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ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版２５）

東海道五拾三次之内 金谷 大井川遠岸

どこまでも続く砂浜と米粒のような人間との対比で、大井川が雄大に描かれています。山間にか

すかに見えているのが金谷宿と思われます。

連台の客は橋の先まで運んでもらっていますが、肩車は手前の砂地までのようです。人足は相撲

の仕切りのような格好で、肩車から客を降ろしています。

ていぱーく所蔵資料紹介!３８

ブレゲ指字電信機

明治２年１２月２５日（西暦の１８７０年１月２６日）、

横浜裁判所と東京の築地運上所に電信機役所

を設け、東京―横浜間に架線工事を行い、我

が国初の公衆電信事業が開始されました。こ

のとき使用された電信機がフランス製のブレ

ゲ指字電信機で、送信スピードは１分間に５、

６文字程度でした。

このブレゲ指字電信機は、実際に電信創業

期に使用されたもので、本年３月、重要文化

財に指定するよう文部科学省文化審議会から

文部科学大臣に答申されました。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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表紙裏 初代広重「東海道五十三次（保永堂版）」より東海道五拾三次之内金谷【大井川遠岸】

ていぱーく 所蔵資料紹介 !３８ ブレゲ指字電信機

裏表紙 ていぱーく 展示場紹介 !１ 学芸員雑記帳

本誌に個人名で発表・掲載する研究内容や意見は執筆者個人に属し、総務省あるいは郵政研究

所の公式見解を示すものではない。また、いかなる誤謬も筆者個人の責任に属する。

前月号の月報４月号表紙及び目次に誤植がありました。読者の皆様、ならびにご寄稿下さいました作者の方には、

大変申し訳ありませんでした。訂正するとともにお詫び申し上げます。 （郵政研究所月報編集担当）

〈表紙・目次〉「山下耕治」→「前特別研究官 チャールズ・ユウジ・ホリオカ、第二経営経済研究部研究官
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官 岩本志保」

「井上恵子」→「客員研究官 若井 登、附属資料館資料官 井上恵子」

お詫びと訂正



金融システムの国際比較分析という視点が注目を集めている。もともと金融システ

ムを構築する場合には、他国のシステムを参考に構成することが多い。「他国ではこ

のようになっている」という言い方をもじって「出羽の守」アプローチということす

らあるように、金融システムのあり方は一様ではなく、またグローバリゼーションの

中では余計他国の変化には無関心ではいられない。

ところで、１国の金融システムが、市場に軸足を置くシステムなのか、それとも銀

行に軸足を置くシステムなのか、という話題はよく考えてみると多くの論点をもって

いる。その国の経済発展度の相違が金融システムの構築にいかに影響するのか。経済

発展のために有利な金融システムとはいかなるシステムか。そもそも市場型システム

と銀行型システムとの相違は何で、それぞれの優位性は何か。金融システムを構成す

る要素である経済主体の資金調達運用行動、金融セクターの役割、コーポレートガバ

ナンスの機能、企業戦略などへの影響などの視点からの整理も重要である等々……。

無論、金融システムを規定するのはその国の民法・会社法などの法的規準が大陸法準

拠か、コモンロー準拠かに依存することも重要なポイントである。

何故、金融システムの比較制度分析に興味をもっているかといえば、日本の金融シ

ステムが間接金融優位型で、銀行型システムである理由を解明したいこと、そしてそ

のシステムを市場型システムに移行させることが必要であるといわれているが、経済

主体の資金運用行動とくに個人部門の資産選択行動を見るにつけ、市場型システムへ

の移行は容易いことではなさそうに思われるからである。比較制度分析でいうところ

の「経路依存性path dependency」が強いと思われるからである。また、いわゆる株

式組織形態の金融機関が支配的な金融システムと、非営利の協同組織形態の金融機関

や公的金融機関の存在の有意性が高い金融システムとでは、金融システムの有り様が

異なるように思われ、「制度補完性」が働くと思われるからである。比較制度分析で

主張されるいくつかの命題が、金融システムにおいても確認できないかという問題意

金融システムの経路依存性

成城大学教授 村本 孜

巻 頭 言

郵政研究所月報 ２００２．５ ２



識である。

日本の金融システムでは、非営利の金融機関の占めるシェアは預金でみると、協同

組織約２０％、郵便貯金約２６％で、計４６％になる。株式組織の金融機関だけが、金融仲

介のメインプレーヤーではないのである。このような異なる目的関数の金融機関が併

存するのが日本の金融システムの特色であることをいかに認識するかである。

さらに、９０年代を通じて欧米諸国で顕在化している金融排除問題と金融システムの

関連がある。市場型金融システムが整備され、いわゆるディ・ミューチュアリゼー

ション（脱相互化、株式会社化）が進み、相互組織形態の金融機関が株式会社化して

いる。多くの国の生命保険会社、アメリカの貯蓄貸付組合（Ｓ＆Ｌ）、イギリスの住

宅金融組合（BS）が典型である（一方、協同組織形態の金融機関は株式会社化して

いる事例は少ない。これは出資証券が市場で上場されていることなどによると思われ

る）。目的関数が同じ金融機関によって金融システムが構成されるようになると、金

融排除問題が生じてくる。９０年代に多くの国の金融の分野で顕在化した共通の問題と

して、金融システムでの市場主義の徹底が、非効率な店舗の廃止、ウインブルドン現

象といわれるような外資による経営が低所得層や金融機関にとって良い顧客でない庶

民層にとって金融機関が使いにくい存在になってきた。金融IT化による解決がない

わけでもないが、デジタルデバイドの問題が別に発生する。

いずれにせよ、金融排除問題が顕在化している国は相対的に市場化が進んだ金融シ

ステムをもつ場合に多いように思われる。

３ 郵政研究所月報 ２００２．５



キーワード

生産性パラドックス、コンセプチュアライゼーション、ニューエコノミー、価格決定、収穫逓増、情

報資本ストック、生産関数、産業連関表、全要素生産性、部分要素生産性、家電普及率、ロジスティッ

ク関数

［要約］

�１ IT化のマクロ的経済効果については、米国では９０年代後半に入ってから労働生産性

に寄与しているとの実証研究が相次ぎコンセンサスが形成されつつある。その背景には、

IT効果が発現するまでには時間的経過を要すること、IT関連統計の整備、などの要因

がある。我が国においても、今後更にIT化が進行し、関連統計が整備されれば、本格

的な実証段階を迎えるものと思われる。その意味で、IT経済化の分析における技術的

側面も含めて現段階で論点を整理しておくことにはそれなりの意義が認められる。

�２ そこで、本稿ではIT化のマクロ的インパクト分析においての論点整理と、我が国に

おけるマクロ的インパクトの実証分析を行った。理論的側面における論点として重要な

ものは、１．労働生産性への寄与、２．情報関連財の収穫逓増現象、３．オークション

における価格決定構造の変化、４．労働と資本の代替、である。実証分析面における主

な論点は、１．情報財の定義、２．統計自体の限界、３．計測上の問題、である。

�３ 上記理論的論点の実証分析に供するため、我が国の情報資本ストック系列を作成した。

その結果、９９年末の実質情報資本ストックは約７９兆円、全資本ストックに占めるシェア

は７．６％となった。これに基づいて生産関数を推計した結果、トランス・ログタイプに

よる推計が最も妥当であり、情報資本ストックは実質成長率へ有意に寄与していること

が実証された。

�４ 産業連関表分析によれば、IT財供給産業におけるTPF（全要素生産性）、PFP（部分

要素生産性）の上昇は機械製造系、サービス系を中心に相当程度の価格低下効果を伴う

ことがわかった。また、労働と情報財の代替関係については概ね有意な結果が得られた。

ディマンドサイドへのインパクトとして、耐久財家電としてのパソコンの普及率を推計

した結果、２０１５年前後に普及率が９０％を越えることが示唆された。こうした情報財の開

発と普及は相当程度需要を底上げすることが期待される。

調査研究論文

IT化のマクロ的インパクトの論点整理と実証

第三経営経済研究部 主任研究官 佐々木文之

４郵政研究所月報 ２００２．５



Ⅰ はじめに

IT（information technology）を巡ってここ１５

年程多面的に議論がなされていることは周知の通

りである。多くは、「生産性パラドックス」１）、「コ

ンセプチュアライゼーション」２）、「ニューエコノ

ミー」３）といったキーワードで、いわばサプライサ

イドに起因する経済構造変化として捉えられてい

る。

その一方で、短期的な景気変動に対しても、

IT関連財の需要動向が与える影響が益々大きく

なってきている。昨年来IT需要の後退を一因に

米国経済をはじめとして世界経済が後退局面入り

したが、今年に入ってから半導体などの素材の在

庫調整が進展したために、景気底入れ時期を迎え

る可能性が出てきている。

言うまでもなく、こうしたサプライサイド、

ディマンドサイドの変化を予見し、その妥当性を

検証するのは極めて実証論的、技術論的である。

事実、９０年代前半には、米国における生産性への

ITが寄与する部分は大きくないとの検証結果が

概ね得られていたが、その後の研究によりIT化

の進展は生産性上昇へかなりの程度寄与している

との報告がなされ、コンセンサスが形成されつつ

ある（勿論、いわゆるニューエコノミー論につい

ては引き続き賛否両論有り）。

この背景には、IT化の効果が浸透するために

は相応の時間的経過が必要であること、IT関連

統計が整備されてきたこと、などの要因がある。

９５～９６年頃から急速にパソコン、インターネット

が普及し始めた我が国においても、今後更にIT

化が進行し、関連統計が整備されれば、本格的な

実証段階を迎えるものと思われる。その意味で、

IT経済化の分析における技術的側面も含めて現

段階で論点を整理しておくことにはそれなりの意

義が認められよう。

そこで本稿では、第Ⅱ節においてIT化のマク

ロ的インパクト分析においての論点整理を行い、

第Ⅲ節では、我が国におけるマクロ的インパクト

の実証分析を行う。

Ⅱ IT化のマクロ的インパクト分析の論点整理

ここでは、IT経済化分析に関して、理論的側

面と実証的側面の主な論点を整理してみる。

�１ 理論的側面

理論的側面におけるIT経済化のマクロ的イン

パクトに関する論点はこれまで様々に指摘されて

きているが、概ね以下の視点が重要であろう。

�１労働生産性への寄与

�２情報関連財の収穫逓増現象

�３オークションにおける価格決定構造の変化

�４労働と資本の代替

上記�１については、ソローの成長モデルを前提

とすれば、ハロッド中立的技術進歩（＝労働節約

型）の下では、労働生産性の成長率は技術進歩の

成長率に等しくなる。従って、理論的にはIT化

を技術進歩と捉えれば、IT化の進展は労働生産

性を高めることになるはずである。尚、ソローの

成長モデルにおいては、技術進歩が全く無くなれ

ば、経済成長率自体は人口成長率に等しくなるが、

労働生産性の伸びはゼロとなってしまう。

１）「コンピュータ時代という言葉をあらゆるところで目にするが、生産性統計のなかには見いだせない」（Robert Solow “We’d
Better Watch Out”New York Times Book Review, July１９８７）

２）知識集約化。（Alan Greenspan“Remarks before The Economic Club of Chicago”, Oct１９９５）
３）必ずしも一意で用いられないが、飛躍的な生産性の上昇、従来型景気循環が弱まった、との意味で使われることが多い。例え

ば、情報技術革新、経済のグローバル化、規制緩和による企業間競争、労働市場の柔軟性などによって生産性が上昇した、あ
るいはコンピュータによって在庫管理技術が高まるため、需要と供給のギャップによる変動が小さくなる、など。

５ 郵政研究所月報 ２００２．５



Ｄ 通常のオークション 

逆オークション 

Ｓ 

Ｐ 

Ｓ 
Ｄ 

消費者余剰 

生産者余剰 

Q（数量） 

P
（
価
格
） 

従って、我が国のように今後高齢化社会を迎え、

生産年齢人口の減少が予想される経済では、技術

進歩に成長の源泉を求めざるを得ない（もっとも、

定年延長や高齢者を活用する、女性の労働参加率

を高めるなどの措置によって労働投入量を維持す

ることは可能である）。

�２はいわば従来から経済理論上の最も主要な争

点のひとつである。情報関連財、例えば、汎用ソ

フトの場合、利用者が増えれば増えるほど外部経

済が働き費用が逓減する効果が大きい。その際に

収穫逓増現象が想定される。これは分配理論上

（資本分配率、労働分配率）、収穫逓増が見込ま

れる場合、生産物以上に分配されることとなり理

論上想定しがたいケースとなる。この場合、不完

全競争を想定することになる。

�３は、未だごくわずかなケースではあるが、

ネットオークションにおける価格決定プロセスが

従来の価格決定パターンと異なっているという点

である。通常、財の価格は図表２の通り、需要曲

線（DD曲線）と供給曲線（SS）の交点Ｐに決定

される。

しかし、インターネットでみられる（通常の）

オークションでは、購入者の提示した価格のうち

最も高い価格で決まるために、価格が需要曲線に

沿ったかたちで決定される。この場合、いわゆる

消費者余剰が無くなり、余剰は生産者やオーク

ションに財を提供した者に帰属することになる。

一方、逆オークションにおいては、購入者側が

価格など購入の条件を提示して、売り手は高い価

格から売却していくが、売却する量が多い場合に

は売却価格が順次低下せざるを得ない。従って、

この場合価格は供給曲線に沿ったかたちで決定さ

れるため、生産者や財の提供者の余剰が無くなる

ことになる。

こうした事例は現在のところごく限られている

が、今後オークション取引が増加すれば、生産者

行動、消費者行動に影響を与えることも予想され

る。

�４は、短期的、中期的インパクトと考えられる

が、IT化の進展によって、労働が情報財に代替

される影響である。これまで労働力を介して行わ

れてきた業務がパソコンを中核としたネットワー

図表１ IT経済化分析の主な論点

�１ 想定されるマクロ的変化

�１労働生産性への寄与
・技術進歩としてのIT化

�２情報関連材の収穫逓増現象
・限界費用逓減

�３オークションにおける価格決定構造
・消費者余剰、生産者余剰の減少

�４労働と資本の代替
・中間管理職の削減

�２ 実証分析面での論点

�１情報財の定義
�２統計自体の限界
・資本ストックベース（SNA）でのIT財時系列が無い

・ソフトウェア投資額が遡及困難である

・内製化されたIT財をどう抽出するか

・卸売物価統計が遡及困難である

・要素所得統計が年ベースである

・IT財の稼働率をどう捉えるか

�３計測上の問題
・生産関数タイプの選択

図表２ オークションの価格決定
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クに代替されれば、その分余剰労働力を抱えるこ

とになる。

その余剰労働力を成長性の見込める他の産業に

配分すればマクロ経済としてはマイナスの要因と

はならないが、その調整には相応の時間がかかる。

従って、その期間失業率が上昇する可能性がある。

勿論、IT化の効果を高めるためには、組織のフ

ラット化、意志決定プロセスの迅速化・簡略化、

労働者個々のIT技能向上などの条件が前提とな

る。内閣府（旧経済企画庁２０００）における企業へ

のアンケート調査でもその点を指摘している。

�２ 実証的側面

次に、実証的側面の論点を提示する。前記の理

論的に想定されるインパクトを検証するうえでの

論点を整理する。主なポイントは次の通りである。

�１情報財の定義

�２統計自体の限界

�３計測上の問題

先ず情報財の「定義」であるが、特に国際比較

する際に定義を統一することが重要である。一般

的には、

１．コンピュータ関連設備（電子計算機本体、付

属装置、ソフトウェア）

２．通信関連設備（有線電気通信機器、無線電気

通信機器、その他の電気通信機器、電気通信施

設）

３．その他の情報関連機器（ワープロ、複写機な

ど事務用機器）

の範囲で捉えて良いと思われる。

次に統計自体存在するかという点である。米国

の場合、商務省がSNAベースでの資本ストック

統計のなかに「情報財」として内訳が掲載されて

いるために利便性が高い。

翻って我が国の場合、９３SNAに移行して、従

来中間財として計上されていた受注ソフトウェア

が最終需要項目である民間企業設備投資に組み替

えられるなど改善されているが、資本ストックと

しての内訳が公表されていない。従って、産業連

関表、生産動態統計など個別の経済統計から積み

上げることになる。

また、各情報財を実質化する際に用いる物価統

計も過去への遡及が困難である。近年情報財に占

めるソフトウェアの重要性が増しているが、ソフ

トウェア統計を過去に遡及することも難しい。

技術的な面では、先ず内製化された情報財をど

うカウントするかという点である。井上（１９９７）

はこの点を指摘しており、特にソフトウェアの場

合、多くが企業内で内製化されたものである、と

している。

また、マクロ統計として生産性への寄与を計測

する際に技術的に問題となるのが、情報資本の稼

働率をどう設定するかという点である。稼働率で

資本ストック投入量を調整しないと、例えば

TFP（全要素生産性）にバイアスがかかってし

まう。資本ストックの実際の投入量を計算する際

には、製造業の設備稼働率等で調整するが、情報

財の場合、特に問題となるのが情報サービス業に

おける稼働率をどうみなすかという点である。

同時に計測上の制約となるのが、要素所得（分

配率）である。要素所得統計は年次統計であるた

めに、計測上は年ベースとならざるを得ないが、

一方で情報財を遡及する場合、遡及年数に限界が

あるため推計の対象となるサンプル数が少なく

なってしまう。

上記制約と相まって、生産関数タイプを選択す

る際、コブ・ダグラス型よりは、CES型（Con-

stant Elasticity）、CES型よりはトランス・ログ

型の方が制約条件が少なくより一般的であるが、

その分自由度の点からサンプル数をより多く必要

とする。

７ 郵政研究所月報 ２００２．５



Ⅲ 実証分析

ここでは、我が国におけるIT化のマクロ的イ

ンパクトの実証分析を行う。分析項目は以下の通

りである。

�１生産関数の推計（理論的論点�１に対応）

�２産業連関表に基づく情報財投入の波及効果分析

（上記�１に同じ）

�３労働需要関数の推計（理論的論点�４に対応）

�４パソコン普及率の推計（需要的側面に対応）

�１ 情報資本ストック系列の作成

前述の通り我が国ではSNAベースでの情報資

本ストックの時系列データが無いため、ここでは

先ず以下の手順で資本ストック系列を作成する。

この手順は概ね篠崎（１９９９）によっているが、情

報資本ストックにソフトウェアを加えているなど

多少異なるプロセスを踏んでいる。尚、情報財の

定義は前述の通りである。

１．産業連関表の固定資本マトリックスから情報

資本財を抽出する。各年次の連鎖は接続表で行う。

７５年から９５年までの５年ごとのフローの情報資本

投資額がここから得られる（尚、電気通信施設に

ついては旧電電公社からNTTへの民営化の切断

があるため、８５年以前については公的固定資本形

成も加えた）。９０年以前のソフトウェアについて

は、情報通信業の民間企業設備投資への投入量を

用いた。

２．産業連関表は５年毎に作成されているため各

年の情報資本投資額を算出する必要がある。経済

産業省の生産動態統計（機械統計）の各年の生産

実績を抽出し、そこから財務省の貿易統計の輸出

額を控除し、輸入額を加えることによって内需を

算出する。尚、電気通信施設については財務省の

法人企業統計における電気通信業の建設仮勘定を

用いた。尚、ソフトウェアについては、９０年以前

は年次統計が無いため、上記産業連関表の５年間

の伸びを５年で均等に分割し、９１年以降について

は、経済産業省の特定サービス産業動態統計の受

注ソフトウェアに基づいた。

３．上記で算出した年次統計の伸び率を５年間伸

ばしても、１．の産業連関表の５年間の伸び率に

合致しないため変動係数で調整した。

４．以上の各年次統計を日本銀行の各種物価統計

で実質化する。基準時は９５年とした。国内生産額

については、国内卸売物価指数、輸出入について

は輸出入物価指数を用いた。但し、９５年以前にお

いては情報資本財の財毎に過去に遡及できないた

め、コンピュータ関連設備、電気通信機器につい

ては電気機器、ソフトウェアについては情報サー

ビス、事務用機器については一般機器の価格でそ

れぞれ代替した。電気通信設備は国土交通省の非

住宅建設デフレータを用いた。

５．以上のプロセスで各情報資本財投資額の年次

時系列データが作成された。これをストックベー

スに転換するために以下のプロセスを用いる。

Ｋ：資本ストック Ｉ：投資額

γ：償却率

Kt＝It＋（１－γ）Kt－１

ｔ期以前の毎年の情報財投資額と償却率が一定

比率で継続すると仮定すると、

Kt－１＝（１－γ）t－１×It／（１＋g）t＋（１－γ）t－２

×It／（１＋g）t－１＋……＋It／（１＋g）

g：情報財投資の伸び率

φ＝（１－γ）／（１＋g）とすると、

Kt－１＝It（φt＋φt－１＋……＋φ）／（１－γ）

＝It×φ×［（１－φt）／（１－φ）］×

［１／（１－φ）］

≒It／（g＋γ）

尚、ここでは７５年以前の伸び率は７５～８０年の伸

び率で代替している。また償却率は米国商務省

BEAが発表している財別の償却率を用いた。
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図表３ 情報資本ストックの推計 （億円）

実 質 価 額

コンピュータ

関 連

通 信 機 器

関 連

事務用機器

関 連
通 信 施 設 計

対資本ストック

比率（％）
（参考）

９３SNAベース

１９７５ １０，０２２ １５，５００ １１，１７０ ７９，８６５ １１６，５５７ ４．８ N.A.
１９７６ １２，８４６ １６，８２０ １０，９９８ ８５，９７９ １２６，６４３ ４．９ N.A.
１９７７ １７，４７４ ２０，７６１ １０，９３８ ９１，８９９ １４１，０７３ ５．１ N.A.
１９７８ ２３，３３８ ２１，０８５ １１，１２４ ９７，６３１ １５３，１７８ ５．２ N.A.
１９７９ ３０，０５８ １８，３６６ １１，２３７ １０３，１７８ １６２，８３９ ５．２ N.A.
１９８０ ３７，４１９ １８，３５７ １１，３４９ １０８，５４６ １７５，６７１ ５．２ N.A.
１９８１ ４４，３０７ １８，５２５ １１，３４９ １１３，８６６ １８８，０４６ ５．３ N.A.
１９８２ ５０，１１０ １９，４１１ １１，５６１ １１９，１３８ ２００，２２１ ５．３ N.A.
１９８３ ５５，９４１ ２１，１６４ １２，８３１ １２４，３６６ ２１４，３０２ ５．３ N.A.
１９８４ ６７，４２８ ２４，３２３ １４，６７０ １２９，５５１ ２３５，９７３ ５．６ N.A.
１９８５ ８２，６６２ ２８，７１５ １６，７３２ １３４，６９５ ２６２，８０４ ５．６ N.A.
１９８６ ９９，６４７ ３３，３９８ １７，７６３ １３８，８１７ ２８９，６２４ ５．８ N.A.
１９８７ １１８，６１６ ３９，６９１ １９，２２５ １４２，０４０ ３１９，５７２ ５．９ N.A.
１９８８ １４１，０５９ ４６，１９３ ２２，３０４ １４４，４７３ ３５４，０２９ ６．１ N.A.
１９８９ １６５，８０９ ５３，６４５ ２６，０９７ １４６，２１２ ３９１，７６３ ６．３ N.A.
１９９０ １８８，９４９ ６２，９１１ ２８，５６０ １４７，３４５ ４２７，７６５ ６．５ ６．２
１９９１ ２１１，８３４ ７１，０２６ ３０，３５９ １４８，９５０ ４６２，１６８ ６．５ ６．２
１９９２ ２２２，８２９ ７５，９３７ ３０，６９９ １５０，９９８ ４８０，４６３ ６．２ ５．９
１９９３ ２２３，２２３ ８０，７６０ ３０，２９６ １５３，４９５ ４８７，７７５ ６．０ ５．８
１９９４ ２３２，６２４ ８６，６０５ ２９，１５１ １５６，６４５ ５０５，０２５ ６．０ ５．７
１９９５ ２４７，２２５ １００，１２９ ２８，３８４ １６０，７４１ ５３６，４７９ ６．１ ５．９
１９９６ ２８６，１９３ １２５，９６０ ２７，５０７ １６６，２１０ ６０５，８７０ ６．７ ６．４
１９９７ ３３１，６３３ １５１，４８９ ２６，７９７ １７２，０７７ ６８１，９９７ ７．１ ６．９
１９９８ ３６６，４８７ １６８，５７８ ２５，０８６ １７７，２６８ ７３７，４１８ ７．４ ７．２
１９９９ ３９６，７９９ １８５，６６５ ２１，５７７ １８２，８３４ ７８６，８７５ ７．６ ７．４
２０００ ４３６，４７６ ２０６，２９８ １９，３７２ １８７，２９９ ８４９，４４５ N.A. ７．８
２００１ ４６８，２８２ ２２７，８９５ １７，１７１ １９０，５８８ ９０３，９３６ N.A. N.A.

名 目 価 額

コンピュータ

関 連

通 信 機 器

関 連

事務用機器

関 連
通 信 施 設 計

対資本ストック

比率（％）
（参考）

９３SNAベース

１９７５ １３，５８１ ２１，７５９ ９，０４５ ３４，８６４ ７９，２４９ ４．０ N.A.
１９７６ １７，１９４ ２３，７１０ ８，９８２ ３９，０２８ ８８，９１５ ４．０ N.A.
１９７７ ２３，１６３ ２９，４６０ ９，２０３ ４３，４１５ １０５，２４１ ４．２ N.A.
１９７８ ３０，４０５ ２８，６８３ ９，８８１ ４８，０４１ １１７，０１０ ４．３ N.A.
１９７９ ３８，７３０ ２４，８２６ １０，１５８ ５２，９２２ １２６，６３５ ４．２ N.A.
１９８０ ４８，２０９ ２６，３４５ １０，４６９ ５８，０７４ １４３，０９７ ４．２ N.A.
１９８１ ５６，９２６ ２６，６５７ １０，６１１ ６３，２２５ １５７，４２０ ４．３ N.A.
１９８２ ６３，５９８ ２７，８７８ １０，５７３ ６８，３７６ １７０，４２６ ４．３ N.A.
１９８３ ６８，８７０ ３０，２６５ １２，０６４ ７３，５３０ １８４，７２９ ４．５ N.A.
１９８４ ８２，０９０ ３４，５４８ １３，９３４ ７８，６９０ ２０９，２６１ ４．８ N.A.
１９８５ １００，７２３ ４０，７２４ １６，１４６ ８３，８５６ ２４１，４５０ ５．０ N.A.
１９８６ １２０，４０９ ４７，０２０ １８，０９８ ８８，２７２ ２７３，８００ ５．３ N.A.
１９８７ １４０，９５５ ５４，５１２ ２０，２８０ ９２，０１２ ３０７，７６０ ５．６ N.A.
１９８８ １６４，７９７ ６１，３６５ ２３，８７９ ９５，１４２ ３４５，１８４ ５．９ N.A.
１９８９ １９０，９３２ ６８，９６５ ２７，８５６ ９７，７２４ ３８５，４７７ ６．２ N.A.
１９９０ ２１４，６３２ ７８，４４９ ２９，８８５ ９９，８１３ ４２２，７７８ ６．２ ６．１
１９９１ ２３８，１６３ ８６，１６９ ３１，７４３ １０２，４５２ ４５８，５２７ ６．１ ６．０
１９９２ ２４７，８０２ ８９，８８４ ３２，０８４ １０５，５６９ ４７５，３４０ ５．８ ５．７
１９９３ ２４５，４９９ ９３，７６３ ３１，６１６ １０９，１２５ ４８０，００３ ５．７ ５．６
１９９４ ２５０，８２５ ９８，３３８ ３０，２２４ １１３，３０６ ４９２，６９３ ５．７ ５．７
１９９５ ２５９，６６５ １１０，１０２ ２９，１２２ １１８，４２９ ５１７，３１８ ５．９ ５．９
１９９６ ２８２，８８８ １３１，３１６ ２７，６７２ １２４，９１９ ５６６，７９５ ６．５ ６．５
１９９７ ３０７，３０３ １５０，６０８ ２６，４８９ １３１，８７３ ６１６，２７３ ６．８ ６．９
１９９８ ３２３，３１１ １６１，６８３ ２４，５７８ １３７，９５１ ６４７，５２４ ６．９ ７．０
１９９９ ３３８，６９６ １７２，５２３ ２２，８９９ １４４，２７４ ６７８，３９１ ７．２ ７．３
２０００ ３６０，９５２ １８５，６６６ ２０，９１１ １４９，５１２ ７１７，０４１ N.A. ７．７
２００１ ３７５，５４１ １９８，２１３ １８，４０６ １５３，５７３ ７４５，７３３ N.A. N.A.

（出所） 内閣府「産業連関表」「接続産業連関表」「国民経済計算」、経済産業省「機械統計」
「特定サービス産業動態統計」、財務省「貿易統計」、「法人企業統計年報」、
日本銀行「国内卸売物価指数」「輸出入物価指数」、国土交通省「建設デフレータ」、
米国商務省「Fixed Reproducible Tangible Wealth,１９２５―９４」より郵政研究所作成。

９ 郵政研究所月報 ２００２．５



推計結果は前ページ図表３の通りである。

これによれば、９９年末の実質情報資本ストック

は約７９兆円となっている。内訳は、コンピュータ

関連が最も多く３９．６兆円、通信施設が１８．２兆円、

通信機器関連が１８．５兆円、事務用機器が２．１兆円

となっている。同年の全資本ストックに占める

シェアは７．６％となっている。

�２ 生産関数の推計

上記情報資本ストック統計をもとに先ず生産関

数を推計し、IT資本ストックの生産性への寄与

を推計する。

尚、ここでの産出量は、現行９３SNAでは８０年

以前について遡及できないため、６８SNAベース

の実質GDPとした。

関数タイプはコブ・ダグラス型、CES型（Con-

stant Elasticity）、トランス・ログ型の３タイプ

である。推計期間はいずれも７５～９８年である。

先ず、操作性の利便性から最も多く利用されて

いるコブ・ダグラス型であるが、その一般的な関

数は次の通りである。

Y＝ALαK β

Y：産出量、K：資本ストック、L：労働投入

（就業者数×労働時間）、α、βはそれぞれ、労

働、資本の生産弾力性でα＋β＝１。

ここでは、情報資本ストックを明示的に説明変

数に加える。

Y＝AeαT LαL K１αK１K２αK２

K１：非情報資本ストック、K２：情報資本ストッ

ク

上記式を下記の通り変形して推計した。

ln（Y ／L）＝lnA＋αK１ln（K１／L）＋αK２ln（K２／L）＋

αTt

推計結果は図表４の通りとなった。IT資本ス

トックは生産性へ有意に寄与していないことにな

る。

次にCES型関数で推計してみる。

推計式は以下の通りである。

ρ：代用パラメータ

Y＝A０eαTt［αK１K１－ρ＋αK２K２－ρ

＋（１－αK１－αK２）L－ρ］
－１／ρ

推計結果は次頁図表５の通りであり、ここでも

やはりIT資本ストックは有意に寄与していない。

最後にトランス・ログ型関数をみてみる。推計

式は次の通りである。

lnY＝α０＋αK１K１＋αK２K２＋αLL＋αTT

＋
１
２
αK１K１（lnK１）２＋αK１K２lnK１logK２

＋αK１LlnK１lnL＋
１
２
αK２K２（lnK２）２

＋αK２LlnK２lnL＋
１
２
αLL（lnL）２

（尚、サンプル数が少ない点を加味して各生産要

素の弾力性（＝価値シェア）についてSUR

（seemingly unrelated regression）による同時

推定を施している。）

推計結果は次頁図表６の通りとなった。情報資

本ストックのパラメータは有意な結果となってお

り、相当程度寄与していることになる。但し、労

働と情報資本ストック、及び非情報資本ストック

の交差項（αK１L、αK２L）はプラスとなっており、

代替関係については有意な結果が得られなかった。

図表４ コブ・ダグラス型の推計結果

パラメータ ｔ値 生 産 要 素

αK１ ０．３８９ ２．９３ 非IT資本ストック

αK２ －０．１４７ －１．６６ IT資本ストック

αL ０．７５９ ９．８８ 労働

αT ０．０１７ ３．９５

α０ １．８７１ ４．７０

adjR２＝０．９９３
（出所） 各種統計より郵政研究所作成。
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前述の通り、以上３タイプの関数のなかではト

ランス・ログ型が最も一般性を有しているために、

トランス・ログ型に基づく推計結果を採用するの

が妥当であろう。勿論、以上の推計は、前述の通

り統計上の様々な制約を受けているため、結果に

ついてはその分を差し引く必要があることは言う

までもない。

一方、冒頭で触れたように、米国においては９０

年代後半に入ってから、IT化の生産性への寄与

度が相当程度にあることが実証されつつある。図

表７の通り、概ね生産性上昇率の加速分の半分程

度がIT化によるもの、との結果が得られている。

�３ 産業連関表による波及効果分析

次に一般均衡論的アプローチに基づいて、産業

連関表を用いて分析する。

ここでは、TFP（全要素生産性）、PFP（部分

要素生産性）の変化を通した各産業の価格変化を

分析する。ここにおける全要素生産性の価格波及

効果とは、例えば、運輸業におけるすべての投入

図表６ トランス・ログ型の推計結果

パラメータ ｔ値 生産要素及び代替関係

αK１ ０．９０１ ３．１７ 非IT資本ストック

αK１K１ －０．２１８ －２．３０

αK１K２ －０．０２９ －５．０９

αK２ ０．０９９ ５．８０ IT資本ストック

αK２K２ ０．０２４ ５．５３

αL ０．００１ １．２４ 労働

αK１L ０．２４７ ２．４６ 非IT資本ストックと労働

αK２L ０．００５ ３．４４ IT資本ストックと労働

αLL －０．２５１ ２．４５

α０ １．２７４ １１２．８９

αT ０．０２３ ３０．４５

（出所） 各種統計より郵政研究所作成。

図表７ 米国における労働生産性上昇へのITの寄与

労働者１人当
たり IT資本
の 増 加
percentage
point
a

IT製 造 部 門
要素生産性
の 上 昇
percentage
point
b

ITの寄与度

percentage
point
c＝a＋b

生産性の加速

percentage
point
d

ITの寄与率

percent

e＝c／d

Oliner and Sichel

（１９９６―１９９９年と１９９１―１９９５年の差）
０．４５ ０．２６ ０．７１ １．０４ ６８．３％

Congressional Budget Office

（１９９６―１９９９年と１９７４―１９９９年の差）
０．４０ ０．２０ ０．６０ １．１０ ５４．５％

Economic Report of the President

（１９９５―１９９９年と１９７３―１９９５年の差）
０．４７ ０．２３ ０．７０ １．４７ ４７．６％

Jorgenson and Stiroh

（１９９５―１９９８年と１９９０―１９９５年の差）
０．３１ ０．１９ ０．５０ １．００ ５０．０％

Whelan

（１９９６―１９９８年と１９７４―１９９５年の差）
０．４６ ０．２７ ０．７３ ０．９９ ７３．７％

（出所） U.S. Department of Commerce,“Digital Economy２０００”

図表５ CES型の推計結果

パラメータ ｔ値 生 産 要 素

αK１ ０．０１４ １．１８ 非IT資本ストック

αK２ －０．０８６ －２．９９ IT資本ストック

αL １．０７２ １．７５ 労働

αT ０．００８ ２．２９

α０ ２．７６２ ２４．１５

ρ －１．１２１ －４．９５

adjR２＝０．８７０
（出所） 各種統計より郵政研究所作成。
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要素を変化させた場合に、各産業の価格がどう変

化するかということである。言い換えれば、投入

係数表の列方向の係数が定率で変化したケースの

価格変化である。ここではIT財を供給（＝製

造）する産業自体の生産性が向上した場合に、他

の産業がどの程度価格低下効果を受けるのかとい

う視点である。

一方、部分要素生産性の価格波及効果とは、行

方向の投入係数が定率で変化したケースの価格変

化である。各産業で投入するIT関連財の価格低

下がその産業の供給する財価格へ及ぼす効果をみ

るものである。

産業連関表は平成１１年版８７部門の９５年価格実質

ベースを用いる。IT産業としては、コンピュー

タの製造業（産業連関表ではその他の電気機械器

具製造業）、電気通信業（産業連関表も同じ）、ソ

フトウェア等（産業連関表では他の対事業所サー

ビス）とする。ここでは、各IT産業のTFP、

PFPがともに１０％上昇した場合の効果をみてみる。

計測結果は次頁図表８の通りである。

先ず、TFP波及効果についてみてみると、そ

の他電気機械自体の価格低下効果が１２．１％で最も

大きいことはいうまでもないが、次いで民生用電

気機械の１．９％、産業用電気機械の１．３％、自動車

の０．９％、精密機械の０．８％の順で大きいものと

なっている。いわゆる機械製造系の価格低下効果

が大きいことがわかる。

次に、電信・電話業の波及効果をみてみると、

電信・電話業の１０．１％に次いで、放送業の０．８％、

広告業の０．５％、他の対事業所サービスの０．４％と

いう順で大きいものとなっている。他の対事業所

サービスにおいては、他の対事業所サービス自体

の１０．１％に次いで、放送業の１．３％、その他の運

輸業の１．０％、広告業、建築業の０．９％、の順で大

きいものとなっている。

次にPFPの価格波及効果についてみてみる。先

ずその他の電気機械自体の９．２％に次いで、民生

用電気機械の２．７％、産業用電気機械の１．９％、自

動車の１．３％、精密機械の１．２％と機械製造系が続

く。電信・電話業では、電信・電話業の８．１％に

次いで、放送業の１．３％、広告業の０．８％、他の対

事業所サービスの０．６％が大きいものとなってい

る。他の対事業所サービスにおいては、他の事業

所サービス自体の７．７％に次いで、放送業の２．０％、

その他の運輸業、金融業の１．６％、広告業の１．４％

と大きいものとなっている。

図表８をみればわかる通り、概ねPFPの価格効

果がTFPよりも大きくなっている。これは、

PFPとしてのIT財そのものの投入価格が低下し

た場合、直接的にその他産業に与える影響が大き

いためである。

以上みてきたように、IT関連財の１０％の価格

低下効果は相当程度大きいものである。今後、更

にIT化が進めば、経済全体の生産性を高める効

果が期待できる。

�４ 労働需要関数の推計

ここでは、労働需要関数を推計し、想定される

労働とIT資本財の代替関係をみてみる。

推計式は以下の通りである。

ln（L）＝αln（W ／PNIT）＋βln（W ／PIT）

＋γln（Y）＋C

W：雇用所得デフレータ、PNIT：非IT

資本財価格 PIT：IT資本財価格

推計結果は図表９の通りとなった。IT資本財

と労働の代替パラメータはマイナスとなっており、

有意な結果が得られている。ただし、前述の通り、

トランス・ログ型生産関数の推計においては、労

働とITストックの代替関係は有意な結果となっ

ていないため、ここからただちに労働力とIT資

本財の代替関係が検証されたわけではない。
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図表８ IT財のTFP及びPFP波及効果

全要素生産性（１０％上昇） 部分要素生産性（１０％上昇）

その他の電気
機械器具製造業 電信・電話業 他の対事業所

サービス
その他の電気
機械器具製造業 電信・電話業 他の対事業所

サービス

米 麦 －０．０２ －０．０６ －０．１４ －０．０３ －０．０９ －０．２２
その他の耕種農業 －０．０３ －０．０７ －０．１５ －０．０４ －０．１１ －０．２４
畜 産 ・ 養 蚕 －０．０４ －０．１１ －０．３１ －０．０６ －０．１８ －０．４９
獣 医 －０．０３ －０．０９ －０．１８ －０．０４ －０．１５ －０．２９
農 業 サ ー ビ ス －０．０３ －０．０９ －０．２１ －０．０４ －０．１５ －０．３４
林 業 －０．０５ －０．０９ －０．１６ －０．０７ －０．１５ －０．２６
漁 業 －０．０７ －０．１３ －０．２０ －０．１０ －０．２１ －０．３３
石 炭 ・ 亜 炭 －０．０５ －０．３５ －０．４０ －０．０７ －０．５７ －０．６４
金 属 鉱 業 －０．１２ －０．１７ －０．３９ －０．１８ －０．２７ －０．６３
原 油 ・ 天 然 ガ ス －０．０５ －０．２７ －０．５１ －０．０７ －０．４３ －０．８１
採 石 ・ 砂 利 －０．０９ －０．１２ －０．３５ －０．１３ －０．２０ －０．５５
そ の 他 の 鉱 業 －０．１３ －０．１６ －０．３７ －０．１９ －０．２６ －０．５９
畜 産 食 料 品 －０．０４ －０．１４ －０．３９ －０．０５ －０．２３ －０．６３
水 産 食 料 品 －０．０４ －０．１７ －０．３０ －０．０６ －０．２７ －０．４７
精 殻 ・ 製 粉 －０．０３ －０．１０ －０．２２ －０．０４ －０．１７ －０．３４
そ の 他 の 食 料 品 －０．０３ －０．１５ －０．３５ －０．０５ －０．２４ －０．５５
飲 料 －０．０３ －０．１３ －０．２７ －０．０５ －０．２１ －０．４２
た ば こ －０．０１ －０．０３ －０．２１ －０．０２ －０．０４ －０．３３
製 糸 －０．０２ －０．１４ －０．４２ －０．０３ －０．２３ －０．６７
紡 績 －０．０３ －０．１４ －０．３３ －０．０５ －０．２３ －０．５３
織 物 ・ 繊 維 製 品 －０．０３ －０．１４ －０．３６ －０．０５ －０．２３ －０．５７
身 廻 品 －０．０３ －０．１８ －０．４８ －０．０５ －０．２９ －０．７７
製 材 ・ 木 製 品 －０．０４ －０．１１ －０．２１ －０．０６ －０．１８ －０．３３
家 具 －０．０５ －０．１６ －０．３７ －０．０７ －０．２６ －０．５８
パ ル プ ・ 紙 －０．０３ －０．１３ －０．３５ －０．０４ －０．２１ －０．５６
出 版 ・ 印 刷 －０．０５ －０．１６ －０．５３ －０．０７ －０．２６ －０．８４
皮 革 ・ 毛 皮 製 品 －０．０４ －０．１２ －０．３５ －０．０５ －０．２０ －０．５６
ゴ ム 製 品 －０．０４ －０．１５ －０．３７ －０．０６ －０．２５ －０．５９
基 礎 化 学 製 品 －０．０４ －０．１１ －０．３４ －０．０５ －０．１７ －０．５４
化 学 繊 維 －０．０５ －０．１２ －０．３１ －０．０７ －０．１９ －０．５０
その他の化学製品 －０．０３ －０．２３ －０．４２ －０．０４ －０．３７ －０．６６
石 油 製 品 －０．０１ －０．０３ －０．０７ －０．０１ －０．０６ －０．１１
石 炭 製 品 －０．０３ －０．０８ －０．１８ －０．０４ －０．１４ －０．２９
窯 業 ・ 土 石 －０．０５ －０．１２ －０．３３ －０．０７ －０．２０ －０．５３
製 鉄 －０．０５ －０．１１ －０．３３ －０．０７ －０．１８ －０．５２
そ の 他 の 鉄 鋼 －０．０３ －０．１１ －０．２９ －０．０５ －０．１７ －０．４６
非 鉄 金 属 －０．０６ －０．１２ －０．２５ －０．０９ －０．１９ －０．３９
金 属 製 品 －０．０９ －０．１５ －０．３５ －０．１３ －０．２４ －０．５６
一 般 機 械 －０．４４ －０．１４ －０．３９ －０．６４ －０．２３ －０．６２
産 業 用 電 気 機 械 －１．２９ －０．１５ －０．３７ －１．８６ －０．２４ －０．５８
民 生 用 電 気 機 械 －１．８７ －０．１２ －０．２９ －２．７０ －０．２０ －０．４６
その他の電気機械 －１２．１０ －０．１１ －０．３１ －９．１９ －０．１８ －０．４９
自 動 車 －０．９１ －０．１３ －０．３９ －１．３１ －０．２１ －０．６２
船 舶 －０．５９ －０．１６ －０．３９ －０．８５ －０．２７ －０．６２
その他の輸送用機械 －０．４９ －０．１４ －０．３６ －０．７１ －０．２２ －０．５８
精 密 機 械 －０．８０ －０．１６ －０．３７ －１．１５ －０．２６ －０．５９
そ の 他 の 製 造 品 －０．１５ －０．１５ －０．３４ －０．２２ －０．２４ －０．５４
建 築 －０．１８ －０．１８ －０．９２ －０．２５ －０．２９ －１．４７
土 木 －０．１１ －０．２２ －０．８３ －０．１６ －０．３５ －１．３２
電 力 －０．０５ －０．０７ －０．３５ －０．０７ －０．１２ －０．５５
ガ ス ・ 熱 供 給 －０．０３ －０．１０ －０．４０ －０．０４ －０．１５ －０．６４
上 水 道 －０．０３ －０．０９ －０．４０ －０．０５ －０．１５ －０．６４
工 業 用 水 道 －０．０５ －０．０６ －０．３１ －０．０７ －０．１０ －０．５０
廃 棄 物 処 理 －０．０４ －０．２２ －０．６４ －０．０６ －０．３６ －１．０１
卸 売 －０．０２ －０．３５ －０．４９ －０．０３ －０．５６ －０．７８
小 売 －０．０２ －０．２４ －０．４９ －０．０３ －０．３９ －０．７８
金 融 －０．０２ －０．３３ －０．９９ －０．０３ －０．５４ －１．５８
保 険 －０．０１ －０．２１ －０．６５ －０．０２ －０．３４ －１．０３
不 動 産 仲 介 業 －０．０１ －０．１１ －０．３９ －０．０２ －０．１８ －０．６２
住 宅 賃 貸 料 －０．０１ －０．０３ －０．１７ －０．０１ －０．０５ －０．２７
不 動 産 賃 貸 業 －０．０１ －０．０５ －０．３９ －０．０２ －０．０８ －０．６２
鉄 道 －０．０６ －０．１８ －０．５９ －０．０９ －０．２９ －０．９３
道 路 輸 送 －０．０５ －０．２３ －０．２５ －０．０８ －０．３８ －０．４０
水 運 －０．０４ －０．２４ －０．４１ －０．０５ －０．３９ －０．６６
航 空 輸 送 －０．０７ －０．２３ －０．５８ －０．１０ －０．３８ －０．９３
そ の 他 の 運 輸 －０．０３ －０．２３ －０．９８ －０．０４ －０．３７ －１．５６
電 信 ・ 電 話 －０．０２ －１０．１３ －０．７６ －０．０３ －８．０６ －１．２１
郵 便 －０．０２ －０．２３ －０．２６ －０．０２ －０．３７ －０．４１
教 育 －０．０４ －０．１３ －０．２８ －０．０６ －０．２２ －０．４５
研 究 －０．０３ －０．１７ －０．２５ －０．０４ －０．２８ －０．４０
医 療 ・ 保 健 衛 生 －０．０２ －０．１４ －０．５２ －０．０３ －０．２２ －０．８３
その他公共サービス －０．０２ －０．２８ －０．７２ －０．０３ －０．４５ －１．１５
広 告 －０．０７ －０．５０ －０．８６ －０．１０ －０．８２ －１．３７
業務用物品賃貸業 －０．０６ －０．１１ －０．３６ －０．０８ －０．１８ －０．５８
他の事業所サービス －０．０４ －０．３８ －１０．１２ －０．０５ －０．６２ －７．７４
娯 楽 －０．０４ －０．１１ －０．３８ －０．０６ －０．１８ －０．６１
放 送 －０．１８ －０．８０ －１．２８ －０．２６ －１．３０ －２．０４
飲 食 店 －０．０２ －０．１５ －０．２８ －０．０３ －０．２４ －０．４４
旅 館 －０．０３ －０．２２ －０．４０ －０．０４ －０．３５ －０．６３
洗濯・理容・浴場 －０．０３ －０．１８ －０．３７ －０．０４ －０．２９ －０．５９
他の個人サービス －０．０３ －０．１３ －０．３４ －０．０４ －０．２１ －０．５４
自動車・機械修理 －０．８９ －０．２１ －０．３４ －１．２８ －０．３４ －０．５４
分 類 不 明 －０．０５ －０．１３ －０．５３ －０．０７ －０．２０ －０．８４
政 府 ・ 教 育 －０．０１ －０．０３ －０．１６ －０．０２ －０．０６ －０．２５
政 府 ・ そ の 他 －０．１３ －０．１５ －０．４７ －０．１８ －０．２５ －０．７５
非 営 利 ・ 教 育 －０．０２ －０．１０ －０．２７ －０．０３ －０．１６ －０．４４
非 営 利 ・ そ の 他 －０．０２ －０．１７ －０．４８ －０．０３ －０．２７ －０．７７

（注）９３SNA、平成７年基準実質ベース。平成１１年実績。
（出所） 内閣府「国民経済計算：産業連関表平成１１年」より郵政研究所作成。
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�５ パソコン普及率の推計

次に需要サイドへの影響を推計してみる。ここ

では、「耐久財家電」としてのパソコンの普及率

がどう推移するか検証する。

通常、家電の普及率はロジスティック関数に近

似すると言われるが、パソコンの普及率について

も同関数に近似するとの仮定をおいてみる。関数

式は以下の通りである。

Y（t）＝１００／（１＋e－α－βt）

Y（t）：普及率 t：タイムトレンド

先ず、これまで普及してきた家電について推計

してみる。対象とする家電は、カラーテレビ、冷

蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン、掃除機、

VTR、それに家電ではないが普及している乗用

車を加えた。

推計結果は図表１０、次頁図表１１の通りとなる。

時間に対してよくフィットした推計結果となって

いる。例えば、カラーテレビの場合、概ね１０年程

度で普及率が９０％、冷蔵庫は１４年程度で９０％に達

している。

こうした家電は、需要がロディスティックカー

ブを描き、急速に普及する傾向がある。一旦普及

した後は買い換えサイクルに移行し、新たな需要

が生まれる。従って、新しい家電が発明され、そ

の利便性が世間一般に認識されると、相当程度の

需要喚起効果が見込まれる。パソコンの場合はど

うであろうか。図表１０、１２に推計結果を示してあ

る。

パソコンの場合、普及し始めて日が浅くサンプ

ル数が少ないという問題はあるものの、こちらも

時間へのフィットは良好である。パソコンは９５～

９６年頃から急速に普及し始め、２００１年時点で

５０．１％となっている。このペースでいくと２０１５年

には９０％を越えることが見込まれる。

今後、パソコンの更なる普及と買い換えによる

需要は相当程度見込まれ、需要創出効果が期待で

きる。加えて、我が国の場合、携帯電話の需要も

期待できよう。既に契約数は６８００万件を越え（平

成１４年２月現在：電気通信事業者協会調べ）、普

及率の速度は落ちることも考えられるが、次世代

型に対する新たな需要が見込まれ、IT財への需

要を底上げすることになろう。

図表９ 労働と資本財の代替関係推計

パラメータ t値 生産要素代替関係

α ０．１６７ １．３２ 非IT資本財と労働

β －０．４６６ －６．５５ IT資本財と労働

γ ０．５４３ ８．７３ 生産水準

Ｃ ５．５０４ ４．４４

adjR２＝０．８７８
（出所） 各種統計より郵政研究所作成。

図表１０ 家電普及率の推計

α （ｔ値） β （ｔ値） adjR２

カラーテレビ －４．６４５ （－３８．３２） ０．７１９ （３９．４６） ０．９９８

冷蔵庫 －３．４８０ （－３４．４０） ０．３９４ （３６．２５） ０．９９６

洗濯機 －１．４８９ （－２７．１１） ０．２７１ （３５．８０） ０．９９２

エアコン －３．４８４ （－２８．７２） ０．１３８ （２９．４５） ０．９８５

乗用車 －２．２８３ （－１９．５２） ０．１１７ （２１．５０） ０．９６４

電子レンジ －２．８７３ （－２４．６９） ０．１７５ （２６．３４） ０．９８５

掃除機 －２．２２６ （－２８．８５） ０．２７３ （３２．９０） ０．９９２

VTR －２．６３２ （ －８．８７） ０．２１５ （９．５３） ０．９０６

パソコン －３．１９０ （－１１．９７） ０．１９０ （８．４６） ０．８７０

（出所） 内閣府「消費動向調査」より郵政研究所作成。
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図表１１ 家電普及率の推移

（出所） 内閣府「消費動向調査」より郵政研究所作成。
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Ⅳ 最後に

以上、IT化のマクロ的インパクトの論点整理、

及び実証分析を行ってきた。

冒頭で触れたように、IT化の経済効果が発現

するまでには相当程度の時間的経過が必要である

ため、現段階において実証的にマクロ的効果を計

測するにはサンプル数などの点で限界があること

は事実である。

しかし、本稿中で行った実証分析のなかには既

にインプリケーションを示唆するものもあり、

IT化が更に進展すればより明瞭に検証されてい

くものと考えられる。

経済企画庁（当時：現内閣府）が９７年６月に実

施した「規制緩和などの経済構造改革が経済に与

える影響について」をみると、全要素生産性が上

昇する要因として、情報通信ストックの外部性効

果や労働規制緩和の生産性向上効果、人的資本に

対する投資促進効果等が主たるものとして挙げら

れている。成長に寄与する主たる効果は最終的に

全要素生産性を０．９５％上乗せするという結果に

なっている。IT化によって全要素生産性上昇率

が体現されるとしている。

一方、国立社会保障・人口問題研究所「将来推

計人口」によれば、日本の人口は僅かながらも

２００７年までは増加する見込みである。しかし、趨

勢的に低下する出生率を背景として生産年齢人口

（１５歳から６４歳）は１９９５年をピークに低下してい

く。

今後、我が国の成長力を維持、高めるための

tacticsとしてIT化の一層の推進も一つの可能性

をもっている。今後もIT関連統計の整備を見据

えながら継続的にIT化効果を分析していきたい。
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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、

その影響は生命保険業界にも多大な影響を与えた。

こうした中、生命保険会社の貸出の伸び率は、銀

行貸出と同様に、１９９０年代を通じて大きく低下し

た。とりわけ、１９９６年度以降は、生命保険会社の

貸出の伸び率がマイナスに転じ、近年その減少幅

は銀行貸出をはるかに上回るペースで拡大してい

る（図１）。

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が１つの要

因であったと考えられる。また、生命保険会社の

資産構成は、中長期的に、貸出から国債などの有

価証券へとシフトするトレンドがあった。しかし

ながら、１９８０年代半ばから９０年代半ばにかけて

３０％代後半で安定していた生命保険会社の貸出の

対総資産比率は、９０年代後半、このトレンドを超

えて大きく下落した。

これまでの研究では、１９９０年代の銀行貸出の低

迷に関して、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）

が、貸出量の伸びが低下した１つの原因であった

視 点

ソルベンシー・マージン比率と生保貸出

東京大学大学院経済学研究科・教授 福田 慎一

図１ 生保と銀行の貸出残高の伸び率
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可能性は数多くの研究者によって指摘されている。

とりわけ、１９９７年末から９８年にかけての銀行貸出

の低迷は、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）が重要な役割を果たしたことは、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。しかしながら、１９９０年代末の景気の

低迷は、銀行以外のさまざまな金融機関のバラン

ス・シートを悪化させた。

そこで本稿では、１９９０年代末における各生命保

険会社のバランス・シートの悪化が、その貸出行

動にどのような影響を及ぼしたかを検討する。特

に、１９９６年の保険業法の改正によって、９８年度決

算以降のソルベンシー・マージン基準を活用した

早期是正措置の導入が、各生命保険会社にキャピ

タル・クランチを生み出したかどうかを、各生命

保険会社のソルベンシー・マージン比率と貸出の

伸び率の関係を分析することによって考察する。

２．ソルベンシー・マージン比率の概要

生命保険会社のソルベンシー・マージン（支払

い余力）は、責任準備金を超える自己資本の部分

に相当する。通常の予測範囲を超えたリスクが発

生した場合、生命保険会社の資産内容が悪化し、

業務の健全性が損なわれていく過程では、はじめ

に自己資本にあたるソルベンシー・マージンから

減少していくと予想される。したがって、生命保

険会社の健全性は、通常の予測を超えるリスクに

対して、ソルベンシー・マージンが十分あるかど

うかで判定することになる。すなわち、ソルベン

シー・マージン比率は、通常の予測を超えるリス

ク相当額を、自己資本の部分でどれくらいカバー

できるかという観点から、各生命保険会社の健全

性を測る基準となっている。

通常の予測を超えるリスクは、生命保険会社に

よって異なる。このため、実際に各生命保険会社

の健全性を測るために、ソルベンシー・マージン

を各生命保険会社のリスク（通常の予測を超える

リスク）で正規化する必要がある。ソルベン

シー・マージン比率は、そのような正規化された

指標であり、算出式は以下の通りである。

�１ ソルベンシー・マージン比率（％）

＝
ソルベンシー・マージン
リスク総額×０．５

×１００

ここで、分母のリスク総額に０．５が乗ぜられて

いるのは、米国のソルベンシー・マージン基準で

あるRBC基準にならったためである。このため、

ソルベンシー・マージン比率が２００％のとき、ソ

ルベンシー・マージンが通常の予測を超えるリス

クに見合っていることになる。

�１式の分子であるソルベンシー・マージンは、

�１資本の部合計、�２価格変動準備金、�３危険準備

金、�４一般貸倒引当金、�５株式含み益の９０％（含

み損は１００％）、�６土地含み益の８５％（含み損は

１００％）、�７その他、の各項目を単純合計して求め

られる。このうち、狭い意味での自己資本は�１の

みである。しかし、負債に計上されている�２から

�４の項目は、リスクに備えた内部留保として位置

付けられるため、ソルベンシー・マージンに含ま

れている。また、�５と�６は、会計上オフバランス

となっている資産の含み損益を反映したものであ

る。

一方、�１式の分母にあたるリスク総額は、�a 保

険リスク、�b予定利率リスク、�c 資産運用リスク、

�d経営管理リスク、から構成される。このうち、

�c 資産運用リスクは、株価暴落・為替相場の激変

などにより資産価値が大幅に下落するリスク、お

よび貸付先企業の倒産などにより貸倒れが急増す

るリスクである。これは、価格変動リスクと信用

リスク、オフバランス取引リスクなどから構成さ

れ、対象資産の残高に一定のリスク係数をかけて

求められる。このうち、価格変動リスクと信用リ
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スクの具体的なリスク係数は、株式のリスク係数

が、分散投資効果（分散投資によるリスク減殺効

果）を考慮した場合に国内外とも３％、また、貸

出金と債券のリスク係数が、貸出しのタイプに

よって０％、１％、４％、３０％となっている。

３．銀行の自己資本比率との類似性

定義上ではさまざまな相違があるものの、生命

保険会社のソルベンシー・マージン比率は、政策

当局が自己資本の大きさによって金融機関の健全

性を測る点で、銀行の自己資本比率規制における

リスクアセット・レシオ（BIS比率）と共通して

いる。また、健全性を測る指標の適切さに関して

は問題点はあるものの、中長期的な観点からは、

ソルベンシー・マージン比率を使って生命保険会

社の健全性を維持していくことは重要であると考

えられる。

しかしながら、銀行のリスクアセット・レシオ

（BIS比率）と同様に、生命保険会社のソルベン

シー・マージン比率も、景気や資産価格のアッ

プ・ダウンの影響を受けてpro―cyclicalに変動す

る。このため、景気や資産価格が低迷し、ソルベ

ンシー・マージン比率が低下すると、生命保険会

社の行動はより危険回避的となり、貸出の減少な

どを通じて景気回復を遅らせる一要因となりかね

ない。とりわけ、１９９７年末以降の日本経済のよう

に、景気低迷と金融危機が深刻化する中での生命

保険会社に対するソルベンシー・マージン比率の

導入は、その時期のマクロ経済に少なからぬ負の

悪循環を引き起こした可能性がある。そこで以下

では、この可能性を、生命保険会社の自己資本比

率に相当するソルベンシー・マージン比率と貸出

量との関係を検証することによって考察する（以

下の結果は、鯉渕賢氏との共同研究に基づいてい

る）。

４．推計に使用するデータと推計式

以下の推計で使用するデータは、いずれも各生

命保険会社のディスクロージャー誌に収録されて

いる財務データである。分析の対象とした生命保

険会社は、一般貸付を主要な資金運用手段として

いると判断される２１社とした。これらの企業は、

１９９８年度末に公表された貸借対照表の「一般貸付

金」残高が「有価証券」残高の１０分の１以上の生

命保険会社という基準で選択した。

サンプル期間は、原則として、１９９８年３月決算

から２００１年３月決算までである。サンプル開始の

時期を１９９８年３月決算からとしたのは、基本的に

ソルベンシー・マージン比率のデータが利用可能

なとなるのが１９９８年３月決算以降だからである。

だだし、サンプル対象の生命保険会社の数は、そ

の後の破綻によって、１９９９年３月以降は多少減少

している。そこで、推計では、データが欠損して

いる生命保険会社については、非バランス・パネ

ル分析を行うことによってサンプルに含めること

とした。

分析では、各生保の貸付金（一般貸付）の伸び

率を被説明変数とし、それが各社のソルベン

シー・マージン比率とどのような関係があったの

かを調べるため、以下の式を推計した。

�２ DLENDit＝定数項＋a・SLMitー１＋b・Xit

＋c・Year Dummyt、

ただし、DLENDit＝貸付金の増加率、SLMit＝ソ

ルベンシー・マージン比率（対数値）、およびXit

＝その他の健全性の指標。また、サブスクリプト

t は時点を、またサブスクリプト i は生命保険会

社を表す。したがって、たとえば、DLENDitは、t

期における生命保険会社 i の貸付金の増加率とい

うことになる。

以下の分析で、ソルベンシー・マージン比率以

外に、健全性の指標として、自己資本比率、市場
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性有価証券含み益比率、不良債権比率、責任準備

金成長率、経常利益率、流動資産＋有価証券比率

を説明変数に加えた。ここで、自己資本比率、市

場性有価証券含み益比率、および不良債権比率は、

ストックとしての健全性の指標である。また、責

任準備金成長率は現在から将来にかけての保険料

収入増加の見通し、経常利益率は保険料収入や資

産運用からの収益を、それぞれ反映したものであ

る。

５．推計結果

各生命保険会社の一般貸付総額の増加率を被説

明変数として、�２式を非バランス・パネルで推計

した結果は、表１にまとめられている。まず、ソ

ルベンシー・マージン比率以外の健全性の指標に

関しては、有価証券含み益比率はほとんど有意で

はない。しかし、前期末不良債権比率が有意なマ

イナスの符号をとっており、期首に不良債権が多

い生命保険会社は、その期の貸出量を減らす傾向

があることが読み取れる。また、フロー変数では、

経常利益率が有意に正の値をとっており、利益率

が高い生命保険会社が貸出量を増加させる傾向に

あることも読み取れる。

一方、ソルベンシー・マージン比率については、

その他の健全性指標の組み合わせに関わらず、い

ずれのケースにおいても有意にプラスとなってい

表１ 一般貸付成長率（OLS）

被説明変数：一般勘定貸付期末残高の成長率（１９９９年３月期～２００１年３月期）

説 明 変 数 Eq.１ Eq.２ Eq.３ Eq.４ Eq.５ Eq.６

前期末ソルベン
シーマージン比率
（対数値）

０．１４７＊＊＊

（３．５４４）

０．１５６＊＊＊

（４．０３０）

０．１１７＊＊＊

（３．０８９）

０．１４９＊＊＊

（２．８７４）

０．１２２＊＊＊

（２．７８４）

０．０８０＊＊＊

（１．８４２）

前 期 末 自 己

資 本 比 率

－３．０３１＊

（－１．８７３）

－１．３２４

（－０．８７６）

－１．５０４

（－１．０２３）

－１．２４１

（－０．７８８）

－１．１７４

（－０．７８７）

－１．３５２

（－０．９３４）

前期末市場性有価

証券含み益比率

０．１０６

（０．２３９）

－０．１４４

（－０．３６２）

－０．１５３

（－０．３９２）

－０．１３０

（－０．３１８）

－０．２８８

（－０．７１６）

－０．３０５

（－０．７７７）

前 期 末

不 良 債 権 比 率

－０．９２８＊＊＊

（－３．３１４）

－０．６２５＊＊

（－２．４１７）

－０．７３２＊＊＊

（－２．９６６）

－０．５９６＊＊

（－２．０２４）

－０．４４３

（－１．５８７）

－０．５４５＊＊

（－２．０４９）

責 任 準 備 金

残 高 成 長 率

０．５０７

（１．５７７）

０．５３３＊

（１．６９４）

経 常 利 益 率
３．６４２＊＊＊

（４．２２０）

３．８０６＊＊＊

（４．４６６）

前期責任準備金

残 高 成 長 率

０．０５０

（０．２１４）

前期経常利益率
３．１０７＊＊＊

（３．９２５）

３．１８９＊＊＊

（３．５９８）

３．２３１＊＊＊

（４．１２３）

前期末流動資産

＋有価証券比率

０．１０５

（０．６８３）

０．１０８

（０．７１４）

０．０９２

（０．５４３）

－０．０５０

（－０．２７８）

－０．０５６

（－０．３１４）

Year ダ ミ ー Yes Yes Yes Yes Yes Yes

修 正 R ― sq . ０．５３１ ０．６３４ ０．６４７ ０．６２７ ０．６４５ ０．６６１

観 測 数 ５７ ５７ ５７ ５７ ５７ ５７

Note：t―statistics are reported in parentheses. ＊＊＊, ＊＊, and ＊ after a point estimate shows the coefficient estimate is statistically
significant at１％,５％, and１０％ level respectively.

２２郵政研究所月報 ２００２．５



る。この結果は、われわれの推定期間である１９９０

年代末から２０００年初めにかけて、ソルベンシー・

マージン比率が低下した生命保険会社では、その

貸出が減少するキャピタル・クランチが起こって

いた可能性を示唆するものである。すなわち、バ

ランスシートが劣化してソルベンシー・マージン

比率が低下している場合、生命保険会社は経営の

中長期的な安定やソルベンシー確保の観点から、

貸出を減少させることによって、バランスシート

の健全化を図る傾向があったことがわかる。

６．規模別貸出への影響

マクロ経済全体へのインパクトを考えた場合、

キャピタル・クランチは、さまざまな資金調達が

可能な大企業に比べて、資金調達手段が借入に限

定されることの多い中小企業においてより深刻と

なると考えられる。そこで、以下では、各生命保

険会社の貸出先を、大企業向けと中小企業向けに

分類することによって、�２式を推計する。貸付金

額でみた場合、中小企業向けのウエイトは、各生

保とも１割から２割程度と必ずしも大きくない。

しかし、貸付件数でみた場合、中小企業向けのウ

エイトが５割以上となる生保は非常に多い。した

がって、生保貸出に占める中小企業向けの位置付

けは、決して小さいものとはいえない。

貸出先のデータが異なるという以外、推計方法

は前節と全く同じであり、その推計結果が表２に

まとめられている。まずソルベンシー・マージン

比率以外の健全性の指標に関しては、前期末不良

債権比率は、大企業の貸出に関して有意なマイナ

表２ 一般勘定貸付成長率（企業規模別、OLS）

被説明変数：国内企業向け一般勘定貸付期末残高の成長率

（１９９９年３月期～２００１年３月期）

Eq.１ Eq.２ Eq.３ Eq.４ Eq.５ Eq.６

被 説 明 変 数 大企業向け 大企業向け 大企業向け 中小企業向け 中小企業向け 中小企業向け

前期末ソルベン
シーマージン比率
（対数値）

０．０７９

（１．０２９）

０．０４８

（０．６５９）

０．０６８

（０．４８０）

０．２９２＊＊

（２．４６２）

０．２６３＊＊

（２．２１７）

０．２９７＊＊

（２．０４６）

前期末自己資本

比 率

－３．６８０

（－１．３３０）

－２．１３４

（－０．７９３）

－２．９３７

（－１．０５９）

－１．８６０

（－０．４３３）

－０．３６９

（－０．０８５）

１．１５１

（０．２７２）

前期末市場性有価

証券含み益比率

０．４７１

（０．６０１）

０．２３８

（０．３１８）

０．２３８

（０．３１６）

－０．１５７

（－０．１２９）

－０．３８１

（－０．３１５）

－０．２２４

（－０．１９４）

前 期 末

不 良 債 権 比 率

－１．１２６＊＊

（－２．３６３）

－０．９０２＊

（－１．９６２）

－０．８６９

（－１．６７２）

－０．３１５

（－０．４２５）

－０．０９９

（－０．１３３）

－０．５４６

（－０．６８８）

責任準備金残高成

長 率

０．１５６

（０．２４６）

－１．３３７

（－１．３８０）

経 常 利 益 率
４．１１７＊＊

（２．５７０）

４．２４３＊＊

（２．６２２）

３．９６７

（１．５３１）

３．２８０

（１．３２６）

前期末流動資産・

有 価 証 券 比 率

－０．４５９

（－１．３５９）

１．４５１＊＊＊

（２．８０８）

Year ダ ミ ー Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Adj . R ― sq . ０．１８２ ０．２６６ ０．２７０ ０．２６０ ０．２７９ ０．３５９

観 測 数 ５６ ５６ ５６ ５６ ５６ ５６

Note：t―statistics are reported in parentheses. ＊＊＊, ＊＊, and ＊ after a point estimate shows the coefficient estimate is statistically
significant at１％,５％, and１０％ level respectively.

２３ 郵政研究所月報 ２００２．５



スの符号をとっており、中小企業向けに関しても

有意ではないが符合条件を満たしている。また、

経常利益率は、大企業の貸出に関して有意に正の

値をとっており、中小企業向けに関しても有意で

はないが比較的大きな値をとっている。これらの

結果は、貸出先の規模に関わらず、不良債権や利

益率の変動が、生命保険会社の貸出量に影響をあ

たえる傾向にあることを示している。

一方、ソルベンシー・マージン比率については、

貸出先が大企業か中小企業かによってその影響が

大きく異なる。すなわち、大企業向けの貸出に関

しては、符合自体はプラスとなるケースが大半で

あったが、その推定値は非常に小さく、統計的に

も全く有意ではなかった。これに対して、中小企

業向けの貸出では、推定値は０．３近くと大きく、

またすべて統計的に有意となっていた。これらの

結果は、１９９０年代末から２０００年初めにかけて、ソ

ルベンシー・マージン比率が低下した生命保険会

社でキャピタル・クランチが起こっていたとする

前節の結果が、特に中小企業向けの貸出において

顕著に観察されることを示している。

７．おわりに

銀行業務と比較した場合、生命保険会社は貸出

先の情報を独自に審査する体制が不十分であるこ

とが多く、系列企業への貸出も保険加入への見返

りとして行う側面が強かった。このため、生保の

貸出は、銀行貸出の補完的立場となる傾向が高く、

金融引締めで銀行貸出が減少したときに増加する

「限界的資金供給者」であることも指摘されてき

た。また、貸出先の業種は多岐にわたり、製造業

向け貸出のウエイトは大手生保でも１０％程度と必

ずしも大きくない一方、逆に金融・保険業への貸

出のウエイトは２０％を超えている。しかしながら、

資金量という観点から見た場合、日本の生命会社

の貸出規模は大きい。したがって、１９９０年代末以

降、銀行の貸出量が低迷する中で、キャピタル・

クランチが生命保険会社の貸出行動を変化させた

場合、そのマクロ経済へのインパクトも無視でき

ないと考えられる。

本稿では、このような問題意識から、ソルベン

シー・マージン比率に代表される生命保険会社の

バランス・シートの劣化が、生命保険会社の貸出

行動にいかなる影響を及ぼすかを考察した。本稿

における実証結果の主な結論は、生命保険会社の

バランス・シートの劣化はその貸出量を有意に減

少させていたというもので、１９９０年代末から２０００

年初頭における生命保険会社におけるキャピタ

ル・クランチの存在を裏付けるものであった。特

に、貸出量の動きを説明する上では、含み益や不

良債権といった他の健全性の指標よりも、政策当

局によって基準が定められたソルベンシー・マー

ジン比率がより有意な説明力を持つことが示され

た。また、貸出先を規模別に見た場合、ソルベン

シー・マージン比率が有意となったのは中小企業

向け貸出のみで、キャピタル・クランチが深刻で

あったのは他の資金調達手段が限られている中小

企業が中心であったことが明らかにされた。これ

らの結果は、金融規制のあり方とそのマクロ経済

へのインパクトを考える上で、重要なインプリ

ケーションを持つものと考えられる。

２４郵政研究所月報 ２００２．５



日本経済・金融市場 

純輸出 
公的需要 
民間在庫増減 
民間企業設備投資 
民間住宅投資 
民間最終消費支出 
実質国内総支出 

（前年比：％） 
2.5

－2.5

2.0

－2.0

1.5

－1.5

1.0

－1.0

0.5

－0.5

0.0

10― 12
11年度 

1― 3 4― 6 7― 9
12年度 

10― 12 10― 121― 3 4― 6 7― 9
13年度 

11年度 12年度 

－1.3

－0.7

－1.2

－0.5

－1.2

1.9
1.7

2.0

0.8 0.3

1.0

（％） 

100

75
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25

0
9 10 11 12 13 14（年） 

一致指数 

先行指数 

マクロ経済指標

景 気 動 向 指 数

○１月の先行指数は８か月ぶりに５０％を上回ったが、一致指数は１３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３月１９日発表

平成１３年１０―１２月期QE

○１０―１２月期の実質GDP（季節調整値）は前期比－１．２％と３四半期連続のマイナス成長。
（後掲トピックス「平成１３年１０―１２月期GDP速報（QE）」参照）

実質GDPの需要項目別寄与度の推移

（出所） 内閣府３月８日発表

２５ 郵政研究所月報 ２００２．５



在庫率指数（右軸：逆目盛り） 

生産指数（左軸） 
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首都圏マンション販売戸数 

新設住宅着工戸数 
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（前年同月比、％） 

生 産

○鉱工業生産指数（確報）……１月は前月比－１．５％ 在庫率指数……１月は前月比－４．４％

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３月１５日発表

設 備 投 資

○機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値） ………１月は前月比－１５．６％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……１月は前月比－５．１％

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３月１１日発表、経済産業省３月１５日発表

住 宅

○新設住宅着工戸数………………１月は前年同月比＋３．５％
首都圏マンション販売戸数……２月は前年同月比＋８．０％

新設住宅着工戸数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す （出所） 国土交通省２月２８日発表、�株不動産経済研究所３月１４日発表

２６郵政研究所月報 ２００２．５
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可処分所得 現金給与総額 

（前月比、％） 
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有効求人倍率 
（右軸、逆目） 

完全失業率 
（左軸） 

消 費

○実質家計消費支出（全世帯）……１月は前年同月比＋０．８％
小売業販売額……１月は前年同月比－４．７％

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３月８日発表、経済産業省２月２７日発表

所 得

○可処分所得（勤労者世帯）……１月は前年同月比＋１．７％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……１月は前年同月比－２．３％

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３月８日発表、厚生労働省３月４日発表

雇 用

○完全失業率（季節調整値）……１月は５．３％（前月比０．２ポイント改善）
有効求人倍率（季節調整値）……１月は０．５１倍（前月比同）

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３月１日発表、厚生労働省３月１日発表

２７ 郵政研究所月報 ２００２．５
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総貸出平残（５業態計） 

貿 易 収 支

○貿易収支……………１月は１，８４６億円の黒字で前年同月の赤字から一転して黒字に
輸出入数量指数……１月の輸出は前年同月比－１．７％、輸入は同－６．０％
（別掲「平成１４年１月の貿易統計（輸出確報、輸入速報）」参照）

通関貿易収支・輸出入の推移

（出所） 財務省２月２８日発表

物 価

○消費者物価指数………１月は前年同月比－１．４％
国内卸売物価指数……２月は前年同月比－１．３％

物価指数の推移

（出所） 総務省３月１日発表、日本銀行３月８日発表

マネーサプライ

○マネーサプライ……２月のM２＋CDは前年同月比＋３．７％
民間銀行貸出………２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３月８日発表
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10年最長国債利回り 
（２～３月中旬） 
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1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

平成10/1 平成10/7 平成11/1 平成11/7 平成12/1 平成12/7 平成13/1 平成13/7 平成14/1
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
５年利付金融債利回り 10年最長国債利回り 

無担保コール翌日物金利 
CD３ヶ月物金利 

公定歩合 

（％） （％） 

日経平均株価（左軸） 

TOPIX（右軸） 

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 
 8,000
 9,000
 10,000
 11,000
 12,000
 13,000
 14,000
 15,000
 16,000
 17,000
 18,000
 19,000
 20,000
 21,000
 22,000

900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900

ドル･円レート（左軸） 

ユーロ・ドルレート 

円実効為替レート 
（右軸、逆目盛） 

 100
 105
 110
 115
 120
 125
 130
 135
 140
 145
 150

80
85
90
95
100
105
110
115
120

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 

0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25

国 内 金 利

○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、期末に向かって低下。

国内金利の推移

国 内 株 式

○日経平均株価・TOPIXともに総合デフレ対策をきっかけに反発（終値ベース）。

平均株価等の推移

為 替

○対ドルは年度末に向けて円の買戻しが進む。対ユーロは安定的に推移（終値ベース）。

為替の推移
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地　域　経　済 

上昇傾向の管内 

横ばい傾向の管内 

下降傾向の管内 

主要経済指標の動き

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 ０．９ －０．１ －１．１ －３．８ －４．２ －２．３ －１．２ －２．４ －３．１ －１．１ －２．１ －５．５ ２．１
有効求人倍率（季節調整値、前月差） �２ －０．０１－０．０２－０．０２－０．０４－０．０３－０．０４－０．０３－０．０２－０．０３ ０．００－０．０２－０．０１－０．０２
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比） �３ －０．６ －３．８ －３．８ －１．３ －３．５ －５．３ －３．２ －２．６ －２．８ －４．７ ０．４ －３．０ －２．５
新設住宅着工戸数（前年比） �４ ４．２－１１．３－１７．０－１７．３－１１．５－２９．７ －９．８ －９．７ －２．７ －６．１－１８．１ －２．７－１２．９
建築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）�４ ３７．３－３５．９－１６．９－１７．０－４９．２－３８．４－２５．７－３７．１－３１．１－２６．１ ４．９ ４４．４－１２．９
新車販売台数（乗用車、前年比） �５ ２ －４．５ －１．７ ３．８ －２．２ －３．７ －２．２ －１．５ －５．９ －３．６ ０．２ ８．９ －１．５
実質家計消費支出（前年比） �６ ９．６ －１．５ ５．７ －７．８ １３．９ ７．０ －３．２ －４．１ －８．０ １．８ －０．１ １３．３ －４．６
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） ８２．２ ６６．７ ６６．８ ６７．７ ５５．６ ５７．５ ６０．３ ７０．５ ６７．７ ７３．９ ７１．６ ８２．２ ６５．７
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） ０．２ －１．５ －１．６ －２．７ －１．４ －１．５ －１．８ －２．２ －３．０ －０．８ －１．２ －１．３ －０．９

（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

総合的な指標の動き

《１２月の動き》
・上昇傾向の管内：なし
・横ばい傾向の管内：北海道
・下降傾向の管内：東北、関東、東京、信越、北陸、東
海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

※ 以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（CI）を作成し、

後方３か月移動平均後の前月比増減をもとに傾向を判断する。

一致指標…鉱工業生産（季節調整値）、有効求人倍率（季節調整値）、

大型小売店販売額（店舗調整済）、入域観光客数（沖縄のみ）

先行指標…新設住宅着工戸数、建築着工床面積（商工業・サービス

用）、新車販売台数（乗用車）

遅行指標…実質家計消費支出

※ 景気判断には１４年３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）

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

３０郵政研究所月報 ２００２．５



米国経済・金融市場 
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雇 用

○２月の非農業部門雇用者数（季節調整値）は前月比＋６．６万人。失業率（季節調整値）は５．５％と前月か
ら０．１％改善。時間当たり賃金（季節調整値）は前月比＋０．１％

雇用関連統計の推移

（出所） 米国商務省３月８日発表

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値）……１月は２８５．２億ドルの赤字。輸出は前月比－０．１％、輸入は同＋３．６％。

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省３月１９日発表
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米 国 株 式

○NYダウは１万ドル台を回復、NASDAQも２０００ドルを伺う展開（終値ベース）。

NYダウ等の推移

米 国 金 利

○FFレート誘導目標水準は１．７５％。
１０年国債利回りは、５％台に上昇。

米国金利の推移

物 価

○消費者物価指数（季節調整済）……２月は前月比＋０．２％、コアは同＋０．３％
卸売物価指数（季節調整済）………２月は前月比－１．８％％、コアは同＋０．７％

物価指数の推移

（出所） 米国労働省３月２１日、３月１５日発表
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月例経済報告（３月）

○基調判断は１年９か月振りに上方修正 （内閣府：３月１４日発表）

３月１４日に発表された３月の月例経済報告では、設備投資は、大幅に減少していること、失業率が高

水準で推移するなど、雇用情勢は厳しさを増していること、個人消費は横ばいとなっていること、輸出

は下げ止まりつつあり、生産にも下げ止まりの兆しがみられることを取り上げた上で、景気に対する判

断を「依然厳しい状況にあるが、一部に下げ止まりの兆しがみられる」と総括し、基調判断を１年９か

月振りに上方修正した。一方、先行きにおいて、厳しい雇用・所得環境や企業収益の動向などが、今後

の民間需要を下押しする懸念があることを指摘している。

また、経済財政担当相は「底入れの時期はもう少し様子を見て判断するが、２００２年度後半にはプラス

の動きが出てくる」と表明し、景気の底入れが近いことを示唆した。

主要項目では、輸出が世界的なIT関連の在庫調整の進展などによって電気機器がおおむね横ばいと

なり、また、一般機械の減少幅も縮小するなどから上方修正した。輸出の動向、在庫調整の進展を受け

て生産についても上方修正した。その他、個人消費も上方修正されたが、設備投資については、１０―１２

月期に減少幅を拡大していること、資本財出荷が２００１年に入って以降減少が続いていること等から下方

修正した。

政策態度については、「デフレ対応策について整理を行ったところであり、今後とも経済金融情勢の

変化に即応していく」等が新たに明記された。

１年９か月振りの上方修正、最近の株価の上昇など日本経済に明るい兆しが見えてきたかに思える。

昨年１１月から今年２月にかけて景気が底を打ったとの見方も浮上しつつある。しかし、景気を牽引する

のが今のところ輸出のみという状況では、仮に底打ちしたとしても、その後の成長パスを描きにくく、

依然厳しい状況が続くものと思われる。

マクロ経済トピックス

３３ 郵政研究所月報 ２００２．５



３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に下線）

２月 月例 ３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、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。

景気は、依然厳しい状況にあるが、一部に下げ止

まりの兆しがみられる。

・設備投資は、大幅に減少している。失業率が高

水準で推移するなど、雇用情勢は厳しさを増し

ている。

・個人消費は、横ばいとなっている。

・輸出は下げ止まりつつあり、生産にも下げ止ま

りの兆しがみられる。

先行きについては、厳しい雇用・所得環境や企業

収益の動向などが、今後の民間需要を下押しする懸

念がある一方、対外経済環境の改善や在庫調整の進

展が、今後の景気を下支えすることが期待される。

個人

消費
弱含んでいる。 横ばいとなっている。

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。 大幅に減少している。

公共

投資
総じて低調に推移している。 同左

生産
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。

下げ止まりの兆しがみられ、在庫率も低下してい

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。

厳しさを増している。完全失業率が高水準で推移

し、求人や賃金も弱い動きが続いている。

倒産

件数
高い水準となっている。 同左

業況

判断
一層厳しさが増している。 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、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。

輸出は下げ止まりつつある。輸入は、横ばいと

なっている。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、下落幅が縮小している。消費者

物価は、弱含んでいる。

３４郵政研究所月報 ２００２．５



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

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、足元で弱い動きがみられる。失業率は高水準
で推移している。
・輸出、生産が引き続き減少している。
・企業収益の伸びは鈍化し、設備投資は頭打ちとなっている。
先行きについては在庫の増加や設備投資の弱含みの兆しなど懸念すべき点がみられる。

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。

３月

景気は、依然厳しい状況にあるが、一部に下げ止まりの兆しがみられる。
・設備投資は、大幅に減少している。失業率が高水準で推移するなど、雇用情勢は厳しさを増している。
・個人消費は、横ばいとなっている。
・輸出は下げ止まりつつあり、生産にも下げ止まりの兆しがみられる。
先行きについては、厳しい雇用・所得環境や企業収益の動向などが、今後の民間需要を下押しする懸念
がある一方、対外経済環境の改善や在庫調整の進展が、今後の景気を下支えすることが期待される。

（資料） 内閣府

３５ 郵政研究所月報 ２００２．５
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平成１３年１０―１２月期GDP速報（QE）

（内閣府：３月８日発表）

○平成１３年１０―１２月期実質GDPは前期比－１．２％と３四半期連続のマイナス成長へ

平成１３年１０―１２月期の実質GDP成長率は、季節調整済み前期比－１．２％（年率－４．７％）と３四半期

連続のマイナス成長となった。３四半期連続のマイナス成長は、現行９３SNAで遡及可能な昭和５０年度

以降でみれば、平成５年４―６月期～１０―１２月期以来８年ぶりとなる。また、平成１３年暦年ベースでは、

前年比－０．５％と平成１０年以来のマイナスの伸びとなった。内閣府が昨年１１月９日に発表した「平成１３

年度経済見通しの見直し試算について」における今年度の成長率見通し－０．９％を達成するためには１

―３月期は＋２．２％成長が必要となり、達成がかなり難

しい状況となった。

１０―１２月期の実質成長率を需要項目別の成長寄与度に

分けてみると、民間内需が－１．０％、公需が－０．０％、外

需－０．１％となり、前期に引き続き民間内需が落ち込ん

でいる。

民間最終消費支出は前期比＋１．９％と大幅な伸びを示

したがやや実態と乖離した感を否めない。同需要項目は

「家計調査」を基礎統計としている。家計調査ベースの

１０―１２月期の名目消費支出は前年比－３．４％となってい

るが、変動の激しい自動車等購入を除いたり、世帯調整

を施しており、その過程でサンプルバイアスが生じた可

能性がある。供給側統計である小売業販売額指数でみれ

ば、１０―１２月期は前年比－４．５％となっており、消費の

実態は依然減少基調にあると思われる。

民間企業設備投資は前期比－１２．０％と大きく落ち込み、

３四半期ぶりのマイナスの伸びとなった。７―９月は前

期比＋１．６％と予想に反してプラスの伸びとなっていた

ためにその反動が現れたものと思われる。基礎統計であ

る「法人企業統計季報」によれば、１０―１２月期の非金融

法人企業の設備投資額は前年比－１４．５％と大幅に減少し

ている（尚、今次統計から季節調整値も同時に発表され

ているが、１０―１２月期は前期比－６．３％となった（ソフ

トウェア除く））。

外需は輸出が前期比－２．７％と引き続きマイナスの伸

びとなっているが、IT関連素材（DRAM等）の在庫調

鉱工業の在庫サイクル

（注） 原系列、前年比。
（出所） 経済産業省「鉱工業生産・出荷・在庫指

数」より郵政研究所作成。

設備投資の伸び

（注） 非金融法人企業。ソフトウェア除く名目、前
年比

（出所） 財務省「法人企業統計季報」より郵政研究
所作成

３６郵政研究所月報 ２００２．５



整が進展し、価格が反転し始めていることから、底打ちした可能性もあり、今後成長へのマイナス寄与

が解消されることも期待できる。

米国経済の底打ち期待、在庫調整の進展等、やや明るい材料も見られ始めており、景気悪化の角度の

緩和、ないしは横這いする兆しも出てきたが、その後の自律的回復のパスは描きにくいため、景況感の

回復には尚時間がかかろう。

国内総生産（９３SNA：季節調整系列） （１０億円、％）

２０００年度

（平成１２）

２００１年度

（平成１３）

１９９９年度

（平成１１）

２０００年度

（平成１２）

（２次速報）（QE）

４―６ ７―９ １０―１２ １―３ ４―６ ７―９ １０―１２

民間最終消費支出 ２９０，０１８ ２８６，９７３ ２８８，７９９ ２９４，２０５ ２９０，９６４ ２８５，９３０ ２９１，４８２ ２９０，３８６ ２９０，１３９

前期比 ０．４ －１．４ ０．６ １．９ －１．１ －１．７ １．９

前年比 ０．６ －２．６ ０．３ １．５ －０．０ －０．４ ０．９ ２．１ －０．１

民間住宅投資 ２０，３１１ ２０，２１６ ２０，５７３ １９，７３８ １８，４７５ １８，６５８ １８，６２２ ２０，５３９ ２０，２３２

前期比 －２．５ －０．５ １．８ －４．１ －６．４ １．０ －０．２

前年比 －２．８ －２．１ ４．０ －５．２ －９．０ －７．７ －９．５ ５．２ －１．５

民間企業設備投資 ８７，２５５ ８８，７３６ ９１，６９８ ８９，２１１ ９１，５０３ ９３，０００ ８１，８６９ ８１，７０６ ８９，３００

前期比 １．８ １．７ ３．３ －２．７ －２．６ １．６ －１２．０

前年比 １０．５ １０．８ １２．８ ４．１ ４．９ ４．８ －１０．７ －０．３ ９．３

民間在庫増減 －１，７５２ －１，９８２ －１，７７６ －１，６９８ －１，５８７ －２，２４７ －２，２３２ －１，７４７ －１，７９０

寄与度 ０．０ －０．０ ０．０ ０．０ ０．０ －０．１ ０．０ －０．２ －０．０

政府最終消費支出 ８７，１１２ ８７，２６１ ８７，３５６ ８８，３１９ ８９，７１０ ８９，４６５ ９０，０８９ ８３，８３５ ８７，４９７

前期比 ２．５ ０．２ ０．１ １．１ １．６ －０．３ ０．７

前年比 ４．８ ４．５ ４．１ ４．０ ３．０ ２．５ ３．１ ５．１ ４．４

公的固定資本形成 ３８，５５０ ３７，３５６ ３５，６２９ ３８，７９３ ３４，７８５ ３５，９０２ ３５，１７６ ４０，４４９ ３７，４５６

前期比 －１．５ －３．１ －４．６ ８．９ －１０．３ ３．２ －２．０

前年比 －９．５ －８．３ －１１．３ －０．９ －９．８ －３．９ －１．３ －０．７ －７．４

公的在庫増減 １６７ １０４ １２１ １２６ －４１ －７７ ８７ ７６ １２８

寄与度 －０．０ －０．０ ０．０ ０．０ －０．０ －０．０ ０．０ ０．０ ０．０

純輸出 １３，９６５ １４，０８９ １１，８７７ １１，０２９ ９，３５８ ９，６７６ ９，１０７ １１，６２２ １２，４７０

寄与度 ０．０ ０．０ －０．４ －０．２ －０．３ ０．１ －０．１ ０．０ ０．２

輸出等 ５９，７２８ ６０，３３５ ６０，１７７ ５９，１１７ ５６，１９４ ５４，５２８ ５３，０４９ ５４，９７４ ５９，８２５

前期比 ２．７ １．０ －０．３ －１．８ －４．９ －３．０ －２．７

前年比 １４．６ １２．３ ９．７ １．６ －５．９ －９．６ －１１．８ ５．４ ９．４

輸入等 ４５，７６３ ４６，２４６ ４８，３００ ４８，０８８ ４６，８３７ ４４，８５１ ４３，９４２ ４２，９６８ ４７，０９６

前期比 ３．４ １．１ ４．４ －０．４ －２．６ －４．２ －２．０

前年比 １０．０ ９．１ １０．７ ８．７ ２．３ －３．０ －９．０ ６．２ ９．６

実質国内総支出 ５３６，８２５ ５３２，７５３ ５３４，２７６ ５３９，７２４ ５３３，１６７ ５３０，３０７ ５２４，２００ ５２６，９５１ ５３５，６９０

前期比 ０．８ －０．７ ０．３ １．０ －１．２１ －０．５ －１．２

前年比 ２．３ ０．７ ２．３ １．４ －０．６ －０．５ －１．９ １．９ １．７

名目国内総支出 ５１６，８８１ ５１１，２３６ ５１０，８８７ ５１３，５１６ ５０５，８３４ ５０１，７６１ ４９６，６１３ ５１４，３４９ ５１３，００６

前期比 ０．１ －１．１ －０．１ ０．５ －１．５ －０．８ －１．２

前年比 ０．１ －１．０ ０．３ －０．５ －２．１ －１．９ －３．０ ０．２ －０．３

３７ 郵政研究所月報 ２００２．５
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平成１４年１月分鉱工業生産等について

（経済産業省：２月２８日発表）

○１月の鉱工業生産指数は再びマイナスに転じる

経済産業省が２月２８日に発表した生産・出荷・在庫指

数速報によると、１月の鉱工業生産指数は前月比－

１．０％で２ケ月ぶりにマイナスに転じ、９１．５（季節調整

値、以下同じ）となった。前年同月比でも－１１．１％で、

生産水準は相変わらず低いレベルにとどまっているもの

の、１０―１２月期の－１３．４％に比べるとマイナス幅は縮小

した。

出荷は前月比－０．６％でこちらもマイナスに転じ、

９４．３となった。在庫は前月比－１．１％の９３．１で５ケ月連

続の低下となり、在庫調整が進展していることを示した。

また、在庫率も前月比－４．８％の１０９．０となった。在庫率が１１０を切ったのは５月以来のことである。

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、前回調査時の製造工業における１月の見

込みは１．４％増だったが、実際は１．０％減で実現率は－２．３％となり見込みを大きく下回った。２月の見

込みは４．７％増で、前回調査時の見込みと比較した予測修正率は＋１．７％となっている。また、３月の見

込みは０．９％減で一進一退の動きが予測されている。

〈前期比寄与度〉

実質国内総支出 ０．８ －０．７ ０．３ １．０ －１．２ －０．５ －１．２ １．９ １．７

民間最終消費支出 ０．２ －０．８ ０．３ １．０ －０．６ －０．９ １．０ １．２ －０．０

民間住宅投資 －０．１ －０．０ ０．１ －０．２ －０．２ ０．０ －０．０ ０．２ －０．１

民間企業設備投資 ０．３ ０．３ ０．６ －０．５ ０．４ ０．３ －２．１ －０．１ １．４

民間在庫増減 ０．０ －０．０ ０．０ ０．０ ０．０ －０．１ ０．０ －０．２ －０．０

政府最終消費支出 ０．４ ０．０ ０．０ ０．２ ０．３ －０．０ ０．１ ０．８ ０．７

公的固定資本形成 －０．１ －０．２ －０．３ ０．６ －０．７ ０．２ －０．１ －０．１ －０．６

公的在庫増減 －０．０ －０．０ ０．０ ０．０ －０．０ －０．０ ０．０ ０．０ ０．０

純輸出 ０．０ ０．０ －０．４ －０．２ －０．３ ０．１ －０．１ ０．０ ０．２

輸出等 ０．３ ０．１ －０．０ －０．２ －０．５ －０．３ －０．３ ０．５ １．０

輸入等 －０．３ －０．１ －０．４ ０．０ ０．２ ０．４ ０．２ －０．５ －０．８

内需 ０．８ －０．７ ０．７ １．２ －０．９ －０．６ －１．０ １．８ １．５

民需 ０．５ －０．８ １．０ ０．４ －０．４ －０．８ －１．０ １．１ １．４

公需 ０．３ －０．２ －０．３ ０．８ －０．５ ０．２ －０．０ ０．７ ０．１

国内最終需要 ０．７ －０．７ ０．７ １．２ －０．９ －０．５ －１．１ ２．０ １．５

（出所） 内閣府資料より郵政研究所作成。

鉱工業生産指数等の推移
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経済産業省は基調判断を「在庫の調整に進展がみられ

るものの、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、１２月の基調判断と

ほぼ同じ表現をし、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、生産の上昇に寄与した業

種は、鉄鋼業が米国での自動車の需要増を反映して、前

月比＋２．６％と伸びたのをはじめ、石油・石炭工業＋

１．１％、精密機械工業＋１．６％などであるが、いずれも前

年同月比ではマイナスとなっている。また、生産が前月比で低下した業種は、電気機械工業、一般機械

工業、輸送機械工業等であるが、特に電気機械産業は前年同月比－２５．９％、一般機械工業は－２２．８％と

なった。一方、輸送機械工業は前年同月比＋４．６％となり、唯一、前年同月比でプラスとなった。

在庫指数については、化学工業、電気機械工業、一般機械工業、プラスチック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。

生産指数は、前月、４ケ月ぶりにプラスに転じたことから、生産の転換点となる可能性が期待された

が、今回発表の生産指数は、市場の予測を大きく下回るものとなった。また、２月、３月の予測も２月

が上昇、３月は下降と一方向ではなく、需要の回復を示す経済指標も内需ではまだほとんど観察されて

いないため、外需頼みの現状では、先行きは未だ厳しいと言わざるを得ない。

平成１４年１月貿易統計（輸出確報、輸入速報）

（財務省：２月２８日発表）

○１月の貿易収支は１８４６億円の黒字と、前年同月の赤字から一転して１９ケ月ぶりに貿易収支改善

財務省が２月２８日に発表した平成１４年１月の貿易統計（輸出確報、輸入速報）によると、輸出は前年

同月比－１．８％の３兆５５９６億円、輸入は同－９．３％の３兆３７５１億円となり、貿易収支は前年同月の９５７億

円の赤字から一転して１８４６億円の黒字となった。これは、輸入の減少幅が輸出の減少幅を大きく上回っ

たためであり、貿易収支が前年同月比で改善するのは１９ケ月ぶりとなった。

輸出は１０ケ月連続の減少となったが、減少幅は縮小している。商品別にみると自動車が同＋２４．８％、

鉄鋼が同＋２７．０％と大幅に増加したほか、化学製品、繊維、食料品なども堅調な伸びがみられた。特に、

自動車はRVなどの新車効果と円安を背景として北米市場、EU市場を中心に市場シェアを高めており、

輸出下支えの要因となっている。一方、通信機の同－４２．８％を筆頭に電気機器が－２０．８％と大幅に減少

したほか、一般機器の同－１２．３％、精密機器の同－２６．９％などハイテク関連の産業において減少が目

立っている。これは、世界的なIT不況により電子部品の需要が低迷していることや、中国・東南アジ

アなどに生産工程を移転したため輸出が代替されたためとみられる。しかしながら、１０～１２月期の米国

のパソコン販売が堅調であったことや、DRAMや液晶パネルの価格下落にも歯止めがかかるなど、一

在庫循環（鉱工業全体）
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部にIT需要の回復の兆しもみられることから、今後IT

関連の輸出も回復に向かう可能性もある。

一方、輸入は前年同月比－９．３％と依然として低迷が

続いている。特に原油が同－２３．０％、半導体が－２９．２％

と大きく減少した。国内の景気悪化を反映して、企業の

生産活動が低迷しており、特に素材・部品関連の生産財

を中心に落ち込みが目立っている。一方、消費財は食料

品が同＋８．０％、医薬品が＋１６．６％とプラスに寄与して

いる商品もあり、落ち込みは比較的軽微に止まっている。

また、地域別にみると、対EUが６１０億円の黒字と前年

同月に比べて、貿易収支が減少しているのに対して、対

米国が５２２４億円の黒字、対アジアが４５５億円の赤字と増

加に転じた。米国の黒字増加の要因は、米国メーカーに

よる自動車のゼロ金利キャンペーンなどによる自動車販

売の好調が自動車輸出に寄与したためである。また、ア

ジアの赤字縮小の要因は、鉄鋼・船舶などの輸出が好調

であったほか、半導体、衣類など輸入が低迷したためで

ある。

このように、貿易収支が改善されたとはいえ、外需の

回復というよりは内需の低迷が主要因となっている。現在、米国経済、アジア経済の回復の兆しがみら

れること、為替レートは今年に入り１ドル１３０円台に下落するなど円安傾向が続いていることから、輸

出環境は好転し始めている。内需の自立的回復力に期待できない状況で、外需が景気回復のきっかけと

なるかどうか注目されるところである。

○１４年１月貿易収支（輸出速報、輸入確報）概要

商品別輸出伸び率寄与度

輸出・輸入・貿易収支推移

１．総額

数 値
前年同月比

伸び率（％）
摘 要

輸 出
金 額 ３兆５５９６億円 ▲１．８ １０ケ月連続の減少

数量指数 ９７．０ ▲１．７ １３ケ月連続の減少

輸 入
金 額 ３兆３７５１億円 ▲９．３ ６ケ月連続の減少

数量指数 １２１．０ ▲６．０ ６ケ月連続の減少

貿易収支 金 額 １８４６億円 １９ケ月ぶりの増加

４０郵政研究所月報 ２００２．５



２．地域別

数 値
前年同月比

伸び率（％）
摘 要

米 国

輸 出 １兆９０５億円 ▲３．８ １０ケ月連続の減少

輸 入 ５６８１億円 ▲１６．０ ８ケ月連続の減少

貿易収支 ５２２４億円 １４．４ ５ケ月ぶりの増加

Ｅ Ｕ

輸 出 ５３２０億円 ▲１４．２ １０ケ月連続の減少

輸 入 ４７１０億円 ▲１．９ ２ケ月連続の減少

貿易収支 ６１０億円 ▲５６．４ １７ケ月連続の減少

ア ジ ア

輸 出 １兆４１５７億円 ２．１ １０ケ月ぶりの増加

輸 入 １兆４６１２億円 ▲７．０ ６ケ月連続の減少

貿易収支 ▲４５５億円 ▲７５．２ １４ケ月ぶりの増加

４１ 郵政研究所月報 ２００２．５



問：シャンプーの商品名をいくつ言えますか？

人が普通、ある商品分野に対して記憶にとどま

るのは３つぐらいまでで、その３つに入るまで広

告をうたないと広告の意味があまりないとのこと

です。シャンプーのブランドは８００以上あるらし

いのですが、なるほど、私も３つぐらいしか思い

当たりませんでした。

わが国全体の広告費は、平成１３年で６兆円もの

規模であり、それだけ「知ってもらうこと」を企

業が重要視しているのだと思います。ただし、単

純にTVや雑誌のCMだけが効果的なのではなく、

パブリシティ広告をはじめ、ネット媒体ではア

フィリエイトプログラムなど、効率よく商品を

知ってもらうべく、多様な手段、媒体を駆使し工

夫しています。

もちろん、話題になる広告を作っても、商品名

を覚えてもらっても、その商品を買うかどうかは

別です。さらにその商品自体に魅力がなければ継

続して購入しないですから、広告の知名度と売上

の向上が必ずしも結びつかない場合もあるため、

広告の効果測定というのはなかなか難しいようで

す。

企業であれば、広告であれ研究開発であれ、利

益への貢献が最終的指標となりえますが、行政施

策の効果測定はというと、政策の客観的評価、特

に研究の評価というのは、長期的な視点でその成

果をどう判断するべきか、専門的な内容になれば

なるほど判断できる人も限られてくるために難し

いものです。しかし、みなさまに広く理解してい

ただき幅広く評価を得られれば、よりバランスの

取れた政策や研究につながるのではないかと考え

ます。そのためには、まず広く知っていただくこ

とがやはり必要です。当所のホームページ（http：

／／www.iptp.go.jp／）ではアンケートの実施も行っ

ておりますので、是非ご覧いただき、当所の研究

活動等についてもあわせて叱咤いただければ幸い

です。

小 径

「たった３つ」

研究交流課長 白江 久純

４２郵政研究所月報 ２００２．５
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減少する貸出

景気の低迷が続くなか、金融に関するさまざま

な議論が行われている。論点の一つは、最近の金

融機関の貸出、特に、中小企業向け貸出の減少に

ついてであろう。

金融機関の企業向け貸出残高は、この数年減少

傾向にある（図１）。貸出先の企業規模別に見て

みると、足下では大企業向けも減少しているが、

それ以上に中小企業向けの減少幅が大きくなって

いる（図２）。

低迷する企業活動

貸出が減少する理由はいくつか考えられる。ま

トピックス

最近の中小企業向け貸出を巡る諸相

第二経営経済研究部研究官 神谷 宏

図１ 国内銀行の企業向け貸出の推移

資料：日本銀行「金融経済統計月報」
（注） 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行の銀行勘定及

び国内銀行信託勘定の合計

図２ 企業規模別貸出残高の推移（前年同期

比）

資料：図１に同じ。

図３ 経常利益の推移（前年同期比）

資料：財務省「法人企業統計調査」

図４ 設備投資の推移（前年同期比）

資料：図３に同じ。

４３ 郵政研究所月報 ２００２．５
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ず、企業活動の低迷により資金需要が減少してい

る。財務省「法人企業統計調査」によれば、２００１

年７～９月期以後企業収益は大幅に減少している

（図３）。

設備投資も２００１年に入り減少し、２００１年１０～１２

月期には大きく減少している（図４）。収益の低

迷を踏まえ、多くの企業が設備投資の中止・延期

など、事業計画の見直しを行ったものと考えられ

る。

こうした資金需要の減少に加え、不動産や有価

証券などの担保価値も低下しているなか、貸出対

象となる企業は限られてくると考えられる。

貸出の見直しを迫られる金融機関

次に、金融機関では、不良債権処理などの経営

課題を抱えており、収益増加などを図るため、貸

出先、貸出額、貸出金利など貸出全般を見直して

いると考えられる。

全国銀行の不良債権の状況を見ると、貸倒引当

金繰入、貸出金償却等の処理を続けているにもか

かわらず残高は増え続け、貸倒引当金残高との差

も拡大しつつある（図５）。

収益面では、貸出金利息や株式売却益など経常

収益の減少に対応してコストを削減しているもの

の、不良債権処理のコストがかさんでいるため、

経常利益はほぼマイナスで推移している（図６）。

不良債権の残高を考慮すれば、貸出金利の見直

しなど、収益力を向上させる必要がある。そのた

め、経営状況、担保状況などによる貸出先の選別、

信用リスク等に見合った金利を設定してこなかっ

た貸出の削減は、十分ありうることである。

さらに、２００１年度には一部の金融機関では資本

勘定にある法定準備金の取り崩しを行うなど、財

務面でも厳しい状況にある。BIS規制による自己

資本比率基準への対応もあり、貸出の見直しは避

けて通れない状況になっているといえよう。

前倒しされた融資制度の運用

このように、貸出の減少には企業、金融機関そ

れぞれに要因がある。しかしながら、多くの金融

機関が同じような時期に貸出の見直しを進めたり、

金融機関が破綻したりすることによって貸出額が

図７ 資金繰り判断D.I.（「楽である」―「苦し

い」）

資料：日本銀行「企業短期経済観測調査」

図６ 全国銀行の収益

資料：全国銀行協会連合会「全国銀行財務諸表分析」

（注）図５に同じ。

図５ 不良債権処理状況等の推移

資料：金融庁「１３年９月期における不良債権の状況等」

（注）２００１年度は中間決算の値

４４郵政研究所月報 ２００２．５



減少すれば、特に、借入に依存した資金調達を

行っている中小企業１）に与える影響は大きいと考

えられる。

資金繰り判断DIをみると、中小企業は近年常

にマイナス水準で推移してきた上、２０００年以降さ

らにマイナス幅を拡大させている（図７）。

こうした状況を踏まえ、中小企業向けの金融対

策として、多様な融資制度等が設けられた（表

１）。まず、資金調達の多様化を図るため、売掛

債権担保融資などが設けられている。また、経済

情勢の変化により経営の安定、資金繰りに困難を

きたしている中小企業に対する信用保証の別枠設

定、政府系金融機関による特別貸付等、セーフ

ティーネット保証制度やセーフティーネット貸付

制度と呼ばれる制度が運用されている。さらに、

経営破たんした企業に対する事業再生融資（いわ

ゆるDIPファイナンス）なども創設された。取り

扱い開始から日が浅いうえ、担保の問題等もあり

表１ 金融セーフティネット対策による保証・融資制度の概要

制 度 名 対 象 者 取 扱 機 関 限 度 額

資金調達の多様化・円滑化

売掛債権担保融資
保証制度

保有している売掛債権を担保として提供で
きる中小企業者

信用保証協会
（２００１年１２月から）

１億１，１００万円

特別小口保証制度 小規模事業者に対して無担保・無保証の保
証枠拡大

信用保証協会
（２００１年１２月から）

１，２５０万円

能力ある中小企業の連鎖的な破綻の回避

セーフティネット
保証制度

・取引先等の再生手続き等の申請
・取引先金融機関の破綻
・災害
等により経営の安定に支障を生じている
者

信用保証協会 別枠２億円

中小企業経営支援
資金

一時的に売上高が減少、利益が悪化してい
る者

中小企業金融公庫
国民生活金融公庫
商工組合中央金庫

４億８千万円（注）
４，８００万円

４億８千万円

中小企業運転資金
円滑化資金

一時的な業況悪化により資金繰りが悪化し
ている者

中小企業金融公庫
国民生活金融公庫
商工組合中央金庫

別枠８千万円
別枠４千万円

８千万円

金融環境変化対応
資金

金融機関との取引状況の変化により一時的
に資金繰りが悪化している者

中小企業金融公庫
国民生活金融公庫
商工組合中央金庫

別枠 ２億円
別枠３千万円

２億円

中小企業倒産対策
資金

関連企業の倒産に伴い、資金繰りに困難を
来している者

中小企業金融公庫
国民生活金融公庫
商工組合中央金庫

別枠１億５千万円
別枠 ３千万円
別枠１億５千万円

再建途上の中小企業の再生支援（DIPファイナンス）

事業再生支援貸付
制度

・民事再生法に基づく再生計画の認可決定
などを受けた者で、地域経済の産業活
力維持、地域生活における不可欠度、
技術の先進性などの条件を満たし、民
間金融機関の金融支援が得られる者

・民事再生法などに基づく再生手続開始な
どの決定を受けて営業譲渡などにより
事業を承継し、民間金融機関の金融支
援が得られる者

日本政策投資銀行
（２００１年４月から）
商工組合中央金庫
（２００１年７月から）
中小企業金融公庫
（２００２年１月から）

７億２千万円

資料：中小企業庁、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行の各ホームページから作成
（注）この欄は一般貸付を含む限度額
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まだ普及していない制度もあるが、担保資産、保

証対象、融資対象を拡大する一連の制度は、事業

者に対しては資金繰りを緩和する機会をもたらし

ている一方、協調融資などを行う金融機関には新

しい収益機会をもたらしているといえよう。

資金調達と貸出をどのように変えていくか

生産、輸出の下げ止まりなどにより、景気は下

げ止まりつつあるという見方がでてくるなか、今

後設備投資など資金需要の回復、不良債権処理の

促進など、企業向け貸出にかかる環境が好転して

いくことが期待される。

そのなかで、中小企業の借入依存体質、金融機

関の収益力改善という、資金調達・資金供給を巡

る構造的な課題を解決していくことが求められる。

貸出にかかる環境を改善していくために、企業、

金融機関それぞれの変化が期待される。

参考文献

中小企業庁［２００１］「中小企業白書２００１年版」

内閣府［２００１］「経済財政白書２００１年版」

藤原総一郎［２００２］「DIPファイナンスの実務」�社金融財政事情研究会

１）借入依存度＝借入金／資産合計。２００１年１０～１２月期においては、以下のとおり。

資本金規模 借入依存度（％）

１千万～１億円 ４８．９

１億～１０億円 ４０．５

１０億円以上 ２６．６

合 計 ３７．１

資料：財務省「法人企業統計調査」
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世界最大の郵便事業者であるUSPS（米国郵便

庁）では、我が国の約８倍の物数の郵便物を日々

引受け、区分し、配達している。この群を抜く大

量の郵便物取扱における区分作業的側面の機械化

状況に関しては、これまでも多く語られてきたと

ころである。一方、引受郵便の物数において約７

割、収入全体の約５割が大口差出郵便物のものか

らとなっている。そのため、大口郵便引受業務の

円滑な運用は、顧客対応の最前線の業務という位

置付けも相まって、USPSの大きな経営課題の一

つとなっている。

そこで、USPSに関する理解を更に深めるため、

これら大量の郵便取扱の入口である引受業務につ

いて、その適切かつ合理的な取扱い手法の概要を、

顧客サービスの一貫としてWEB上に公開されて

いる情報を基にとりまとめてみた。

１ 局差出方法

大口郵便物の差出方法は大別して地域区分局で引

受検査を受ける場合と差出人のプラントで引受検

査を受ける場合がある。（図１）また、差出予約

に関する手続きも詳細に規定されている。

�１ 派遣検査済み宛地局差出（PVDS：Plant

Verified Drop Shipment）

郵便物差出人の郵便作成工場において、USPS

の引受検査職員が引受検査を実施し、そのまま直

接宛地局（地域区分局／配達局）へ差出人が発送

するもの。宛地局差出し割引の対象となる差出し

の際に利用される。

�２ 局差出予約システム（DSAS：Drop Ship-

ment Appointment System）

大口郵便差出事業者は、地域センター施設１）

（SCF：Sectional Center Facility）、補助サービ

ス施設２）（ASF：Auxiliary Service Facility）へ

の差出に先立ち、２４時間以上前に適切な局差出管

理センターに電話で差出予約を入れなければなら

ない。その際には、以下各項を告げる必要がある。

�１差出人の名称、住所、電話番号

�２差出郵便物情報

�ア 種別

�イ 処理区分

�ウ 荷姿と数量

�エ 差出人ID

�オ 搬入車両の種別、大きさ、車両番号

�カ 運送業者の名称と電話番号

１）地域センター施設：ある指定された地理的範囲の郵便局に対して、区分及び輸送センターとしての業務を行う郵便施設
２）補助サービス施設：大口差出郵便専用センターに従属する、一般の区分・輸送ハブとして働く機械化施設。

トピックス

USPSにおける大口差出郵便物の取扱い手法

通信経済研究部主任研究官（技術開発研究担当） 坂東 秀紀
研究官 久保田昌利
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大口差出事業者 

小口差出事業者 

プラント内DMU 
（Detached mail unit： 
　利用者提供引受エリア） 

地域区分局等 宛地地域区分局等 

BMEU 
（Business mail 
　 entry unit： 
　ビジネス郵便引 
　受エリア） 

BMEU 
（Business mail 
　 entry unit： 
　ビジネス郵便引 
　受エリア） 

配達局 
PVDS

PVS

２ 引受検査窓口

大口差出郵便は、大口郵便引受手続きによる引

受検査を経て郵便局が引受けることになるが、差

出物量と頻度に応じて異なる２つの形態の差出窓

口がある。

�１ 大口郵便差出窓口（BMEU：Business Mail

Entry Unit）

一般的な大口差出窓口で全米２０００弱の郵便局に

設置されている。BMEUは、顧客管理と引受検

査を行う。また、郵便差出事業者の差出品質に応

じた引受検査手続きのレベル設定を決めている。

�２ 派遣引受窓口（DMU：Detached Mail Unit）

大規模郵便差出事業者の郵便作成工場内の一角

で、USPS職員が大口郵便物の引受、検査及び差

立に使用するUSPS専用エリア。派遣引受窓口の

規模と、顧客の工場に職員を派遣する頻度は、そ

れぞれの顧客の郵便差出量に応じて決定される。

常駐対象の超大口差出顧客の郵便作成工場へは２４

時間３シフトでUSPS職員が派遣されている。

DMUには決済システムも設置されており、引

受検査から料金決済のすべての手続きが差出顧客

の郵便作成工場内で完結することになる。

３ 引受検査の基本プロセス（ワンパス・ツーパ

ス引受検査）

ワークシェアリング割引３）を受けるためには、

郵便差出事業者は郵便差出基準に従って、事前区

分を行い、利用者区分郵便物の差出準備を行わな

ければならない。

引受と確認検査の基本的な方針は、国内郵便・

国際郵便を問わず適用されるが、その具体的手続

の基本プロセスは以下のように規定されている。

�１ ワンパス引受検査（１万通未満）

１万通未満の差出は、「ワンパス」引受検査を

受ける。

図 大口差出郵便物引受施設と大口郵便物の流れ

３）USPSが内部作業として行っている作業を郵便差出事業者等が事前処理して差出すことにより割引を行う考え方。
ワークシェアリングにおいて、郵便差出事業者側が実施する作業としては、バーコード付定、差立／配達区分、ラベル貼付、
あて地局への輸送等がある。
ワークシェアリングによってUSPSは２００１年度中に１５０億ドル担当の割引をしたことになる。
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以下に実施しなければならない検査を示す。

・郵便料金及び口座残高の確認

・郵便物の内容検査

・ラベルと郵便物の荷姿のランダムな検査

各種の郵便物を引受けた時には、ラミネート

カード化された確認検査手順書を参照する。

ワンパス引受検査で事前区分のエラーが発見さ

れ差出顧客が確認検査現場にいない時は、郵便物

はツーパス引受検査に回される。

顧客サービスを高めるために、差出顧客が立ち

会っている郵便物を優先して処理することとして

いる。

事前区分のエラーが発見され、差出事業者が立

ち会っていれば、郵便物を即座に差出人に差戻し、

検査不合格情報を記録する。

�２ ツーパス引受検査（１万通以上）

「ツーパス」引受検査は一万通以上の差出郵便

物が対象となる。

常に事前区分が正確に行われている差出事業者

は、確認検査の頻度が簡素化される。

�３ ワンパス・ツーパスの検査プロセス比較

ワンパス ツーパス

１ 確認事項

料金支払額 ○ ○

現行資格 ○ ○

口座残高 ○ ○

事前区分品質検査予約 ○ ○

扱い種別・料金表示 ○

料金支払方法と表示 ○ ○

郵便処理形態分類 ○ ○

内容物 ○ ○

郵便料金申告票の記載内容 ○ ○

料金計器別納の場合の精算方法 ○ ○

１通あたりの重さ ○ ○

自動化割引 ○ ○

２ 別納表示郵便の重量検査と通数検査 ○ ○

６―１ 不備発見時（差出人不在、事前区分差出）

４―２～６―２へ ○

７―１ 引受確定時

郵便料金申告票記載の完了とサイン ○

郵便料金申告票内容の引受システ

ムへの登録
○

重量・差立確認帳票への日付記入

とサイン
○

重量・差立確認帳票の原本を郵便

料金申告票へホチキス止めし、コ

ピーを差出人に交付

○

重量・差立確認帳票のコピーは、

それぞれの差出郵便物に明瞭に添

付すること。

○

４―２ 事前区分品質検査予約（ツーパスのみ）

があり、検査過程で不備発見の場合

帳票２８６６の作成 ○

検査結果を引受システムへ登録 ○

５―２ 引受不可の場合

不合格リストへの登録 ○

郵便留置、差出人へ通知 ○

６―２ 引受確定時

郵便料金申告票記載の完了とサイン ○

郵便料金申告票内容の引受システ

ムへの登録
○

重量・差立確認帳票の原本を郵便

料金申告帳票へホチキス止めし、

コピーを差出人に交付

○

３ 抜き取り検査

ケース・郵袋ラベルの大きさ ○ ○

ケース・郵袋ラベルの記載 ○ ○

積載郵便物とラベルの一致 ○ ○

扱い種別記載方 ○ ○

蓋締め ○ ○

ケースの種類と紐掛け方法 ○ ○

ラベルへのバーコード記載方 ○ ○

４―１ 不備発見時（差出人待機）

訂正のために差出人に返却 ○

不合格リストへの登録 ○

５―１ 不備発見時（差出人不在、事前区分なし）

郵便留置き、差出人へ通知 ○

不合格リストへの登録 ○
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４ 確認検査時の留意点

多項目にわたり標準プロセス化された引受検査

手続における具体的作業に関して注意事項が詳細

に規定されている。特にランダムサンプリングに

よる統計的引受管理に関する考え方は、次項の

SAVE手続と併せて注目に値する。

�１ 責任範囲

郵便差出事業者は、差出票に記載された内容ど

おり正確に事前区分しなければならない。差出票

は、郵便物数と重量を記載しなければならない。

�２ 郵便物数確認検査

引受作業員は、料金納付済み印刷郵便物を引受

ける際に、郵便物数、総重量、正味重量について

確認検査を実施しなければならない。

確認検査の方法は以下の通り。

・郵便輸送容器として使用されているもの（例

えば、トレイ、郵袋、パレット等）の全ての

重量を加算し、風袋の総重量を計算すること。

・はかりで計算した総重量から風袋の重量を差

し引くこと。（正味重量により、郵便料金を

賦課すること）

・郵便物の総物数を判明させる時には、USPS

が計算した１通当たりの重量により正味重量

を除算し、物数を確定させること。

�３ 計量結果の文書化

少量郵便物は一部分の重量だけを量り、料金納

付済み印刷郵便物差出票に風袋重量、正味重量、

総重量を記載する。

複数の計量を要する料金納付済み印刷郵便物は、

事前区分郵便引受票に物数を記録する。

この帳票は、差出票に記載された郵便物の計算

に問題がある場合、又は再計量をする必要がある

場合に必要となる。

風袋重量基準は、一覧表として発行されており、

郵便物を格納した時の重量及び空の重量の情報を

計算することができる。

�４ 地区計算風袋基準

風袋重量の標準化は、新品の輸送容器の平均重

量を基礎としている。

古くなったり、修理したりした輸送容器を使用

している場所では、地区マネージャーは少なくと

も１００の輸送容器について計量し、風袋の重量を

計算し、その結果を各引受施設に報告しなければ

ならない。

地区マネージャーは、２年間有効なこの報告に

ついて、日付を記録しサインしなければならない。

このサンプリングが行われた場合、地区マネー

ジャーは料金・種別サービスセンターマネー

ジャーにその結果のコピーを郵送する。

�５ 計量結果

重量換算した料金収納済み郵便物の料金賦課は、

USPSの郵便物数確認検査により決定される。

「オプショナル料金別納郵便引受システム（Op-

tional Procedure Mailing System）」「目録式料金

支払システム（Manifest Mailing System）」「料

金別納郵便特別引受システム（Alternative Mail-

ing System）」を使用して差出された郵便物の確

認検査の場合、郵便物の正味重量をUSPS計算の

一通あたり重量で除算することにより確認する。

USPSの郵便物数査数が差出票と許容誤差率±

１％で一致しない場合、郵便物を引受けるために

はUSPSで査数した物数に従わなければならない

ということを郵便差出事業者に通知する。

差出票の物数と料金を変更することを了承した

人物の名前を記録する。

これらの計算の概要について以下の様に示され

ている。
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総重量－総風袋重量＝正味重量

正味重量÷USPS一通当たり重量

＝USPS郵便物数

USPS郵便物数－郵便差出事業者物数＝誤差

USPS郵便物数との誤差が１％以内であれば、

郵便差出事業者の郵便物数で引き受けを行い、誤

差が１％以上であれば差出票を訂正する。

�６ 差出票の修正

郵便差出事業者が大口郵便引受施設が計算した

正味重量や物数に対して異議を申し立て、差出票

を変更しなかった場合は、次の方法によっている。

事前区分郵便引受票に郵便差出事業者が異議を

申し立てた修正すべき正味重量又は総物数につい

て記録すること。

この記録は、USPSが計算した物数及び正味重

量に関する文書となる。

もし、郵便差出事業者が再重量検査を希望すれ

ば、再検査をする。

エラーは、輸送容器を適切にはかりに置かな

かったか、郵便物の不注意な取扱により起こる。

もし、郵便差出事業者との調整が電話により行

われた場合は、その日付、時間、人物名について

事前区分郵便引受票又は差出票の指定された欄に

記入する。

５ 標準化引受検査（SAVE：Standardized Ac-

ceptance and VErification）

郵便差出事業者が読取区分機などを利用して事

前区分し、差出される自動化割引郵便物、First―

Class Mail、Standard Mail （A）については、

「SAVE」により事前区分の品質について確認検

査を行うこととしている。

以下にSAVEの概要を示す。

�１ SAVEの種類

�１SAVE完全版：自動化割引郵便物等の詳細な確

認検査を実施

�２SAVE定形版：定形郵便物に実施される、

SAVE完全版をスケールダウンしたヴァージョ

ン

�３SAVE簡易版：SAVE完全版及び定形版を受け

ないバーコード付郵便物等についていくつかの

事前区分要素に対し、限定的な確認検査を実施

�２ SAVE完全版

SAVE完全版は以下から成る。

�１バーコード品質確認検査

バーコード品質テストは、SAVE確認検査の

開始より前に行う。

�２添付文書確認検査

郵便差出事業者が正確な添付文書を提出した

ことを確認するものである。

�３トレイラベル確認検査

トレイラベルを検査するためにランダムに１０

のトレイを選び出す。トレイラベルが正確であ

ることを検査するために、それぞれのトレイか

ら３通の郵便物を抜き出す。一通は手前から、

一通は中間から、一通は後方から。この３通の

郵便物は郵便物品質確認検査や料金不足確認検

査にも使用される。

�４郵便物品質確認検査

マーキング適格性、判読性、正確な料金計器

日付をチェックする。トレイラベル確認検査で

使用した３通の郵便物をこの検査に使用する。

�５料金不足確認検査

伝統的な料金計器料金不足検査の代替である。

トレイラベル検査で使用した３通の郵便物を

この検査に使用する。１通以上の料金不足郵便

物が発見されたら、追加料金を計算するために、

同じ差出事業者（の郵便物）から抜き取り郵便
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物を増やし調査する。

�６あて地別事前区分確認検査

郵便差出事業者が正確に区分していることを

確認するために、あて地別ラベル貼付トレイか

ら郵便物を抜き出す。

�７誤差率計算テーブル

�８郵便物数、郵便料金、事前区分確認検査

この検査では、郵便差出事業者の添付文書に

記載された郵便物数と宛地に差し出される現物

の物数とを比較する。

２つの異なる区分レベルから２つの異なる郵

便区番号のトレイを抜き出す。

この検査で抜き取りする物数は、郵便物の総量

に依存し、郵便物数が多くなれば、抜き取る物

数も多くなる。

�９総郵便物数サマリー

郵便物数検査、郵便料金検査、事前区分検査

の結果を取りまとめる。

�１０総料金納付済み印刷郵便物数サマリー

郵便差出事業者が料金支払方法組合せ郵便物

と料金支払済印刷郵便物とを差出した時にのみ

実施される。

�１１料金納付済み印刷郵便物確認検査

料金支払方法組合せ郵便物及び料金支払済み

印刷郵便物数検査の結果が１通以上かつ１．５％

以上の誤差の時にのみ実施される。

料金精算の額は、郵便差出事業者の添付文書

記載の郵便料金とUSPSに実際に差出された郵

便物の料金との誤差により算出される。

�１２確認検査結果サマリー

SAVEの結果と誤差率の取りまとめ。

�１３５―Mailing平均誤差率

MPTQM４）認証郵便差出事業者に対してのみ

使用される。

MPTQM認証郵便差出事業者のSAVE料金精

算は、郵便差出事業者の平均誤差率が許容誤差

率を超えた場合にのみ実施される。

�１４料金精算

郵便差出事業者が許容誤差率を超えた場合、

SAVE料金精算はワークシェア割引の総額によ

り計算が実施され、ワークシェア割引は誤差率

の大きさにより減じられる。

�３ SAVE定形版

SAVE手順書は定形郵便物を検査するための

ヴァージョンがある。

以下のような内容を検査している。

�１添付文書確認検査

�２トレイラベル確認検査

�３自動処理適合確認検査

�４料金不足確認検査

�５事前区分確認検査

�６誤差率計算

�７郵便物数、郵便料金、事前区分確認検査

�８総郵便物数サマリー

�９料金支払済み印刷郵便物数査数サマリー

�１０確認検査結果サマリー

�１１料金精算

これらの検査のための手順は、SAVE完全版と

ほぼ同じである。

SAVE完全版とSAVE定形版の主な相違点は、

郵便物のサンプル数が少ないことである。

その他の相違点としては、「郵便物品質確認検

査」の代わりに「自動処理適合確認検査」という

タイトルになっている。

自動処理適合検査は、郵便物が定形として要求

４）Mail Preparing Total Quality Management（差出品質管理プログラム）：大口郵便の差出・引受検査を効率的に行うためのプ
ログラムであり、発送代行業者はこのプログラムに則って差出郵便物の品質管理を行うことで、USPSによる引受検査の
チェックの回数を減らし効率的に差出すことが可能となる。
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される形態に適合していることを確認するもので

ある。

その他の相違点として、料金不足確認検査が

First―Class定形郵便物用に修正されている。

料金不足確認検査の抜き取り数は、９通である。

９通のうちの何通かが料金不足であれば、

「First―Class料金計器料金不足抜き取り票」を作

成する。

�４ SAVE簡易版

全ての郵便物に詳細な検査を実施するために十

分な要員や時間を提供することは困難なため、簡

素な確認手法として、SAVE簡易版が開発されて

いる。

SAVE完全版、SAVE定形版検査を受けない郵

便物は、SAVE簡易版検査を受ける。

SAVE簡易版は、以下から成る。

�１添付文書確認検査

SAVE完全版とほぼ同様である。

�２トレイラベル確認検査

SAVE完全版とほぼ同様である。３つのトレ

イだけを検査する。

�３自動処理適合確認検査

トレイラベル検査で使用した３つのトレイの

郵便物が自動処理に適合することを検査する。

�４料金不足確認検査

前述の料金不足検査の修正したものである。

９通の郵便物をサンプルとして使用する。９通

の郵便物のうちのいずれかが料金不足であれば、

「First―Class料金計器料金不足抜取り票」を作

成する。

�５料金支払タイプ及び料金確認検査

機械事前区分差出事業者が、料金のタイプ

（料金計器別納、料金支払済み印刷等）と料金

又は郵便物の重量をそれぞれの郵便物に正確に

コード化していることを検査する。

�６あて地別事前区分確認検査

あて地別事前区分された郵便物／トレイの数

と事前区分添付文書に記載された物数とが一致

することを検査する。

�７個別差出郵便物確認検査

個別差出料金で差出された郵便物の簡易な検

査。

�５ 料金精算

SAVEで、事前区分の品質等に誤りがあった場

合に料金精算手続きが用意されている。

�６ 基本的な引受責任

SAVE手順に基づき自動化割引郵便物の引受事

務を行う場合においても、その他の基本的な引受

確認は行われている。

引受事務員は、依然として以下の確認作業に責

任を持つ。

�１差出票の郵便物の差出日と差出時間

�２料金支払額

�３現行資格確認

�４口座残高

�５内容物

�６差出票へのサイン等

�７郵便物へのクリアランス文書の添付

�８検査結果の記録及びファイリング

�７ ランダムサンプリング

全ての郵便物を引受検査することは郵便局に

とって現実的ではないため、SAVEは抜取り検査

の手法を取り入れている。

少数の郵便物を検査し、許容誤差率を超えた場

合、その誤差率は郵便物全体に適用される。郵便

物の抜取り手順は遵守されなければならず、

SAVE確認検査で抜取り検査をした郵便物・トレ

イの結果は、全ての差出郵便物に適用される。
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ランダム性が鍵となる。SAVE確認検査が開始

される前に引受作業員がトレイ及びトレイの郵便

物を選び始めたらそれはランダムではない。郵便

差出事業者が選んだ郵便物を確認検査することも

ランダム性を阻害する。

自律した確認検査のためにはランダム性を確保

することが必要であり、時間をかけて様々な抜取

り郵便物を選ぶことは、差出人の事前区分全体の

品質を検査する最高の機会と考えられている。

サンプルの正確性、ランダム性は、以下の各項

を実施することにより達成される。

�１正しい郵便物の抜き取ること。事前区分添付文

書の記載と異なる郵便物のロットからサンプリ

ングしないように注意すること。

�２正しいサイズの郵便物を選択すること。正確な

トレイと郵便物をサンプリングすること。

�３料金水準により、多様なトレイの選択をするこ

と。

�４郵便区番号により、多様な郵便物を選択するこ

と。

�５ワンパス引受検査・ツーパス引受検査とも多様

なトレイを選択すること。

�６郵便差出事業者が使用する郵便処理機器、作業

内容等を基準とした多様な郵便物を選択するこ

と

６ 終わりに

これまで概観してきた通り、世界の郵便物数の

４割以上を取り扱っているUSPSでは、大口郵便

物の引受について、差出票に記載された内容を郵

便物の引受に正確に反映し、併せて、郵便収入の

健全な確保を図るために、引受検査プロセスを詳

細に設定、顧客への情報開示をした上で、各プロ

セスの要所要所に統計的手法を活用している。

また、ここに記述した以外にも、自動化割引郵

便物に対し、バーコード品質、住所の正確さ、寸

法・重さに関する詳細な検査手続きが規定されて

いる。これは高度に自動処理化されたUSPSの適

切な業務運行を維持する上で必要不可欠の要素と

なるからである。更に、このバーコード品質検査

SAVE確認検査頻度テーブル

郵便差出事業者のタイプ 最低差出物数 差出頻度 確認検査頻度（２週間毎）

機械事前区分差出事業者

非MPTQM差出承認事業者
１０，０００通

１週間に１～４回

SAVE完全版、SAVE定形版として引受けた郵便

物の半数

２週間の間にSAVE簡易版として引受けた郵便物

の半数

１週間に５～２０回
２週間毎にSAVE完全版又はSAVE定形版を５回

２週間毎にSAVE簡易版を５回

１週間に２０回以上
２週間毎にSAVE完全版及びSAVE定形版を５回

２週間毎にSAVE簡易版を１０回

機械事前区分差出事業者

MPTQM差出承認事業者
１０，０００通以上 N／A

２週間毎にSAVE完全版又はSAVE定形版を２回

２週間毎にSAVE簡易版を２回

リスト事前区分差出事業者 ７５，０００通以上

１週間に１～４回
SAVE完全版又はSAVE定形版として引受けた郵

便物の半数

１週間に５～２０回
２週間毎にSAVE完全版又はSAVE定形版を５回

２週間毎にSAVE簡易版を５回

１週間に２０回以上
２週間毎にSAVE完全版及びSAVE定形版を５回

２週間毎にSAVE簡易版を１０回

５４郵政研究所月報 ２００２．５



を中心とした多項目にわたる検査の一部をより正

確かつ合理的に実施するために、引受検査機

（MERLIN：Mail Evaluation, Readability, and

Lookup Instruments）を開発し、大口引受検査

の効率化を図ることとしている。

日本の郵便も、米国と同様に大口事業所から差

出される郵便物のウェイトが大きい。彼我の郵便

物の取扱物量、顧客とUSPS或いはUSPSと従業

員の契約関係の違い等から、日米の郵便について

同列に論じることは適切ではない。しかし、今後

の大口顧客対応と併せて大口郵便物の引受方法を

高度化していく上で、USPSの大口引受検査手法

を詳細に研究する価値はあるものと考えられる。
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１ はじめに

AT＆Ｔは、世界の情報通信産業をリードして

きた巨人である。

１８７６年、Alexander Graham Bellは、電話機を

発明し、翌年、Bell Telephone Companyを設立

し た。１８８５年 に は、AT＆ＴがBell Telephone

Companyの子会社として設立され、はじめて長

距離電話網の建設・運用を開始。１８９９年、AT＆

Ｔは、Bell Telephone Companyの資産を買い取

り、ベルシステム全体の親会社になった。

AT＆Ｔは長年にわたり米国市場を独占してき

た。しかし、１９８２年、独禁法違反訴訟に関する司

法省との和解により、AT＆ＴのCharles L.

Brownは、１９８４年に「母なるベル（Ma Bell）」か

ら７つの地域通信会社「ベビーベル（Baby

Bell）」を分割独立させた。ベビーベルは、地域

サービスと電話帳（Yellow Pages）業務を引き

継ぎ、AT＆Ｔは、長距離通信部門とベル研究所、

通信機器製造子会社Western Electricを引き継いだ。

１９９５年９月、Robert Allenは、AT＆Ｔを３つ

の企業に再編すると発表した。長距離部門をAT

＆Ｔ本体に残し、通信機器製造部門をLucent

Technologies Inc．に、コンピュータ部門をNCR

に分離独立させた。

１９９７年１０月、AT＆Ｔ取締役会は、１９８８年から

AT＆Ｔの会長兼CEOであったRobert Allenの後

任として、Hughes Electronics会 長兼CEOのC.

Michael Armstrong（５９才）を選んだ。

この小稿は、Armstrongが会長兼CEOになっ

てからのAT＆Ｔの経営の歩みである。

情報通信産業をめぐる社会経済環境はおおきく

変貌をとげ、今も変転きわまりない。

�１インターネット、高速・広帯域（ブロードバン

ド）通信などの技術革新

�２１９９６年電気通信法などによる規制緩和（地域・

長距離市場相互乗り入れ、通信・放送メディ

ア・エンターテイメント融合）による市場競争

の激化

�３通信コスト低廉化、通信・放送チャンネル多様

化・高度化、インターネット普及とこれらのト

レンドにともなう多種多様なコンテンツ市場の

顕在化

�４米国証券市場の株価上昇等をテコとする水平・

垂直型の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の急増

�５世界的な通信事業民営化、多国籍企業の情報通

信ニーズ高度化等による通信事業の国際的な業

務提携、Ｍ＆Ａの増加

このような社会経済環境の激変のなかで、環境

変化に対し能動的にも受動的にも大きな役割を果

たしているのがAT＆Ｔである。１９９７年後半から

今に至るあしかけ６年間のAT＆Ｔの経営をたど

ることで、世界的な情報通信産業の動向や課題が

多少なりともわかってくるのではなかろうか。

トピックス

苦悩する巨人AT＆Ｔ…
会長兼CEO C. Michael Armstrongの経営の歩み

沖縄総合通信事務所長 大寺 �幸
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２ C. Michael ArmstrongがAT＆Ｔ会長兼CEOに

Robert Allenは、１９９６年、シカゴのプリンター

メーカR.R. Donnelley & Sonsから、John Walter

をAT＆Ｔ社長に迎えた。Allenの後継者に、との

思惑であった。しかし、AT＆Ｔの業績は好転せ

ず、１９９７年６月の引退表明のとき、Allenは、

John WalterをCEOに推薦しなかった。そこで、

AT＆Ｔ取締役会は、あたらしい会長兼CEOの人

選を行い、１０月、Hughes Electronics会長兼CEO

のC. Michael Armstrong（５９才）を選んだ。

彼は、１９３８年１０月１８日ミシガン州デトロイト生

まれ。１９６１年、オハイオ州Miami大学でビジネ

ス・経済の学士号を得て、IBMに入社。３１年間、

パソコン、通信ビジネスの海外展開で手腕を発揮

した。その間、１９７６年には、Dartmouth大学で上

級経営コースに学んだ。１９９３年Hughesの会長兼

CEOへ転進。冷戦終了後の国防予算削減の影響

をうける国防ビジネス部門をRaytheonに売却し、

電子機器、衛星、通信部門をコアビジネスにして

業績をあげ、衛星放送のDirec TVビジネスをス

タートさせた。

３ Armstrongの経営戦略

１９９８年１月、Armstrongは、AT＆Ｔ１９９７年 第

４四半期の業績を発表した。かんばしいものでは

なかった。売上げ高は１２８億３千万㌦で前年同期

（１２８億７千万㌦）とほぼ同じであったが、純益

が前年同期比１８％減、１３億３千万㌦に大幅に落ち

込んだ。ところが、株価は、まったく逆の動きを

しめした。１９９７年第４四半期、Ｓ＆Ｐ５００の株価

が７．８％アップしたのに対し、AT＆Ｔは５７．２％

と急上昇したのだ。これはArmstrongへの期待

感であった。IBM、Hughesでみせた手腕を発揮

し、AT＆Ｔのコストカットと不採算部門の売却

をはかり、企業文化を改革し競争力をつよめるこ

とへの期待である。

この１９９７年第４四半期の業績の発表とともに、

Armstrongは、会長・CEOとして初めて経営戦

略を明らかにした。

当時、AT＆Ｔの経営環境は厳しかった。イン

ターネットアクセスサービスは、America On-

line、Microsoftからはるかに離されて第三位。

AT＆Ｔのコアビジネスである長距離通信には、

１９８４年１月AT＆Ｔ分割で誕生した７つの地域ベ

ル事業会社（Regional Bell Operating Compa-

nies：RBOCs、通称「ベビーベル」）各社が積極

的な参入意欲を明らかにしていた。

このような経営環境でまずとりかかったのがダ

ウンサイジング。販促・一般管理経費は、それま

で売上高の２９％であったが、これを２年間で２２％

にまで圧縮させる。この削減額は１９９８年について

いえば１６億㌦になる。また、２か年で、全社員１２

万５千人から１万５千～１万８千人を減らす。１

万～１万１千名は、管理者クラスを対象に、年金

２０％割増しなどを条件とする早期退職で、５千～

７千名は自然減で。業務再編・機能統合、マネッ

ジメント階層数の圧縮をはかろうとしたのだ。早

期退職のコストは、１９９８年前半、約８～１２億㌦に

のぼると推計した。

プレス発表した重点投資・事業分野は次のとお

りである。

�１新しい通信網の基本構成（ネットワーク・アー

キテクチャ）としてSonetを選択。データ回線容

量の逼迫を解消するためであった。１９９８年末まで

にSonetを組み込んだプログラムを完成させ全部

で５２のファイバーリングで米大陸の東海岸と西海

岸との間を結ぶ。また、AT＆Ｔの長距離Sonet

リングと、競争地域通信事業者（Competitive

Local Exchange Carriers：CLEC）大手でAT＆

Ｔとの合併予定のTeleport Communications

Group（TCG）の地域Sonetリングとをつなぎ、
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全米規模のエンド・ツー・エンドのサービスを提

供する。

�２インターネット・プロトコル基幹網の機能を拡

充し、新しいサービスメニューを発表。一つが１

分７．５～９㌣で 音 声 を 送 るAT&T WorldNet

Voice。二つ目が、家庭から企業への低額州際

コール・サービスをインターネットで申し込む

AT&T One Rate Online。

�３１９９６年電気通信法によって地域通信サービスを

行えるようになったが、地域サービスへ参入し、

企業、家庭という顧客へのエンド・ツー・エンド

サービス提供を実現する。短期的には、ベビー・

ベルの通信網のアンバンドリングの実現を求めて

いく。長期戦略としては、地域サービス提供のた

め、移動通信、固定無線、ブロードバンド（広帯

域）CATV、電力線搬送などの選択肢を検討する。

�４特に全米第一の携帯電話加入者数（２１０万加入）、

電池等の技術開発力、全米規模の課金システムな

どのAT＆Ｔ資産をつかって移動通信の事業展開

を一層すすめる。

４ ベビーベルとの間の市場相互乗り入れの争い

ベビーベルとの間の市場相互乗り入れの争いに

ついて、会長兼CEO就任３か月をすぎた１９９８年

２月のArmstrongに対するWashington Postのイ

ンタビューや２００１年６月の上院商務・科学・運輸

委員会の「通信産業の競争状況」に関する公聴会

での彼の証言をもとに、概観してみよう。

１９９６年電気通信法は、AT＆Ｔ、MCI、Sprint

などの長距離通信事業者やベビー・ベル、連邦議

会など多数の利害関係者が調整、妥協し、合意し

てつくられた。AT＆Ｔ、MCI、Sprintなどの長

距離通信事業者が地域通信市場へ、また、ベビー

ベルが長距離通信市場へ相互乗り入れし、消費者

ニーズにあった多様なサービスを低廉に提供でき

る環境をつくることが１９９６年電気通信法の目的で

あった。ベビーベルは、電気通信法を支援すると

約束していた。

ところが、ベビーベルは法執行を止めるため裁

判所にかけこんだ。連邦議会の立法権、FCCの

行政執行権限、各州の法解釈のすべてに疑義を申

し立てたのである。地域市場開放義務の履行に対

するベビーベルの絶え間のない抵抗によって、地

域での有効競争がかなりの程度、押さえ込まれて

しまった。

顧客の地域的・全米的なレベルでのサービス

ニーズをすべて満たし、AT＆Ｔの設備を顧客向

けに活用できるようにするには、ベビーベルの通

信網に接続できることや、ベビーベルのネット

ワーク設備を合理的な価格、公正な条件でリース

できることが必要条件である。

地域通信ネットワーク設備の利用が自由にでき

るか否かが「設備ベース」の競争にとり最も大切

なことである。新規参入の通信事業者は、全米・

地域規模のネットワークを構築してはじめて顧客

獲得にのりだすことができる。１９９６年法の市場開

放の理念の実現があればこそ、新規参入者はネッ

トワークを構築し市場への参入、顧客の獲得が可

能になる。このことは、長距離通信市場の競争で

実証されている。MCIとSprintは、AT＆Ｔの

サービスのリセイラー（再販事業者）として事業

をはじめた。彼らが通信事業者大手として今があ

るのは、顧客獲得前に自社単独でネットワーク設

備すべてを構築する必要がなく、また、市場参入

の競争促進ルール・政策が単に通信設備を保有す

る事業者だけを対象にしたものでなかったためで

ある。

AT＆Ｔは、地域市場へ参入すべく、販売宣伝、

課金等の設備投資、企業買収などに１９９７年までに

３６．６億㌦も支出した。本格的なリセールへの過渡

期サービスとしてTotal Services Resale（TSR）
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を提供し、１９９８年はじめまでに約３０万の顧客を獲

得したが、サービスを続ければ続けるほど、顧客

を獲得すればするほど、赤字が累積していた。一

顧客が地域通信サービスを月３０㌦相当利用すれば、

３０㌦の収入の８割、２４㌦は、アクセスチャージと

してベビー・ベルにいき、AT＆Ｔに残るのはわ

ずかに６㌦にすぎない。実際のコストは９㌦ほど

かかるから、赤字は月３㌦にもなってしまう。リ

セール値引き率が２２％では、AT＆Ｔの地域通信

サービス参入はビジネスとして成り立たないのだ。

長距離通信事業者は、地域通信事業者に対し、

アクセス・チャージとして年間１６０億㌦以上も支

払っている。仮に、ベビー・ベルが今の状況のま

ま長距離市場に参入すれば、彼らは、アクセス・

チャージ相当分を負担せずに料金設定が可能にな

り、不平等になるおそれがある。

また、ベビーベルのネットワーク設備のリース

を求めてきた新規参入の競争地域通信事業者

（CLEC）は、ベビーベルの提供拒絶の前に、

１９９６年以来、音声サービス、高度サービスなどを

提供することができなかった。

ベビーベルは、新規参入者への設備提供の条件

を取り間違ったり、提供を遅らせたりしてきた。

２０００年、Verizonは、新規参入事業者からの設備

提供の条件取り間違いが２５万件以上にのぼること

を認めた。ペンシルバニア州を調査したFCCの

レポートによれば、Verizonは、顧客から自社に

対するオーダーに対してはすべて５日以内に応え

ているのに、ライバル通信事業者に対する顧客か

らのオーダーには、その８０％が５日以上かかって

いた。

さらに、ベビーベルは、競争者を市場から退場

させるため、卸売り価格を高めに設定してきた。

ベビーベルの提訴により、FCCは、卸売り価格

の設定に関する権限をうしなった。最高裁は、

１９９９年、最終的にこの権限を復活させたが、なお、

各州公益事業委員会が裁定するベビーベル卸売り

価格が反競争的である場合、FCCは、委員会そ

の裁定をくつがえすことに消極的である。

さらに、CLECは、今では、ベビーベルの電話

局（central office）などに一定のスペースを確保

し、ベビーベルのネットワークへの接続装置をお

く権利をもっているが、ベビーベルは、CLECの

権利を否定するため、これに関するFCC規則を

裁判所で争うなど、あらゆる手段をとってきた。

ベビーベルは、電話局で設置できるネットワーク

接続装置・設備の種類を制限しようとした。現在、

ベビーベルは、一電話局内に接続装置をおいてい

るCLECどうしがその電話局内で接続することを

拒否している。

AT＆Ｔとベビーベルとの間の衝突となって顕

在化した事例の軌跡は、FCCや地域通信市場を

規制する各州公益事業委員会の許認可手続きの過

程に対する多数のAT＆Ｔプレスリリースをみる

とよくわかる。

２０００年１月から今までAT＆Ｔのプレスリリー

スに登場するベビーベルは、４社すべて１）

（Qwest、SBC、BellSouth、Verizon）。公 益 事

業委員会は、カリフォルニア、フロリダ、ジョー

ジア、ミシガン、ミネソタ、ニューヨーク、

ニュージャージー、オハイオ、ペンシルバニア、

テキサスなど１０州以上にのぼる。

FCCに対するAT＆Ｔの主張は、地域通信市場

へのAT＆Ｔ等の長距離通信事業者の参入が実質

的に認められない限り、ベビーベルの長距離通信

参入を認めることは許容されないという点。

FCCがベビーベルの長距離市場参入を容認して

からは、長距離通信サービスに関して、AT＆Ｔ

１）ベビーベルは、７社がそのまま存続しているわけでなく、１９９６年からこれまでに７社から４社に集約された。
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等の競合企業を公平に選択できることをベビーベ

ルが消費者に告知していないなど、１９９６年電気通

信法の公平取扱い条項に違反していることに主張

の力点を置いている。

他方、各州の公益事業委員会には、AT＆Ｔは

次のような事項を主張し各委員会に善処を要請し

てきた。

�１ベビーベルのアンバンドリング接続条件や長距

離通信事業者の接続負担額等に関し、公益事業委

員会は、公聴会を開催し公正な判断をおこなうべき。

�２地域通信市場の開放は不十分であり、AT＆Ｔ

等への接続卸料金がなお小売料金の３倍である。

�３ベビーベルから長距離通信事業者への顧客管理

データシステム、接続・課金システムのテスト、

検証がなされていない。公益事業委員会はこれら

の点につき詳細な調査をおこなうべき。

�４AT＆Ｔとベビーベルとの地域電話サービス接

続協定の更新に関し公益事業委員会は仲裁をおこ

なうべき。

�５さらに、最近、各州公益事業委員会に対する主

張で力点を置いていることは、ベビーベルとAT

＆Ｔ等との公正競争を確保するため、ベビーベル

の地域通信子会社を小売と卸の二つの部門に構造

的に分離すべき、という点である。

このような主張を繰り広げた結果、２００１年なか

ばのデータであるが、ベビーベルからの設備リー

スや回線リセールにより、全米１６州で約２百万の

家庭がAT＆Ｔを地域サービス提供者として選べ

るようになった。しかし、全般的には、なお、

AT＆Ｔは、FCCや各州公益事業委員会において、

また、法廷において、地域市場参入のため、個別

事案ごとに絶え間ない争訟、論争を繰り広げ、今

も終わっていないのが実態だ。

５ 企業買収、業務提携の動き

１９９８年２月のWashington Postのインタビュー

では、Armstrongは、「ジョイント・ベンチャー、

特定の事業部門・施設の取得、企業買収などさま

ざまな形態での投資がある。AT＆Ｔの投資戦略

はすべての選択肢を排除しない。」と一般的に答

えるだけであった。しかし、AT＆Ｔは、リスト

ラ、事業売却を進める一方で、さまざまな形態の

表１ ７社のベビーベルの現在

Ameritech
シカゴに本社があるAmeritechは、１９９８年、Southwestern Bellの親会社SBC Communications

Inc.に買収された。

Bell Atlantic
大西洋岸中部沿岸地域をサービス地域とするBell Atlanticは、１９９６年NYNEXを買収し２０００年

にはGTEと合併。会社名をVerizon Communicationsに変更した。

BellSouth 米国南東部をサービス地域とするBellSouthは、独立を維持している。

NYNEX
ニューヨークを本社とし、ニューヨーク、ニューイングランドをサービス地域としたNYNEX

は、１９９６年にBell Atlanticに買収された。

Pacific Telesis

Pacific Telesisは、Pacific Bellの親会社で、１９９４年AirTouch無線部門を分離した。AirTouch

は、１９９９年英国のVodafoneに買収された。Pacific Telesis自体は、１９９６年、Southwestern Bell

の親会社であるSBC Communications Inc．に買収された。

Southwestern Bell

Southwestern Bellは、米国南西部をサービス地域にスタートした。この親会社SBC Commu-

nications Inc. は、１９９６年、サンフランシスコをベースとするPacific Telesisを、１９９８年には、

シカゴをベースとするAmeritechをそれぞれ買収した。

US West

デンバーに本社のあるUS Westは、ロッキー山脈地域をサービス地域とする。高速ファイバー

網企業のQwest Communications Internationalは、１９９９年、敵対的買収を仕掛け、２０００年買収

取引を終えた。
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企業買収、業務提携を模索していた。

５．１ 地域・長距離電話サービス、高速インター

ネットアクセス、CATVの一体的なサービ

ス提供のためのネットワーク構築

１９９６年法成立後ただちに、AT＆Ｔは、地域

サービス提供に必要なネットワーク設備をベビー

ベルだけに依存することはできないと判断し、自

社所有の地域ネットワークの確保をはじめた。

１９９８年、ビジネス顧客用に１１０億㌦でTeleport

を買収した。また、１９９９年２月、地域電話会社を

バイパスし、Time WarnerのCATVを通じ２千

万世帯に電話・インターネットサービスを提供す

るため、１９９９年全米２都市で実験、試行を行うと

発表した。さらに、一つのCATV会社が全米で

サービス提供できる加入者数は約３分の１に限る

というFCCの制約はあったものの、１９９９年、

２０００年とあいついで、家庭までの回線をもつため

約９００億㌦をかけCATV会社のTCI（買収額４８０億

㌦）とMediaOne（買収額４４０億㌦）を取得した。

また、年に数十億㌦を投じこれらのネットワーク

の機能アップ、光ファイバケーブル敷設、データ

センター構築をはかってきた。これらの投資によ

り、２０００年にはCATV電話の加入者数は約５万

だったのが、２００１年には８２．５万に達し、全米７１の

主要都市で地域ビジネス顧客をもつにいたった。

このTime Warnerとの業務提携や、CATV大手、

Tele―Communications Inc.（TCI）、MediaOneの

買収などによって、AT＆Ｔは、全米の過半数の

家庭に直接アクセス・リンクするというのがねら

いであった。

Armstrongは、Washington Postの イ ン タ

ビューで「消費者は、地域・長距離電話サービス、

高速インターネットアクセス、CATVテレビを一

つのソースから得ることができ、しかも、２０％安

い利用料金を一つの請求書で支払うことができる。

すべての通信サービスをOne―stop shoppingで提

供することが今後の通信会社の戦略のキーだ。」

と答えた。

この一環として、AT＆Ｔは、家庭やオフィス

にDSLサービスを提供できるよう体制を整えてき

た。２００１年はじめAT＆Ｔは、１億３千万㌦近く

をかけNorthPoint Communications社の資産を買

い取った。この買い取り資産には、１，９２０ヶ所で

のコロケーション、３，０００のDSLAMなどのDSL

網設備、１５３のATM交換機や、これらの設備に関

連するサービス提供・保守・試験などのシステム

が含まれている。これらの資産をAT＆Ｔの既存

ネットワークに組み込むことで、顧客に対しDSL

ブロードバンド、地域通信、長距離通信など幅広

いサービスを提供することが可能になった。

５．２ グローバル企業への高度統合サービス提供

のための買収、業務提携

AT＆Ｔは、家庭やオフィスからの直接アクセ

スネットワークを構築する一方で、全世界的に事

表２ 主な企業・事業部門の買収

被買収企業・事業部門 買収発表年月日 買収完了年月日 買収コスト

Teleport １９９８年１月８日 １９９８年７月２８日 １１０億㌦

TCI １９９８年６月２４日 １９９９年３月９日 ４８０億㌦

Vangaurdセルラー部門 １９９８年１０月５日 １９９９年５月３日 １７億㌦

IBMグローバル・ネット・サービス部門 １９９８年１２月８日 １９９９年５月３日 ５０億㌦

MediaOne １９９９年４月２２日 ２０００年６月１５日 ４４０億㌦
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業を展開する大企業へのサービス提供のため、企

業部門の買収や業務提携に積極的に乗り出して

いった。グローバル企業へのグローバル・シーム

レス・サービス２）（global seamless services）の

提供である。

FCCは、グローバル・シームレス・サービス

提供をめぐる業務提携の状況を、AT＆ＴとBTの

コンサート承認の決定にあたって調査した。この

調査結果をみれば（表３）、AT＆ＴやMCI、

Sprint、WorldCom、BT、ドイツ・テレコム、

フランス・テレコムなど欧米の主要通信事業者が

中心となって、世界各国の大手通信事業者が、わ

れ先にとグローバルな業務提携関係を結んだかが

歴然である。日本テレコム、KDDなどもその渦

中にまきこまれた疾風怒濤の嵐の中心の一つが

AT＆Ｔであった。

�１ IBMグローバル・ネットワーク・サービス部

門の買収

１９９９年１月、AT＆Ｔは、１００か国以上の９００都

市で約３万５千の企業と、５９か国の約百万の個人

ユーザにサービスを提供するIBMのグローバル・

２）FCCは、このサービスを次のように定義している。
「音声、データ、ビデオ等の電気通信サービスの複合サービス。このサービスは、自ら所有し、また、他からリースする設
備を使って構築される統合グローバル・地域国際通信網によって、通信事業者が単独で、あるいは、共同して提供される。こ
のサービスは、サービスを受けるところであればどこにおいても均一の品質、特性、機能をもつ。」（ブリティッシュ・テレコ
ム（British Telecommunications PLC：BT）とAT＆Ｔのジョイント・ベンチャー（JT）、コンサートを認める１９９９年１０月２２
日の決定）

表３

AT＆Ｔ

AT＆Ｔは、Unisource（構成メンバー：PTTテレコム・オランダ（KPN）、Telia、スイス・

テレコム）とのAT&T―Unisource Communications Services （AUCS）ジョイント・ベン

チャーとWorldPartners（構成メンバー：Unisource、KDD、Telstra、シンガポール・テレコ

ム）により、グローバル・シームレス・サービスを提供。

AT＆Ｔは、AUCS とWorldPartnersのサービスを米国で独占的に提供。

BT

BTは、欧州等世界各国でグローバル・シームレス・サービスを提供。また、米国ではConcert

アライアンスを通じて提供。

１９９５．１～１９９８．９にかけて、MCIはConcertでBTのパートナーで、Concertサービスを米国で

独占的に提供。

１９９８年９月以降、MCIは、米国でのConcertサービス提供を継続するものの独占的提供ではな

くなった。（ちなみに、BTは、ConcertのMCI出資分を買い取り、また、WorldComは、BTの

MCI出資分を買い取った。）

MCI WorldCom

MCI WorldComは、グローバル・ネットワークを所有・運用し、ビジネス・ユーザに音声・

データ複合シームレス・サービスを５０ヶ国以上の大都市で提供。地域・長距離、音声・データ、

インターネット・サービスの境界を取り払った世界最初のグローバル・シームレス・サービス。

Global One

Sprint、ドイツ・テレコム、フランス・テレコムが連携したアライアンスで、６５ヶ国で１，４００

のアクセス・ポイントを有する。最も先進的なATMネットワークで、１．５Mbps～１５５Mbpsの

高速サービスを提供。

Cable & Wireless

Ｃ＆Ｗは、７０ヶ国でサービス提供。欧州、アジア・太平洋地域のインターネット・バックボー

ン網を含むIPグローバル・ネットワークを構築。MCIインターネット・バックボーン網の買い

取りにより、米国を含む世界各国で複合的な音声・データ・インターネット・サービスを提供。

Equant

かつてSITAといわれたEquantは、大手航空会社のグローバル・データ・ネットワークで、世

界で２２０国・地域をむすぶ高度IPネットワーク。世界各国の商用データ・ネットワークを使っ

てWAN―LAN―PCネットワークを構築。
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ネットワーク・サービス部門を買収すると発表し

た。これにより、AT＆Ｔはグローバル企業市場

への進出をめざし、IBMはコアビジネスではなく

なった部門の売却を果たすことが可能になった。

この買収とともに両社間で、AT＆Ｔは、IBMの

メイン通信サービス提供企業に、また、IBMは、

AT＆Ｔの給与・厚生・顧客受付システムの管理

受託企業になることになった。

�２ ブリティッシュ・テレコム（BT）とのジョイ

ント・ベンチャー（JT）、コンサートの設立

１９９８年７月２６日、ブリティッシュ・テレコム

（BT）とAT＆Ｔは、ジョイント・ベンチャー

（JT）を組むと発表した。AT＆Ｔ社長John D.

Zeglisは、「両社の国際部門の資産を結合してで

きるグローバルベンチャーは、つなぎ目なし

（Seamless）のグローバルサービスを多国籍企

業に対し両社が提供することを可能にする。」と

述べた。後にコンサート（Concert）と名づけら

れたJTは、米国東部地域に本社を置き約５千名

規模。初年度売上高１００億㌦、営業利益１０億㌦、

そして営業利益の毎年の伸びを１５～２０％を見込ん

だ。さらに、両社以外の通信会社にもこのJTへ

の参加を呼びかけた。

JTの主な業務は、１）多国籍企業や国際機関

などに電話ネットワークを提供する世界的な音

声・データビジネスや２）金融、石油、IT分野

の企業を当面の対象とする世界的な機器販売・

サービス提供ビジネス、３）世界中の個人・ビジ

ネス顧客向けの低コスト通信リンクを構築する国

際キャリアサービス・ビジネス、である。

６ AT＆Ｔ分社化、業務提携解消

６．１ ４社への分社化

２０００年１０月２５日、Armstrongは、AT＆Ｔ（総

従業員数１６万名）を４つの企業に再編するリスト

ラ計画と発表した。４つの部門は次のとおりであ

る。

４つの新会社は「AT＆Ｔ」ブランドのもとに

事業をおこない株式公開企業となる。このリスト

ラ計画は２００２年に終了。各社は、顧客、投資家、

従業員、その他の利害関係者に個々に独立して責

任をもつ。

Armstrongは、このリストラ計画の意義など

を次のように語った。「このリストラ計画は、３

年前にはじめたAT＆Ｔの変革の中心になるもの

だ。この４社への分社化により、新たなブロード

バンド通信サービス、情報サービスの提供が可能

になる。４部門に分離することで、個々のサービ

スに特化し、ユーザニーズにすばやく対応できる

など弾力的な事業展開ができる。世界でもっとも

著名で尊敬される「AT＆Ｔ」ブランドでサービ

スが提供され、４社間の協定により統合したサー

ビスの提供も可能である。従業員はこれまでの社

内の財務、調整での苦労がなくなりさらにすばら

しい仕事ができる。株主は、４部門の財務業績を

ライバル企業との比較などにより個別に評価する

ことが可能になる。」

AT&T Wireless 携帯電話サービスを提供。自社保有資産をもとに普通株を発行する。２００１年夏に完全独立する。

AT&T Broadband CATV、ブロードバンドサービスを提供。自社保有資産をもとに普通株を発行する。Excite@

Home社出資分を引き継ぎ保有。

AT&T Business 企業向け通信サービスを提供。ネットワーク設備を管理しAT&T Labs（ベル研）を傘下にお

く。AT＆Ｔグループの中核企業。AT&T Consumerの親会社に。

AT&T Consumer 個人、家庭向けの通信サービスとWorldNetインターネット・アクセス・サービスを提供。AT

＆Ｔが発行するtracking stockを基本にする。
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６．２ BTとの業務提携「コンサート」の解消

２００１年１０月１６日、AT＆ＴとBTは、コンサート

を解消し、両社別々にグローバル・シームレス・

サービスを提供していくことをプレス発表した。

両社は、JVのコンサートから顧客であるグロー

バル企業との契約や国際通信設備などの資産を引

き継ぐ。AT＆Ｔは、BTが拠出したアジア・太平

洋地域のフレーム・リレー設備を譲り受ける。こ

の事業継承手続きは２００２年なかばに終える。AT

＆Ｔは、コンサートから戻った部門とIBMから買

い取ったグローバル・データ・ネットワーク部門

を統合し、従業員約５千名で海外６０ヶ国の８５０余

の都市でサービスを行う計画だ。AT＆Ｔ社長

David Dormanは、「コンサートを立ち上げたと

きの経営環境と比べると世界市場は激変した。供

給過剰になり国際電話・データサービスの価格は

急落。この結果、思うように収入が伸びなかった。

また、コンサートのユーザでもあり、また、パー

トナーとも期待した世界各国の通信事業者が財務

的に苦境に陥ってきたこともコンサート解消に影

響を与えている。」と語った。

この結果、AT＆Ｔの主な海外部門は次のとお

りである。このほかに中国の上海シンフォニー・

テレコム、カナダのAT&T Canada、メキシコの

Alestraが事業展開。

�１欧州２７ヶ国の約３，５００人の従業員で英国、ドイ

ツ、フランス、オランダ、イタリアを拠点にサー

ビス提供。

�２アジア・太平洋地域１３ヶ国１，０００人強の従業員

で香港、シンガポール、シドニー、東京を拠点に

サービス提供。

�３過半数の株式を保有するAT&T Latin America

により、５ヶ国で総延長１５．５万ファイバー㌔以上

の光ファイバ網でサービス提供。

６．３ ComcastとAT&T Broadbandの合併

（Comcastによる実質的な買収）

さらに、２００１年１２月１９日、ComcastとAT&T

Broadbandの合併がプレス発表された。新会社の

社名は、AT&T Comcast Corp.。世界最大規模

の通信・メディア・エンターテイメント企業の誕

生である。CATV加入者数は約２千２百万で、ア

トランタ、ボストン、シカゴ、ダラス・フォース

ワース、デンバー、サンフランシスコ・オークラ

ンドなど全米１７の大都市圏でサービスを提供する。

広帯域サービス提供の売上高は約１９０億㌦にのぼ

る。全米４１州でディジタル・ビデオサービス契約

は約５００万、高速データサービスは２２０万、CATV

電話は１００万に達する。

さらに、CATVケーブルを使っての地域電話

サービスは、全米３，８００万世帯に拡張する予定で

あり、将来的にはビデオ・オン・デマンドや双方

向テレビなどのブロードバンドサービスを可能に

する構想である。

７ おわりに

AT＆Ｔの株価 は、今 年３月１９日 の 終 値 が

１５．７５㌦。Armstrongが会長兼CEOになった１９９７

年の１２月３１日の６１．３１㌦に比すると４分の１に下

落。ちょうどさまざまな企業買収や業務提携の計

画を発表、手続きを行っていた時期に株価はアッ

プし、１９９９年３月３１日には７９．８１㌦とピーク。そ

の後、長期低落である。情報通信関係の他の企業

の株価のトレンドはどうか。MCIを買収しSprint

の買収には独禁当局の反対で失敗した長距離通信

事業者、WorldComは、今年３月１９日の終値がさ

らに低く７．０１㌦にすぎない。Time Warnerを買

収したAOLは、株価変動幅も大きいが長期通信

事業者ほどの落ち込みはない。これに対し、ベ

ビーベルのVerizonやComcastの株価は、安定的

に上昇基調で推移している。
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AT＆Ｔの財務データをみれば、企業、事業部

門買収に巨額の支出をした結果、債務が急激にふ

くらみ、他方、売上高、特に営業利益が思ったほ

ど伸びていないことがよくわかる。

AT＆Ｔは、セルラー、CATVの買収等により

一般家庭・オフィスと全米のみならず世界各国と

を巨大な統合ネットワークで結び、さらに電話・

データ通信に限らずインターネット、高速・広帯

域通信、移動通信をすべて網羅した通信事業者を

めざしてきた。しかし、今のところ、この構想は

順調とはいえないようだ。

AT&T Wirelessは、完全に独立しNTTドコモ

の資本参加も得た。AT&T Broadbandは、Com-

castと合併しArmstrongは新会社AT&T Com-

cast Corp．の会長に就任することになっている

が、合併が成立するまでには、FCCやFTCの審

査、承認という関門が待っている。Armstrong

は、分社後の４社間の連携が期待できるといって

いるが、高品質で低廉かつ多様なニーズをみたす

サービスを提供し、株主の期待にこたえるには、

４社間の連携を優先することはできないであろう。

いずれにしても、冒頭に述べた情報通信産業をめ

ぐる変貌著しい社会経済環境のなかで、AT＆Ｔ

の動向については今後とも大きな関心を払ってい

く必要があると思う。

表４ 四半期末でのダウ平均、ナスダック、AT＆Ｔ等主要企業の株価等（終値）（単位：㌦）

ダウ平均 ナスダック AT＆Ｔ WorldCom Verizon AOL Comcast

９７ Ⅰ ６５８３．５０ １２２１．７０ ３５．２５ ２３．６３ ２８．０５ ４２．５０ １６．８８

Ⅱ ７６７２．８０ １４４２．０７ ３５．０５ ３２．００ ３５．４６ ５５．６３ ２１．３８

Ⅲ ７９４５．３０ １６８５．６９ ４４．２５ ３５．３８ ３７．５９ ７５．４４ ２５．７５

Ⅳ ７９０８．３０ １５７０．３５ ６１．３１ ３０．２５ ４２．９１ ９０．５０ ３１．５６

９８ Ⅰ ８７９９．８０ １８３５．６８ ６５．７５ ４３．０６ ４８．６４ ６８．３１ ３５．３１

Ⅱ ８９５２．００ １８９４．７４ ５７．１３ ４８．４４ ４３．７４ １０５．１２ ４０．５９

Ⅲ ７８４２．６０ １６９３．８４ ５８．４４ ４８．８８ ４６．８２ １１１．６２ ４６．９４

Ⅳ ９１８１．４０ ２１９２．６９ ７５．７５ ７１．７５ ５２．５９ １５５．１３ ５８．６９

９９ Ⅰ ９７８６．２０ ２４６１．４０ ７９．８１ ８８．５６ ５０．６９ １４７．００ ６２．９４

Ⅱ １０９７０．８０ ２６８６．１２ ５５．８１ ８６．０６ ６４．５９ １１０．００ ３８．４４

Ⅲ １０３３７．００ ２７４６．１６ ４３．５０ ７１．８８ ６６．９２ １０４．０６ ３９．８８

Ⅳ １１４９７．１０ ４０６９．３１ ５０．８１ ５３．０６ ６１．５６ ７５．８７ ５０．５６

００ Ⅰ １０９２１．９０ ４５７２．８３ ５６．３１ ４５．３１ ５９．３５ ６７．２５ ４３．３８

Ⅱ １０４４７．８９ ３９６６．１１ ３１．８１ ４５．８８ ４９．６４ ５２．８８ ４０．５０

Ⅲ １０６５０．９２ ３６７２．８２ ２９．００ ３０．３８ ４７．７２ ５３．６５ ４０．９４

Ⅳ １０７８７．９９ ２４７０．５２ １７．２５ １４．０６ ４９．７７ ３４．８０ ４１．７５

０１ Ⅰ ９８７８．７８ １８４０．２６ ２１．３０ １８．６９ ５３．２４ ４０．１５ ４１．９４

Ⅱ １０５０２．４０ ２１６０．５４ ２２．００ １４．２０ ５２．７５ ５３．００ ４３．４０

Ⅲ ８８４７．５６ １４９８．８０ １９．３０ １５．０４ ５３．７３ ３３．１０ ３５．８７

Ⅳ １００２１．５０ １９５０．４０ １８．１４ １４．０８ ４７．４６ ３２．１０ ３６．００

０２．３．１９ １０６３５．２５ １８８０．８７ １５．７５ ７．０１ ４７．６２ ２６．４５ ３３．４０
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表５ AT&T Corp.とその関連企業…７年間の主要財務データ（要約）
（単位：百万㌦、１株当たりの数値は㌦）

２０００年 １９９９年 １９９８年 １９９７年 １９９６年 １９９５年 １９９４年

売上高 ６５，９８１ ６２，６００ ５３，２２３ ５１，５７７ ５０，６８８ ４８，４４９ ４６，０６３

営業利益 ４，２７７ １０，８５９ ７，４８７ ６，８３６ ８，７０９ ５，１６９ ７，３９３

継続事業活動からの利益 ４，６６９ ３，４２８ ５，２３５ ４，２４９ ５，４５８ ２，９８１ ４，２３０

AT＆Ｔ普通株グループ

継続事業活動からの利益 ３，１０５ ５，４５０ ５，２３５ ４，２４９ ５，４５８ ２，９８１ ４，２３０

基本株一株当たり利益 ０．８９ １．７７ １．９６ １．５９ ２．０７ １．１５ １．６５

希薄化株一株当たりの利益 ０．８８ １．７４ １．９４ １．５９ ２．０７ １．１４ １．６４

AT＆Ｔワイアレスグループ

利 益 ７６

基本株・希薄化株一株当た
りの利益 ０．２１

Liberty Mediaグループ

利益（損失） １，４８８ （２，０２２）

基本株・希薄化株一株当た
りの利益（損失） ０．５８ （０．８０）

純有形固定資産 ５１，１６１ ３９，６１８ ２６，９０３ ２４，２０３ ２０，８０３ １６，４５３ １４，７２１

継続事業活動用総資産 ２４２，２２３ １６９，４０６ ５９，５５０ ５９，９９４ ５５，８３８ ５４，３６５ ４７，９２６

総資産 ２４２，２２３ １６９，４０６ ５９，５５０ ６１，０９５ ５７，３４８ ６２，８６４ ５７，８１７

長期債務 ３３，０９２ ２３，２１７ ５，５５６ ７，８５７ ８，８７８ ８，９１３ ９，１３８

総債務 ６５，０３９ ３５，８５０ ６，７２７ １１，９４２ １１，３５１ ２１，０８１ １８，７２０

強制償還優先社債 ２，３８０ １，６２６

株主資本 １０３，１９８ ７８，９２７ ２５，５２２ ２３，６７８ ２１，０９２ １７，４００ １８，１００

負債率 ４６．２％ ４３．０％ ２０．９％ ３３．５％ ３５．０％ ５４．８％ ５０．８％

総資本支出 １４，５６６ １３，５１１ ７，９８１ ７，７１４ ７，０８４ ４，６５９ ３，５０４

営業利益／売上高 ６．５％ １７．３％ １４．１％ １３．３％ １７．２％ １０．７％ １６．１％

AT＆Ｔ普通株グループ継続
事業活動からの利益／売上高 ４．８％ ８．７％ ９．８％ ８．２％ １０．８％ ６．２％ ９．２％

平均普通株の株式利益率
（ROE） ６．２％ １５．２％ ２５．３％ １９．７％ ２７．１％ ０．４％ ２９．５％

継続事業活動にかかる従業員
数

１６５，６００
名

１４７，８００
名

１０７，８００
名

１３０，８００
名

１２８，７００
名

１２６，１００
名

１１６，４００
名

決算日現在の株価

AT＆Ｔ株式 １７．２５㌦ ５０．８１㌦ ５０．５０㌦ ４０．８７㌦ ２７．５４㌦ ２９．６０㌦ ２２．９７㌦

AT＆Ｔワイアレス
グループ株式 １７．３１㌦

Liberty Media
グループＡ株式 １３．５６㌦ ２８．４１㌦

Liberty Media
グループＢ株式 １８．７５㌦ ３４．３８㌦
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�１ ２０００年：４月２７日、AT＆Ｔは、AT＆Ｔワ

イアレス・グループのtracking株式総数の

１５．６％を発行。AT＆Ｔ普通株グループの数値

には、AT＆Ｔワイアレス・グループの数値を

含まず（AT＆Ｔワイアレス・グループは

tracking株式で具体化）。また、Liberty Media

グループ（LMG）の数値を含まず。６月１５日、

AT＆Ｔは、MediaOne Group, Inc.の買収を完

了。

�２ １９９９年３月９日 のTCI（Tele―Communica-

tions, Inc.）との合併に関連して、AT＆Ｔは、

LMG向けtracking株式を発行。LMGは、出資

として取り扱い。

�３ AT＆Ｔワイアレス・グループ、LMG関係の

tracking株式は配当を予定せず。

�４ LMGの一株当たり利益、株価は、２０００年６

月の株式２分割後を反映したデータ。

�５ 負債率は、総資本（債務＋LMG関係を除く

資本）を分母とする。この算定のため、資本に

は、四半期ごとに転換可能な優先転換社債、関

連会社の償還優先株式を含む。

�６ 平均普通株の株式利益率（ROE）、継続事業

活動にかかる従業員数には、LMGを除く。

表６ AT＆Ｔの歴史

１８７６年 Alexander Graham Bellは、電話機を発明し２つの特許を取得。Bellは、後にAT＆Ｔになる企業を創設。

１８７７年 AT＆Ｔの前身のBell Telephone Companyが７人の出資により設立される。

１８８２年 American Bell Telephone Companyは、Western Electric Companyの過半数の株式を取得。これにより

電話機器のサプライヤーが確保される。

１８８５年 国内長距離通信網を建設、運用するAmerican Telephone and Telegraph Company（AT&T）が、

American Bell Telephone Companyの子会社として設立される。

１８９４年 Alexander Graham Bellの二番目の電話機特許が期限到来。電話業界は自由競争の時代に。その後１０年間

に全米で６千の企業が電話ビジネスに参入。

１８９９年 企業再編により、AT＆Ｔは、その親会社、American Bell Telephone Companyの資産を取得し、Bell

Systemの親会社になる。

１９１３年 AT＆Ｔは、連邦政府が提訴した第一回目の反トラスト法訴訟で和解。その合意は政府が容認・規制する

独占を内容とするKingsbury Commitmentとして知られている。その見返りに、AT＆Ｔは、Western

Unionに対する支配力をなくし、また、AT＆Ｔの長距離ネットワークと独立系電話会社との接続を認め

ることに合意。

１９２５年 AT＆Ｔは、研究開発を行う子会社としてBell Telephone Laboratories Inc.を設立。

１９２７年 AT＆Ｔは、大西洋横断の電話サービスを開始。（当初は米国・ロンドン間）無線で大西洋を越える。当

初の容量は一度に１コールのみで、３分７５㌦。

１９５６年 AT＆Ｔは、大西洋横断海底ケーブルを敷設。

１９５９年 ４月２４日、AT＆Ｔは、１株を３株に分割。株主は、所有１株につきさらに２株を取得。

１９６２年 AT＆Ｔは、最初の通信衛星Telstar１を打ち上げ。Telstar１を使って初めて、大西洋を越えてテレビ画

像を伝送。

１９６４年 ５月２８日、AT＆Ｔは、１株を２株に分割。

１９７７年 シカゴにおいて、AT＆Ｔは、商用通信システム用に最初の光ファイバ・ケーブルを敷設。

１９８２年 AT＆Ｔと司法省は、１９７４年提訴の反トラスト訴訟について暫定的な和解に合意。AT＆Ｔは、その地域

電話部門の分割に合意。その見返りに、司法省は、１９５６年同意審決で定めたAT＆Ｔの事業活動に対する

制限を撤廃することに合意。この合意は、裁判所の了解を得て、最終判決修正（Modification of Final

Judgement：MFJ）として知られている。
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１９８４年 １月１日、Bell Systemは消滅。７つの地域ベル事業会社（Regional Bell Operating Companies：

RBOCs）と新AT＆Ｔ（長距離電話、通信機器生産、研究開発を担当）に分割。

１９９１年 AT＆Ｔは、コンピュータと通信の来るべき統合でのシナジー効果の実現をめざしコンピュータメーカ

NCR Corp.を買収。

１９９３年 AT＆Ｔは、全米第一の携帯電話会社McCaw Cellular Communications Inc.との合併契約を締結したこと

を発表。取得部門は、のちにAT&T Wirelessと名称変更される。合併は、１９９４年手続き完了。

１９９５年 ９月２０日、AT＆Ｔは、AT＆Ｔの名称を引き継ぐサービス会社、製品・システム生産会社（のちに企業

名をLucent Technologiesとする）、コンピュータ会社（企業名としてNCRに復活）の３つの分離会社に再

編することを発表。Lucentは、１９９６年９月３０日に、NCRは、１９９６年１２月３１日に分離。

１９９８年 ７月２８日、AT＆Ｔは、RBOCs網を経由しない全米第一の地域通信サービス会社Teleport Communica-

tions Group（TCG）を買収。

１９９９年 ○３月９日、AT＆Ｔは、全米第二のCATV会社Tele―Communications, Inc.（TCI）を買収。TCIは、AT

&T Broadband & Internet Servicesと名称変更。

○４月１５日、AT＆Ｔは、２株につき新たに１株を株主に交付。

○５月３日、AT＆Ｔは、全米で最大の独立系携帯電話会社の一つであるVanguard Cellularを買収。

○１２月６日、AT＆Ｔは、新たに無線会社AT&T Wireless Groupを設立する構想を発表。この無線部門の

業績を配当に反映させるAT＆Ｔ普通株（tracking stock）を発行することも合わせて発表。

２０００年 ○４月２７日、AT＆Ｔは、AT&T Wireless Groupのtracking stockがニューヨーク証券取引所で取引開始

されたことを発表。

○６月１５日、AT＆ＴとMediaOne Groupは、合併が完了したことを発表。AT＆Ｔは、全米最大のCATV

会社になった。

○１０月２５日、AT＆Ｔは、４つの会社を設立する戦略再編計画を発表。AT＆Ｔの主要事業部門であるAT

&T Wireless、AT&T Broadband、AT&T Business、AT&T Consumerがそれぞれ各々独立し独自に

株式（普通株ないしtracking stock）を発行する計画である。

○１１月３０日、AT＆ＴとNTT DoCoMoは、次世代の移動マルチメディア・サービスで戦略的な提携を行

うことを発表。NTT DoCoMoは、AT&T Wirelessの資本の１６％相当の約１００億㌦を出資する。

２００１年 ○４月１８日、AT＆Ｔは、AT＆Ｔ普通株とAT&T Wireless Groupのstacking stockとの転換比率等の詳細

を発表。

○５月２５日、高速地域データ網サービス提供事業者NorthPoint Communicationsの実質的にすべての資産

を取得したと発表。

○７月９日、AT＆Ｔは、AT&T Wirelessの分離を完了。AT&T Wirelessは、独立の会社になった。

○１１月２１日、AT＆Ｔは、１００億㌦のグローバル社債を発行。この発行額は、米国企業で二番目の規模。

○１２月１９日、AT＆ＴとComcast Corp.は、総額７２０億㌦規模のAT&T BroadbandとComcastとの合併契約

を締結したことを発表。合併は、２００２年後半に手続きを完了することを想定。

（AT&T Investor Relations：AT&T Profile：Historyより）
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はじめに

インターネットを利用した電子政府システムの

構築においては、電子政府の各種サービス（電子

申請・帳票発行、電子入札、電子調達、電子決済、

各種行政サービス等）を提供するアプリケーショ

ンプログラム群を支えるミドルウェア、あるいは

ネットワークミドルウェアが重要な役割を果す。

ミドルウェアは、コンピュータにおいて、基本

ソフトのOSとアプリケションプログラム群の間

に位置し、インターネットのネットワーク層（第

３層）からアプリケーション層（第７層）までの

プロトコル処理を実行するソフトウェア群である。

これらのソフトウェア群が、電子政府システムの

あらゆるサービスの実行・制御を司ることになり、

これらのソフトウェア群の構造、機能、動向を理

解することは、電子政府の今後を展望する上で重

要となる。

電子政府において特に重要となるプロトコルは、

プライバシ保護や不正侵入防止、サイバーテロ対

策、DDoS（Distributed Denial of Service At-

tack）対応を含むセキュリティと、将来のブロー

ドバンド＆モバイルインターネット環境における

情報通信の品質（QoS：Quality of Service。動画

や音声による通信を含む）制御に関するものであ

る。さらに、このセキュリティとQoS制御を主対

象とする情報通信のためのポリシー管理も今後重

要となる。

本稿では、インターネットにおけるセキュリ

ティプロトコル、QoS制御プロトコル、ポリシー

管理プロトコルを中心に、電子政府システム実現

において重要となるネットワークミドルウェアの

発展経緯、技術動向、標準化動向を解説し、その

分析に基づきこれらの技術の電子政府への適用可

能性、有効性を展望し、実現に向けての課題等に

ついて述べる。

ミドルウェアは一般に、図１のように基本ソフ

ト（OS）とアプリケーションプログラムの間に

あって、基本ソフトのもつ、各種リソースの管理

機能やタイミング制御機能を使って、アプリケー

ションプログラムに対して、要求されるサービス

を効率的に提供するソフトと定義される。ネット

ワーク化の進展やアプリケーションの多様化、特

にインターネットが世界の情報インフラとして定

着したことに伴い、世界中の多様なコンテンツを

安全に効率的に流通させ、アプリケーションの付

加価値を生出すミドルウェアは、益々重要な位置

を占めるようになっている。一般には、通信プロ

トコル処理を司るネットワークソフト、データ

ベースやファイルとのデータの読み書きを制御す

るデータベースソフト、各種のアプリケーション

を支援するソフトなどが該当する。

シリーズ

電子政府を支えるミドルウェア

日本電気株式会社 インターネットシステム研究所 所長 阪田 史郎

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」第５回
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：ミドルウェアが特に重要な役割を果す機能 

図１ ミドルウェアの位置付けとプロトコル階層

図２ 電子政府のイメージ図とミドルウェア
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電子政府・電子行政に関連する、

・省庁間の文書データの電子的交換

・電子申請・届出

・行政情報の提供

・電子調達（入札・開札）

・電子投票

・政府認証基盤（GPKI）・電子署名

等のサービス実現においても、ミドルウェアは、

これらを直接サポートする基盤として重要な役割

を果す。図２に、電子政府・電子行政サービスの

ためのシステムの概要とミドルウェアの関係を示

す。

ネットワークとの関連に限れば、ISO（Interna-

tional Standardization Organization、国際標準化

機構）で標準化された開放型システム相互接続

OSI（Open Systems Interconnection）の７層モ

デルにおける、第３層（ネットワークレイヤ）か

らその上位、第７層（アプリケーションレイヤ）

の一部まで、個別のアプリケーションを支える部

分までのプロトコルを処理する部分に相当する。

第１層（フィジィカルレイヤ）と第２層（データ

リンク制御レイヤ）については、ミドルウェアと

いうよりも、通信インフラおよびデバイスの組込

みソフトで実行・処理されると考えてよい。

インターネットプロトコルの標準化機関である

IETF（Internet Engineering Task Force）のほ

ぼ全体と、WWW（World Wide Web）に関連す

る標準化機関であるW３C（WWW Consortium）

の大部分の検討対象が、ミドルウェアに相当する

と考えてよい。特にIETFではInternet Area,

Routing Area, Transport Area, Security Area,

Network Management Areaの５つのエリア、W

３Cで はArchitecture DomainとUser Interface

Domainの２つのドメインにおける検討が、技術

的にミドルウェアとの関係が強い。

１ ミドルウェアの構造

ミドルウェアは、大きく２つの階層に分けられ

る。下位はアプリケーションを直接意識せずネッ

トワークインフラの機能に直接関係する部分であ

り、上位はネットワークインフラの機能とは独立

でアプリケーションに共通の支援機能を提供する

部分である。上位には、各種リソース管理、分散

オブジェクト管理、ディレクトリ管理、ネット

ワーク運用管理、各種ポリシー管理、認証・決

済・課金管理、情報や文書の構造・表現、エー

ジェント機能などが含まれ、下位には、QoS

（Quality of Service）制御、マルチキャスト通

信、セキュリティ基本制御（暗号化、メッセージ

認証、鍵管理、アクセス制御など）、データベー

ス管理、エンドトゥエンド転送制御、経路制御な

どの各機能が該当する。

下位と上位の機能の区別は必ずしも明確には規

定できないが、下位の代表的な機能は、経路制御、

マルチメディア通信を実現するためのQoS制御、

セキュリティ基本制御、データベース管理などで

あり、上位の代表的な機能がエージェント、課金

管理、文書記述・交換などである。

ミドルウェアの中の下位についてはIETF、上

位についてはW３Cにおいてそれぞれ検討されて

いる。下位の最も重要な機能は、QoS制御とセ

キュリティであり、企業を対象とした仮想私設網

（VPN：Virtual Private Network）や、キャリ

ア網（公衆網）・企業網の双方で今後重要なネッ

トワークサービスとなるポリシーネットワーキン

グにおいても、この２つが主要な提供機能となる。

電子政府・電子行政サービスにおいても、当面は

セキュリティ（下位の暗号化、メッセージ認証、

鍵管理、アクセス制御など、上位の認証・決済・

課金管理）が最も重要なミドルウェアであるが、

サービスがある程度普及しより高度なサービスが
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要求される２００５年頃以降はQoS制御が重要性が高

まる。

ミドルウェアの中の上位におけるエージェント

については、いわゆるAPI（Application Program-

ming Interface、ミドルウェアがその上位のアプ

リケーションに対して提供するプログラムインタ

フェース）などが、FIPA（Foundation for Intel-

ligent Physical Agents）やOMG―MASIF（Oblect

Management Group―Mobile Agent System In-

teroperability Facility）等において検討されてい

る。たとえば、近年、イントラネットにおいて重

要となっている、数理的、確率統計的な手法や学

習理論を用いて大量のデータの傾向や特徴を解析

するデータマイニングもCRM（Customer Rela-

tionship Management）の一環として、ミドル

ウェアの中の上位に位置づけられる。

９０年代になってその重要性が急速に増したグ

ループウェアについては、マルチメディア会議に

代表されるリアルタイム通信型のマルチメディア

グループウェアは主に下位に相当し、電子メール

を利用した非リアルタイム（非同期）通信型は情

報共有の基本メカニズムが下位に、ワークフロー

管理の部分が上位に相当する。

２ NGIにおけるミドルウェアの役割

ミドルウェアがいかに重要であるかを示す一事

例として、米国におけるNII（National Informa-

tion Infrastructure）からNGI（Next Generation

Internet）への発展、移行がある。９０年代初頭に

ゴア副大統領によってNIIが提唱され、その一環

として官主導の下HPCC（High Performance

Computing and Communications）が推進された。

HPCCの実証実験の場として、全米にわたって、

AURORA、VISTAnet、NECTAR、CASA、

BLANCA、MAGICと呼ばれる６つのギガビット

ネットワーク・テストベッドが構築された。各テ

ストベッドでは、ギガビットが示す通り、光ファ

イバを用いて数１００Mbpsから一部数Gbpsの通信

を可能にした。しかし、これらのテストベッド上

で実験したアプリケーションとしては、スーパー

コンピュータ間を接続した高速シミュレーション

が主であった。しかも、各テストベッドは、その

中でしか通信ができず、テストベッド間で情報を

交換したり、共有したりすることができなかった。

HPCCにおける局所的なHPC（High Perform-

ance Computing）とHPC（High Performance

Communication）が個別に独立に構築され実験さ

れたが、当初目指したHPCC、すなわち広域ネッ

トワークにおいて多様なアプリケーションを提供

するというHPC（High Performance Computing）

＋HPC（High Performance Communication）（＋

は統合の意味を含む）は実現しなかった。

これには、いくつかの理由が考えられる。

・当時は未だインターネット（IPプロトコル）

のような共通の情報インフラがなく、テスト

ベッド間での相互通信ができなかった。

・当時は未だミドルウェアに対する重要性があ

まり認識されておらず、その技術も未熟で、

多様なアプリケーションに対応できるネット

ワークシステムが構築できる状況ではなかっ

た。

以上のような限界や問題を踏まえて、１９９８年に

開始されたNGIでは、単に通信インフラを高速化

するだけでなく、むしろインフラの高速性を生か

し、教育、医療、環境、非常事態／災害、電子政

府・電子行政サービス、設計／製造、高速科学技

術計算／シミュレーションなどの多様なアプリ

ケーションに対応するためには、ミドルウェアが

極めて重要な技術と位置づけた。図３にNGIのシ

ステム体系を示す。QoS制御やセキュリティなど

については、最先端技術の標準化を進めている

IETFのプロトコルや方式に準拠していくととも
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end-to-end転送制御 

・GigaPOPコア（超高速スイッチ、ルータ） 

・光ファイバ、ATMネットワーク　← vBNS、Abilene

セキュリティ、ディレクトリ管理、リソース管理、ネットワーク運用管理、 

分散オブジェクト管理、プッシュ型配信、・・・ 

QOS制御（資源予約、帯域確保等）、メディア間同期、信頼性制御、 

プロトコル変換、・・・ 

経路制御 
IPマルチキャスト、モバイルIP、IPv6（アドレス管理）、・・・ 

に、NGIにおける研究成果をIETFに提案してい

くことを表明している。

ミドルウェアの実現によってはじめて、HPCC

が当初目指した、そしてNGIが現在目指している、

・多様なサービスの提供

・広域でのサービスの利用

・高品質なマルチメディア通信

が達成されることになるであろう。

３ マルチメディアアプリケーションとQoS制御

３節と４節では、ミドルウェアの２つの代表的

な機能として、QoS制御とセキュリティ制御をと

りあげ、その役割について述べる。

QoSが重要となるアプリケーションは、動画と

音声を含む通信、いわゆるマルチメディアアプリ

ケーションである。

�１ マルチメディアアプリケーションとその分類

動画と音声を含むマルチメディア通信のアプリ

ケーションは、大きく２つに分けることができる。

一つは、VOD（Video―On―Demand）に代表され

るマルチメディア検索やインターネット放送に代

表されるマルチメディア配信（ストリームメディ

ア配信）であり、広い意味でマルチメディア・オ

ンデマンドということができる。マルチメディ

ア・コンテンツが通信される方向は一方向（サー

バからクライアント端末へ）で、コンテンツの内

容そのものがアプリケーションの良否を決定づけ

る重要な要因である。もう一つは、マルチメディ

ア会議に代表されるマルチメディア・グループ

ウェアで、マルチメディア・コンテンツは同時に

双方向に通信される。コンテンツは、双方の端末

に登場するユーザの表情や音声がが主体となるた

め、マルチメディア・グループウェア用に新しい

コンテンツを特に考える必要はない。

マルチメディア・オンデマンド（電子新聞・

ニュース、電子図鑑・百科事典、電子博物館・美

術館・図書館、オンラインショッピング・バンキ

ング・決済、チケット予約・発券、ゲームソフト

図３ NGIシステム体系
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などのプログラム配信・カラオケ配信、電子行政

サービス（住民票や抄本・謄本等の電子申請・届

出、行政情報の提供等）、医療画像検索等のデー

タベース検索ほか）は、コンテンツが重要となる

主に家庭向けのサービスに相当する。

マルチメディア・グループウェア（マルチメ

ディア会議・打合せ・フォーラム、遠隔教育・ト

レーニング、協同デザイン、分散ソフト開発・分

散CAD、遠隔保守・点検、遠隔コンサルテー

ション／悩み相談、遠隔医療、双方向インタラク

ティブゲームほか）は。効率重視の企業向けがそ

れぞれ主体となる。

・家庭ではある程度の品質が要求されるにもか

かわらず現在のインターネットでは高品質の

通信ができない（家庭に高品質の動画をオン

デマンドに配信するVODは高価格過ぎたた

め普及に至らなかった）

・企業では動画のニーズが現在のところ小さい

などの理由で、マルチメディア・アプリケーショ

ンの市場は未だ立ち上がっていない。以下でも述

べるように、ブロードバンドインターネットの普

及率が２０％を超えると予想されている２００４年以降

のサービス本格化が期待される。

１９９４年～１９９８年に京阪奈地方の関西文化学術研

究都市において、BBCC（次世代通信網実験協議

会）が実施した２０近くのマルチメディア実験はす

べて、マルチメディア・オンデマンドとマルチメ

ディア・グループウェアのいずれかのカテゴリに

属する。インターネットを対象とした動画の符号

化・圧縮方式も、マルチメディア・オンデマンド

ではMPEG４、マルチメディア・グループウェア

ではH．２６３（MPEG４はH．２６３を元にしているが）

のように別々の標準を規定している。

�２ 電子政府・電子行政サービスにおけるマルチ

メディア通信

マルチメディアオンデマンドに相当するスト

リーム配信としては、動画を含むマルチメディア

で制作された公報やイベント等の自治体情報の住

民への配信が考えられる。マルチメディアグルー

プウェアに相当するTV電話としては、住民相談

や悩み相談、各種カウンセリング等住民と役所の

担当者とのお互いの顔の表情を見ながらの遠隔面

談が考えられる。

２００１年末現在では、CATVインターネット、

ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）

のブロードバンドインターネットの利用世帯数は、

それぞれ１００万強、５０万強で、両者を合わせても

ブロードバンドインターネットの普及率はまだ全

世帯の４％にも満たない。これらのサービスは、

光ファイバを用いたFTTH（Fiber To The

Home）を含めたブロードバンドインターネット

の利用世帯数が９００万世帯、普及率が２０％を超え

ると予想されている２００４年ごろから、徐々に本格

化するものと思われる。

�３ インターネットにおけるQoS制御

インターネットに限らず一般のネットワークに

おいて、動画と音声を品質よく通信するには、

・通信帯域の確保

・伝送遅延の抑制

・遅延のバラツキ（ジッタ）の低減

・伝送誤り（パケット／セル損失）の低減

・メディア間の同期（会議システムにおける唇

の動きと音声との同期など）

などを実現する必要があるが、QoSを保証する上

で最も重要かつ基本的な役割を果たすのは、シグ

ナリング制御（論理的なコネクションの設定）時

に様々な資源（通信帯域や通信用バッファなど）

の予約と、遅延に対する条件が厳しい動画・音声
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を文字データなどよりも先んじて送出するような

優先制御である。

前者はマルチメディア・コンテンツを通信する

前にQoSを保証するための通信路を確保する静的

な方法であり、後者はマルチメディア・コンテン

ツの通信中にその送出タイミングや順序を制御す

る動的な方法である。すなわち両者は、QoSをそ

れぞれ静的、動的の両面から相互補完する形で保

証するための制御機能である。IETFにおける

QoS制御に関する議論では、資源予約については

RSVP（Resource reSerVation Protocol）、優先制

御についてはDiffServe（Differntiated Services）、

パケットスケジューリングなどが代表的なプロト

コル・方式である。

通信帯域や通信用バッファに代表される通信品

質を保つための各種システム資源の予約について

は、８０年代半ば頃より欧米のインターネットの研

究者により、多くのプロトコル・方式が提案され、

理論、シミュレーション、実際の各側面から評価

が行われた。９２年のST（Stream Transport）―Ⅱ

というプロトコルの提案を経て、インターネット

の普及に拍車がかかった９４年頃から議論が活発に

なり、９７年にRSVPがRFC（Request For Com-

ments）化すなわち標準化がなされた。RSVPは、

受信側による制御が基本のためマルチキャストに

向いているなどの利点を持つが、

�１帯域の有効利用（多くのユーザが品質を要求

すると、バックボーン回線の帯域使用効率

（統計多重効果）が低下し、優先度の低い

ユーザがバックボーン回線の帯域を利用でき

なくなる。）

�２ルータの処理負荷（途中のすべてのルータが

下位のレイヤの制御も含めてRSVPに対応す

る必要があり、その処理負荷はRSVPに対応

しない場合の１００倍以上といわれている。）

�３資源予約の単位（個々のアプリケーション単

位に資源予約ができない。）

�４プロバイダ間の相互接続（プロバイダ間の

ルーティングプロトコルBGP（Border Gate-

way Protocol）―４がルータを介さない方式を

とっており、エンドツーエンドでのRSVPの

適用が容易でない。）

などの理由から、多くのISP（Internet Service

Provider）が途中に介在する大規模なネットワー

ク、すなわちインターネット・バックボーンでは

スケーラビリティの面で利用が難しいことが判明

した。

優先制御については、RSVPの検討に押されて

９０年代半ばはあまり活発に議論されなかったが

（RSVPが十分に実現されればQoS制御はほぼ達

成されるという向きも多かった、ということに加

えて、インターネットが大方の予想を超えてあま

りにも急速に普及、すなわち大規模なネットワー

クとして運用することがこれ程早く必要になると

は思われていなかった）、１９９７年後半に明白に

なった上述のRSVPに関するスケーラビリティの

問題から、優先制御を実現するDiffServが、QoS

保証という面では後退するが、制御が容易でス

ケーラビリティをもつという利点から急浮上し、

１９９８年中にほぼプロトコルの骨子が固まるという

異例の早さで標準化が進展した。

DiffServは、これまで使われなかったIPヘッダ

の中のTOS（Type Of Service）フィールドを用

いて優先度を設定し、IPパケットをその優先度に

従って転送制御するもので、回線の使用効率は高

くなるが、ネットワークが大規模になるほどその

具体的効果は予想しにくく、今後の実装と実ネッ

トワーク上での評価が待たれる。

ATM（Asynchronous Transfer Mode）に関

してもスケーラビリティに対応するため、ATM―

LANを対象としたLANE, NHRP, MPOAなどの

方式は殆ど実用化されず、基幹（バックボーン）
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レイヤ 

7 
（応　用） 

4 
（トランスポート） 

3 
（ネットワーク） 

2 
（データリンク） 

1 
（物　理） 

RTSP、情報圧縮 

RTP／RTCP

TCPフロー制御 

RSVP

DiffServ、パケットスケジューリング 

TCP／UDPポート番号 

MPLS、ISSLL

IEEE802.1pタグ 

フレームのフラグメント化（FRF.12） 

サービスクラス（CBR、VBR、ABR、UBRなど） 

帯域制御装置 

R

LAN―SW

FR

ATM

RL4

R 
（L3） 

帯域制御装置 

R

LAN―SW

FR

ATM

R L4

R 
（L3） 

表１ インターネット上のマルチメディア通信制御

マルチメディア

通 信 制 御

プロトコル 制御方式

RSVP＊
RTP／
RTCP

RTSP SDP DiffServ
IntServ＊,

ISSLL
MPLS

パケットスケ

ジューリング

伝

送

レ

ベ

ル

通信帯域保証、

予約
◎ ○

遅延と揺らぎの

検出と補正
◎

メディア間同期 ◎

誤り率の検出と

通知
○◎

優先制御 ◎ ◎

QoS記述 ◎

転送効率化 ◎

AP
レ
ベ
ル

QoS指定 ◎

＊スケーラビリティに問題

図４ レイヤごとのQoS制御プロトコル・方式

（日経コミュニケーションの記事をもとに作成）
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Diffservでは、その実装方式までは規定していないが… 
 
　　　　　●ＥＦ：完全最優先でパケットをフォワードする 
　　　　　●ＡＦ：AF4クラスのために、４つのキューを持つ 

EF

AF4

AF3

AF2

AF1

DP1、DP2、DP3

相対優先 

EF：Expedited Forwarding 
AF；：Assured Forwarding 
DP：Drop Precedence

完全優先 

lngress

LER

LER

LER

LER

LSR

LSR

LSR

LSP

Engress

LER：Label Edge Router                   LSP：Label Switching Path 
LSR：Label Switching Router

MPLSドメイン内ではIPパケットの前 
にMPLSラベルが付加される 

MPLSドメイン 

図５ Diffservによる優先制御

図６ MPLSのしくみ

７７ 郵政研究所月報 ２００２．５



モール 
運　営 

認　証 公　認 入　札 
調　査 
会　社 

保　険 
ユーザ 
業　務 
システム 

用途別 
プロトコル 

共通機能 

暗　号 
アルゴリズム 

鍵管理（登録、配送、共有、 
Key Escrow/Key Recovery等） 

暗　号 
メール 

EDI 
CALS

決　済 帳　票 投　票 流　通 

暗号メール 
プロトコル 

電子公証 
電子承認 

セキュリティ 
通信手順 

電子決済 
プロトコル 

ネットワーク 
接　続 

プライバシー 
保　護 

個人認証 
（指紋、声紋等） 

メッセージ 
認　証 

零知識 
証　明 

アクセス 
制　御 

基本機構 
・方式 

共通（秘密）鍵暗号 公開鍵暗号 ハッシュ関数 ディジタル署名 

高速演算方 暗号チップ 耐タンパ装置 ICカード 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

（
上
位
） 

（
下
位
） 

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア 

基
本
機
能 

（
HW
）＋（
OS
）＋（
NW
） 

網の転送効率を上げるMPLS（MultiProtocol

Label Switching）の検討が活発になっている。

表１に、IETFで議論されているQoS制御のため

のプロトコル・方式の一覧を示す。図４に、表１

に示したQoS制御のためのプロトコル・方式と

ネットワークの各レイヤとの対応を示す。図５、

図６にそれぞれDiffserv, MPLSのしくみを示す。

QoS制御については、表１、図４のように、資

源予約と優先制御、転送効率化を中心とした様々

なプロトコルと方式が提案されてきた。これらを

セキュリティを含めてネットワーク上で‘ポリ

シー’と呼ぶ統一的な方針に基づきディレクトリ

を用いて管理しようという概念が９８年から叫ばれ、

ポリシーネットワーキングやポリシー管理の名で

盛んに検討されるようになった。ポリシーによっ

て新しいQoS制御やセキュリティの機能を提供す

るというのではなく、利用者が要求するQoS制御

やセキュリティの機能を統一的に記述、登録、管

理することによって、あらゆる利用環境において、

その要求に応じた各機能を適用しようとするもの

である。利用者からの申告に応じてディレクトリ

サーバに格納されたポリシー（PIB：Policy Infor-

mation Base）を、ポリシーサーバ（PDP：Policy

Decision Point）はルータなどのネットワーク制

御機器（PEP：Policy Enforcement Point）に通

知し、PEPが実際のQoS制御やセキュリティの機

能を実現する。

ポリシーネットワーキングは、今後ディレクト

リサーバ、ポリシーサーバはじめ各種アプリケー

ションサーバやルータ、端末までをも含むミドル

ウェアの基盤技術として重要になると思われる。

４ セキュリティミドルウェア

セキュリティのシステム体系を図７に示す。図

７は通常のソフトウェアの階層構造に基づいてい

るが、基本機能の部分には、OSのような基本ソ

図７ セキュリティシステムの階層構造
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フトだけでなく、セキュリティ特有の主に暗号処

理のためのハード、ネットワーク対応の組込みソ

フトも加えている。ミドルウェアの部分について

も、アプリケーションに共通な部分（下位）と個々

のアプリケーションに依存する部分（上位）に分

けている。

暗号アルゴリズムについては、当時盛んに研究

された誤り訂正符号の理論を一部応用した研究領

域ということもあって、７０年代より各国から多く

の提案がなされた。しかし、機能の性格上国際標

準化を推進しにくい面があり、インターネットが

普及した９０年代半ばまではそれほど活発には行わ

れなかった。ミドルウェアについては、OSIにお

いて認証や決済のプロトコルが８０年代半ばに標準

化されたが、普及に至らず、結局９０年代半ば以降

にインターネットを対象とした多くのプロトコル

や方式に関して、IETFを中心に標準化が進めら

れ、２、３年の間に１０近くのRFCが発行されて

いる。表２に、電子政府・電子行政サービスにお

いて特に重要となる、インターネットで標準化さ

れているプロトコルの一覧を示す。表内の対応レ

イヤからわかるように、インターネット上で利用

されているプロトコルのほぼすべてがミドルウェ

アで実現される。

セキュリティ技術に関する日本の現状は以下の

通りである。クレジットカードやICカードの普

及、インターネットの利用面で欧米に遅れをとっ

たこともあり、暗号や個人認証のような個別技術

に閉じた部分を除き、技術的に欧米（特に米国）

の先行を許している。今後、当面は官（関連省庁）

主導の電子マネーやECの実証実験を通してミド

ルウェアの開発を加速し、２００４年頃の民に移行し

表２ インターネットにおける主なセキュリティプロトコル

プロトコル 正 式 名 主な提案企業 対応するレイヤ 概 要

IPSec IP Security （IETF標準） ネットワーク�３

パケットレベルにおける公開鍵暗号の標準方

式。鍵交換プロトコルがIKE（Internet Key

Exchange）。インターネットVPNの業界標

準となっており、IPv６では実装が必須。

TLS
Transport

Layer Security
（IETF標準） トランスポート�４

トリプルDES暗号化を必要とし、SSL３．０を

より強力にした標準化プロトコル。

PKI
Public Key

Infrastructure
特になし アプリケーション�７

公開鍵暗号による認証基盤。電子証明、ディ

ジタル署名なども提供し不正アクセスを防止。

電子政府ではGPKIと呼ばれる。

SSL
Secure Socket

Layer
Netscape

トランスポート�４、
セッション�５

インターネット上でカード番号等をのぞき見

できないようにするためのセキュリティ技術。

EC関連のプロトコルの業界標準はSET（Se-

cure Electronic Transaction）。

S―HTTP

Secure―

HyperText

Transfer Protocol

EIT,

Netscape
アプリケーション�７

インターネット上でカード番号等をのぞき見

できないようにするためのセキュリティ技術

SOCKS SOCKS NEC アプリケーション�７
企業間における情報流出を防ぐ。（自社の

Webサーバに接続してホームペーを閲覧し

ている相手の企業名、部門名を確認できる）

S／MIME
Secure／Multi―
purpose Internet

Mail Extensions

RSAデータ

セキュリティ
アプリケーション�７

公開鍵暗号アルゴリズムを利用した電子メー

ルの認証プロトコル
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た実運用のフェーズでは、欧米とも連携を図った

情報流通基盤を構築することが肝要である。中で

も、電子マネーやECにおいて最も重要な役割を

果たす、安全で安心・確実な認証機能と小額を含

む決済機能を組合せた課金管理の実現が待たれる。

今後、電子政府・電子行政サービス関連では、

・プライバシー保護（インフォームドコンセン

ト、匿名性保証）

・不正侵入検知（IDS：Intrusion Detection

System）・防止

・ネットワークを通したサービス停止攻撃・

サービス不能化攻撃（DDoS：Distributed

Denial of Service attack）検知

・サイバーテロ対策

等が益々重要となり、官と民が効果的に連携した

技術開発、法整備が望まれる。

特にIDSとサイバーテロ対策は、従来のファイ

アウォールよりも攻撃的に踏込んだセキュリティ

防御システムとして、電子政府・電子行政サービ

スのようなGtoB／Cだけでなく、B t oBの電子商

取引でも重要なサービス機能になりつつある。

IDSはセキュリティエリアや公開エリアを監視し、

DDos攻撃やポートスキャンなどのアタックを受

けると、攻撃側のパケットに反撃したり、端末の

情報を書き換えて、自動的に自動的に防御・迎撃

するシステムである。

５ インターネット・ミドルウェアに関する国際

標準化の状況と日本の役割

ミドルウェアは、様々なアプリケーションのプ

ラットフォームとして機能しなければならないの

で、相互運用の面で重要となるインタフェースに

ついては、世界レベルでの標準化が不可欠である。

このことは、世界的に激しいデファクトスタン

ダード化の競争が展開され、このスタンダードの

地位を獲得することが重要な企業戦略、国家戦略

目標となることを意味する。本節では、このイン

ターネット・ミドルウェアに関連する標準化につ

いて検討する。

インターネットの中核技術で米国に遅れをとっ

た日本は、未だ国際標準化の中でのプレゼンスは

小さいが、今後２１世紀に大きなマルチメディア市

場を創出すると思われるモバイルコンピューティ

ングやディジタル放送・情報家電・ホームネット

ワークなどを取込むホームマルチメディアシステ

ム、エージェントアーキテクチャなどのアプリ

ケーション、コンテンツに直結した領域で積極的

に提案していくことがまず必要である。特に、

２０００年１２月に開始されたBS（Broadcast Satellite）

ディジタル放送や２００１年１０月に開始されたIMT―

２０００の第３世代移動体通信は、日本が世界に対し

て先駆けて推進しているものであり、これらの分

野で世界をリードしながら、これらのコンシュー

マ向けECと密接な関係をもつ電子政府・電子行

政サービスのためのミドルウェアにおいても世界

への提案・発信が重要である。

さらにインターネットミドルウェアの根幹でか

つ最重要技術のQoS制御とセキュリティについて

も、海外企業とも適切に連携し、これまでの遅れ

を取戻すべく技術コンピタンスを育成することが

極めて肝要であることを主張する。

IETFが１９８４年、W３Cが丁度１０年後の１９９４年に

発足している。図８にインターネットミドルウェ

アの標準化の位置づけを示す。

�１IETF

IETFは、年３回の会合で標準化の審議を行う

が、１９９３年頃までは１回の会合に参加者が１０００名

を超すことはなかったが、WWWの開発によって

インターネットへの注目が高まり始めた１９９４年に

１０００名を超すようになった。その後、インター

ネットが全世界の情報インフラとしての地位を築

き、大規模網としても検討すべき対象になった
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1

2

3

4

5

6

7

xDSL CATV
ホーム 
NW

LAN ATM
移動体 
通　信 

データ 
放　送 

… 

IP

TCP（UDP） 

WWW

ADSL 
Forum

IEEE 
802.14 
→MCNS

IEEE 
1394TA、 
HomeRF 
WG

IEEE 
802

ATM 
Forum

3GIP/ 
MWIF 

（IMT―2000） 

Bluetooth 
SIG

ARIB、 
ATSC

W3C 
（サービス基盤、 
情報記述） 

IETF 
（システム基盤） 

インフラ 

標準化機関 

レイヤ 

１９９７年以降、コモンキャリア（通信業者）からの

参加が急増したこともあって、毎回２０００名に及ぶ

参加者を集めるようになっている。

IETFは、表３に示すように、General、Inter-

net、Routing、Transport、Security、Applica-

tions、User Services、Operations and Manage-

mentの８つのAreaに分かれ、それぞれのAreaの

幾つかのWG（Working Group）で実質的な議論

がなされる。QoS制御やマルチメディア通信関連

はTransport Area、セキュリティ関連はSecurity

Areaで検討されている。

IETFへの提案は米国からのものが８割以上を

図８ インターネット関連の標準化

表３ IETFを構成するAreaと主な検討内容

Area名 主な検討内容 主なプロトコル

Genera 標準化のプロセス

lInternet IP、IPアドレス IPv６, DHCP, PPP

Routing
ルーティング、モバイル

マルチキャスト通信

RIP, OSPF, IP Multicast, Mobile IP, MPLS,

QOSPF

Transport
マルチメディア通信、

インターネットテレフォニ

RTP／RTCP, SDP, SAP, SIP, IntServ／RSVP, ISSLL,
RTSP, DiffServ, IPtel／MEGACO

Applications
ディレクトリサービス、

アプリケーション
IDS, FTP, HTTP, MIME

User Services 一般社会へのサービス

Security ユーザ認証、ファイアウォール IPsec, TLS, PKI

Operations & Management

（O＆M）

ネットワーク管理、

オペレーション支援

Policy Framework, TE, AAA

SNMP, 各種MIB

CIDR, MBONE
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占め、有名な国際会議や学会で活躍しているコン

ピュータネットワーク関連の世界トップレベルの

研究者も、多くの提案を行っている。IETFに提

案された後にその内容が、国際会議や学会で最先

端技術の成果として論文発表されることも多く

なっている。すなわち、分野によっては（QoS制

御やセキュリティなど）、世界の最先端の技術が

発表される学会と同じかあるいはそれ以上に、

IETFでの議論のレベルの高さが認められている。

日本からの提案は１９９５年頃までは全体の１％に

も満たない状況であったが、日本が世界の市場を

ほぼ独占しているFAXのインターネット上での

通信に関する標準化（インターネットFAX）で

１９９６年から１９９７年にかけて主導権をとったことも

あって、それ以降は日本からの提案が増加してい

る。セキュリティ分野でも日本からの発表も目立

つようになっている。しかし、インターネット技

術に関して、セキュリティと並ぶかそれ以上の重

要性をもつQoS制御（Transport Area）領域での

提案はまだ殆どない。

コンピュータと通信の両技術が効果的に連携し

て始めて実現されるマルチメディア情報通信の基

本であるQoS制御の領域（Transport Area）や電

子政府・電子行政サービスにおいて当面極めて重

要となるセキュリティ（Security Area）で提案

していくことは、最先端のミドルウェア技術にお

いて国際的に貢献していく上で極めて重要である。

中でも今後この領域において中核技術となるポリ

シーネットワーキング関連での日本からの活発な

提案が期待される。このためには、海外の先端研

究者との密な連携、産学での効果的な役割分担と

協力が必須である。

�２W３C

W３Cは、ヨーロッパ（INRIA、仏）、北米（MIT、

米）、アジア（慶大、日）が各地域を代表する管

理機関となって運営している。全体としての定期

的な会合は総会のような比較的形式的なものに留

め、IETFのように定期的な会合で標準化のため

の深い議論は行っていない。標準化のための技術

的な議論は、各Domain（IETFにおけるAreaに

相当）の中の各WGで行う。WGの会合の開催は

WG毎に任されている。W３Cは、表４に示すよう

に、User Interface, Architecture, Technology

and Society, WAI（Web Accessibility Initiative）

の４つのDomainから構成され、Web上でのマル

チメディア情報の表現やその制御方式については、

表４ W３Cにおける標準化活動

ド メ イ ン 主 要 項 目 プロトコル 情 報 記 述

User Interface

・HTML

・レイアウト設定（CSS／XSL）
・文書モデル（DOM）

・モバイルコンピューティング

・ディジタル放送

○

○

○

○

○

○

○

Architecture

・HTTP

・XML

・メディア間同期（SMIL）

○

○

○

Technology & Society

・メタ情報（RDF）

・個人情報プロファイル（P３P）

・情報フィルタリング（PICS）

○

○

○

Web Accessibility Initiative ・障害者への対応
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User InterfaceとArchitectureの２つのDomainで

分担して検討している。

IETFと比較すると相対的には日本からの貢献

は大きい。ユーザプロファイル（各利用者の姓名、

生年月日、職業などの個人に関する情報）記述の

P３P（Platform for Privacy Preferences）や、新

しい応用領域で、無線通信と放送というもともと

日本が比較的強い技術を保有している、Webへ

のモバイルアクセス、TV&Web（ディジタル放

送とWebとの融合）などでは日本からいくつか

提案されている。

中長期先のインターネットの技術課題を表５に

まとめて示す。要約すると、ブロードバンド化、

ユビキタス／モバイル化、インテリジェント化を

進展させるための課題であり、電子政府・電子行

政サービスにとっても、その普及、高度化におい

て克服していくことが必須である。

表５ インターネットの課題

第 １ 世 代

（６０年代末～１９９５年）

専門家ネットワーク

第 ２ 世 代

（～２００５年）

一般ユーザに普及

第 ３ 世 代

（２００５年～）

生活の隅々まで浸透、ユビキタスに。QoSからQoL（Life）へ

軍

↓

学

↓

民

ARPANET ・広帯域化

IP over WDM

Photonic Network

・ペタビットルータ

CSNET, NSFNET ・アドレス空間拡大

IPv６

・PAN（Peronal Area Network）、HAN（Home Area Net-

work）への展開と端末の多様化

家電、車、センサ、ウェアラブル機器、アドホック／高密度
ネットワーク

Internet ・QoS制御

DiffServ、MPLS

パケットスケジューリング

・ヘテロジニアス環境

通信媒体、インタフェースの多様化、標準化とシームレス相

互接続・運用

・マルチキャスト

IP Multicast

高信頼マルチキャスト

・状況適応サービス

サービス発見と最適形態での提供、環境情報コンピューティ

ング

・TC／IPベースの商用
ネットワークへ

・モビリティ機能

Mobile IP

・一つのパーソナルアドレスによるすべてのサービスの提供

VHE（Virtual Home Environment）からモバイル対応AAAへ

・WWWにより一般ユー

ザへの普及が開始

・ルータ性能向上

テラビットルータ

・動的資源配分による自己組織型ネットワーク

アクティブネットワークなど

・セキュリティ

暗号、認証、決済

・ネットワーク管理自動化／Plug & Play
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「郵便の顧客満足度調査」北海道郵政局（３月１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）

「ユーザビリティを重視したウェブサイト構築」信越総合通信局（３月）

「マテリアルハンドリングの最適化に関する調査研究中間報告」郵政研究所セミナー（３月２９日）

「前島密と郵便創業」中央郵政研修所（４月１８日）

「最近の郵便事業の動向と生産性について」東海郵政研修所（４月２２日）

「『金融機関利用に関する意識調査』結果報告」郵政研究所セミナー（４月２３日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトッピクス」（適宜）

「黄昏の幸せ―高齢者の幸せを支えるもの」（ディスカッションペーパー）（４月）

４ 広報活動

�１ P―sat放映

「デジタルパーク郵政館」毎週水曜日放映（１ch）

「環境と事業体」（３月１２日）

「私人における郵便利用構造調査結果から」（４月）

「最近の日本経済・地域経済の動向」（４月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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）

「多チャンネル時代の視聴者行動�２（時系列比較）」情通ジャーナル（３月号）

「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）

「通信の歴史がわかる図書室」図書館雑誌（３月号）

「昨今のインターネット普及動向」情通ジャーナル（４月号）

「ワークシェアリング」かんぽ資金（４月号）

「１２月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（４月号）

「江戸時代の電気研究」郵政（４月号）

郵政研究所通信
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５ ていぱーくの特別展

・「第５１回年賀状版画・絵手紙コンクール」展（３月１日（金）～３月１０日（日））

・沖縄の物産展（３月１３日（水）～３月１５日（金））

・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（木）～４月４日（木））

・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（日）～４月１４日（日））

・第５２回全日本切手展２００２（４月２０日（土）～４月２５日（木））

・切手クラフト（切手はり絵）作品展（４月２７日（土）～４月２８日（日））

・あそぼう！学ぼう！「おもしろ王国」（５月３日（祝・金）～６月９日（日））

６ その他

・「地方交付税制度に潜むインセンティブ効果」雑誌『フィナンシャルレビュー』№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。あて先は下記のとおりです。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。

【ご意見等のあて先】

〒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

編集後記

今月号から、新たに編集後記があった場所に附属資料館のコーナーを設けました。ご

感想等頂けると幸いです。

「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。

詳しくは上記「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いたします。Ｅメー

ルアドレス、FAX番号は次のとおりです。

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

郵政研究所では、研究の成果を随時インターネットで公開しています。どうぞご覧下

さい。

郵政研究所ホームページアドレスはこちら→ http：／／www.iptp.go.jp／
（加藤）
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第１４回郵政研究所研究発表会開催案内
郵政研究所では、調査研究の成果を広く対外的に発表するとともに、部外研究者との意見交換を行

うため、次のとおり研究発表会を開催します。

１ 第一部発表会 平成14年6月6日（木） 13：00～17：00 総務省講堂
《特別講演》［13：05～14：05］
植草一秀 氏（株式会社 野村総合研究所上席エコノミスト）

《調査研究成果の発表》［14：10～17：00］
１ 「情報通信メディアの発達と郵便」
２ 「郵便局舎のライフサイクルコスト」
３ 「世帯の金融機関利用行動－インターネットバンキング、コンビニＡＴＭを中心として－」
４ 「財政投融資改革と郵政事業」
５ 「情報通信産業における企業間取引市場」

《附属資料館による展示》［12：00～17：00］総務省第１・第２会議室
ていぱーくエキシビション「近代郵便のあけぼの」展

２ 第二部発表会 平成14年6月7日（金） 09：30～17：05 郵政事業庁飯倉分館
《郵便・物流・技術開発・郵政文化》
１ 「私人における郵便利用動向について」
２ 「ダイレクトマーケティングの動向に関する調査研究」
３ 「競争環境下の公益事業のブランド戦略に関する調査研究」
４ 「郵便処理に関する要素技術の研究」
５ 「インクジェット用光沢郵便葉書の紙質に関する調査研究」
６ 「郵便物の仕様に関する調査研究」
７ 「平賀源内の「エレキテル」と機能模型による静電気実験」
８ 「近代郵便のあけぼの」

《金融・経済》
１ 「不良債権問題－原因と解決策－」
２ 「日本人の遺産動機の重要度・性質・影響について」
３ 「アンケート調査に見る金融機関の利用動向－調査の実施・分析における課題を踏まえて－」
４ 「政府系金融機関による資金提供サービスの現状と展望」
５ 「都道府県別データと簡保・年金データとの相関について」
６ 「企業の経営指標に関する調査研究」
７ 「国債市場の動向に関する調査研究」
８ 「家計の消費パターンと地域特性に関する研究」

《情報通信》
１ 「パソコンやインターネット上の不正行為とセキュリティーに関する調査研究」
２ 「多チャンネル時代の放送市場に関する調査研究」
３ 「メディア・ソフトの制作および流通実態に関する調査研究」
４ 「郵便局における顧客向け情報通信システムについて」
５ 「応用一般均衡分析による情報通信分野の構造変化が及ぼす経済効果に関する調査研究」
６ 「通信回線などの市場形成と金融手法の活用に関する調査研究」
７ 「インターネットコンテンツ統計に関する調査研究」
８ 「流通過程における取引関係と情報システム化について」

参加お申込み等詳細については、郵政研究所ホームページ（http：／／www.iptp.go.jp／）、Ｅメール
（www―admin@iptp.go.jp）または郵政研究所研究交流課（Tel ０３―３２２４―７３７８）までお問い合わせ下さい。
※発表テーマ、発表順等につきましては変更となる場合があります。
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３月９日に新装オープンとなった新コーナーのご紹介を

させていただきます。

「前島密コーナー」では、郵便事業の創始者である前島

密の生涯と陸・海運の振興・鉄道計画・新聞育成などの日

本の近代化に貢献した功績を「前島密一代記」（梶鮎太画）

４２点と「前島密業績絵画」（守屋多々志画）１５点で紹介し

ています。郵便決議簿・大久保利通の書状・西南戦争時の

電報・まいにちひらがなしんぶんなど貴重関連資料も展示

しています。（展示品は資料保存のため変更します。）

「重要文化財コーナー」では、ペリー提督が幕府に献上

した「エンボッシング・モールス電信機」、伝平賀源内作

「エレキテル」の展示をしています。６月１５日からは新た

に電信創業時使用の「ブレゲ指字電信機」が仲間入りし合

計３点となります。（６月１５日～２３日に実物展示、それ以

外はレプリカ展示となります。）

「ポストコーナー」では、明治５年からの「掛箱の変遷」

や明治３４年試行時からの「赤いポストの変遷」を紹介しています。中でも赤色ポストの原型である

丸形庇（ひさし）付ポスト（明治４５年）、航空郵便試行時に使用されたスカイブルーの専用ポスト

（昭和４年）、代用ポスト（昭和１２年）など実物のポストを展示しています。

「切手検索コーナー」では、ハノーバーで使用した切手検索のパソコン２台を設置し、自由に検

索できます。

……………………………………………………………………………………………………………………

学芸員雑記帳 「逓信の意味」

逓信総合博物館の“逓信”という言葉の意味についてよく聞かれます。その逓信とは、明治時代

に日本で作られた合成語です。明治１８年内閣制度が発足すると、「逓信省」が新設されました。農

商務省から駅逓局と管船局を移管し、廃止された工部省から電信局、燈台局を引継ぎひとつの省と

しました。これにより、逓信省は通信・交通運輸を総括する中央省庁となりました。逓信の名称は、

駅逓局の「逓」と電信局の「信」を合わせて新しく作られた言葉です。後に工部局長となった志田

林三郎は、明治１６年「駅逓電信局合併の利益並びに駅逓院新組織」という建議書を提出しています。

ちなみに「逓」は“かわるがわる伝え送る”ことを示し、やがて宿場そのものの意味にも用いられ

ました。「信」は“たより”の意味があり、そこから通信の語が生まれ、電信の語も電気通信の略

語です。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介!１

新常設展示場オープン！

前島密コーナー

重要文化財コーナー
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