは大切であるが、

あくまでも基本はそれぞれが独立した立脚点に

立って設計することが鍵である。そして、運用

に入ったあとでは、利用者・顧客、プロセス

（サービス提供者）、システム（サービス提供者

とシステム設備供給者）の全てが、日常の運用管

理の中で継続的に利用性・性能・品質を評価し、

フィードバックしながら改善していくことが大切

である。 このフィードバックは、必要であれば

個々の（実現インスタンスとしての）設計だけで

なく、フレームワークにまで戻って行うこともあ

りうる。この関係を図８に示す。

３　プロセスの統合化

３．１ ビジネスプロセスのフレームワーク

e ビジネスに関わる企業は急激な変化の中で柔

軟なビジネス展開ができる基盤を築くために、

サービス提供とこれに関わるビジネスプロセス

を分析して、事業目的（what）の視点からこれ

を実現方法（ how）に依存しない形式で規定し

記述する必要がある。基本的にサービスの提供主

体である電子政府・自治体でもこれは全く同様で

あり、達成せねばならない目的（行政サービス、

公共調達などのwhat）、の視点に立って、実現方

法（サービス窓口とインタネットベースの分散シ

ステム、データセンタなどの構成法の how）に

依存しない形で、サービス・業務プロセスを規定

する必要がある。

このような目的のために、e‐ビジネス業界で

のプロセス群を業界や関連団体の幅広い協力作業

で詳細に記述したものとして、eTOM - The
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図８　プロセスとシステムの分離設計



Business Process Framework がある。これは

電子政府のような応用サービスにも適用できる十

分に汎用的なビジネスプロセスフレームワークと

して作成されている。注３（参考文献５）現在、

e TOMは更に精査が進められており、プロセス

についてのレベル記述（レベル２，３）の詳細化

と、プロセス群のより合理的なグルーピングがな

されているところである。（参考文献６）後者の

グルーピングは、利用者がより理解し易く、設計

者がより構成し易いという観点から手が加えられ

ているもので内容は安定しており、既に多くの

サービス事業者にて利用されている。

既に、従来の通信サービス業界でのネットワー

ク／サービスの運用・管理と顧客対応の運用・管

理を対象として、通信業界における事実上の

（ de facto）業界標準として、TOM（（Telecom

Operations Map））（参考文献７）がサービス提

供者、インテグレータ、ベンダに広く活用されて

きた。e TOMは、このTOMを上記の観点から e

ビジネス業界にまで拡張したものである。これに

よって、サービス提供に関わる価値連鎖内の各

構成メンバが、どのような業務プロセスにおいて、

どの相手と、どのような情報インタフェースで業

務を行う必要があるかを理解でき、具体的に実行

できるようになる。そして重要なことは、e TOM

の利用によって、提供するサービスの品質保証と、

企業活動の効率化の基礎を築けることである。

この際のポイントは、上述したようにこのプロ

セス体系自体と、これを具体化的に実装する情報

システム、ネットワークシステム、及びリポジト

リ化した情報に対する、システム構成、適用技術

の選択・実装とは、独立させて実行することであ

る。この独立化によって、業務体系・提供サービ

スの進展・変化と、技術発展の両面の同時発展を

容易にする基盤ができるようになる。さらにこの

考え方は、電子政府・自治体における価値連鎖に

参加する各構成メンバ、つまり、電子政府・自治

体サービスの提供者（政府、自治体の担当部門）、

付加価値サービス提供業者、ネットワーク事業者、

SI／NI業者、システムや設備のベンダの、各々

の間で共有し連携して実施せねばならない。そし

てこの連携は、設計、構築、導入、運用、評価、

改善の全ての段階を通して行い、サイクルを完結

する必要がある。

３．２ 企業ビジネスプロセス群

eTOMは、現在でも拡充が進められているも

のであるが、既に原案のうちから eビジネスに関

わる多くの情報通信サービスプロバイダによって

先行適用されており、その内容は裏付けのあるも

のとなっている。e TOMでは、eビジネスにおけ

る情報・通信サービス提供企業は、図９に概要を

示すように、以下の３つの大きなプロセス群を整

備し、運営していくことが主要なポイントとなる。

� 運用：　顧客を中心とした、サービス運用・

管理関係のFABプロセス群とその支援プロセ

ス群：

あるサービスや製品（プロダクト）の注文か

らその要求の実現（対価を請求できる状態にな

る ） ま で の サ ー ビ ス 要 求 実 現 （ F ：

Fulfillment ）、提供しているサービスと製品

（プロダクト）に関する種々のトラブル・問題

の解決やサービス品質 QoS（ Quality of

S e r v i c e ）の管理などの品質保証（ A ：

173 郵政研究所月報 ２００２．４

注3）"e TOM, The Business Process Framework" TMF GB921 V2.5。作成の中心となっている業界コンソーシアム「ＴＭ
フォーラム（TeleManagement Forum）」の会員評価版（２００１年５月）によるTMフォーラム内評価検証を終えて、２００１年１２
月に第2版公開評価版（v2.5）が発行された。この内容は２００２年の前半期までは維持され、その後、評価期間中のコメント
などを吸収して最終版が発行される予定。



Assurance ）、そして料金に関する課金処理や

料金請求の管理（ B： billing）と、これらに

対してより実時間性の緩い共通支援を行う運用

支援と準備（ Operations Support & Read-

iness）がその内容である。これは、従来の通

信サービス事業向けの枠組みTOMで定義され

ている運用・管理プロセスを、あらゆる業種を

考慮して顧客中心の観点から拡張し、強化した

ものとなっている。

なお、電子政府・自治体では、課金・料金の

要素はサービス利用の対価というよりは、証明

書発行、施設利用費等の実費徴収や部門ごとの

経費負担配分を決めるような場合に必要となる

ものである。

さらに、このプロセス群は、通信サービス管

理の枠組みであるTMN 注４の階層化の考え方を

拡張した見方を適用して、マトリクス状に分類

できる。即ち、顧客・利用者に近い層から順に、

顧客・利用者との関係の管理（CRM）、提供

サービスに関する運用・管理、資源（アプリ

ケーション、ネットワークや情報システムなど

のインフラ）の運用・管理、設備やソフトウエ

アなどの供給者（ベンダ）及び（製品提供にお

ける）パートナ関係の管理、の４階層として分

類できる。この横階層としてのグループ分けは、

次の項�のプロセス群を通して適用できるもの

として整理されている。（付図１参照）

顧客関係の管理（CRM）については、２．

１での電子政府・自治体の利用者インタ

フェースでも触れた e CRMとしての複合メ

ディアを用いた対応、顧客自身によるセルフ

サービス管理、また、“Citizen”としての要求

への対応などが今後ますます重要となるため、

これらの実現を織り込むべきである。（参考文

献３、４、５）
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注４）ＴＭＮ：　Telecommunications Management Network。ITU-T勧告で規定されている、通信管理のためのネットワーク
システムの枠組み。

顧客中心の 

サービス運用・管理、 

及び、その実施支援 

に関するプロセス 

企業の 
ライフサイクル 
管理（インフラと 
製品）と、これらの 
戦略計画・実行 
管理プロセス 

顧客・利用者 

FAB（注.１）の視点 

企業体としての運営管理プロセス 

注.１　FAB: Fulfillment, Assurance, Billing、従来のＴＯＭの主対象 
注.２　Telecommunications Management Network （本文、注２参照） 
　　　参考文献６より作成.
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図９　ｅビジネス企業の業務管理プロセス群（レベル１）



� 企業ライフサイクル管理と戦略立案・実行プ

ロセス群：

企業には一般に、インフラ（ネットワーク設

備、情報システムなど）、企業の提供する製品

（提供プロダクト、サービス自体など）、供給面

（種々の供給業者との関係を含むいわゆるサプ

ライチェーン）の、3つのライフサイクル管理

がある。これらは、企業の事業活動を支援する

ために不可欠な機能であり、かつ前項�で説明

した顧客関係のプロセスとは異なるものである。

e TOMでは、これらのうちの供給面について

は、供給者／パートナ対応の管理プロセス群と

して、項�の運用管理と本項のライフサイクル

管理の両者に渡るグループに整理している。こ

れにより、ライフサイクルはインフラと製品の

２つのグループとして、この他にこれらの計

画・実施・統制を戦略的に行う、戦略と実行担

保のプロセス群を区別して整理している。

ここでのライフサイクルとは、これらの対象

となるものについて、計画の立案と実行担保、

導入、使用開始から、展開、実現性能・結果の

評価、そして（製品／市場）寿命を終えて撤

去・撤退に至るまでに必要となる全ての行程を

含む。特に、これらを区別する大きな理由は、

上記項�の顧客関係の運用管理が、「分」や

「時間」という短い単位、長くてもせいぜい

「日」（実施支援系プロセス群の場合）といった

単位で規定されるのに対して、このライフサイ

クルははるかに長期の実行単位となるためであ

る。これにより、顧客関係の運用管理からは分

離されて管理され、その自動化の考え方も異な

るものとなる。

電子政府・自治体においても、インフラの管

理プロセスは当然必要であるが、行政・市民

サービスや事業に関するアウトプット等が製

品（プロダクト）であると考えられることから、

この管理プロセスも適切に用意する必要がある。

� 企業体としての運営管理プロセス群：

これらには、企業ビジネス戦略計画、商標

175 郵政研究所月報 ２００２．４

企業管理 
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TMF GB921 v2.5（参考文献６）より作成�

付図１　ｅビジネス企業の業務管理プロセス群（レベル０）



管理・市場調査、広告活動、財務・資産、人

材・人事、研究開発、セキュリティ・不正行為

対策、株主や外部社会との関係、企業品質・プ

ロセス・知識、災害時などの非常時対応などの、

企業の独立性と社会責任を保つために必要なす

べての立案、実行、評価、の管理プロセスが含

まれる。これらは、何らかの形で電子政府・自

治体についても必須なものである。自治体とし

てそのサービスを浸透させて顧客（利用者）の

満足を達成するために必要となる、市民活動な

どの奨励や企画宣伝、広報活動、市民の意識調

査等による動向把握などの活動は、このプロセ

ス群に含まれることになる。

以上の全体をまとめると、図１０のようになる。

（参考文献６）なお、実際には、この図は階層的

にレベル１（実態として意味のある最上位の層）

の概略を示しており、実用（実装）のためには、

レベル２、３といった、更に下位の階層（サブプロ

セス）の記述を参照する必要がある。サブプロセ

スの詳細については、参考文献６を参照されたい。

eビジネス環境で活動する企業体とその組織で

は、上記項�のサービスの運用・管理と支援プロ

セス群だけでなく、項�、�の各プロセス群が相

互に連携し支援して、共同で動かねばならない。

かつ、これらは必要に応じて、パートナや供給者

などの価値連鎖の構成メンバと連携して動く必要

がある。こうして、社会、経済活動、住民要望の

変化と新しい方向に、柔軟に、適切に、かつ効率

的に対応していくためには、全てのプロセスをで

きるだけ自動化して構成することが望まれる。電

子政府・自治体といえどもこのような関係は基本

的に同じであり、サービス提供者として顧客満足

と最大効率の達成を追及せねばならない。この観

点からのシステム化のひとつの考え方を、以下の

節で簡単に述べる。

４　プロセスの実装 － システムフレームワーク

４．１ プラグ＆プレイの実現

従来、情報通信サービス業界では、業界全体と

しても、個々の企業としても、通信、情報処理、
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出典：TMF GB921 v2.5, Dec., 2002　（参考文献６）�
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図１０ ｅビジネス企業の業務管理プロセス
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このような状況の中で、昨今のビジネスパラダイ

ムの急激な転換により、従来のやり方をそのまま

踏襲していたのでは長期の開発期間と多額の費用

を消費する上に、外部環境の急な変化があっても

柔軟に即応できなくなった。即ち、サービス提供

者にとってビジネスとサービスの迅速な展開への

大きな足枷となっている。一方で、フリーウエア

をかき集めて統合して使うには、運用性、ス

ケーラビリティ、品質など、数多くの問題があ

り、一社だけで取り組める問題ではないという認

識も高まっている。 このような状況を克服する

には、�）前節で説明した e TOMのフレーム

ワークによりプロセスの統合化を進める一方で、

�）これを実現するシステム構成と実装・構築を

ビジネスプロセスから分離・独立させて、柔軟か

つ性能・効率の高いシステム統合を実現するフ

レームワークを確立し、これを基礎に具体的に

実践すること、の両者が車の両輪として必須であ

る。これにより、今後は各々の業界に専用のアプ

リケーションを作るのでなく、 C O T S

基幹業務などの分野において、個々の対象サービ

スごとにサービス／ネットワークシステムを、そ

して対象業務ごとに専用の企業情報システムや運

用・管理システムを特注してきた。即ち、独自技

術・仕様により、特にサービスや業務のアプリ

ケーションについては、自社で設計開発し構築

してきた。これには、対象システムが大きく、

インフラとしてあるいは公共サービスとして高

い運用性と品質・信頼性を保証する必要があった

ため、特注品とならざるを得なかったという理由

がある。しかし、正にこのことにより、高価格で

変化に即応しにくい「重い」システムを蓄積して

いく結果となっていた。一方、インタネットの世

界では、研究用を起源としていることを反映して

非常に安価か実質無料のフリーソフトウエアを活

用してきたが、社会インフラとして広く公共サー

ビス基盤となるに従って、運用性や信頼性を保証

するには「軽すぎる」ものとなっていた。一般に

公共系のサービスシステムや運用システムについ

ても同様な状況であったと言える。

電子政府・自治体サービス展開のための要件 
（顧客価値の実現、サービス/業務/技術への柔軟性・�
即応性の向上、大幅な効率化、価値連鎖の形成、、、）�

ビジネスプロセス 
の構成要因と 
条件（注１） 

システム／技術 
の構成要因と 
条件（注2） 

プラグ＆プレイ（P&P) 
のシステム統合の実現 

注１　例えばeTOM 注２　例えばNGOSS

相互参照と 
独立した発展 

２つのフレームワーク 

図１１ 電子政府・自治体サービス展開のための要素とその関係



（（ Commercial Off The Shelf））ソフトウエアを

最大限活用した共通 IT 技術を基盤として構築す

る方向を目指さねばならない。即ち、巨大な工場

で大型機械を注文生産するのではなく、極端に言

えば市中で販売しているパッケージを利用して、

流れ作業のラインに乗せてこれらを望みのアプリ

ケーションとして組合わせて（インテグレート

して）使用する、いわゆるプラグアンドプレイ

（ Plug and Play；P&P ）の開発と実行環境

を実現することが、必定の方向となっている。

この考え方に基づく活動は既に行われているが、

これは新しい手法なので“紙だけでなく実システ

ムで実証する必要がある”との認識により、現在

種々の実証試験やデモが重要な活動として行われ

ている。こうした活動をもとに、顧客価値の迅速

な実現、タイムリかつ柔軟なビジネス参入、新

サービス提供や新技術適用、システム/サービス

導入・運用コストの大幅な削減、ソフトウェア資

源再利用の向上、などの目標の実現方法を確認し、

評価し、フィードバックをかけて更に実用的なも

のとしていく必要がある。

以上で説明した関係を、電子政府・自治体サー

ビスの目的達成の観点から見ると、図１１に示すよ

うに目的と要求条件の明確な記述、これを実現す

るものとしてプロセスとシステムの２つのフレー

ムワーク、さらにこれを実証し実装する活動、の

各々が必要である。すでに、これらのために利用

できる先行成果、活動があるので、その活用が望

ましい。（参考文献８）

４．２ 要素ベースの分散システム構成

ここでは、上記で触れたシステムフレームワー

クについて概説する。P&Pの実現は、共通機能、

個別機能などの全ての機能をコンポーネント（要

素）化して、各要素間で随時（長期、短期、実時

間で）必要になるたびに相互協力動作させること
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共通データ 
リポジトリ 

COTS業務対応 
要素アプリケーション 

COTS共通 
インフラ要素 
アプリケーション 

マルチメディア利用 
者インタフェース 
（注１） 

ワークフローエンジン 

プロセス定義（eTOM）ツール 

注１　一般利用者、応対者、運用者、管理者など�
注２　COTS: Common Off-The-Shelf

出展：参考文献６　�

スパ通共信通報
情

図１２ 要素（component）ベースの分散システム基本構成



により、結果として所望の業務プロセスを構成し

実行していく、緩く結合された「要素ベース分散

システム構成」により実現可能となる。この要素

は、関係業界で共通的に汎用性を持たせて定義さ

れ作成されるが、これを利用する一つの管理主体

（ドメイン：自治体、企業、団体、部門、組織な

どに対応する）内での基本的な構成要素は下記の

ようになる。図１２にこれらの相互関係の概略図を

示す。（参考文献８）

�　システムサービス用の共通インフラ要素：

サービスを行うために必要となる共通機能や

情報類である。その収容なサービスを表３にま

とめて示す。 ビジネスプロセスサービス、情

報サービス、分散透過サービス、システム支援

サービス、システムサービス管理などがある。

�　データの共通リポジトリとディレクトリ：

この分散システム系がサービスを行うために

必要な、各種共有情報（ネットワーク、システ

ム、顧客、請求、サービス、に関する情報等）

の共通定義の集合と、その番地付きの集中格納

庫（データベース化して格納する）。

� 情報通信バス：共通機能、業務対応機能、

ユーザインタフェース機能などの各機能の間

で情報や制御を流通するための、分散システム

用の情報通信共通バス。

� プロセスフロー（ワークフロー）制御：業務

フローを、ビジネスプロセスとして流すための

ワークフローエンジン。

� 業務対応の機能要素：対象とする業種・業界

（例えば、電子政府・自治体、eビジネス、な

ど）における、種々の業務アプリケーションを

実行する要素。前述の e TOMで説明した、各

プロセス群におけるサブプロセス（レベル３以

下を想定）などに対応する。

� 利用者インタフェース：利用者（顧客）、利

用者に応対するサービス提供側の応対者、運

用・保守者、管理者、経営者など、この分散シ

ステム系を利用する全ての者に対するインタ

フェース。セルフサービスの利用者に対する

インタフェース（Webベースを中心に、各種

複合メディアを利用）を含む。

実システム系では各要素は生成されると、随時、

「自分はこのようなことができ（機能）、このよう

な条件で利用できる」ということを、共通バスを

介してドメイン内に周知（ publish ）する。（あ

るいは、掲示板に登録する。） そのうえで、他

の要素は、ある業務を実行する際にある機能が必

要になると「これこれを利用したい」と言って宣

言し （リポジトリを利用し、必要により探索を

行って機能を見つけ出して） 利用契約をする

（ subscribe）。このような、pub-sub関係にもと

づく要素として登録して良いかどうかの適合性検

査が必要であり、このようなこの体系自体の運

用・管理機能も共通に用意せねばならない。

以上の体系で、リポジトリや共通バス、ワーク

フローエンジンなどの共通要素は、原則として一

つの管理主体のドメインに一つ置かれ、統一性の

維持が図られる。さらに、価値連鎖中の複数の構

成メンバが協力してエンド・エンドで利用者に対

応する場合など、複数の管理主体に渡る場合では、

セキュリティゲートウエイを介していつくかのド

メインの仕掛けが協調動作して連鎖を構成する。
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・ビジネスプロセスサービス 
　　　—ビジネス対応、プロセスフロー、ビジネス情報 
・情報サービス 
　　　—情報通信、ロギング＆ジャーナル… 
・分散透過サービス 
　　　—トランザクション制御、ネーミング、ワークフロー 
・システム支援サービス 
　　　—通信、モデル、制御、ポリシ、RAS、登録… 
・システムサービス管理 
　　　—通信管理、プロセス／ワークフロー管理、サービス管理… 

表３　フレームワークサービスの例



以上では、この体系のシステムだけが存在する状

況を想定して説明したが、現実には本システムが

稼動を開始する当初は旧来（legacy）システムの

方が遥かに多いと考えられ、これらとの共存・連

携が大変重要な課題となる。これには変換ゲート

ウエイを用意して利用することになるが、現実に

は多くの課題がある。

４．３ 適用事例（NGOSS）

以上の枠組みの具体化に対する取組みが、業界

コンソーシアムTMフォーラム（ TeleManagement

Forum）で、NGOSS（（New Generation Ope-

rations System and Software））という名称のも

とに、他の業界を含むコンソーシアムや標準化団

体、有力企業と協力して、意欲的にかつ短期間に

進められている。既に第1ステップを終了して最

初のデモも行われ、要求条件、技術非依存アーキ

テクチャなど主要なフレームワーク類がまとめら

れている。（参考文献９、１０）

今後、さらに実証デモとこれによるフィード

バックを積重ねて詳細化されることが期待され

る。既にいくつかの技術依存のアーキテクチャ

（Technology Specific Architecture；TSA）の検

討が進んでおり、実証デモなどで検証しながら仕

様化が進められている。 特定技術の仕様として

は、CORBAや J2EEさらに最近のWebサービス

の主要要素である、XML、SOAP、UDDIなど

による実装・実証が進められている。注５

これらの成果は、電子政府・自治体サービスの

ネットワークと総合管理系の検討に多いに参考

となると考えられる。
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図１３　分散概念アーキテクチャ（NGOSSの例）

注５）用語： J2EE： Java 2 Enterprise Edition

X M L：Extensible Markup Language

SOAP：Simple Object Access Protocol

UDDI：Universal Description, Directory, and integration



５　まとめ

電子政府・自治体は、正に種々のメンバによる

価値連鎖（value chain）を構成し、多様なサー

ビスを住民、企業、団体、他の自治体、そして職

員に対して提供する「広域分散情報ネットワーク」

をベースに形成される。その構成要素は大きく、

次世代カスタマケア・ e-CRM機能で実現される

フロント系（利用者：国民、住民、法人等）と、

この実行支援を行うと共に、また、自治体自身の

運営の基幹を担うバックオフィス系（利用者：職

員）で構成される。将来への発展性、技術や要求

条件の変化に対する柔軟性向上、導入・運用コス

トの大幅な削減を実現しながらこれを現実のもの

とするために、緩い結合度の要素ベース分散シス

テム構成が有力な手法となると考えられる。この

ためには、既に業界で進展している検討成果を積

極的に活用することが望ましいと考えられる。
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（参考文献１）P. Keen & M. McDonald, "The e-Process Edge," Osborne／McGraw-Hill,２０００

（参考文献２）M. Robert & B.Racine, "The e-Strategy: Pure and Simple," McGraw-Hill,２００１

（参考文献３）榎並　利博：“電子自治体の実現と自治体の IT革命”NTT-ATシンポジウム２００１

「電子自治体への取組みの現状と今後の展望」、１２月７日、２００１

（参考文献４）福村　好美：“ナレッジベースで顧客対応サービスの高度化を支えるCRM”Techno-

Stream TST, vol.２４, no.８, pp.１２-１８,２００１

（参考文献５）H. Small & D. Deland：“eTOM Business Process Framework Workshop," TMW

Workshop, Nice, May２００１

（参考文献６）eTOM Business Process Framework, TMF GB９２１ v２．５, Dec.２００１

（参考文献７）"Telecom Operations Map" TMF GB９１０ Version２．１

（参考文献８）例えば、"NGOSS：The Concept" TMF９ session presentations," TMW Nice, May２００１,

及び、M. Yoshida："A New Era of O&M Systems and Software," Value added network

solutions conference, Hong Kong, Sept.２００１

（参考文献９）"NGOSS Requirements", TMF ０５２, ２００１

（参考文献１０）"NGOSS Framework Architecture Technology Neutral Specification", TMF０５３,２００１



郵政研究所月報 ２００２．４ 182

１　学会・大学・講演会等での発表

「郵便の顧客満足度調査」郵政研究所セミナー（２月１９日）

｢電子商取引の拠点としての郵便局」郵政大学校（３月１９日）

２　報告書等の発行

「IPTP トピックス｣（適宜）

「金融変革の実証分析」研究叢書

「The Productivity Analysis of Postal Services」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）

｢商品配送に郵便を利用している物販ネット事業者ってどんな事業者？｣（２月１８日）

｢環境と事業体｣（３月１２日）

�　新聞・雑誌・学会誌等への掲載

｢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

｢季節調整」かんぽ資金（３月号）

｢11月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（３月号）

｢効率化インセンティブと整合的な政策補助スキームの検討」公益事業研究５３－３（３月）

｢交通と通話の代替・補完」交通学研究年報／２００１年度（３月）

｢航空郵便と航空郵便ポスト」郵政（３月号）

｢東海道絵巻」逓信協会雑誌（３月号）

４　ていぱーくの特別展

・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�）

郵政研究所通信
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・沖縄の物産展（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�）

・第２５回「手作りの絵はがき」コンクール入賞作品展（４月７日�～4月１４日�）

・第５２回全日本切手展２００２（４月２０日�～４月２５日�）

・切手クラフト（切手はり絵）作品展（４月２７日�～４月２８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



皆様、お気付きでしょうか？今月号から表紙が変わっております。従来表紙にさせ

て頂いていた東海道シリーズは表紙裏に移動しました。引き続きお楽しみ頂けると幸

いです。また、今月号から新たに「小径」を掲載することになりました。これまで掲

載しているものとは一味違うものとなっております。表紙同様、お楽しみ頂けると幸

いです。

「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、研究の成果のほとんどをインターネットで公開しています。

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

（加藤）

編集後記
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