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ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版!２６）

東海道五拾三次之内 日坂 佐夜ノ中山

この場面は、金谷から日坂に到る途中の「小夜の中山」で、東海道の難所のひとつと言

われるように暗く急な坂道として描かれています。

道の中央にある大きな石は「夜泣き石」と思われます。山賊に殺された妊婦が、霊になっ

て丸石に乗り移り、泣いて人を呼び寄せ、我が子を助けたという伝説からこの名がありま

す。助けられた子供は久延寺の和尚に飴で育てられ、後に母の仇を討ったそうです。

ていぱーく所蔵資料紹介!３９

郵便博物館陳列品原簿

逓信総合博物館は、明治３５年に万国郵便連合加

盟２５周年の記念事業として、「郵便博物館」とい

う名称で逓信省構内に創立されました。本年の６

月２０日に創立１００周年を迎えます。

写真は、明治３３年に開館に向けて作成された陳

列品原簿で、資料番号から当時の資料数は６１６で

あったことが分かります。ちなみに現在の所蔵資

料数は１７５万点を超えています。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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遅ればせながら、わが家にも情報革命の波がやってきた。最近になって、地元の

ケーブル局がインターネット接続サービスを開始した。ADSLにするかどうか迷った

あげく、ケーブルにつなぐことにした。一般的に、通信の設定は難解である。うまく

いかない人も多いのか、無線LANの出張サービスも人気のようである。無線LANの

設定がうまくできるかどうかが、心配であった。最近では、初心者向けに、ほとんど

クリックのみで通信の設定が完了できるように、親切なソフトが提供されている。お

かげで、簡単に設定が成功した。家中のパソコン４台を無線のLANで接続して、快

適なブロードバンド環境を享受している。

使ってみると、無線LANは確かに便利である。家中どの場所でも、手軽にメール

やインターネット情報を検索できる。時間と場所を選ばずに、情報をやりとりできる

のは、確かに楽しいし、有益である。わが国でも急速にこうしたブロードバンドが普

及している。これは、単に情報の流れを円滑にするのみならず、流通や金融といった

経済取引にも大きな影響を与えるだろう。９０年代のアメリカ経済が、情報革命の流れ

にうまく乗ることで、活性化したように、今後のわが国でも情報の効率性を上昇させ

ることは、重要な優先課題である。

私にとっても仕事の生産性はこれで上昇するはずである。そうした面でのメリット

は大きいが、デメリットもある。まずは、仕事に関して「いいわけ」ができにくくな

る。職場にいないと、メールに対応できないのであれば、それなりに口実ができる。

しかし、いつでもメールにアクセスできるとなると、そうした「いいのがれ」は使い

にくい。また、大量の情報に容易にアクセスできる一方で、的確な情報の評価が困難

になることも事実である。どの情報を重視し、どの情報を軽視するか、無視するかを

主体的に判断するのは、なかなか難しい。たとえば、すべてのメールに返事を書いて

いると、それだけで毎日１、２時間は費やす羽目になる。単なる挨拶代わりのメール

にその都度反応するのは、それなりに楽しいが、後で考えると、やはり時間の無駄で

「情報革命と生産性」

東京大学大学院経済学研究科教授 井堀 利宏

巻 頭 言
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ある。一日は２４時間と決まっているので、情報の波に飲まれている分だけ、本当に仕

事に投入する時間は少なくなる。

また、情報を集中して管理すると、ひとたびパソコンがダウンすれば、すべての仕

事が止まってしまう。それどころか、今までのデータや仕事の蓄積も大幅に削減され

てしまう。パソコンの機能や操作性、安定性は昔に比べると、飛躍的に改良されてい

る。それでも、突然フリーズする可能性はゼロではない。まだまだ通常の家電製品並

の信頼度はもてない。

では、生産性を上昇させつつ、情報革命とうまくつきあうためには、どのような点

に留意すべきだろうか。まずは、情報に使われるのではなくて、情報を使うのだとい

う意識を持つことだろう。情報を的確に評価するには、事前の情報評価が重要である。

自分なりの評価基準を確立して、それを確認するために、新しい情報を受け入れると

いう保守的なアプローチが、生産性の向上に役立つ。同時に、情報の受け入れに一定

の自己規制をもうけることも有用である。たとえば、挨拶代わりのメールや情報は無

視する。必要以上に相手に返送しない。さらには、仕事を共同で行っている場合、相

手にあまり迅速な対応を求めないことも有益である。短期間で情報を頻繁にやりとり

すると、生産性が上昇しているように思いこみがちであるが、実際にはそうでない場

合が多い。情報交換をしないかぎり、生産性を向上させるのは無理であるが、過度の

情報交換は長期的に弊害をもたらす。ブロードバンドの波に溺れないためには、波乗

りに興じない節度が肝要である。

３ 郵政研究所月報 ２００２．６



１ はじめに

通信分野の技術変化と、これに合わせる形で通

信放送の融合など市場構造の変化が急速に進展し

ている。このような変化への対応という点で競争

的な市場構造の構築が望ましいシステムであるこ

とは疑いの余地はない。

一方、電気通信市場においてはボトルネック設

備と呼ばれるアクセス網の存在や各サービスの融

合化に伴う市場支配力の増大可能性など、純粋な

意味での競争の導入が依然困難な分野が存在する。

特に、アクセス網については有効な競争を発展さ

せることが難しく、従来的な公共経済学的な課題

は依然として残りうる。

このため競争がもたらすメリットの享受を可能

にする形での規制政策の実施が必要となる。なか

でも料金政策については、競争のメリットの達成

と独占のデメリットの回避するために依然重要な

政策と思われる。

しかしながら静的な料金規制は、マーケットと

しての魅力を引き下げ、新規参入への誘因をそぐ

ばかりでなく、非効率な事業運営の温床ともなり

かねない。近年、電気通信事業を含め従来の多く

の公益事業規制においてプライスキャップなどの

インセンティブ刺激型の規制が導入されている。

わが国でも、NTTの地域電気通信サービスにつ

いて、２０００年よりプライスキャップ規制が導入さ

れている。これは価格設定について自由度を与え、

費用条件・需要条件に合った料金のリバランスを

可能にすると同時に、情報非対称性に基づく企業

［概要］

米国の地域電気通信事業者を対象に、確率論的フロンティア・モデルにより効率性指標

の推定を行い、料金規制の変更がこれら指標に与える影響について分析を行った。この結

果、収益分配を伴わない純粋なプライスキャップ規制への変更は、技術非効率性の改善に

対して効果があったことが認められた。また推定された生産フロンティアから技術進歩率

を測ることで、生産性変化における効率性変化と技術進歩のウエイトの計算を行った。こ

の結果、電気通信部門における生産性変化は、技術進歩によるところが大きいが、近年で

は技術進歩の低下を反映して効率性変化による影響のウエイトが増加していることが明ら

かになった。

調査研究論文

米国地域電気通信産業における規制と効率性の分析＊

通信経済研究部研究官 宍倉 学

＊本稿は、日本社会情報学会の第１６回全国大会での予稿を加筆修正したものである。本稿の作成にあたり、鳥居昭夫教授（横浜国
立大学）及び春日教測主任研究官（郵政研究所）からご指導をいただいた。記して謝意を表します。なお、本稿は、筆者の個人
的見解に基づいて作成されたものであり、筆者の所属の機関の見解を表すものではない。もちろん本稿におけるすべての誤りは
筆者の責に帰するものである。

４郵政研究所月報 ２００２．６



の費用削減努力の欠如といったモラルハザードの

問題を解消するスキームと考えられている。

そもそも、規制スキームの変更や競争の導入が

行われのは、料金の低下と、それに伴う市場の拡

大が期待されるためである。しかしながら、この

ようなメカニズムが働くためには、規制スキーム

の変更以前に、何らかの非効率性が存在するか、

技術進歩が妨げられていたと考えざるを得ない。

このため効率性の計測および規制スキームの変更

が効率性に与える影響を分析することは、規制ス

キームの選択および政策の効果を予測する上で重

要であると思われる。

本稿では、すでに多様なインセンティブ規制の

導入が行われている米国の地域電気通信事業を対

象として、規制制度の変更に伴い、効率性が改善

されてきたのか、また生産性を向上における効率

性改善の寄与を測ることで、取りうるべき規制政

策の判断基準を提供することを目的とする。

２ 米国の地域通信規制の現状

分析に先立ち、米国各州の地域通信事業規制の

経緯と現状について簡単に整理を行っておく。

米国の電気通信サービスは「市内通信（Local

Calls）」１）「LATA内市外通信（IntraLATA Toll

Calls）」２）「州内LATA間通信（Intrastate Inter-

LATA Toll Calls）」「州際通信（Interstate Inter-

LATA Toll Calls）」に区分されている。米国の

市内電話会社（LECs）は、LATA内３）の市内通話

及びLATA内の短距離の市外通話すなわち

LATA内市外通信サービスを提供している。こ

のような事業者には、ベル系運営会社（Regional

Bell Operating Company：RBOC）と中規模およ

び小規模の独立系電話会社がある。

一方、規制政策の管轄権は連邦と州に分離され

ている。州際通信を連邦通信委員会（FCC）が

規制する一方で、市内電話及び州内通信サービス

は各州の公益事業委員会（Public Utility Com-

mission：PUC）により規制が行われている。表

１に、サービス別に基本的な提供主体と規制主体

を整理しておいた。

州際サービスに対する規制が全国的に統一的な

パターンとなっているのに対し、地域電気通信

サービスに対する規制は、州、事業者、サービス

内容によって異なった規制方式が混合的に採用さ

れていることが多い４）。中心的な規制方式につい

て大きく分類すると、公正報酬率規制（Rate of

Return Regulation：RORR）収 益 分 配 規 制

（Earning Sharing Regulation：ESR）プライス

キャップ規制（Price Cap Regulation：PCR）価

格猶予（Rate Case Moratora：RCM）の４つの

タイプに分けることができる。以下では、効率化

へのインセンティブの付与効果という観点から各

表１ サービス主体と規制主体

市 場

州際通信 州内LATA間通信 市内・LATA内通信

事 業 者 長距離通信事業者 長距離通信事業者 地域通信事業者

規制主体 FCC 公益事業委員会 公益事業委員会

１）基本料金内で通話可能な一定圏内の通信。日本の市内通信のほぼ相当する。
２）LATA 内の通信において、基本料金内でカバーされるローカルエリアを越える地域間での通信
３）LATA（local access and transport area）とは、１９８４年のAT＆Ｔ分割の際、ベル系地域通信電話会社（BOCs）に対して、地
域のアクセス及び伝送の業務を許される範囲として設定された営業区域のこと。

４）各州別・事業者別の料金規制の経緯に関しては、Abel and Cliements（１９９８）を参照。

５ 郵政研究所月報 ２００２．６



規制方式の特徴を整理しておく。

公正報酬率規制は、収益をコントロールする規

制方式で、料金が実現費用とリンクする形で設定

される。実際の運用では、一定の収益範囲を許容

する場合や、競争的なサービスに対して価格設定

の自由を与える場合がある。これまで議論されて

きたように、収益を固定するという点で費用削減

に対するインセンティブが低いと考えられている。

収益分配規制は、収益が一定の値を超えた場合

に、利用者との間で収益をシェアすることになる。

収益に対して一定の自由を認める点で、純粋な公

正報酬率規制と比較して費用削減に対するインセ

ンティブは高いとされるが、許容される収益範囲

が小さい場合はあまり効果は期待できない。公正

報酬率規制からプライスキャップ規制への移行過

程で利用されることが多い。

プライスキャップ規制は、サービス料金の経路

のみを規制する。適用期間においては費用削減に

よる収益増分を獲保することが可能であり、費用

削減のインセンティブが高いと考えられている。

一定以上の収益については消費者への還元を求め

られる収益分配を条件とする場合や上限料金設定

において外生的な指標を利用しない場合などがあ

る。また基本料金については料金凍結を条件にし

ているケースも多くみられる。

価格猶予では、収益が一定水準まで回復するま

での間、料金改定を一定期間中断するという協定

が結ばれる。規制改革時に、過渡的に用いられる

ことが多い。費用削減効果による収益の増加を享

受可能という点で、費用削減に対するインセン

ティブは強いと考えられるが、料金設定の自由度

はない。また設備投資の実施などを条件としてい

ることも多い。

表２は、ベル系の地域電話会社に対する規制方

式の推移をまとめたものである。１９８５年のAT＆

Ｔの分割以降、規制方式が公正報酬率規制から価

格猶予規制、収益分配規制を経て、プライス

キャップ規制へと移行する経緯を数字の上からも

窺うことができる。特に１９９６年の米国電気通信法

改正を前後にしてプライスキャップ規制を採用す

る州が急激に増加しており、１９９９年時点では全体

の７０％のRBOCに対し、プライスキャップ規制方

式が採用されていることになる。

３ 先行研究

これまで、地域通信サービスに対するインセン

ティブ規制導入の効果に関する研究は、長距離通

信市場における研究と比較して、蓄積も少なく、

その効果についての評価も統一的なものとは言い

難かった５）。しかしながら、近年、データの蓄積

表２ ベル系地域電話会社の規制形態の推移（Ai

and Sappington （２００１））

RORR RCM ESR PCR Other

１９８５ ５０ ０ ０ ０ ０

１９８６ ４５ ５ ０ ０ ０

１９８７ ３６ １０ ３ ０ １

１９８８ ３５ １０ ４ ０ １

１９８９ ３１ １０ ８ ０ １

１９９０ ２５ ９ １４ １ １

１９９１ ２１ ８ １９ １ １

１９９２ ２０ ６ ２０ ３ １

１９９３ １９ ５ ２２ ３ １

１９９４ ２２ ２ １９ ６ １

１９９５ ２０ ３ １７ ９ １

１９９６ １５ ４ ５ ２５ １

１９９７ １３ ４ ４ ２８ １

１９９８ １４ ３ ２ ３０ １

１９９９ １２ １ １ ３５ １

５）Kridel et al.（１９９６）
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に伴い、地域通信サービスに対するインセンティ

ブ規制導入の効果に関して、いくつかの新たな研

究成果が報告されている。

通常、インセンティブ規制がもたらす市場成果

の評価項目としては、料金水準、費用水準、生産

性、投資動向、サービス品質、新サービス開発等

が利用される。Ai and Sappington（２００１）では、

ネットワークの高度化、費用、ビジネス用通信料

金に関して、インセンティブ規制の下で一定の成

果が認められる一方で、収入、利潤、総投資、住

宅用通信料金に関しては体系的な影響は見出せな

かったと報告している６）。

Abel（２０００）でも指摘されるように、インセ

ンティブ規制の効果については競争メカニズムに

よる効果と識別することが難しい。特に、地域通

信市場のように、シェア的にRBOCが圧倒的に高

割合を占める一方で、高採算地域を中心として

CLECが部分的に参入しているという市場構造で

は、これら評価項目について事業者の戦略的要素

による影響が反映されてしまうことは十分考えう

る。

このような問題点を踏まえ、本稿では、インセ

ンティブ規制導入の評価項目として通信事業者の

効率性を用いた。インセンティブ規制の導入は一

次的には、通信事業者の事業運営の効率化インセ

ンティブを刺激するすることが期待されている。

また効率性推計において、市内通信サービスに対

象を絞ることで、規制方式を確定するとともに、

競争メカニズムの影響を除くことができるのでは

ないか、と考えた。また規制方式については効率

性改善努力へのインセンティブの強さを反映する

ため、公正報酬率規制とプライスキャップ規制に

ついて、収益分配条件の有無によってそれぞれ別

の規制方式として取り扱うこととした。

４ 分析モデル

規制スキーム変更が事業者の効率性にあたえる

影響を分析するためには、サンプルデータより効

率的な生産活動を表す生産フロンティアの推定を

行い、各事業者の効率性を計測の後、規制スキー

ムにより、これら指標がどの程度影響を受けてい

るかを分析する必要がある。以下では、効率性計

測の手法全般と効率性の概念、効率性と生産性の

関係について簡単に整理を行った後、本稿で採用

した分析モデルの特徴と利用したデータについて

述べる。

４．１ 効率性の推計手法

効率性の判定にあたり、事業者が最も効率的に

事業運営を行った場合に可能となる生産関係を推

定する必要がある。この最も効率的な生産関係

（生産フロンティア）を推定する一般的な手法と

して、ノンパラメトリック・アプローチといわれ

るDEA法（Data Envelope Analysis、包絡分析

法）と、パラメトリック・アプローチと呼ばれる

SF法（Stochastic Frontier、確率的フロンティア

法）が挙げられる。

DEA法は、最も効率的なサンプル点を抱合す

る形で、効率的なフロンティアを確定し、そこか

らの乖離をもって各サンプルの効率性を計測する。

比較的少ないサンプル数でも計測が可能であり、

アプリオリに関数形を特定する必要がないという

メリットがある。ただし、計測される効率性は、

最も効率的なサンプルに対する相対的な概念であ

ることや、統計上の誤差を排除できず効率性の推

計がサンプル上の異常値に大きく影響を受けてし

まうというなどの問題点が指摘されている。

これに対して、SF法は、想定される生産フロ

ンティアに関して、確率的に不確定であると仮定

６）地域通信サービスに対するプライスキャップ規制導入の効果に関する近年の研究成果についてはAbel（２０００）
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して、計量的に推定された生産関数からの乖離を

もって効率性の推定を行う。生産関数からの乖離

を誤差と効率性の合成と捉え、これを分離するこ

とで効率性の推計を行うため、統計上の誤差の影

響を排除することができるというメリットがある。

しかし一方で、計量的な推計にあたり十分な自由

度を確保するためにサンプル数が必要であること

や、想定する生産関数や分布形によって効率性の

値が変化してしまうなどの欠点がある。

本稿では、米国の各地域通信事業者データを

プールしたパネルデータを利用するため、自由度

については一定程度確保可能であること、サンプ

ルに関して、かなり規模の異なるRBOC、CLEC

両タイプの事業者を含めていることを鑑み、統計

上の誤差の影響を受けにくいSF法を採用するこ

ととした。

４．２ 効率性の概念

効率性の計測にあたっては、基準となるフロン

ティアに最も効率的な投入量を利用する投入指向

型基準（Input―Orientated Measures）と最も効

率的な産出量を利用する産出指向型基準（Out-

put―Orientated Measures）がある。投入指向型

の効率性が、産出を一定としていかに投入を減ら

すことが可能かという基準で測らるのに対し、産

出指向型の効率性は、投入水準を変更することな

しに、どれだけ産出を増やすことが可能かという

観点から計測されることになる。SF法に照らし

合わせて言い換えるならば、投入指向型が費用関

数を利用して計測を行うのに対して、産出指向型

が生産関数を想定して計測を行うことを意味する

といえよう。両者は、必ずしも一致するわけでは

なく、フロンティアについて一定の条件を課した

場合にのみ一致する７）。

さらに効率性は、技術効率性と配分効率性の２

つの要素に分解される８）。技術効率性は、技術的

に生産可能な最大点（もしくは最小点）、すなわ

ちフロンティアからの乖離をもって効率性を計測

するに対し、配分効率性は所与の相対価格のもと

で最適な操業点からの乖離をもって効率性を計測

する。

投入指向型のフロンティアを示した図１の左図

を用いて説明しよう。ある事業者が一定の産出水

準の下、Ｐ点で操業を行っていたとしよう。最も

効率的な投入を行った場合の投入水準の軌跡すな

わちフロンティアがSSであるとすれば、事業者

は効率的な生産を行うことで、すべての投入要素

をQP／０Pの割合で一律に削減可能である。すな

わち技術非効率性TE（Technical Efficiency）は、

実際の操業点と技術的な観点から見て最も効率な

投入水準を示すフロンティアとの距離０Q／０P（１

－QP／０P）という形で表される。

一方、投入要素の価格比率（AA）が与えられ

た場合、よく知られているように、最適な操業点

はQ′で表される。この場合、技術的に最適な操

業点Ｑに対して、投入比率の調整を行うことで一

定の産出水準を確保したままで一層の費用の削減

が可能になる。このように価格情報に従って最適

な水準へ調整を行うことで改善される部分が配分

効率性AE（Allocative Efficiency）ということに

なる。RQは最適操業点Q′で操業を行った場合に

削減可能な生産コストを表しているため、Ｐ点で

操業を行う企業の配分非効率性AEはAE＝０R／

OQで表されることになる。

Ｐ点で操業を行う事業者の総効率性EE（Eco-

nomic Efficiency）は、技術的効率性TEと配分効

率性AEの積TE×AE＝（０Q／０P）×（０R／０Q）＝（０R

／０P）で示されることになる。

７）両指標は収穫一定の場合のみ等しくなる。
８）Farrell（１９５７）
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以下では、両効率性のうち特に、技術効率性に

着目して考察を行う。

４．３ 効率性・技術進歩と生産性

TFP生産性の変化率に関しては効率性変化率、

技術進歩率、規模の変化率に分解することが可能

である。Coelli, Rao and Battese［１９９８］による

と効率性率・技術進歩率・規模の変化率とTFP

生産性変化率の関係は、以下のように表すことが

できる。

ｓ期とｔ期における生産性の変化を

TFPst＝
TFPt

TFPs
＝

yt／xt

ys／xs
�１

で表されるとする。企業の生産関数を f（x）とし

て、効率性を表す指標をλ（０＜－λ＜－１）とすれ

ば、ｔ期の生産関係は

yt＝λ× ft（xt） �２

と表される。�２式を用いて�１式を書き換えると

TFPst＝
λt× ft（xt）

xtλs× fs（xs）／xs
�３

ｔ期における投入量をxt＝κxsとすると、

TFPst＝
λt

λs
×

ft（κxs）／κxs

fs（xs）／xs

＝
λt

λs
×κ�（t）－１×

ft（xs）
fs（xs）

�４

と表される。�（t）は、生産関数ft（xt）の規模に関

する収穫の程度を表すパラメータで、生産関数が

一次同次の場合�（t）＝１となる。�４式より、

TFPの変化率は技術効率性の変化率λt／λs、規模

の経済性の変化率κ�（t）－１、技術変化率ft（xs）／fs（xs）

に分解することが可能である。

本稿では、上記定式化に基づき、規模に関して

収穫一定のケースに関して、推計された生産フロ

ンティアの技術変化率と効率性変化率からTFP

の変化率について計測を行った。

４．４ 分析モデルの詳細

通常、効率性指標の推計と効率性決定要因の分

析は独立して行われることが多い。しかしながら

効率性推計にあたりフロンティアからの乖離の分

布に関して独立かつ同一性を仮定しているため、

推計された効率性に関して要因分析を行うことは、

効率性推計における分布の仮定と矛盾きたすこと

になる。このような矛盾を回避するために、Bat-

tese and Coelli（１９９５）に基づき、技術非効率性

項が規制ダミーの関数として表される確率論的フ

ロンティアモデルを利用し、効率性とその影響要

因の推定を同時に行った９）。

生産フロンティアについては、トランスログ関

数を用いた。

logYit＝β０＋βklogKit＋βLlogLit＋βMlogMit＋βtt

＋
１
２
［βKKlogK２

it＋βLLlogL２it＋βMMlogM２
it

＋βttt２］＋βKLlogKitlogLit＋βKMlogKitlogMit

＋βKtlogKitt＋βLMlogLitlogMit＋βLtlogLitt

＋βMtlogMitt＋Vit－Uit

i＝１，２，…N，t＝１…T �５

Yitは i事業者の t期における産出水準、Litは労

働投入量、Kitは資本ストック、Mitは中間財投入、

tはタイムトレンドである。VitはN（０，σ２v）の正規

図１ 投入指向型基準と産出指向型基準

Coelli, Rao and Battese（１９９８）より引用

９）詳しくはBattese and Coelli（１９９５）Coelli（１９９６）を参照

９ 郵政研究所月報 ２００２．６



分布に従う誤差項、Uitは、技術非効率性を表す非

負の確率項であり、N（m，σ２）の切断正規分布

に従うと仮定した。また切断正規分布の平均mは

変数d１～d５の関数と想定した。

mit＝δ０＋δ１d１it＋δ２d２it＋δ３d３it＋δ４d４it＋δ５d５it

＋δ６d６it �６

ただしd１itはインセンティブ刺激型ROR規制を

表すダミー変数、d２itは収益分配を伴うプライス

キャップ規制を表すダミー変数、d３itはプライス

キャップ規制を表すダミー変数、d４itは価格凍結

規制を表すダミー変数、d５itは各州の加入者世帯

密度を表す変数、d６itは各事業者の州内での地域

通信サービスのシェアを表す変数である。技術非

効率性の推計値は採用されている規制方式によっ

て影響を受けることになる。

技術非効率性の推計値TEitはexp（－Uit）の期待

値として表される。Uitは非負の確率変数であるた

め、技術的非効率性の推定値は０から１の間の値

を取る。またサンプル別の技術非効率性の推定値、

すなわち i事業者のt期の技術効率性は、（εi＝Vi

－Ui）を所与としたexp（－Ui）の条件付き期待値

E［exp（－Ui）｜εi］として表される。推定にあ

たっては、最尤法を利用した１０）。

４．５ データ

データは１９９１年から２０００年までの米国各州の２８

地域電気通信事業者のデータを利用した１１）。サン

プル数２５６のアンバランス・パネルデータである。

分析対象とした事業者の一覧を表３に示しておく。

産出物Yに市内通話時間、資本ストックKには、

土地・建物・伝送交換施などの純資産額を資本ス

トック指数で実質化した値、中間財投入Mについ

ては、総営業経費を実質化した値、労働投入Ｌに

は、常勤と非常勤職員の合計人数を利用した。規

制方式以外の効率性への影響要因として、各州別

の加入世帯密度、市場シェアを導入した。加入世

帯密度は、加入世帯数１２）を各州の面積で割った値

を利用した。市場シェアについては、各事業者の

地域通話時間を当該州の全事業者通話時間で割っ

た値を利用した。

５ 推計結果

以下では、モデルの係数と効率性の推計結果を

示した後、推計結果に基づきTFP生産性指標の

計算を行う。

確率的生産フロンティアによる係数の推計結果

は、以下の表４のとおりである１３）。要素投入がタ

イムトレンドに対して中立的なケース（ケース

２）と規模に関して収穫一定の制約を課したケー

ス（ケース３）についても推定結果を示しておい

た。いずれのケースにおいても、純粋なプライス

キャップ規制を示す規制ダミーの係数δ３が、有

意水準５％で有意であり、また負となっているこ

とから、生産フロンティアからの乖離を表す非効

率性分布の平均に対して負の影響を与えているこ

とになる。このことは、純粋なプライスキャップ

規制の導入が、地域電気通信事業者の事業運営の

効率性改善にとってプラスの効果を与えたと解釈

することができるかと思われる。

一方、今回の分析においては、その他の規制ダ

ミーの係数については、有意な結果は得られな

かった。すなわち、収益分配条件のついた公正報

酬率規制やプライスキャップ規制について、公正

報酬率規制からの効率性改善に対して単独で明確

１０）正規分布と切断正規分布のたたみ込み対数尤度関数については鳥居（２００１）またＵの平均が関数の場合の対数尤度関数につい
てはBattese and Coellie（１９９３）の付論参照。

１１）データについては、FCCのARMIS及びStatistics of Communications Common Carriersを利用している。
１２）加入世帯数データについてはTelephone Peneteration by Income by Stateを利用した。
１３）推定にあたってFrontier ver.４．１を利用した。

１０郵政研究所月報 ２００２．６



な影響を見出すことはできなかったことになる。

また市場シェアの係数であるδ６についても、す

べてのケースについて有意で、かつ負の値を示し

ている。市場シェアに関してはRBOCが高い値を

示していることを考えると、CLECと比較して

RBOCの効率性が高いことを示していると思われ

る。

生産フロンティアの係数としては、βLt、βMtは

t値が低い値をとっている。技術進歩は投入要素

に中立的であると考えられる。また、いずれの

ケースでもβttの係数が負の値で有意であるが、

ファイバー導入やデジタル化など地域通信におけ

る新たな通信技術の導入が落ちつつ着つつある状

況が反映されていると考えれる。

表３ 分析対象事業者一欄

no 事 業 者 名（略記号） 州 期 間

１ United Telephone of Pennsylvania（UTP） Pennsylvania １９９１―２０００

２ Verizon―Pennsylvania（VP） Pennsylvania １９９１―２０００

３ ALLTEL Pennsylvania（ALP） Pennsylvania １９９５―２０００

４ COMMONWEALTH TELEPHONE（CWP） Pennsylvania １９９１―２０００

５ Ohio Bell Telephone（BO） Ohio １９９１―２０００

６ United Telephone of Ohio（UTO） Ohio １９９１―２０００

７ The Western Reserve Telephone（WRTO） Ohio １９９５―２０００

８ Illiois Bell Telephone（BIL） Illinois １９９１―２０００

９ Michigan Bell Telephone（BM） Mischigan １９９１―２０００

１０ Indiana Bell Telephone（BIN） Indiana １９９１―２０００

１１ Wisconsin Bell（BW） Wisconsin １９９１―２０００

１２ Pacific Bell―California（BC） California １９９１―２０００

１３ Verizon―New Jersey（VNJ） New Jersey １９９１―２０００

１４ Verizon―Virginia（VV） Virginia １９９１―２０００

１５ Verizon―Maryland（VM） Maryland １９９１―２０００

１６ Verizon―Florida（VF） Florida １９９１―２０００

１７ Sprint―Florida（SF） Florida １９９６―２０００

１８ Carolina Tel（CNC） North Carolina １９９１―２０００

１９ Verizon―West Virginia（VWV） West Virginia １９９１―２０００

２０ Frontier Telephone of Rochester（RNY） New York １９９１―２０００

２１ Verizon―Delaware（VD） Delaware １９９１―２０００

２２ Alltel Georgia Communications（ALG） Georgia １９９５―２０００

２３ Central Telephone of Virginia（CTV） Virginia １９９１―２０００

２４ United Telephone of Indiana（UTI） Indiana １９９１―２０００

２５ Nevada Bell（BN） Nevada １９９１―２０００

２６ United Telephone of New Jersey（UTNJ） New Jersey １９９１―２０００

２７ United Telephone of Texas（UTT） Texas １９９２―２０００

２８ Alltel Carolina（ALNC） North Carolina １９９８―２０００
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次に推計された効率性について見てみる。総平

均効率性はケース１で７１％、ケース２で７２％、

ケース３で７６％である。各ケースについて推計さ

れた事業者の効率性指標の一欄を表５、６、７に

示しておく。各事業者別にみると効率性の推計値

にかなりのばらつきが見られるが、RBOCと

CLECに分けて、それぞれの平均効率性を測って

みると総じてRBOCの効率性が高く、CLECの効

率性は低い値を示している。

ケース１に関して、全事業者、RBOC、CLEC

別に、時系列での平均効率性の推移をグラフに示

しておいた（図２）。１９９４―１９９６年を前後として

効率性の改善傾向が見られる、とりわけCLECの

効率性の改善が著しい。

次に、ケース３の規模に関して収穫一定の制約

を課したケースについて、技術効率性とフロン

ティアの推計値から効率性変化率と技術変化率を

導き、TFP生産性の変化率の計算を行う。効率

性TEitから効率性変化は、

効率性変化＝
TEit

TEis
�７

で表すことができる。

一方、技術的変化は生産フロンティアのシフト

の程度で表わされる。各事業者の t期間の技術的

変化は、推計された生産関数を、tに関して偏微

分することで導くことができる。技術変化が中立

的ではない場合、この技術変化指標は投入ベクト

ルの値によって変化することになる。それ故、s

期と t 期の幾何平均を技術変化率の推定に利用し

た。

表４ 係数推計結果

case１係数 偏 差 ｔ値 case２係数 偏 差 ｔ値 case３係数 偏 差 ｔ値

β０ －１．４７０ ０．８５９ －１．７０９ －０．６７８ ０．７９０ －０．８５８ ５．５１０ ０．２５７ ２１．３８２

βK ５．０９７ ０．６４５ ７．８９２ ４．５８４ ０．５５４ ８．２７５ ２．０６５ ０．４０３ ５．１１７

βL －０．８７３ ０．５７０ －１．５２９ －１．０５８ ０．５１５ －２．０５５ －０．７４２

βM －１．８６９ ０．８３７ －２．２３３ －１．２６３ ０．７３７ －１．７１４ －０．３２３ ０．６２２ －０．５１９

βt ０．１７５ ０．０３６ ４．７４４ ０．１０７ ０．０１３ ７．８３０ ０．１０８ ０．０３７ ２．９１１

βKK －０．９５０ ０．１６６ －５．６９５ －０．９２８ ０．１５６ －５．９４５ －０．７４１ ０．１６５７ －４．４７１

βLL ０．６６６ ０．１９５ ３．４０２ ０．５１３ ０．１７２ ２．９７７ ０．４５７

βMM ０．８３６ ０．４３８ １．９０８ １．１０５ ０．４０７ ２．７１３ １．３５９ ０．４９１ ２．７６８

βtt －０．００５ ０．００１ －４．０５７ －０．００６ ０．００１ －５．１０６ －０．００５ ０．００１ －２．８２０

βKL ０．９２４ ０．３００ ３．０７４ １．３３８ ０．２４９ ５．３６７ １．０６４

βKM ０．６６４ ０．４９２ １．３４９ ０．２２８ ０．４６２ ０．４９４ ０．１６１ ０．５７３ ０．２８２

βKt －０．０６７ ０．０３０ －２．２４０ －０．０１５ ０．０３８ －０．４１０

βLM －２．２０４ ０．５３３ －４．１３１ －２．３１６ ０．４７７ －４．８５０ －１．５２１

βLt ０．０３２ ０．０２５ １．３０２ ０．００１

βMt ０．０３３ ０．０３９ ０．８６６ ０．０１４ ０．０３９ ０．３６２

δ０ ０．６０６ ０．０６０ １０．０１０ ０．６２２ ０．０６７ ９．２０７ ０．７６１ ０．０７９ ９．６２５

δ１ ０．０２４ ０．０７７ ０．３１４ ０．０３０ ０．０８０ ０．３８２ ０．２０１ ０．１２０ １．６７４

δ２ －０．００７ ０．０８７ －０．０８２ －０．０２６ ０．０９５ －０．２７９ ０．０８７ ０．１４６ ０．５９６

δ３ －０．１２１ ０．０５８ －２．０９３ －０．１６６ ０．０５８ －２．８４９ －０．１７０ ０．０８３ －２．０３３

δ４ ０．０９６ ０．０７６ １．２６４ ０．０５１ ０．０８０ ０．６３１ －０．１２５ ０．１３０ －０．９６４

δ５ ０．００１ ０．０００３ ３．５１３ ０．００１ ０．０００３ ３．６７６ ０．００１ ０．０００５ １．８４８

δ６ －０．０１０ ０．００１ －８．４００ －０．０１０ ０．００１ －７．８６９ －０．０２５ ０．００２ －９．４７１

σ２ ０．０６６ ０．００９ ６．６９４ ０．０６６ ０．０１０ ６．６０８ ０．０７０ ０．０１１ ６．３６０

γ ０．９８７ ０．０１０ ９２．５９７ ０．９７５ ０．０２７ ３５．７９３ ０．７６６ ０．０６０ １２．５５９
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表５ 事業者別効率性推計値（ケース１）

ALG ALNC ALP BC BIL BIN BM BN

１９９１ ０．９７２８２８ ０．９５１６４７ ０．８４９７３７ ０．９４４５０２ ０．７２１７０７
１９９２ ０．９６５９２６ ０．９４５４３５ ０．９３３４４８ ０．８７４１４ ０．６８００３２
１９９３ ０．９２５０７７ ０．９４１３９７ ０．９２６５１４ ０．８１０６３１ ０．６４７７８４
１９９４ ０．９３６５７４ ０．９３９３７３ ０．９１９４２６ ０．８７０３９ ０．６６０６３６
１９９５ ０．５０００４７ ０．３９８５１６ ０．９３６８８１ ０．９５１９０９ ０．９６１９７８ ０．８３３６７８ ０．６９９８７８
１９９６ ０．７１４５８７ ０．４０５７２３ ０．９６６５３５ ０．９２３３６２ ０．９７８９４８ ０．８０６２７６ ０．７４４７１４
１９９７ ０．９０５７４２ ０．４２４３９ ０．９１４２８ ０．８６８２８８ ０．９７２６０４ ０．７５９８９５ ０．６３２９６２
１９９８ ０．９３２８９１ ０．７２９２２５ ０．４５２３３１ ０．９６７４８８ ０．８７２６０７ ０．９７８７０１ ０．７３９８０４ ０．８５５７０９
１９９９ ０．９４５２９５ ０．６７５６１４ ０．４５１９７４ ０．８９４６５７ ０．８６４７４２ ０．９７８８５８ ０．７６９４５７ ０．８５４５８３
２０００ ０．９４１２２７ ０．７９４０４７ ０．５１６８６９ ０．９３６６６９ ０．７９１８７４ ０．９４７０４ ０．６９５７３６ ０．６９４１１６

BO BW CNC CTV CWP RNY SF UTI

１９９１ ０．９７８５９４ ０．８９３４７２ ０．５１８１１３ ０．５３２６ ０．６８８３４８ ０．５８５７７ ０．５８９２９
１９９２ ０．９５９６１２ ０．８３３３６１ ０．４９９８９７ ０．６０８６２２ ０．６３８５６４ ０．５８３８０７ ０．６０９５０８
１９９３ ０．９５６３５５ ０．８６７１６５ ０．５０４３０６ ０．６１６８１３ ０．５８８４２ ０．６７１０５４ ０．６０５５４５
１９９４ ０．９５９６９６ ０．８４１２７６ ０．５４９６９４ ０．７３２４６４ ０．５６６８５９ ０．７６７３０７ ０．５８５４５
１９９５ ０．９８３２９１ ０．８７４６６１ ０．５４５７４５ ０．７３３２２６ ０．５５２４０７ ０．９４７４１ ０．６１９０６８
１９９６ ０．９８２００１ ０．８５８２２８ ０．５２８７５５ ０．７２６９１７ ０．５９７０３８ ０．９８６１１３ ０．４５８４３ ０．６４５１７９
１９９７ ０．９７１１７４ ０．８０６２９５ ０．５４７９６９ ０．７３５８２３ ０．５９４０１３ ０．９６５１５１ ０．４１５４４４ ０．６５３２７１
１９９８ ０．９７４０１５ ０．８０８８６ ０．６８３７０６ ０．５７２８９１ ０．５３２７７８ ０．８７５７４９ ０．６３７６４６ ０．６９３２１５
１９９９ ０．９８３５９７ ０．７９１９９７ ０．６９０３８ ０．５９６９４１ ０．６１９８０２ ０．８６３８８４ ０．６６２７３６ ０．７７１１４４
２０００ ０．９３２１９９ ０．７８９５９ ０．７７３７３９ ０．６９７３５３ ０．６９７１７ ０．７４１５８１ ０．６９２７１４ ０．７９３０７７

UTNJ UTO UTP UTT VD VF VM VNJ

１９９１ ０．３９４７０６ ０．４９８１０４ ０．３４０８６３ ０．９８００２１ ０．３９５４０９ ０．９５０８６３ ０．７０３５０９
１９９２ ０．３６８８９ ０．４８７５５２ ０．３２６３０８ ０．４１７１０８ ０．９６４４０５ ０．４４９１４９ ０．９２２７５９ ０．６６５９６３
１９９３ ０．３６１８６１ ０．５０５３４９ ０．３４４９９８ ０．３９２５８６ ０．８２８２６ ０．４７１３６７ ０．８８７４８１ ０．６２６７６０
１９９４ ０．３５８９８５ ０．５０６４２７ ０．３４５０９７ ０．４１４１２６ ０．７６４６７９ ０．４９５７１１ ０．９４３０２６ ０．６１０９８８
１９９５ ０．３４７６１８ ０．４９４０４６ ０．３３８５２５ ０．４１９４２７ ０．８６３９６２ ０．５４９５４８ ０．９８１２１４ ０．６７４８８６
１９９６ ０．３１７４１５ ０．４９０３５３ ０．３５９６０３ ０．３２３９５６ ０．９５３２３３ ０．６０１９５ ０．９６２７７４ ０．７０８１８１
１９９７ ０．３１１１０７ ０．４８２４７６ ０．３７０７６２ ０．３４６２８５ ０．９６３８９３ ０．５８２９３２ ０．９５１６０６ ０．７６４９４６
１９９８ ０．３４４３５３ ０．５３６１０６ ０．４２１３０２ ０．５９７２４２ ０．９６８５０８ ０．６１１５８２ ０．８９５０９１ ０．７４５２９１
１９９９ ０．３６２２７７ ０．５８６４６７ ０．４５３６０４ ０．２７７０９４ ０．９４４４０６ ０．７２０３２４ ０．８８０２５５ ０．７７９３４５
２０００ ０．４５１８１２ ０．５９９７４１ ０．５０９９２３ ０．２６３１１９ ０．８８７２１３ ０．５９０６４８ ０．７４９１８２ ０．７１７１４９

VP VV VWV WRTO

１９９１ ０．９６６２９４ ０．９１８５２６ ０．７６９７４９
１９９２ ０．９１５８２４ ０．９２３６５５ ０．７３９３０６
１９９３ ０．８３９９２９ ０．８４９２４９ ０．６７０９４８
１９９４ ０．８３６６９８ ０．７９６７０８ ０．６９６２５０
１９９５ ０．９０５９８２ ０．８７２０２２ ０．７４２０９７ ０．４８６７７３
１９９６ ０．８９７７６２ ０．８８０８４１ ０．７５４０７３ ０．５０１１８５
１９９７ ０．９３５８９８ ０．９３５７７６ ０．８０１８５３ ０．５４７６８０
１９９８ ０．９４３３１９ ０．９１２６６５ ０．７８３０７６ ０．５２５３１７
１９９９ ０．９８５１７４ ０．９５１５９８ ０．７８５９８９ ０．４７４２９０
２０００ ０．９３８８１２ ０．８７８４４１ ０．８１３７０９ ０．５２１７８２

１３ 郵政研究所月報 ２００２．６



表６ 事業者別効率性推計値（ケース２）

ALG ALNC ALP BC BIL BIN BM BN

１９９１ ０．９５９６２６ ０．９３４６２３ ０．８４４０２９ ０．９３７７１８ ０．６９１４７６
１９９２ ０．９５４７４９ ０．９３５１６５ ０．９２８７９７ ０．８７０６３９ ０．６５６０３１
１９９３ ０．９２１１１３ ０．９３８４３ ０．９２４０７３ ０．８１４０８４ ０．６３０６３８
１９９４ ０．９３３２７１ ０．９３２４６４ ０．９１３４８６ ０．８７３２４５ ０．６４９８４９
１９９５ ０．４８７５１８ ０．３９４５２３ ０．９３６４５７ ０．９５４９６２ ０．９５８４０ ０．８４６０８２ ０．６９２３１４
１９９６ ０．７２０６８１ ０．４０１３２８ ０．９５９０５６ ０．９４２２４９ ０．９７４２６１ ０．８２８９７３ ０．７４３５６９
１９９７ ０．９０８７１３ ０．４２０３０９ ０．９２９０８２ ０．９０１２３７ ０．９７１４０２ ０．７９５６５９ ０．６４１５０４
１９９８ ０．９３７９２２ ０．７５８９３３ ０．４５１２７３ ０．９６７５７ ０．９０４５５９ ０．９７６２１３ ０．７８００６９ ０．８７３７１８
１９９９ ０．９２７８２ ０．６９８４７２ ０．４５１２８４ ０．９２７０３２ ０．８９５９４１ ０．９７５９３６ ０．８０９４８９ ０．８６５８４３
２０００ ０．９２９７５８ ０．７８８４５６ ０．５０３０９６ ０．９４４９８ ０．８３５８６７ ０．９５８０７ ０．７４９５５ ０．７００８５７

BO BW CNC CTV CWP RNY SF UTI

１９９１ ０．９６３００５ ０．８６６２９１ ０．５０４３２１ ０．５１４４６ ０．６７０５６１ ０．５８１３４６ ０．５４１９８３
１９９２ ０．９４８１２４ ０．８１３５３ ０．４９２９９８ ０．５９１５３１ ０．６２７１４６ ０．５６７２８５ ０．５５１７５９
１９９３ ０．９４８６４６ ０．８５７０６４ ０．５０３１３７ ０．６０１９０５ ０．５７９４４７ ０．６５２８０１ ０．５４５１５４
１９９４ ０．９４６８０５ ０．８３０４８９ ０．５４４６８５ ０．７２２０４４ ０．５５７２４６ ０．７４９１２７ ０．５３５３８３
１９９５ ０．９７６６０７ ０．８８６５１２ ０．５５０５５８ ０．７２９５５７ ０．５３６９５３ ０．９４６９２４ ０．５８０１６３
１９９６ ０．９７７６３４ ０．８７７０８５ ０．５２８５９４ ０．７３３７２ ０．５８２９８５ ０．９８１５３１ ０．４７１８４１ ０．６２５８８９
１９９７ ０．９７１６１３ ０．８２９４９９ ０．５６０９４９ ０．７３７２１６ ０．５８５１３２ ０．９６５８１ ０．４３２８４６ ０．６５３０１１
１９９８ ０．９７３２４ ０．８３４１３７ ０．７０９２９６ ０．５７５５２４ ０．５１９４８４ ０．９２２４１８ ０．６５５０６７ ０．７１７２８２
１９９９ ０．９７８１４３ ０．８０７６７４ ０．７３２４９５ ０．５９５６２８ ０．５９８４７４ ０．９０１８４５ ０．６８５７９９ ０．８２７７９８
２０００ ０．９５００７８ ０．７９６０３８ ０．８６１７９２ ０．６７８１２２ ０．６５７１８４ ０．７８８４４３ ０．７１０２３３ ０．８８６２５２

UTNJ UTO UTP UTT VD VF VM VNJ

１９９１ ０．３８３１１７ ０．４７３４６６ ０．３２８３０２ ０．９７８３７４ ０．３９９６８３ ０．９５２５６８ ０．７０４８０３
１９９２ ０．３５８９４４ ０．４７２９０２ ０．３１８３４９ ０．４１３４２５ ０．９７０７６ ０．４５１９１５ ０．９３５６４５ ０．６７３９１８
１９９３ ０．３５１２１６ ０．５００７４７ ０．３４１３５８ ０．３８８３４８ ０．８４９４５２ ０．４７１９５８ ０．８９７８１９ ０．６３３８５７
１９９４ ０．３４９１４３ ０．５１３０３６ ０．３４６８２６ ０．４０８３０７ ０．７７５３７５ ０．４９５６８３ ０．９４８６３７ ０．６１９０３３
１９９５ ０．３３９７９９ ０．５２３６８６ ０．３４７５８９ ０．４１９４７３ ０．８７４１１１ ０．５４９９４８ ０．９７７３９１ ０．６８４２５３
１９９６ ０．３０８５８ ０．５２７７０４ ０．３７３２７６ ０．３３６４７９ ０．９５５９０５ ０．６０１２１３ ０．９６４２５３ ０．７１８４８５
１９９７ ０．３０９７９８ ０．５３０６０７ ０．３８７５２９ ０．３７２８８１ ０．９５８８０６ ０．５８２９３４ ０．９５３５９２ ０．７７４８２９
１９９８ ０．３４３５４１ ０．５９８９４９ ０．４４５８６８ ０．６４７３５８ ０．９５９９０８ ０．６４１３５ ０．９０５１７７ ０．７４７４５６
１９９９ ０．３６２２４３ ０．６５５５０４ ０．４８１５９２ ０．３０１６４１ ０．９３６５３８ ０．７４７９２１ ０．８８８９８９ ０．７７１６３９
２０００ ０．４４６７４６ ０．６８５６１７ ０．５５１０４７ ０．２８７７２９ ０．８８７１６４ ０．６３８７７ ０．７６２８７３ ０．７０９４５７

VP VV VWV WRTO

１９９１ ０．９６９０８５ ０．９３７６７３ ０．７５７９３５
１９９２ ０．９２８５４３ ０．９４８７７５ ０．７３９１５３
１９９３ ０．８４８４２３ ０．８６８９６２ ０．６７１４２
１９９４ ０．８４７５３２ ０．８１１９３６ ０．７０６２０９
１９９５ ０．９１７３０１ ０．９００７１８ ０．７６１６８４ ０．４９１８９３
１９９６ ０．９１０４９７ ０．９０１２１６ ０．７６９８３４ ０．５０２４２２
１９９７ ０．９３８７４１ ０．９４１４６ ０．８１７７５９ ０．５４２６９
１９９８ ０．９４０６９８ ０．９１５８１１ ０．８０１１４５ ０．５２７８０８
１９９９ ０．９７３６５ ０．９３８７０３ ０．７９９７５２ ０．４７６７４８
２０００ ０．９１８７４１ ０．８５８９５６ ０．８２００５４ ０．５１６１０１

１４郵政研究所月報 ２００２．６



表７ 事業者別効率性推計値（ケース３）

ALG ALNC ALP BC BIL BIN BM BN

１９９１ ０．９５１７９４ ０．９６８６０６ ０．９５６８４１ ０．９６８９５８ ０．６８４０９１
１９９２ ０．９４６９５１ ０．９６９１１５ ０．９６５６０６ ０．９７１２２１ ０．６５７３１７
１９９３ ０．９４５２７４ ０．９６９１８６ ０．９６５４６ ０．９６７７７８ ０．６４９４４２
１９９４ ０．９４７１６６ ０．９７０５２５ ０．９６７０４５ ０．９７１８７３ ０．６７０６７
１９９５ ０．６６９１５３ ０．４２３４４２ ０．９５０４０ ０．９７５８４ ０．９７０８０７ ０．９７０６７３ ０．６８２８３４
１９９６ ０．９０１６７８ ０．４２７０２５ ０．９５２１０１ ０．９７５５０７ ０．９７２８０８ ０．９７０２１１ ０．７２８４１８
１９９７ ０．９５１３０８ ０．４４２８０９ ０．９５０３９５ ０．９７２７５９ ０．９７２０５８ ０．９６８５６８ ０．７２３１７１
１９９８ ０．９４９７９８ ０．６３１２３ ０．４５４５０２ ０．９５５１２ ０．９７１５７７ ０．９７１７２９ ０．９６６００８ ０．８８３３１９
１９９９ ０．９４８４２８ ０．５７３２６ ０．４２９２４３ ０．９４５２９９ ０．９６９６７ ０．９６９７８１ ０．９６５８３１ ０．９０２６８５
２０００ ０．９４１２５１ ０．６６２４０７ ０．４８６３２９ ０．９３８７５２ ０．９６６４８９ ０．９６７０３ ０．９６２５５ ０．８０６６３１

BO BW CNC CTV CWP RNY SF UTI

１９９１ ０．９６７５８５ ０．９７２７２５ ０．６２５９９８ ０．５１３４２９ ０．５８８８７９ ０．５８００２２ ０．４９１６２２
１９９２ ０．９６５８３８ ０．９６９７４５ ０．６２３９４９ ０．５８３７１ ０．５６８０２４ ０．５７５５６７ ０．４８４６１４
１９９３ ０．９６５７４６ ０．９７２１５１ ０．６４８５９２ ０．５９５８５５ ０．５４４７７８ ０．６７５２４８ ０．４６８９１８
１９９４ ０．９６６７３ ０．９７０３２６ ０．６８９２１８ ０．６８７７２６ ０．５３５２０１ ０．７６１５４８ ０．４６９２８７
１９９５ ０．９７２４９９ ０．９７３４４２ ０．６９５８４４ ０．７２１３２１ ０．５２６２３５ ０．８８５４３７ ０．４９１６９７
１９９６ ０．９７２７９５ ０．９７２７９７ ０．６７１７１２ ０．７０８９４３ ０．５８１８９７ ０．９１８１８７ ０．６０６２４６ ０．５１５７８４
１９９７ ０．９６９７０９ ０．９６９５６５ ０．７０００１７ ０．７２６７７８ ０．５８２１１２ ０．９０２１４４ ０．５６１８１５ ０．５２３４２３
１９９８ ０．９６９４２４ ０．９６８４０ ０．８２９９２５ ０．５８３７９ ０．５３５７７９ ０．８７７４２９ ０．７７８４１４ ０．５６２７５３
１９９９ ０．９６８５９５ ０．９６４２０５ ０．８３８６０７ ０．５９６１５５ ０．６０８９６１ ０．８６９０９５ ０．８００２６５ ０．６０６７２８
２０００ ０．９６４７６１ ０．９６４４４８ ０．９１０９９２ ０．６７６３５４ ０．６７１１０ ０．８０７０３１ ０．８２２５３３ ０．６５０４４８

UTNJ UTO UTP UTT VD VF VM VNJ

１９９１ ０．３５２５１２ ０．５０８１３６ ０．３４６９７７ ０．９７５１０７ ０．４３９０２８ ０．９７２２６８ ０．９４９５６４
１９９２ ０．３３３３２１ ０．５１４６９４ ０．３４４９１３ ０．３８１０３２ ０．９７４１２４ ０．５０２０３３ ０．９７０７６１ ０．９４２０４５
１９９３ ０．３２６１８９ ０．５４３００６ ０．３６９３１７ ０．３５７３６４ ０．９６６６７８ ０．５３０７９５ ０．９６９４０７ ０．９３２３７１
１９９４ ０．３２２５５３ ０．５７１９５７ ０．３７６５７ ０．３７９２２１ ０．９５９７４１ ０．５６３１８５ ０．９７２０３１ ０．９２９３６５
１９９５ ０．２９８９３９ ０．５７６９８２ ０．３７７３２９ ０．３９９４５４ ０．９６８９８ ０．６３５９２４ ０．９７３９５ ０．９３６５３２
１９９６ ０．２５８７０６ ０．５８１２９１ ０．４００６２６ ０．３３５１５ ０．９７３９１７ ０．６９００７３ ０．９７６２６ ０．９４３９９１
１９９７ ０．２５５４４９ ０．５８０４０５ ０．４２８４９５ ０．３６１６４７ ０．９７５８６ ０．６７９７０２ ０．９７６１２７ ０．９５２８６１
１９９８ ０．２７５５３１ ０．６４０４８３ ０．４７４５５３ ０．５６８７３ ０．９７５８８９ ０．７９５８５４ ０．９７３７５７ ０．９４５１１３
１９９９ ０．２８６１５９ ０．６７３５５１ ０．４９０５０５ ０．３２２２７８ ０．９７４４６８ ０．８７１１８８ ０．９７３２３３ ０．９４７０６５
２０００ ０．３５８２０２ ０．７００７６３ ０．５４４３３９ ０．３１６２９１ ０．９７２０７８ ０．７８９７０６ ０．９６５５０７ ０．９３２０９９

VP VV VWV WRTO

１９９１ ０．９６８１４３ ０．９６９３０１ ０．９６６７５５
１９９２ ０．９６５１７７ ０．９６８７７７ ０．９６５３６４
１９９３ ０．９５９３６４ ０．９６４１０ ０．９５９０８２
１９９４ ０．９６３２６５ ０．９５８６０３ ０．９６４３１５
１９９５ ０．９６８８７９ ０．９６５９０ ０．９６６６０５ ０．４８９９９７
１９９６ ０．９６８２８８ ０．９６６１４３ ０．９６７３７３ ０．４９１９３３
１９９７ ０．９６９８５７ ０．９６８９０７ ０．９７１８１２ ０．５１９９２４
１９９８ ０．９６８４７７ ０．９６５５１６ ０．９７０００５ ０．４７４２４７
１９９９ ０．９７１０２８ ０．９６７０１ ０．９７０８５７ ０．４１９４３５
２０００ ０．９６３４４８ ０．９５５７７２ ０．９７１２５８ ０．４４１５８３
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技術変化＝｛（１＋�f（xis，s，β）
�s ）

×（１＋�f（xit，t，β
�t ）｝

０．５

�８

TFP生産性の変化は、先述したように、両者

の積として表される。

効率性変化率、技術変化率、両者の積としての

TFP生産性変化率に関して、全事業者の平均値

を図３に示す。生産性変化の大部分が技術変化に

よるものであるが、しかしながら、近年では技術

変化の低下を反映して、生産性変化に占める効率

性変化のウエイトが大きくなっており、生産性変

化に大きな影響を与えている。特に９７／９８年にお

ける生産性向上への影響が目立つ。これは１９９５―

６年を境に、各州の公益事業委員会によりプライ

スキャップ規制が導入されたというという経緯と

同調していると考えられる。RBOCとCLECで分

けて、その変化率を見た場合（図４、５）、特に

この傾向がCLECに関して強く現れている事がわ

かる。

６ まとめ

本稿では、米国地域通信産業における焦点を当

て事業者の効率性に対して、各種インセンティブ

規制導入が与えた効果を計測するとともに、近年

の生産性変化における効率性及び技術進歩の寄与

について計測を行った。本稿における分析の結果

は以下のとおりである。

表８ 時系列効率性の平均値

ケ ー ス １ ケ ー ス ２ ケ ー ス ３

全事業者 RBOC CLEC 全事業者 RBOC CLEC 全事業者 RBOC CLEC

１９９１ ０．７３３８４８０．８９２４１９０．５０４８ ０．７２２４７５０．８８４４ ０．４８８５８２０．７５９９２５０．９４３９８ ０．４９４０６７

１９９２ ０．７０９２７３０．８７１０６７０．４９８９４ ０．７０２１７７０．８６９５２５０．４８４６２５０．７４５３８７０．９４０９２６０．４９１１８６

１９９３ ０．６８８６８９０．８２９０４２０．５０６２３ ０．６８４３５ ０．８３１０７６０．４９３６０７０．７４９８３ ０．９３７３８７０．５０６００６

１９９４ ０．６９９９０６０．８２８９０２０．５３２２１２０．６９６０７９０．８２９８７２０．５２２１４８０．７６３８３１０．９３９３５８０．５３５６４７

１９９５ ０．７００５６９０．８６７８８ ０．５３３２５８０．７０２５１４０．８７４３６９０．５３０６６ ０．７４８８１１０．９４４４１１０．５５３２１２

１９９６ ０．７０６４４９０．８７８２２５０．５４６９４３０．７１１８２４０．８８６３８６０．５４９７３２０．７５６６６２０．９４９２７８０．５７７８０４

１９９７ ０．７０９７２３０．８６７６５１０．５６３０７５０．７１９０９７０．８７８８６ ０．５７０７４５０．７６１３９５０．９４９３５８０．５８６８５９

１９９８ ０．７３５４１ ０．８８０３９５０．６０９７５６０．７５１１３５０．８９０７４６０．６３０１３８０．７８２７６３０．９６０３３３０．６２８８６８

１９９９ ０．７３６３０３０．８８１８９７０．６１０１２２０．７５０５２１０．８８９９４８０．６２９６８４０．７７９４１４０．９６０７４８０．６２２２５７

２０００ ０．７２７０１９０．８２８５９５０．６３８９８７０．７４３６４４０．８３７８９９０．６６１９５６０．７８９６４８０．９４８５２５０．６５１９５５

図２ 時系列平均効率性 図３ 技術・効率性・生産性変化率

（全事業者平均）
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�インセンティブ規制の導入による事業者の効

率性改善に対して、純粋なプライスキャップ

規制方式の導入に関してのみ、有意な結果が

得られた

�ベル系地域通信事業者が高い効率性を維持し

てきた

�一方で、近年では、CLECの効率性が改善し

てきており、その差は縮小しつつある

�全般的には、地域電気通信産業においては、

技術進歩による効果が生産性変化に大きく寄

与しているが、近年では技術変化（フロン

ティアのシフト）の低下を反映して効率性変

化による寄与が上昇している

�特にCLECに関する効率性の変化が、生産性

変化に大きく影響している

表９

対前年比変化率（全事業者）

技術変化率 効率性変化率 TFP

９１／９２ ０．０７８６ ０．００４５ ０．０８３４

９２／９３ ０．０６８２ ０．００８０ ０．０７６８

９３／９４ ０．０５８１ ０．０２３０ ０．０８２４

９４／９５ ０．０４７８ ０．０１８４ ０．０６７１

９５／９６ ０．０３６５ ０．０１３７ ０．０５０８

９６／９７ ０．０２５９ ０．００９２ ０．０３５３

９７／９８ ０．０１５０ ０．０４７０ ０．０６２７

９８／９９ ０．００４１ －０．０１３３ －０．００９２

９９／００ －０．００７０ ０．０２５９ ０．０１８７

対前年比変化率（RBOC）

技術変化率 効率性変化率 TFP

９１／９２ ０．０７８６ －０．００６５ ０．０７１６

９２／９３ ０．０６７９ －０．００４８ ０．０６２８

９３／９４ ０．０５７６ ０．００２９ ０．０６０７

９４／９５ ０．０４７２ ０．００６６ ０．０５４１

９５／９６ ０．０３７０ ０．００６８ ０．０４４０

９６／９７ ０．０２６０ ０．００００ ０．０２６１

９７／９８ ０．０１４９ ０．０１５３ ０．０３０５

９８／９９ ０．００３８ ０．０００５ ０．００４４

９９／００ －０．００７３ －０．０１３６ －０．０２０９

対前年比変化率（CLEC）

技術変化率 効率性変化率 TFP

９１／９２ ０．０７３９ ０．０１７０ ０．０９２２

９２／９３ ０．０６８３ ０．０２３９ ０．０９３８

９３／９４ ０．０５８２ ０．０４９８ ０．１１１０

９４／９５ ０．０４８０ ０．０３５２ ０．０８４９

９５／９６ ０．０３６５ ０．０２２６ ０．０５９９

９６／９７ ０．０２５７ ０．０１７８ ０．０４３９

９７／９８ ０．０１５０ ０．０７８５ ０．０９４７

９８／９９ ０．００４３ －０．０２５１ －０．０２０９

９９／００ －０．００６７ ０．０６１４ ０．０５４３

図４ 技術・効率性・生産性変化率

（RBOC平均）

図５ 技術・効率性・生産性変化率

（CLEC平均）
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同じプライスキャップ規制でも収入分配を伴わ

ない純粋なプライスキャップ規制に関して有意な

結果が得られたことは、プライスキャップを巡る

理論的帰結に沿ったものと思われる。他の規制方

式については単独で有意な結論を得られず、その

影響について結論を出すことはできない。今後と

もさらなる検討が必要であろう。

RBOCとCLECについて大幅な効率性の差異が

見られたことについては、これまでCLECに関し

ては、

�高採算地域でのみ事業を行ってきた

�事業育成的な意味で比較的強い規制下におか

れたきた

といった事業運営環境を反映して、比較的非効率

な事業運営が可能な環境にあったと考えることが

できる。近年、この差が縮まりつつあるという傾

向については、CLECに関してもRBOCと同等の

規制制度が適用されてきたという傾向を反映した

ものと考えられる。もちろんプライスキャップ規

制の効果は、効率性改善にのみとどまるものでは

なく、またその効果が還元されるためには、料金

やネットワーク設備の高度化といったものに、こ

れらが結びついてゆく必要がある。しかしながら、

効率性という事業者運営に直結した指標でその効

果を計ることは他の評価指標に対する効果を検討

する場合にも有益ではないかと思われる。

TFP生産性については、近年、技術変化の寄

与が低下して、効率性改善による寄与度が高く

なっていた。とくにCLECによる効率性改善が、

生産性に大きく影響していた。CLECのように、

効率性の水準が低く、かつ生産性変化について効

率化改善要因が小さい（もしくは悪化している）

場合、制御不能な指標を用いる純粋なプライス

キャップ方式のように強力に事業効率化の促進を

促す制度の導入は有効であると思われる。しかし

ながら、RBOCのように、比較的高い効率性がす

でに達成されている場合、効率性改善による生産

性向上はそれほど期待はできないことになる。む

しろ技術変化が低い場合、投資促進のためにも低

いＸ値を設定するといったこともあるかもしれな

い。生産性の内訳を把握することで、事業者によ

り異なったＸ値もしくは規制方式を設定するとい

う選択もあり得るのではないだろうか。

プライスキャップという規制実施においては、

生産性を的確に計測することはそれ自身、キャッ

プの水準を決定するために必要なことではあるが、

加えて生産性変化をＹの構成要素から測ることは、

制度を効果的に運用してゆくうえで重要であると

思われる。
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１ 財政赤字の現状

日本経済にとって、９０年代はまさに「失われた

１０年」となった。バブル崩壊後、日本経済は１０年

もの長期間にわたって低迷し、今もなお平成不況

が持続している。こうしたなかで、高度経済成長

を支えた日本的経済システムの行き詰まりも顕在

化することとなった。このように閉塞感が蔓延し

ている経済状況を打開するため、日本的経済シス

テムの再構築が急務となっている。政府部門にお

いては、国民の絶大な支持を受けて誕生した小泉

政権のもと、「改革なくして成長なし」をスロー

ガンに、日本的行財政システムの本格的な改革に

取り組みはじめた。経済財政諮問会議の『今後の

経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基

本方針』（いわゆる『骨太の方針』）における７つ

の改革プログラムでは、財政構造改革を目標の１

つに掲げている。

まず、日本財政の現状について平成１４年度当初

予算の概要から整理していきたい。一般会計の予

算規模は８１．２兆円となった。歳入面の内訳では、

公債発行額は３０兆円（前年度比５．９％増）であり、

公債依存度は３６．９％（前年度３４．３％）となってい

る。１０年前の平成４年度では、当初予算ベースで、

公債発行額は７．２兆円、公債依存度は１０．１％で

あったことを考えると、この１０年間で両者とも３

倍以上に拡大している。一方、歳出面の内訳では、

国債費は１６．６兆円（前年度比２．９％減）であり、

歳出に占める割合は２０．５％（前年度２０．８％）となっ

ている。１０年前の平成４年度では、国債費は１６．４

兆円、歳出に占める割合は２２．８％であった。わが

国の低い長期金利による恩恵を受けていることも

あって、この１０年間で国債費についてはほとんど

変化していない。

周知の通り、現在の日本財政を取り巻く環境は

極めて厳しい。バブル崩壊後における相次ぐ大規

模な景気対策により、平成１３年度末（２次補正後

ベース）の国と地方を合わせた長期債務残高は約

６７５兆円（対GDP比１３５％）に達し、平成１４年度

末（当初予算ベース）には約６９３兆円（対GDP比

１４０％）となる見込みである。これは、一般会計

の予算規模（平成１４年度当初予算）が約８１．２兆円

であるから、その８．６倍に相当する金額である。

今から１０年前の平成４年度末に約３０１兆円（対

GDP比６２％）であったことを考えれば、ごくわ

ずかの期間で、総額で見ても、対GDP比率で見

ても、実に２倍以上に膨れあがってしまったこと

になる。

先進国間の国際比較で見ても、わが国の長期債

務残高の対GDP比率は際だって高い水準にある。

OECDによる国際比較によると、平成１３年度末の

長期債務残高対GDP比率において、世界一の債

務大国であったイタリアを抜き、まさしく先進国

中最悪の財政状態に陥ってしまった。また、他の

視 点

財政危機の構造について

和光大学専任講師（郵政研究所客員研究官） 後藤 達也
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先進諸国の長期債務残高対GDP比率が低下傾向

にあるなかで、日本のみが凄まじい勢いでこの比

率を上昇させている姿は異常と言うほかない。

さらに、政府の債務はこれだけではない。財政

構造改革の第一歩として、平成１４年度の当初予算

において、小泉首相の公約でもあった「国債３０兆

円枠」が堅守されている。しかし、この過程では、

いわゆる「隠れ借金」の一種である地方交付税特

別会計の借入金（３．６兆円）などによる会計操作

がなされている。この地方交付税特別会計の債務

残高も約４６兆円にまで拡大している。これは、地

方交付税交付金（平成１４年度地方財政計画）が１９．５

兆円であるから、その２．４倍に相当する金額であ

る。こうした「隠れ借金」などの潜在的な債務を

も考慮に入れれば、わが国の長期債務残高はさら

に膨張するであろう。わが国の財政は極めて深刻

な状態を呈している。

本稿では、わが国の財政危機の構造をいくつか

の視点から眺め、まずはその実態について理解を

深めたい。そしてまた、今後の中長期における財

政運営において、どのような舵取りが必要となる

のか考えたい。

２ 構造的財政赤字の拡大

財政の機能として、資源配分機能、所得再分配

機能、経済安定化機能の３つが挙げられる。この

うち、経済安定化機能としては、ビルト・イン・

スタビライザー（自動安定化装置）があり、わが

国の財政制度に組み込まれている。租税体系が累

進所得税や法人税を中心に構成されているため、

税収は景気変動に敏感に反応する。よって、不況

時には、所得税と法人税はGDPの落ち込み以上

に減少することになる。これによって、個人可処

分所得や税引後の法人利潤の落ち込みを緩和し、

総需要を構成する消費や投資を安定させる。しか

し、ビルト・イン・スタビライザーの効果によっ

て、不況下においては税収の落ち込みが起こり、

財政収支は悪化することになる。事実、平成不況

が持続しているわが国において、税収の落ち込み

は著しい。税収の落ち込みの程度が緩やかであれ

ば、これほどまでに財政状態が悪化することはな

かったであろう。しかし、仮に景気が回復し、税

収が増加したとして、はたして現在の財政赤字は

解消できるのだろうか？

先に見たとおり、わが国の長期債務残高は著し

く膨張している。特に問題視すべきは、現在の財

政赤字のうち、構造的部分が占める割合が非常に

高いのではないかと危惧されることである。なぜ

なら、構造的部分が現実の財政赤字に占める割合

が大きくなればなるほど、財政赤字の解消はより

いっそう困難なものになるからである。

年々の財政赤字には、短期的な要因（景気循環）

によるものと、構造的な要因（裁量的財政政策）

によるものとがあると考えることができる。より

具体的に言えば、現実に発生する財政収支には、

所与の財政制度および租税構造のもとでの経済活

動水準に依存して生じる収支（ビルト・イン・ス

タビライザーによる収支）と、政府が経済に対し

て積極的な立場からとった裁量政策によって生じ

る収支との両方が含まれている。この両者を明確

に区別し、現在の財政赤字が構造的であるか否か

を判断する指標として、高雇用余剰という概念が

活用されてきた。

高雇用余剰とは、所与の財政制度・租税構造の

もとで、経済活動水準が完全雇用に復帰したとき

に発生すると予測される財政収支と定義付けられ

る。完全雇用余剰、または構造的財政収支とも呼

ばれる。つまり、たとえ現在の経済状況が景気回

復によって、理想的な経済状態、つまり完全雇用

状態に移行したとしても、それでもなお改善が見

込めない構造的な財政赤字の水準を定量的に分析

することができる。よって、財政赤字水準の測定
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基準として、この高雇用余剰概念を採用し、わが

国における構造的な財政赤字を計測することで、

日本の財政赤字の実体を短期的要因と構造的要因

とに分解して把握できるのである。

OECDの推計結果によれば、１９９３年度に構造的

財政赤字が発生し、その赤字幅がこれまで拡大し

てきたことが分かる１）。また、１９９９年度時点で、

現実の財政赤字の約９割を構造的財政赤字が占め

ている。一方、内閣府の推計結果によれば、１９９２

度年に構造的財政赤字が発生し、その赤字幅は拡

大してきている。こちらも、１９９９年度時点で、現

実の財政赤字の８割以上を構造的財政赤字が占め

ている。よって、景気が回復して循環的な財政赤

字が解消されたとしても、構造的な財政赤字がそ

のまま存在するため、現在の財政赤字の縮小は残

念ながらほとんど期待できないことになる。

３ 中立命題成立の可能性

バブル崩壊後に発生した巨額の財政赤字のほと

んどは、裁量的財政政策による構造的財政赤字で

あることが分かった。しかしながら、こうした大

規模な裁量的財政政策を実施してきたにもかかわ

らず、短期的な景気下支え効果はごくわずかであ

り、日本経済を本格的な成長軌道に乗せることは

できなかった。これにはどのような理由が考えら

れるだろうか？

その理由の１つとして、中立命題の成立が現実

味を帯びてきたことが挙げられる２）。中立命題と

は、政府支出の拡大が公債で調達されても、また

租税で調達されても、生じる経済効果は全く等し

くなるという考え方である。通常、不況時には公

共投資や減税の実施によって、消費が刺激され、

乗数効果によって生産や雇用も拡大していくと考

えられる。しかし、一般的に公共投資や減税の財

源は公債の新規発行による借金によって賄われる

ため、将来時点において増税によって公債を償還

することが必要になる。よって、もし公債発行に

よる公共投資や減税の実施によって、国民が将来

の増税による公債の償還を予想して、公債発行額

だけ貯蓄を高めるという合理的な行動をする場合

は、消費等の経済活動は全く影響を受けないこと

になる。つまり、公共投資や減税などの裁量的財

政政策は、短期的にも、長期的にも、全く効果を

持たないことになる。特に、遺産動機を組み入れ

たバローの中立命題においては、公債を償還する

ための増税が将来世代にまたがる場合においても

成立することになる。したがってわが国において

中立命題がどの程度成立しているのかということ

は、財政構造改革を推し進める上において、極め

て重要な問題であると言えよう。

わが国においても、中立命題の成立について数

多くの実証分析が行われてきた。例えば、筆者の

共同研究である村田・後藤（２００１）では、バブル

崩壊後の中立命題の成立について分析している。

具体的には、理論モデルから導かれた中立命題の

成立条件をマクロ消費関数および資産需要関数の

推計とBlanchard＝Weil型消費関数の推計によっ

て検証している。大量の公債発行が生じた１９７５年

から１９９９年おける推計結果によれば、バブル崩壊

前の１９９０年までに関しては、中立命題は成立して

いないとの結果を得ている。他方、バブル崩壊後

に公債残高が急速に累積した１９９１年度以降に関し

ては、中立命題が成立している可能性が高まって

きているという結果を得ている。また、この時期

においては、国民の４０～６０％が公債発行は将来の

増税に繋がるとみなしていると判断している。

１）後藤（２０００）における筆者の推計においても、バブル崩壊後の１９９４年以降、再び構造的な財政赤字が発生し、その赤字幅が拡
大していることが分かる。また、後藤（２０００）においては、構造的財政赤字の推計上の問題点についても指摘している。

２）井堀（２０００）は、公共投資の乗数効果が小さくなった原因として、�１税率（＝租税負担率）の上昇、�２日本経済の国際化、�３
変動為替レート制度のもとでのマンデル＝フレミング効果、�４公債の中立命題、の４つを挙げている。
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よって、９０年代に入って公債残高が累積する中

で、公債発行は将来の増税と考える国民の割合が

増加し、国民の多くは増税による公債の償還を織

り込んでいる可能性が高い。つまり、ある程度の

中立命題が成立しており、最適な消費・貯蓄行動

を実行する際に、中長期の財政運営を考慮に入れ

ている国民が増加していると考えられる。国民の

多くは、短期的な視点での消費・貯蓄行動（今期

の可処分所得のみで今期の消費を決定する）から、

中長期的な視点での消費・貯蓄行動へと移行して

いるのである。したがって、中長期の財政運営が

国民の消費・貯蓄行動に与える影響は決して看過

できるものではなく、中長期的な視点での財政運

営がこれまで以上に重要になってきていると言え

よう。

４ プライマリー・バランスと中長期の財政運営

プライマリー・バランスという用語は、従来の

財政学の教科書では使われていない比較的新しい

概念である。プライマリー・バランスとは、財政

運営の健全度を示す指標の１つであり、「基礎的

財政収支」とも呼ばれる。近年、中長期的な財政

赤字の維持可能性が問題となるにつれて注目され

るようになり、財政運営上の目標として活用され

るようになった。経済財政諮問会議のいわゆる

『骨太の方針』においても、中長期の目標として、

プライマリー・バランスの均衡を挙げている。

プライマリー・バランスは、「国債費（過去の

借金に関わる利払い費と償還費）を除く歳出」と

「公債金収入（新たな借金）を除く歳入」との差

額と定義される。プライマリー・バランスが均衡

しているもとでは、国民が国に払う税金などの負

担と国から受ける公的サービスの受益は同じ水準

になり、現在の負担と受益が均衡しているという

ことになる。これが赤字の場合は、現在の国民が

負担する以上の公的サービスを享受しており、そ

のツケを将来世代に回していることになる。わが

国のプライマリー・バランスはバブル期の１９８０年

代後半から１９９１年度にかけて黒字であったが、バ

ブル崩壊後の１９９２年度以降は赤字である。ちなみ

に、平成１４年度当初予算では１３．３兆円の赤字と

なっている。

財政赤字の維持可能性を確保するためには、少

なくとも債務残高の対GDP比率を一定にする必

要がある。もし債務残高の対GDP比率が上昇し

続け、発散していくような場合、財政の維持可能

性は確保されず、将来的に財政の破綻を招きかね

ない。プライマリー・バランスの均衡を達成させ

ることによって、債務残高の対GDP比率は現行

の水準に保たれ、こうした最悪の事態を回避でき

る。

ここで、プライマリー・バランスを考える際に

注意すべき点が２つある。１つは、プライマ

リー・バランスの均衡は、財政の維持可能性を確

保するための必要条件であるが、十分条件ではな

いということである。名目経済成長率＝（長期）

名目金利が成立していなければならない３）。この

状態のもとでプライマリー・バランスを均衡させ

ることによって、債務残高の対GDP比率を一定

に抑えることが可能となり、財政赤字が発散する

ことはない。この時はじめて、財政の維持可能性

を確保することができるのである。しかし、わが

３）t期のGDPをYt、債務残高をDtとし、（長期）名目金利を r、名目経済成長率をgとする。また、国債費は過去の借金の利払いと
する。今、プライマリー・バランスが均衡している状態を考える。このとき、新たな借金は過去の借金の利払い分のみとなり、
国債費 rDt－１と公債金収入（新規の国債発行額）Dt－Dt－１とが等しくなるから、rDt－１＝Dt－Dt－１となる。

よって、Dt＝（１＋r）Dt－１である。したがって、債務残高の対GDP比率は、
Dt

Yt
＝
（１＋r）Dt－１

（１＋g）Yt－１
と表される。ここで、（長期）名目

金利が名目経済成長率に等しくなるとき、r＝gとなり、
Dt

Yt
＝

Dt－１

Yt－１
となるから、対GDP比率は一定に保たれることになる。
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国において、現時点では、名目経済成長率はマイ

ナス、（長期）名目金利は１％～２％であり、名

目金利が名目成長率を上回っている。

２つは、プライマリー・バランス均衡を達成す

ることは、債務残高の対GDP比率が一定に保た

れることを意味しているだけであるということで

ある。つまり、財政の維持可能性が確保されると

いうだけであり、これまでに累積してきた債務残

高は何ら減少することはないのである。よって、

より積極的に財政再建を目指すためには、プライ

マリー・バランスを黒字化し、債務残高の対

GDP比率を現行の水準より小さくしていく必要

がある。

経済財政諮問会議の『構造改革と経済財政の中

期展望について』（平成１４年１月）によれば、構

造改革の成功と着実な経済成長が実現できるとい

う、かなり楽観的な経済見通しのもとで、２０１０年

代初頭（平成２１年以降）に、プライマリー・バラ

ンスはようやく黒字化するとしている。一方、財

務省は、この中期展望での経済見通しを反映させ

た『平成１４年度予算の後年度歳出・歳入への影響

試算』（平成１４年２月）において、一般会計の歳

入と歳出の規模を平成１７年度まで試算している。

平成１７年度の公債発行額については、現在の財政

構造を前提とする限り、悲観的試算（名目経済成

長率０．５％）では４２兆円、楽観的試算（名目経済

成長率は平成１５年度１．２５％・平成１６年度以降

２．５％）では３９兆円に達することになる。悲観的

試算では、プライマリー・バランスは平成１４年度

の１３．３兆円から平成１７年度の２２．８兆円に拡大し続

ける。つまり、財政構造改革が成功しない限り、

プライマリー・バランスの均衡は達成できず、

「国債３０兆円枠」も維持できない。

しかも、この財務省の試算では国債費の算出に

おいて、平成１７年度まで１０年国債金利を２．０％と

いう低水準に仮定していることに注意しなければ

ならない。将来的には、財政赤字の維持可能性に

対する市場の信認を失い、国債価格が下落して長

期金利が上昇するという事態も起こりうる。その

場合は、国債費がさらに膨張し、国債発行額はこ

の試算以上に増加するだろう。国債費が膨張すれ

ば、予算編成の自由度が奪われ、財政の硬直化と

いう問題も顕在化してくることになる。

５ まとめ

これまで見てきたとおり、わが国の財政赤字の

大部分は構造的なものであり、景気回復によって

解消できないものである。中長期的にも、現在の

財政構造を前提とする限り、公債発行額は増加し

続け、長期債務残高がさらに膨張することが見込

まれる。また同時に中長期の財政運営が国民の消

費・貯蓄行動に与える影響が大きくなってきてお

り、中長期的な視点での財政運営の重要性が増し

ている。したがって、中長期的に財政構造改革を

強力に推し進めていく必要がある。実効性ある中

長期の財政構造改革のスケジュールを早急に具体

化し、責任ある財政運営を継続して実行していく

ことによって、財政再建の道筋を国民に明示する

ことが最も重要である。団塊の世代が年金受給者

となり、社会保障関係費がさらに増大し始める

２０１０年までに、財政再建の目処を付けておく必要

があろう。まずは、財政運営における中長期の政

策課題として、プライマリー・バランスの均衡を

目指した財政構造改革を実行していかなければな

らない。またさらに、（長期）名目金利以上に名

目経済成長率を上昇させることも必要とされる。

財政構造改革の現実的な手段として、中長期的

には歳出削減や増税を実施せざるを得ない。特に、

歳出の膨張に歯止めをかけ、財政再建の道筋を国

民に明示していくために、具体的な歳出削減目標

を中長期にわたって設定することも必要であると

思われる。しかし、これらの需要抑制政策は景気

２４郵政研究所月報 ２００２．６



後退をもたらす側面もある。たとえある程度中立

命題が成立しているような経済状況であっても、

中立命題が完全に成立しない限り、裁量的財政政

策の景気下支え効果を完全に否定することはでき

ない。また、デフレ圧力が継続している日本経済

において、急激な需要抑制政策を実施することは

大変危険である。

よって短期的には、景気対策の見地から歳出の

量を急激に縮小することが困難であるとしても、

まずは歳出の質について精査し、その内訳を見直

されなければならない。民間需要を誘発する効果

が高く、日本の潜在成長力を高めることができる

内容に改革していく必要がある。平成１４年度当初

予算では、公共投資関係費について、前年度当初

予算相当額より１割の削減を行った上で、７分野

（環境、少子・高齢化、地方活性化、都市再生、

科学技術振興、人材育成、IT）への重点化を図

ろうとしている。今後の予算編成においても、こ

うした硬直的な従来型予算配分の見直しを継続し

ていかなければならない。
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日本経済・金融市場 
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日銀短観：２００２年３月調査

○業況判断DIは－４１と１２月調査から１ポイント悪化。先行き（６月）は－４０と１ポイントの改善を見込む。
（後掲トピックス「日銀短観（平成１４年３月）」参照）

業況判断DI（全規模全産業）の推移

（注） 直近は６月予測値。シャドーは景気後退期を表す。
（出所） 日本銀行 ４月１日発表

景 気 動 向 指 数

○２月の先行指数は５０％に低下、一致指数は１４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 ４月１９日発表
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生 産

○鉱工業生産指数（確報）……２月は前月比＋１．２％ 在庫率指数……２月は前月比＋１．４％
（後掲トピックス「平成１４年２月分鉱工業生産等について」参照）

鉱工業生産・在庫率指数の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す （出所）経済産業省 ４月１７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）……２月は前月比＋１０．８％
資本財出荷（輸送機械を除く、季節調整値）（確報）……２月は前月比－２．７％

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４月８日発表、経済産業省 ４月１７日発表

公 共 工 事

○公共工事請負金額……３月は前年同月比－１８．６％
公共工事受注額（公共機関）……２月は前年同月比－１９．０％

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） 保証事業会社協会４月１５日発表、国土交通省４月１０日発表
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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）……２月は前年同月比－３．８％
小売業販売額……２月は前年同月比－６．２％

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４月５日発表、経済産業省４月１５日発表

所 得

○可処分所得（勤労者世帯）……２月は前年同月比＋１．６％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……２月は前年同月比－１．１％

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４月５日発表、厚生労働省４月１６日発表

雇 用

○完全失業率（季節調整値）……２月は５．３％（前月比同）
有効求人倍率（季節調整値）……２月は０．５０倍（前月比０．０１ポイント悪化）

完全失業率等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す （出所） 総務省３月２９日発表、厚生労働省３月２９日発表
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総貸出平残（５業態計） 

貿 易 収 支

○貿易収支……２月は７，８６０億円の黒字で前年同月比－１０．２％
輸出入数量指数……２月の輸出は前年同月比－４．１％、輸入は同＋０．５％

通関貿易収支・輸出入の推移

（出所） 財務省 ３月２８日発表

物 価

○消費者物価指数……２月は前年同月比－１．６％
国内卸売物価指数……３月は前年同月比－１．３％

物価指数の推移

（出所） 総務省 ３月２９日発表、日本銀行４月８日発表

マネーサプライ

○マネーサプライ……３月のM２＋CDは前年同月比＋３．８％
民間銀行貸出……３月は前年同月比－４．５％

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 ４月１０日発表

２９ 郵政研究所月報 ２００２．６



（％） （％） 

1.50

1.45

1.40

1.35

1.30
3月 4月 

10年最長国債利回り 
（３～４月中旬） 

10年最長国債利回り ５年利付金融債利回り 

無担保コール翌日物金利 
CD３ヶ月物金利 

公定歩合 

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.0

0.5

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

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 

TOPIX（右軸） 

日経平均株価（左軸） 

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

1,900

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

0.80
0.85
0.90
0.95

1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 

80
85
90
95
100
105
110
115
120

ユーロ・ドルレート 

ドル・円レート（左軸） 

円実効為替レート 
（右軸、逆目盛） 

国 内 金 利

○無担保コール翌日物金利は実質ゼロ金利継続。
１０年最長国債利回りは、１．３％台に低下。

国内金利の推移

国 内 株 式

○日経平均株価は１１０００円台、TOPIXは１０００ポイント台を推移（終値ベース）。

平均株価等の推移

為 替

○対ドルは１３３円台まで、対ユーロは１１６円台まで下落（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 

下昇傾向の管内 

横ばい傾向の管内 

総合的な指標の動き

《１月の動き》
・上昇傾向の管内 ：北海道、沖縄
・横ばい傾向の管内：なし
・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
※ 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４月８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）

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 １４年１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 ― × × × × × × × × × × × ×

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 ０．４ １．５ －０．６ －１．２ ０．７ １．９ ２．４ ２．６ ４．８ ０．４ －０．２ ６．５ －１．５
有効求人倍率（季節調整値、前月差） �２ ０．０１ ０．００ ０．００－０．０２－０．０１ ０．０２－０．０１ ０．００－０．０１ ０．００ ０．００ ０．０２ ０．００
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比） �３ －２．２ －２．２ －２．５ －１．０ －１．１ －１．４ －３．３ －１．７ －３．８ －０．９ －２．５ －１．５ －２．１
新設住宅着工戸数（前年比） �４ ６．４ ０．０ ０．７ ４２．１－２０．４－１２．６ ２．５ ５．３－２４．２ ０．２－１１．７ ６３．１ ３．５
建築着工床面積（商工業・サービス用、前年比） �４ １６６．１－２０．６－１０．７ ７０．１－３６．６ ５３．５ －７．０－２７．８ ２０．７ ４５．６－２９．９ １０３．０ －３．７
新車販売台数（乗用車、前年比） �５ ６．５ ７．９ ３．０ ２．９ ４．９ ８．９ ４．１ ４．８ ５．７ ７．０ ５．２ ８．７ ４．６
実質家計消費支出（前年比） �６ －３ ４．８ ７．２ １．２ ５．３ ５．１ －２．０ ３．１ １．８ ０．４ ５．９ ５．４ ０．２
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） ８３．２ ６６．２ ６５．９ ６６．２ ５４．７ ５６．９ ５９．５ ６９．３ ６６．１ ７２．８ ７１．６ ８４．９ ６５．２
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） ２．０ －０．５ －０．９ －１．５ －１．１ －０．４ －０．５ －０．４ －１．６ －１．２ －０．４ ４．２ －０．３

（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
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米国経済・金融市場 

非農業部門雇用者数（前月差、左軸、万人） 
失業率（季調値、右軸、％） 
時間当り賃金（前年同月比、右軸、％） 
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財・サービスの純輸出（季調値、右軸、億ドル） 
財・サービスの輸出（前年同月比、左軸、％） 
財・サービスの輸入（前年同月比、左軸、％） 
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雇 用

○３月の非農業部門雇用者数（季節調整値）は前月比＋５．８万人。失業率（季節調整値）は５．７％と前月か
ら０．２％悪化。時間当たり賃金（季節調整値）は前月比＋０．３％

（後掲トピックス「２００２年３月の米国雇用統計」参照）

雇用関連統計の推移

（出所） 米国商務省 ４月５日発表

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値）…２月は３１５．１億ドルの赤字。輸出は前月比＋１．２％、輸入は同＋４．０％。

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省 ４月１７日発表
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NYダウ：（左軸、ドル） 
ナスダック指数（右軸、ポイント） 
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FFレート　誘導目標水準 
TB３ヶ月物（買い） 
財務量証券10年利回り 
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消費者物価指数（総合） 
消費者物価指数（コア） 
生産者物価指数（総合） 
生産者物価指数（コア） 

米 国 株 式

○NYダウは１００００ドル台を推移（終値ベース）。
NASDAQは１８００ポイントを一時割込むもその後回復（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％台前半を推移。

米国金利の推移

物 価

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

物価指数の推移

（出所）米国労働省 ４月１６日、４月１２日発表
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月例経済報告（４月）

○基調判断は２か月連続で上方修正 （内閣府：４月１０日発表）

４月１０日に発表された４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、雇用情勢は依然として厳しいこと、個人消費は横ばいとなっていること、輸出と

生産は下げ止まってきていること、業況判断は大企業においては下げ止まりの兆しがみられること及び

アメリカの景気回復の動きが、製造業を中心とした世界主要経済の生産回復につながりつつあることを

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、底入れに向けた動きがみられる」と

総括し、基調判断を２か月連続で上方修正した。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前月同様に指摘している。

基調判断の上方修正について、内閣府幹部は「順調にいけば延長線上に底入れとなるが、先行きのリ

スクを注視する必要がある。生産がどうなっていくかが１番のポイント。加えて雇用とかの動向も材料

になる」と説明している。

主要項目では、輸出、生産が２か月連続の上方修正、業況判断は１年１０か月ぶりの上方修正、雇用情

勢は１年９か月振りの上方修正となった。

また、政策態度については、「平成１４年度予算の成立を受け、これと平成１３年度補正予算を一体とし

て切れ目なく実施していく」が新たに明記された。

基調判断は２か月連続で上方修正されたが個人消費は依然低調であり、設備投資も減少傾向が続いて

いる。日本政策投資銀行の設備投資アンケート調査でも１４年度の設備投資計画は前年度マイナスである。

近い将来景気が底を打ったとしても、上昇圧力は弱く、底這う可能性もある。

マクロ経済トピックス
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４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）

３月 月例 ４月 月例

総括

判断

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。

景気は、依然厳しい状況にあるが、底入れに向けた

動きがみられる。

・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、雇用情勢は依然として厳しい。

・個人消費は、横ばいとなっている。

・輸出と生産は下げ止まってきている。業況判断は、

大企業においては下げ止まりの兆しがみられる。

・アメリカの景気回復の動きが、製造業を中心とし

た世界主要経済の生産回復につながりつつある。

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
横ばいとなっている。 同左

住宅

建設
おおむね横ばいとなっている。 同左

設備

投資
大幅に減少している。 同左

公共

投資
総じて低調に推移している。 同左

生産 下げ止まりの兆しがみられ、在庫率も低下している。 下げ止まりつつある。

雇用

情勢

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。

依然として厳しい。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。

厳しい状態が続いているが、大企業においては下げ

止まりの兆しがみられる。

国際

収支

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。

輸出は下げ止まっている。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、下落幅が縮小している。消費者物

価は、弱含んでいる
同左

３５ 郵政研究所月報 ２００２．６



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

１３年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。

４月

景気は、依然厳しい状況にあるが、底入れに向けた動きがみられる。
・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、雇用情勢は依然として厳しい。
・個人消費は、横ばいとなっている。
・輸出と生産は下げ止まってきている。業況判断は、大企業においては下げ止まりの兆しがみられる。
・アメリカの景気回復の動きが、製造業を中心とした世界主要経済の生産回復につながりつつある。
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
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平成１４年２月分鉱工業生産等について

○２月の鉱工業生産指数は上昇 （経済産業省：３月２９日発表）

経済産業省が３月２９日に発表した生産・出荷・在庫指数速報によると、２月の鉱工業生産指数は前月

比＋１．３％で２ヶ月ぶりにプラスとなり、９２．２（季節調整値、以下同じ）となった。しかし、前年同月

比では－１１．３％で、生産水準は相変わらず低いレベルにとどまっている。

出荷は前月比＋１．４％でこちらもプラスに転じ、９５．０となった。在庫は前月比－０．６％の９２．１で６ヶ月

連続の低下となり、在庫調整が進展していることを示した。また、在庫率は前月比－０．１％の１０９．４で、

ほぼ横這いとなった。

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２月の見

込みは４．６％増だったが、実際は２．４％増に留まったため、実現率は－２．０％となり見込みを大きく下

回った。３月の見込みは１．０％増

で、前回調査時の見込みと比較し

た予測修正率は－０．２％となって

いる。また、４月の見込みは

０．２％増と伸び率は低めなものの、

２ヶ月連続の増加を見込んでいる。

経済産業省は基調判断を「生産

は停滞傾向にあり、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、２月の基調判断の表現

に生産の停滞傾向を加えたが、最

終需要動向の不透明さを理由に慎

重姿勢を崩していない。

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、電気

機械工業でアクティブ型液晶素子

などが増加したことから前月比＋

１．５％となったのをはじめ、化学

工業（除医薬品）＋３．１％、その

他工業＋２．９％、非鉄金属工業＋

４．５％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

在庫循環（鉱工業全体）

鉱工業生産指数等の推移

３７ 郵政研究所月報 ２００２．６
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る。また、生産が前月比で低下した業種は、精密機械工業、繊維工業、輸送機械工業であるが、精密機

械工業が－４．７％となったほかはマイナス幅は小さい。

在庫指数については、鉄鋼業、電気機械工業、一般機械工業等で低下している。在庫循環図でみると、

在庫調整がさらに進展していることがわかる。

生産指数は、このところ一進一退の動きで、経済産業省の基調判断のとおり、停滞模様になってきて

いる。しかし、米国をはじめとした外需が回復してきたこと、国内においても３月期末を無事に乗り越

えられる見通しが立ったこと、株価がやや値を戻していることなど、若干ではあるが明るいムードが醸

成されてきている。また、前述のとおり、３月、４月も２ヶ月連続の上昇が予測されているが、電気機

械工業が４ヶ月連続で増加する等、一部の産業では回復の兆しが見えてきている。

経済産業省が指摘する通り、最終需要動向は不透明感がぬぐえないが、昨年１１月～今年２月がボトム

となる可能性は高まってきているように思われる。

日銀短観（平成１４年３月）

○業況判断DIはほぼ横這い （日本銀行：４月１日発表）

・業況判断（カッコ内は変化幅）

最 近：大企業製造業－３８（±０）、大企業非製造業－２２（±０）、全規模全産業－４１（－１）

先行き：大企業製造業－２７（＋１１）、大企業非製造業－２１（＋１）、全規模全産業－４０（＋１）

日本銀行が４月１日に発表した日銀短観によると、現状の業況判断DIは、ほぼ横這いの結果となっ

た。大企業では、製造業・非製造業はそれぞれ、－３８、－２２で、前回からの変化幅は±０であった。中

堅・中小企業でも変化幅は＋１～－３と小幅であった。大企業製造業で変化幅が±０になったのは２０００

年１２月期以来、大企業非製造業では２０００年９月期以来のことである。全規模全産業では－４１で、変化幅

は－１だった。

企業規模別にみると、中堅・中小企業では中堅企業製造業が＋１となったのを除いては、小幅ながら

悪化している。このことから、大

企業においては業況が改善しそう

な兆しが現れてきているが、中小

企業ではまだ厳しい様子が窺われ

る。しかし、中小企業においても、

前回調査時における先行き予測ほ

ど悪化はしていない。

業種別にみると、製造業では化

学、鉄鋼、電気機械等が改善して

いる。一方、窯業・土石製品、非

鉄金属、精密機械は変化幅が二桁

DIの推移

３８郵政研究所月報 ２００２．６
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のマイナスとなった。非製造業では通信、卸売、サービスで改善し、運輸、リース、不動産が悪化した。

先行きの見込みは、全規模全産業は－４０で、変化幅は＋１を見込んでいるが、企業規模別に見ると、

大企業製造業が－２７と＋１１の改善を予想しているほか、中堅企業製造業も＋９の改善を見込んでいるな

ど、製造業において大幅な改善が見込まれているが、中小企業製造業では変化幅±０と予測している。

一方、大企業非製造業、中堅企業非製造業では改善幅の見通しは＋１で小さいものとなっている。さら

に、中小企業非製造業においては変化幅が－４と、悪化の見通しとなっており、中小企業の厳しさはこ

こにも表れている。

・設備投資計画は減少

２００１年度の設備投資計画は、全規模全産業では－５．６％で前回より若干上方修正されたものの、ほぼ

同水準となった。規模別では大企業と中小企業が上方修正している一方、中堅企業は下方修正となった。

一方、２００２年度は、全ての規模の企業において前年度比マイナスの計画となった。特に、中小企業に

おいては、製造業が－２４．２％、非製造業が－１３．４％で、トータルでは－１６．２％と大幅減少となった。大

企業も－８．４％の減少となっている。全規模全産業では－７．６％であった。

企業規模別

設備投資計画 （前年度比、％）

２００１年度

（計画）

２００２年度

（計画）修 正 率 修 正 率

大 企 業

製 造 業 －６．７ －２．４ －８．４ ―

非 製 造 業 －５．７ ２．４ －８．４ ―

全 産 業 －６．１ ０．５ －８．４ ―

中 堅 企 業

製 造 業 －１３．２ －１．８ －１４．３ ―

非 製 造 業 －２．７ －０．６ －１．２ ―

全 産 業 －４．１ －０．８ －２．７ ―

中 小 企 業

製 造 業 －１５．３ １．２ －２４．８ ―

非 製 造 業 －４．５ １．１ －１３．４ ―

全 産 業 －７．４ １．１ －１６．２ ―

全 規 模 計

製 造 業 －９．３ －１．７ －１２．０ ―

非 製 造 業 －４．２ ０．８ －６．０ ―

全 産 業 －５．６ ０．１ －７．６ ―

３９ 郵政研究所月報 ２００２．６
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・底打ちの可能性はあるが、回復は未知数

今回の日銀短観は、大企業、製造業において改善の見通しを示したが、全体としての改善見込みはま

だ小さなものとなっている。鉱工業生産にみられるように、昨年１１月～今年３月頃がボトムとなる可能

性は出てきたと思えるが、まだ底這いの可能性もあり、慎重に見ていく必要があろう。

２００２年３月の米国雇用統計
（米国労働省：４月５日発表）

○３月の失業率は５．７％と前月比０．２％上昇。一方、非農業雇用者数は前月比＋５．８万人と８ヶ月

ぶりに前月を上回る水準に。

米国労働省が４月５日発表した３月の雇用統計によると、失業率（季節調整済、軍人除く）は５．７％

と前月比０．２％の悪化となった。失業率は昨年１２月に５．８％まで上昇した後、今年に入り低下に転じたも

のの３月に再び上昇した。一方、非農業雇用者数は同＋５．８万人と昨年７月以来８ヶ月ぶりに前月を上

回る水準となった。これは、前月２月の雇用者数が当初発表の同＋６．８万人から－０．２万人と大幅に下方

修正された影響があるものの、景気後退により悪化を続けてきた雇用状況の回復を示す数字となった。

また、時間あたり賃金は同＋０．３％の１４．６７ドルと前月と同じ増加率となった。

非農業雇用者数は前月を上回る水準となったが、その要因を業種別にみると製造業が前月比－３．８万

人、建設業が同－３．７万人と減少した一方、サービス業が同＋１１．８万人、政府部門が同＋３．７万人と増加

し、製造業、建設業の減少分を補う結果となった。サービス業の中でも人材派遣業は同＋６．９万人と健

康サービス（同＋３．２万人）とともに雇用増加へ寄与している。特に、人材派遣業の増加は、企業が景

気回復の期待が高まる中で、機動性の高い

人材派遣を先行的に採用している可能性が

ある。また、政府部門についても昨年９月

の同時多発テロ以降安定的に雇用の受け皿

となっている。

また、昨年来大幅に減少を続けていた製

造業についても減少幅は３ヶ月連続で縮小

しており、週平均労働時間も前月比＋０．４

時間と大きく増加するなど、自動車やハイ

テクを中心とした生産の回復を反映して雇

用環境の下げ止まりがみられる。ただし、

調査会社ファーストコールが集計した米主

要５００社の１－３月期の営業利益は前年同

期比－８．８％と、ハイテク関連企業を中心

に依然として企業収益は低迷を続けている。

失業率は５．７％と３ヶ月ぶりの上昇と

米国失業率推移（季調済）

４０郵政研究所月報 ２００２．６
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なったが、特に１０代が前月比＋０．８％、黒

人が同＋１．１％とそれぞれ上昇したのが目

立っている。失業率は昨年１２月に５．８％ま

で上昇し、その後改善の兆しを見せていた

が、今回再び上昇に転じたことで、雇用状

況が回復し景気回復が本格化するか否か疑

問が残る。

今後については、景気回復の期待が高ま

る中、個人消費は堅調に推移しているため、

ポイントは企業業績の回復である。企業業

績が低迷したままでは、企業は雇用増へ二

の足を踏むことになり、回復の兆しが見え

ている雇用が持続しない。したがって、一

部に米国経済が底を打ったとの見方がある

ものの、景気回復が持続的なものになるか

はもう少し様子を見る必要があろう。

米国非農業雇用者数推移（前月比、季調済）

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

○２００２年３月 米国雇用統計概要（数値は全て季節調整済）

２月 ３月 前月比増減 摘 要

失業率（％） ５．５ ５．７ ０．２ ３ヶ月ぶりの上昇

成人男性 ５．０ ５．２ ０．２

成人女性 ５．０ ５．０ ０．０

１０代 １５．６ １６．４ ０．８ ３ヶ月ぶりの上昇

非農業雇用者数（千人） １３１，２１０ １３１，２６８ ５８ ８ヶ月ぶりの増加

財生産部門 ２４，２４３ ２４，１６６ ▲７７ １７ヶ月連続の減少

鉱業 ５５７ ５５５ ▲２ ５ヶ月連続の減少

建設業 ６，８１７ ６，７８０ ▲３７

製造業 １６，８６９ １６，８３１ ▲３８ ２０ヶ月連続の減少

サービス生産部門 １０６，９６７ １０７，１０２ １３５ ４ヶ月連続の増加

交通・公共施設 ６，８９８ ６，８９２ ▲６

卸売業 ６，９１９ ６，９１７ ▲２ １２ヶ月連続の減少

小売業 ２３，４５８ ２３，４５２ ▲６

金融・保険・不動産業 ７，６２４ ７，６１８ ▲６ ２ヶ月連続の減少

サービス業 ４０，９８３ ４１，１０１ １１８

政府部門 ２１，０８５ ２１，１２２ ３７ ６ヶ月連続の増加

時間あたり平均賃金（ドル） １４．６３ １４．６７ ０．０４ １５ヶ月連続の増加

４１ 郵政研究所月報 ２００２．６



数年前、ロンドン大学LSEで各国の政策動向、政

策課程論を学ぶ機会を得た。我が国の中央省庁再編、

郵政公社化等の議論が英国でも報道されていた頃で、

指導教官から、しばしば論戦を挑まれたものである。

彼の部屋で議論することが多かったが、息詰まる

と、キャンティーンに場所を移して、まあ、お茶で

も飲みながら、ということになる。そういう時、彼

は必ず「Let’s have a nice cuppa！」と嬉しそうに

のたまうのだ。

キャンティーンでは、湯の入ったカップとティー

バッグが出される。彼は、おもむろに、ティーバッ

グを湯に浸すと、スプーンで「しごく」のである。

力一杯ぎしぎしと。日本の紅茶教本によれば、

ティーリーフをあらかじめ温めたティーポットに入

れ、茶葉がゆったりとジャンピングし、brewされ

た紅茶をカップに注ぎ……と優雅な紅茶の淹れ方論

が展開される。しかし、某英国紙が行った調査によ

れば、「英国人の９５％はティーバッグ」を愛用し、

「お手軽なマグカップでガブガブと飲み干してい

る」らしい。実践的かつ豪快な紅茶の淹れ方である。

SavoyやRitzなど一流ホテルのアフタヌーンティー

で供される紅茶もティーバッグが主流でリーフ

ティーを珍重する日本の紅茶文化と異なり、硬水で

もしっかりと風味が出るカットされた茶葉のステイ

タスは、ティーバッグを含めて極めて高いのである。

英国で販売されているティーバッグの茶葉の９０％程

度がケニアなど東アフリカ産であることもあまり知

られていない。タンニンが豊富で硬水に負けないし、

ミルクにも実によくあう。

後日発見したのだが、英国の小学生用の教本に、

「おいしい紅茶の淹れ方」が載っている。Mr.

Whiteの紅茶の淹れ方、と題するその記事は、「電

気ケトルのスイッチを入れ、マグカップにティー

バッグを放り込み沸騰した湯を注ぎ、スプーンで

しっかりしごきましょう」という調子である。

「アニマルファーム」や「１９８４年」の作者である

ジョージ・オーウェルは「A Nice Cup of Tea」な

るエッセイを残している。彼によると、茶葉はイン

ドかセイロン産に限り、茶器は陶磁器製が一番、紅

茶は濃くなければならず、本物のtea loverは砂糖な

ど入れずに飲むべし、ということになる。また、英

語辞典の編纂で名高いジョンソン博士は、女性と

デートした際、わずか２５wordsしか発声しなかった

間、大きなマグカップで２５杯もの紅茶を飲み干した

という逸話を残している。その余りに大きなマグ

カップは、彼が卒業したOxfordのPembroke Col-

legeに保存されている。お茶好きの英国人には、か

のグラッドストーン宰相も名を連ねる。彼は、湯た

んぽの中に紅茶を入れて就寝したとか。夜中に目覚

めた時、すぐに大好物の紅茶を飲めるようにである。

そういえば、今は民営化されたBritish Railが、か

つて７０年代、「elevenses」、即ち午前１１時のお茶時

間を勝ち取るためにストライキを行ったのは有名な

話。また、第一次世界大戦時、英国陸軍兵の兵嚢袋

には、紅茶葉が入っており、前線の兵士たちは、こ

れを水筒の水で抽出し、紅茶の味を堪能したという。

紅茶の解毒作用も念頭においた配給品であったと言

われている。

ことほど左様に、紅茶と英国人の密接不可分な関

係を示すエピソードは数限りない。実に自然体、時

には頑固に、英国人は紅茶を楽しんでいる。紅茶は

英国人の生活そのものだ。そういえば、かつてしば

しば参加したジュネーブの某国際機関の会議で、英

国人チェアパーソンは、アジェンダにはcoffee

breakと印刷されているにも関わらず、その時間に

なると必ず、「さあ、tea breakにしましょう」と声

高らかに宣言していたものである。

もともとコーヒー党であった私も、今やすっかり

紅茶党。３年ぶりに戻ってきたここ郵政研究所でも、

旅行の都度買いこんでくる、英国スーパーTescoや

Sainsbury’sの格安超美味なティーバッグをしごき

ながらマグカップで愛飲する毎日である。

小 径

Let’s Have a Nice Cuppa！

郵政事業庁総括専門官 大江 宏子

４２郵政研究所月報 ２００２．６



はじめに

USPS（米国郵便庁）が１９８７年以来毎年調査し

ているThe Household Diary Studyとは、米国の

世帯（Household）を対象とする郵便物の受取と

差出に関する調査である。調査協力世帯は、１週

間に差し出し又は受け取った郵便物の種別、通数、

内容等を曜日別に日誌（Diary）のように毎日記

録することになる。

The Household Diary Studyの本文の構成は、

「はじめに（Introduction）」で調査実施計画、

第１章で「郵便物全体の概要（Total Mail Over-

view）」、第２章から第７章までは郵便物の種別

と内容に着目しそれぞれの利用状況、最後の第８

章では「要約と結論（Summary and Conclu-

sions）」として世帯から世帯あて等セクター別の

郵便利用状況をまとめている。

ここでは、世帯で受け取られた郵便物の内容と、

セクター別の郵便利用状況に焦点を当てて、The

Household Diary Studyの調査結果を概観する。

１ 調査目的

調査目的は、米国世帯で差し出し又は受け取ら

れた郵便物に関する情報を収集することである。

このデータは、郵便物の流れ、郵便物数及び郵便

利用に関する情報を追跡し、世帯属性２）と郵便の

利用がどのような関係にあるのかを把握するため

に利用されている。ただし、The Household Di-

ary Studyは、世帯で差し出し又は受け取られた

郵便物が対象であるので、非世帯３）（nonhouse-

hold）から非世帯あての郵便物の利用状況を把握

することはできない４）。（出所：Introduction１頁、

Chapter１：Total Mail Overview７頁）

なお、日本では、類似の調査として郵政事業庁

が郵便の利用目的及び差出・受取状況など郵便の

利用構造を把握するため、３年に１回行っている

「郵便利用構造調査５）」がある。

２ 調査方法

調査は、電話を中心とした世帯インタービュー

（household interview）とメールダイアリー６）

トピックス

米国世帯の郵便利用動向
―The Household Diary Study Mail Use & Attitudes in PFY１）２０００より―

第一経営経済研究部研究官 延原 泰生

１）PFYはPostal Fiscal Yearの頭文字。２０００郵便会計年度は、１９９９年９月１２日から２０００年９月１１日までの期間を表す。郵便会計年
度の会計期間は５２週間であり、それを４つの会計期間に分けている。最初の３つの会計期間はそれぞれ１２週間、最後の会計期
間は４週間長い１６週間とされている。

２）調査回答世帯プロフィールとして年収、成人数、世帯主の年齢・学歴、地理的エリア等を質問している。
３）代表的なものは事業所である。その他に政府機関、公益法人、慈善団体等がある。
４）非世帯から非世帯あて郵便物数は、国内総郵便物数からThe Household Diary Studyで調査した世帯を発着する郵便物数を差
し引いた残余の物数とみなしている。

５）調査方法は、調査当日配達される郵便物１通・個ごとにアンケート票を入れた封筒を添付して配達し、当該郵便物の受取人に
回答してもらい、原則として調査当日又は翌日に、調査員が回答者宅（又は事業所）に赴いている。

４３ 郵政研究所月報 ２００２．６
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（mail diary）の２段階方式で行われ、世帯イン

タービューでは世帯属性や郵便利用状況等に関す

る情報を収集するとともに、メールダイアリーに

協力してもらえる世帯を募集する。メールダイア

リーでは、世帯で差し出し又は受け取られた郵便

物数、郵便物の差出業種、郵便物の特徴、広告郵

便物に関する反応等について、１週間にわたって

曜日別に記録する。

今回の調査では、世帯インタービューにより

メールダイアリーへの調査協力世帯９，６９２世帯を

集めた。このうち、実際にメールダイアリーが返

送されデータ分析にも適したサンプルは５，３１４で

あった。調査は年度を通して行われ、第１四半期

から第４四半期までの４つの会計区分ごとに必要

サンプルを収集し、年度トータルで５，３１４サンプ

ルを回収した。（出所：Introduction２、３頁、

Table B）

３ 世帯で受け取られた郵便物の内容

３．１ 概 要

２０００郵便会計年度（以下「年度」という。）に

おいて、世帯で受け取られた郵便物の内容別の通

数をみると、１世帯当たり週平均でおよそ１３通の

広告郵便物、２通の請求書（bill）、１通の金融明

細書（financial statement）、１通のクレジット

カードの案内（solicitation）、１通の定期刊行物、

１通の個人的なあいさつ（personal greeting）を

受け取っている。（出所：Chapter１：Total Mail

Overview７頁）

１９８７年度と２０００年度において、世帯で受け取ら

れた郵便物の内容別の受取割合をみると、広告が

１９８７年度の５６．２％から２０００年度には７４．０％となっ

た。請求書は、１９８７年度の１２．５％から２０００年度に

は１１．０％、金融明細書は、１９８７年度の４．２％から

２０００年度には４．３％となった（図１参照）。ただし、

数値を比較するに当たっては、他の送付物と一緒

に広告を入れたファーストクラスメールは２回カ

ウントされており、総計が１００％を超える点に注

意を要する。（出所：Appendix A１：Total Mail

Overview Table A１―３）

なお、平成１２年９月実施の郵便利用構造調査に

よれば、日本の郵便物の内容別の差出割合は、

「金銭関係」が２８．５％、「ダイレクトメール」が

２５．９％となっている。

６）差し出し又は受け取られた郵便物に関する情報を曜日別に記入してもらうための調査用紙。

図１ 世帯で受け取られた郵便物の内容別の受取割合

注：パッケージは対象から除外されている。他の送付物と一緒に広告を入れたファー
ストクラスメールは２回カウントされているので、総計は１００％以上となる。請求
書は、クレジットカードの明細書・請求書を含む。

４４郵政研究所月報 ２００２．６



ファーストクラス 
メール 
23.3％ 

あて名なし郵便 
4.4％ 

スタンダードメール 
（A） 
72.1％ 

３．２ 広告郵便物

２０００年度の広告郵便物は７２４億通で、次に多い

請求書の１６０億通と比較しても、４．５倍の通数であ

る。（出所：Chapter４：Direct Mail Advertising

３１頁）

世帯は週平均１２．８０通の広告郵便物を受け取っ

ている。郵便の種類別の広告郵便物の受取割合を

みると、スタンダードメール�Ａ７）が７２．１％で最も

多く、ファーストクラスメール８）が２３．３％、あて

名なし郵便が４．４％である（図２参照）。ファース

トクラスメールの広告郵便物のうち、他の送付物

と一緒の広告郵便物が９１．０％、広告郵便物のみが

９．０％で あ る。（出 所：Chapter４：Direct Mail

Advertising Table４．１）

主要な業種別の差出状況をみると、ファースト

クラスメールの広告郵便物を最も多く利用してい

るのは金融部門９）であり、１世帯当たり週平均

１．２２通差し出している。これは、ファーストクラ

スメールの広告郵便物全体（週平均３．１１通）の

３９．３％を占める（表２参照）。一方で、金融部門

７）スタンダードメール�Ａは、現在、スタンダードメールと改称されている。２００通以上又は差出郵便物全体の重量が５０ポンド
（２２．６８kg）以上が差出条件の一つになっており、大量差出郵便物のための割引を想定した郵便サービスである。世帯で受け
取られたスタンダードメール�Ａを郵便物の内容別の割合でみると、広告が９０．８％、広報／情報が６．９％、基金依頼が１．０％、不
明／無回答が１．３％である（出所：Appendix A３：Table A３―１）。

８）ファーストクラスメールは、封書から小包まで郵送可能なものであれば、すべての形状物を差し出すことができる。世帯で受
け取られたファーストクラスメールの郵便物の内容別の割合をみると、請求書関係が２７．２％、広告のみが１６．６％、私信が
１２．９％、金融明細書１０．７％である。（出所：Appendix A２：First―Class Mail Table A２―１）

９）金融部門の広告郵便物とは、クレジットカード会社、銀行、クレジット・ユニオン、証券ブローカー、マネー・マーケット・
アカウント、保険会社、不動産ブローカーからの広告としている。

図２ 郵便の種類別の広告郵便物の受取割合

根拠：２０００年度広告郵便物数（７２４億通）

表２ 主要な業種・組織別の広告郵便物の利用状況

主要業種／組織

ファーストクラスメール スタンダードメール�Ａ

１世帯当たり

週平均通数（通）

ファーストクラス
メールの広告郵便物
に占める割合

１世帯当たり

週平均通数（通）

スタンダードメール
�Ａの広告郵便物に占
める割合

金 融 １．２２ ３９．３％ １．４３ １７．３％

小 売 ０．８８ ２８．２％ ４．２４ ５１．１％

サ ー ビ ス ０．７１ ２２．８％ １．０８ １３．０％

製 造 ０．０６ ２．０％ ０．１６ １．９％

政 府 ０．０５ １．６％ ０．１７ ２．１％

公益／非営利 ０．１６ ５．３％ １．０９ １３．２％

そ の 他 ０．０３ ０．９％ ０．１１ １．３％

計 ３．１１ １００．０％ ８．２８ １００．０％

根拠：パッケージを含めた２０００年度広告郵便物数（ファーストクラスメール：１６８億通、スタンダードメール�Ａ：５２４億通）
注：スタンダードメール�Ａの広告郵便物数は、単体の組織のみから差し出された郵便物に限る。

４５ 郵政研究所月報 ２００２．６



から差し出されるスタンダードメール�Ａの広告郵

便物は、１世帯当たり週平均１．４３通で、スタン

ダードメール�Ａの広告郵便物全体（週平均８．２８

通）の１７．３％であり、ファーストクラスメールの

差出割合に比べ少ない。その理由として、クレ

ジットカード会社や銀行は、情報の安全性と即時

性（timeliness）という課題があるからである。

（出所：Chapter１：Total Mail Overview ９頁、

Chapter４：Direct Mail Advertising Table４．２）

スタンダードメール�Ａの広告郵便物を最も多く

利用している業種は、通信販売会社、百貨店、出

版社に代表される小売業であり、１世帯当たり週

平均４．２４通を差し出しており、スタンダードメー

ル�Ａの広告郵便物全体（週平均８．２８通）の５１．１％

を占める（表２参照）。（出所：Chapter４：Direct

Mail Advertising Table４．２）

なお、平成１２年９月郵便利用構造調査によれば、

ダイレクトメールの産業別の差出割合をみると、

「卸売・小売・飲食業」が３４．３％で最も多く、以

下「サービス業」が１５．０％、「金融・保険業」が

８．６％と続く。

３．３ 請求書・明細書

�１ 世帯で受け取られた請求書等

世帯は、ファーストクラスメールで週平均２．８８

通の請求書関係、１．１３通の金融明細書を受け取っ

ている。これらが世帯の週平均のファーストクラ

スメールの受取全体（週平均１０．５６通）の３８．０％

を占める。（出所：Appendix A２：First―Class

Mail Table A２―１）

�２ 世帯で差し出された請求書の支払関係

世帯が郵便を差し出すときには、多くがファー

ストクラスメールを利用している。２０００年度にお

いて世帯は２３０億通のファーストクラスメールを

差し出しており、１世帯当たりでは週平均４．２６通

差し出している。そのうち、非世帯あての請求書

の支払関係が２．０９通であり、世帯差出のファース

トクラスメール全体（週平均４．２６通）の４９．１％を

占める。（出所：Chapter２：First―Class Mail１３,

１７頁、Table２．６）

�３ オンラインによる支払関係

オンラインによる支払いを利用している世帯割

合は、１９９９年度の２％弱から２０００年度には４％に

増加した。２０００年度において、世帯は、毎月

２，４７０万のオンラインによる支払いを利用してお

り、世帯による請求書支払いのための月間総物数

の２％に当たる。パソコンを持っている世帯の

１０％近くがオンラインによる支払いを利用してい

る。利用する理由として、世帯の９０％は、利用の

しやすさ（easy to use）をあげている。（出所：

Chapter７：Electronic Communication５５頁）

３．４ 私 信

世帯が差し出す週平均のファーストクラスメー

ル全体の通数（４．２６通）のうち、世帯から世帯あ

てに差し出された私信は１．３３通で、世帯差出の

ファーストクラスメール全体の３１．３％を占める。

一方、世帯が受け取る週平均のファーストクラス

メールの私信は１．３４通で、世帯受取のファースト

クラスメール全体の通数（１０．５１通）の１２．７％を

占める。（出所：Chapter ２：First―Class Mail

Table２．４, Table２．６）

４ セクター別の郵便利用状況

「第８章の要約と結論」では世帯から世帯あて

等セクター別の観点から郵便利用状況を要約して

おり、上記３の内容と重なる個所があるが、別の

視点から情報を整理できるのでそのまま紹介する。

４．１ 概 要

米国における２０００年度の国内総郵便物数は

２，０４６億通であった。このうち、世帯で差し出し

４６郵政研究所月報 ２００２．６
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又は受け取られた郵便物数は１，５６７億通で、国内

総郵便物数に占める割合は７６．６％である（図３参

照）。

２０００年度に世帯が差し出し又は受け取った週平

均の郵便物数は、１９８７年度においては総計で２２．６

通であったが、２０００年度においては２８．５通になっ

た。増加分（５．９通）のうち、非世帯から世帯あ

ての増加分（４．９通）が全体の増加へ大きく寄与

している（図４参照）。これを世帯差出と世帯受

取に分けてみると、世帯が差し出した週平均の郵

便物数は４．３通、世帯が受け取った週平均の郵便

物数は２５．６通となる。（出所：Chapter１：Total

Mail Overview ７, ８頁、Total Mail Overview

Figure１．１, Table１．１）

なお、日本の私人・事業所間の交流状況と比べ

てみると、日本の場合、平成１２年９月実施の郵便

利用構造調査によれば、私人から私人の割合が

１５．８％であるのに対し、米国の場合、世帯から世

図３ 米国のセクター別交流割合

根拠：２０００年度の国内総郵便物数（２，０４６億通）。
注：国内総郵便物数は、ファーストクラスメール、プライオリティ、スタンダード

メール�Ａ＆�Ｂ及びピアリオディカルの合計である。非世帯から世帯あて郵便物の
中には、連邦政府からのものを含む。

図４ １９８７、２０００年度における１世帯当たり週平均のセクター別国内郵便物数

根拠：世帯を発着する２０００年度の国内総郵便物数（１，５６７億通）。
注：国内総郵便物数とは、ファーストクラスメール、プライオリティ、スタンダード
メール�Ａ＆�Ｂ及びピアリオディカルの合計である。

４７ 郵政研究所月報 ２００２．６
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帯の割合が３．６％と低い。反対に、日本の場合、

私人から事業所の割合が１．７％であるのに対し、

米国の場合、世帯から非世帯の割合が７．６％と高

い（図３、５参照）。米国の場合、公共料金の支

払いのために小切手を郵送していることなどが理

由と考えられる。

４．２ 世帯から世帯あての郵便利用状況

２０００年度の世帯から世帯あての年間郵便物数は

７４億通で、国内総郵便物数に占める割合は３．６％

である。世帯から世帯あて郵便物の９８％はファー

ストクラスメールで送られており、残りの２％は

プライオリティメール１０）で送られている。

２０００年度において、世帯から差し出された

ファーストクラスメール全体（週平均４．２６通）の

うち、ホリディカードを含むグリーティングカー

ドが週平均０．７６通で１７．９％、友人や親戚あての手

紙が週平均０．３８通で９．０％である。差出理由をみ

ると、個人的理由で差し出したファーストクラス

メールの差出割合は３１％、世帯の取引上の理由は

６８％である。（出所：Chapter ８：Summary and

Conclusions５８頁）

４．３ 世帯から非世帯あての郵便利用状況

世帯から非世帯あて国内総郵便物数の割合は

２０００年度で７．６％、年間の物数では１５５億通になる。

世帯から非世帯あて郵便物の９８．５％は、ファース

トクラスメールで送られており、残り１．５％はプ

ライオリティメールで送られている。

料金支払は、世帯から差し出されたファースト

クラスメール全体（週平均４．２６通）の４９．１％を占

めている。郵便は依然として料金支払のための代

表的な送達手段であり、世帯の９４％は、請求書の

支払いのために郵便を利用している。電話と電気

の支払いが、その典型的なものである。料金の支

払いのために世帯が主として郵便を利用する理由

としては、利用しやすさ（easy to use）と習慣

（habit）があげられる。（出所：Chapter ８：

Summary and Conclusions５８頁）

４．４ 非世帯から世帯あての郵便利用状況

非世帯から差し出される郵便物は１，３３８億通で

世帯をベースとする郵便物数（１，５６７億通）の

８５．４％を占める。非世帯から世帯あて郵便物の

５１％は、スタンダードメール�Ａで送られており、

図５ 日本の私人・事業所間の交流割合（参考）

根拠：平成１２年９月郵便利用構造調査

１０）プライオリティメールは、広義のファーストクラスメールであり、１３オンス（３６８．６g）を超えるとプライオリティメールとさ
れ、プライオリティメールとされない郵便物よりも優先的に扱われる。

４８郵政研究所月報 ２００２．６



３分の１はファーストクラスメールで送られてい

る。

小売業（通信販売会社、百貨店及び出版社）は、

非世帯から世帯あてセクターにおける最大の郵便

利用者であり、小売業は、スタンダード・メール

�Ａをファーストクラスメールの３．２倍利用してい

る。反対に、金融業はファーストクラスメールを

スタンダードメール�Ａの２．３倍利用している。ス

タンダードメール�Ａの大部分は、既存顧客への新

製品・サービスのクロス・マーケティング

（cross―marketing）１１）として利用されている。

５ まとめ

米国の場合、広告郵便物の割合が非常に高い。

広告を内容とする郵便物が９０％を占めるスタン

ダードメール�Ａの総通数に占める上位５つの業態

の差出割合をみると、通信販売会社が１４．４％で最

も高く、次いで百貨店・ディスカウントストアが

６．６％、出版社が６．３％、慈善（Charities）団体

が５．９％、クレジットカード会社が４．７％である。

通信販売会社の差出割合の多さが目を引く。また、

慈善団体からの差出しが多いことも日本にはみら

れない特徴である。なお、平成１２年９月実施の郵

便利用構造調査によれば、普通通常郵便物のうち、

通信販売関連からダイレクトメールとして受け

取った割合は、５．７％である。

参考文献

松田桃子「米国のDMM５６（国内郵便マニュアル）について」（郵政研究所月報２００２．４、№１６３）

濱俊之「The Household Diary Studyからみた米国世帯の郵便利用」（郵政研究所月報２０００．１２、№

１４７）

濱俊之「米国世帯における郵便利用～The Household Diary Studyから～」（郵政研究所月報２００１．１、

№１５８）

１１）商品やサービスを提供するに当たり、その商品に関連する別の商品やサービスあるいは組合せ商品を同時に販売することをい
う。
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１ はじめに

本稿では、米国シリコンバレーの発展の歴史を

簡単に見てみたい。戦後の米国の産業を常に変革

し、リードしてきた数々の新規産業・企業が、こ

こシリコンバレーで誕生してきた。新しい産業を

興す試みは世界各地でも実験されているが、シリ

コンバレーを超える創業の地は見あたらない。わ

が国の経済にとっても、「ベンチャー企業の生息

地」とも呼ばれるシリコンバレーの変遷を見るだ

けで示唆に富む。

１．２ シリコンバレーの位置

シリコンバレーは、サンフランシスコの南に車

で１時間のところに位置する。スタンフォード大

学のあるパロアルトとその南に位置するサンノゼ

の間である。しかし、実際に「シリコンバレー」

という名の地名は実在せず、１９７１年にあるエレク

トロニクス業界雑誌の記者が記事の中で使ったの

が最初だと言われている。当時この地に集積が進

みつつあった半導体産業の基本の材料であるシリ

コンにちなんだ俗称である。２０００年現在、面積で

約４，０００平方キロメートル、人口２５０万人、就業者

数約１３０万人と推定されている。

２ シリコンバレー発展の歴史

２．１ 産業集積地としてのシリコンバレーの誕生

戦後トランジスタの発明でノーベル賞を受賞し

た３人のうちの１人ウィリアム・ショックリーが、

スタンフォード大学のターマン教授の勧めで東部

から移り、シリコンバレーのマウンテンビューに

ショックリー半導体研究所を１９５６年に設立したの

がシリコンバレーの先駆けと通常言われている。

１９５７年、ショックリー研究所からスピンオフ１）

（分離・独立）した８人によりフェアチャイル

ド・セミコンダクター社が設立された。フェア

チャイルド社は集積回路の分野において、親会社

とも商品化・産業化において直接競争した。熾烈

な競争の背景には、旧ソ連と米国の冷戦と軍事技

術の開発競争が存在した。

シリコンバレーを取り上げた文献では、ショッ

クリー半導体研究所とフェアチャイルド・セミコ

ンダクター社の設立、ターマン教授の支援による

ヒューレット・パッカード社の設立から、シリコ

ンバレーは始まったとするものが多数をしめる。

２．２ １９６０年代

１９５８年、ベンチャー振興政策の一環として

「１９５８年スモール・ビジネス・インベストメン

ト・アクト（中小企業投資法）」が制定された。

トピックス

米国シリコンバレーの発展

第二経営経済研究部研究官 芦原 一弥

１）「スピンオフ」という言葉もシリコンバレーで産まれた独特の用語である。

５０郵政研究所月報 ２００２．６



これを受けて、ベンチャー企業やベンチャー企業

向け投資に対する税制面の優遇策が図られ、政府

資金を利用したスモール・ビジネス・インベスト

メント・カンパニー（SBIC）という政府認可の

ベンチャーキャピタルが作られることになった。

SBICは、政府からの低利の借り入れ、あるいは

債務保証で資金調達ができ、それを源泉にベン

チャー投資を行うことができた。３年で６００社近

いSBICが全米で誕生した。潜在的にベンチャー

キャピタルに対するニーズが一気に顕在化した現

象と捉えられる。シリコンバレーに半導体を中心

としたハイテク産業の集積が本格的に始まったの

は、この時期である。融資には定例的な利払いと

一定期限での返済が必要である。そのため、

SBICは確実さを求め、アーリーステージ２）のベン

チャーよりも、安定的中小企業への投融資に力点

を置いていた。SBICは急成長を遂げたが、６０年

代半ばには借り入れ過多、経営についての知識、

経験不足、はてには詐欺まがいの行為も横行した

ため、かなりの倒産を生み出す結果となった。

さらに、１９６０年代にはシティ・コープ、バン

ク・オブ・アメリカ、ファースト・ナショナル・

バンクといった大手の金融機関がSBICを組成す

る形でベンチャーキャピタル業界に参入した。さ

らに、エクソン、GE、ゼロックスといった大企

業もベンチャーキャピタル子会社を作り始めた。

一部の年金基金、基金を持った大学もベンチャー

投資に参加し始め、ベンチャーキャピタル業界は

第一次ブームと言われる時代を迎えた。この時期

のハイテクの中心はICであった。

フェアチャイルドを始めとするベンチャー企業

の台頭は、シリコンバレーを国内でも有数のベン

チャー投資を行う中心地の一つとした。この間に

サンフランシスコ半島の工業家より資金を集め、

ベンチャー投資を行うベンチャー・キャピタル・

パートナーシップが創立された。これらのファン

ドによる目覚ましい成功は前代未聞の企業家精神

の拡大につながった。

１９６０年代に活況を呈したベンチャーキャピタル

業界も、ベトナム戦争やオイルショックの影響を

受け、１９７０年代には次第に停滞の色を濃くし始め

る。１９６９年のキャピタルゲイン課税の強化（２９％

から４９％）の影響や、米国全体が長期の不況に見

舞われ、株式市場も低迷していた影響が大きい。

２．３ １９７０年代

１９７０年代に現在のベンチャーキャピタルの姿が

ほぼ定着したとの見方が多い。現在のリミテッ

ド・パートナーシップ３）形態、各種の投資手法の

開発は１９６０年代に始まってはいたが、広く業界に

普及したのは１９７０年代だった。不況の時期に経営

難に陥る投資先ベンチャー企業も多く、その経営

建て直しを通じて、ベンチャーキャピタルが積極

的に投資先ベンチャーに関与する形となり、投資

家と起業家との間で締結する投資契約に関するノ

ウハウの面でも改善が７０年代に進んだ。

１９７０年代の不振からの脱却の喫機は、１９７４年の

ERISA法４）（従業員退職所得保障法）による年金

基金に対する分散投資の奨励と運用受託者責任の

強化や、いったん引き上げられたキャピタルゲイ

ン税率の１９７８年の引き下げ（４９％から２８％へ、８１

年には２０％）で、年金基金のベンチャーキャピタ

ルへの投資がやりやすくなった。

ベンチャー企業は収益が黒字となって安定的に

２）企業の創業、発展段階に応じて、SEED（シード）、START UP（スタート・アップ）、EARLY STAGE（アーリー・ステー
ジ）、LATER STAGE（レーター・ステージ）、IPO（株式公開）に分類される。

３）投資事業組合（ベンチャー企業向け投資ファンド）を組成し、ベンチャーキャピタルが投資家を募る。そのファンドに資金を
提供する投資家をリミテッド・パートナーシップと呼ぶ。

４）Employees Retirement Income Securities Act of１９７４

５１ 郵政研究所月報 ２００２．６



なるまでには３～４年かかることが多く、長期的

な資金調達ニーズを持っている。しかも、契約時

点で定額・定期的な利息の支払を確定する融資で

は、ベンチャー企業の場合、融資実行後すぐに利

払いが滞ってしまう。それよりもむしろ、将来出

資した持ち分が株式公開によって値上がりすると

いう直接的な投資のほうが馴染みやすい。一方で、

年金基金の資金は長期的な投資先を少しでも拡大

しようとしていたことから、投資先としてベン

チャーキャピタルとの親和性が高かった。

この地のベンチャーキャピタルからさらに独立

した「目利き役」としてのベンチャー・キャピタ

リストが増加した。同じくこの地のベンチャー企

業のエンジニアが、ベンチャー・キャピタリスト

として独立するなど、ベンチャー・キャピタリス

トの増加とともにネットワークを構築し、情報が

蓄積されていったことが、この時期の特徴的な動

向である。

２．４ １９８０年代

１９８０年、中小企業投資促進法（スモール・ビジ

ネス・インベストメント・インセンティブ・アク

ト）の導入により、リミテッド・パートナーシッ

プについては報酬規制の適用除外が明文化され、

柔軟な収益分配方式が可能になった。

１９８０年代にシリコンバレーのベンチャーキャピ

タルは大きく成長した。１９８０年の全体の投資額が

６億ドルから１９８４年には３０億ドルへと急拡大した。

アップル、インテル（フェアチャイルド社からス

ピンオフ）、フェデラル・エクスプレスなどの成

功投資例も年金基金のベンチャーキャピタル投資

意欲を一層促進した。

１９８０年代の見逃せない出来事として、プライ

ベート・エクイティ５）が大きな発展を見せたこと

である。すでに事業の基盤が確立している会社の

経営改善や、企業価値向上の余地を見出した事業

を買収の対象とするプライベート・エクイティ・

ファンド６）が、次々と組成され、ベンチャーキャ

ピタルを凌駕するに至った。

２．５ １９９０年代

１９８９年代末から１９９０年代初頭の米国経済の停滞

期を経て、１９９３年にインターネットの商用化が始

まる。それを喫機に「IT革命」と呼ばれる、息

の長い技術改革の波に乗ってシリコンバレーは活

性化する。インターネット、企業のワークステー

ション、ｅコマースなど、次から次へと新しいビ

ジネスが、シリコンバレーで産まれては全米規模

の会社に急成長を遂げた。このような絶え間のな

い革新によって、「ニューエコノミー」を米国は

謳歌することができた。１９９０年代を通じて、シリ

コンバレーは起業家の中心地としての地位を世界

的にも不動のものとし、かつてないほど資本と人

材を世界中から集めた。

２．６ 現在のシリコンバレーの姿

これまで見てきたように、シリコンバレーは、

米国経済の牽引役となったハイテク産業の創出に

常に関係し続けてきた。トランジスタ→IC→パ

ソコン→インターネット→ITと米国産業界の主

役となる産業を世に送り出してきた。米国のベン

チャー企業とベンチャーキャピタル、シリコンバ

レーの変遷は概ね以上の通りである。次にシリコ

ンバレーの現在の姿を以下見てみよう。

５）未公開企業の株式の購入
６）経営権も入手しそれの行使も行うMBO（マネジメント・バイアウト）や、借入も同時に行うLBO（レバレッジド・バイアウ

ト）がある。

５２郵政研究所月報 ２００２．６



�１ ベンチャー企業のためのインフラ

起業家、あるいは新しい技術・アイデアの開発

者は、スタンフォード大学やUCバークレー校を

始めとした大学、既存の企業、研究所から供給さ

れる。優秀な人材の中には中国やインドからの移

民も含まれている。エンジェル、ベンチャーキャ

ピタル、法律事務所、コンサルタント、インベス

トメント・バンクなどベンチャーの創業・成長を

支援し、企業家の「触媒」となる人材や組織が

整っている。こうした企業を興すために必要な情

報網が車でわずか一時間以内に存在し、必要な情

報交換が迅速に行えるように整っている。

�２ ベンチャーキャピタルが成功した要因

一般的にはそもそもベンチャーキャピタルに対

するニーズが高かったことがあげられる。キャピ

タルの供給よりも需要が旺盛であった。起業を輩

出する大学や技術が中核として存在した。さらに、

シリコンバレーに特徴的であった要因としては次

の３点があげられる。

�１ベンチャー企業に必要な活動がシリコンバレー

で完結している地域性があげられる。経営支援

の必要性からも地域性は重要な要因である。

�２投資を共同して行うシリコンバレーのベン

チャーキャピタル同士の緊密なネットワークが

形成されてことがあげられる。ベンチャーキャ

ピタルのネットワークを通じてあらゆる企業活

動（投資先のベンチャーの技術や人材の評価、

同じく投資先ベンチャーの事業戦略の立案、株

式の公開、合併や買収先）に必要な情報交換を

こうした情報網を通じて行っている。このこと

が投資効率を高める効果を持っていた。

�３ベンチャーキャピタル以外の専門家集団７）との

緊密な情報網が存在し、そのなかでの相互依存

もシリコンバレー内で展開している。

�３ ベンチャーキャピタルの今後の課題

投資案件が大型化する替わりに、投資を行う前

の評価が甘くなっている可能性があると指摘され

ている。「ITバブル」の形成と崩壊によって痛手

を負った投資家が存在する。そのため、新規の投

資に対して慎重な姿勢を示すようになり、投資額

が減少する結果となった。また、電子商取引をパ

ソコンのネットで行う企業といった特定の分野に

投資先が偏在してしまっている。レーターステー

ジにある企業へ集中するようになり、一方のアー

リーステージにある企業には資金が投資されなく

なってきている。大型化したファンドがレーター

ステージに偏ると経営支援といったきめ細かい対

応が必ずしも必要とならなくなる。この大型化し

たファンドが投資案件を一社で独占してしまうと

いう問題も起こっている。

�４ シリコンバレーの応用

シリコンバレーは５０年以上という長い歴史を持

つハイテク産業の集積地である。しかも、何度か

の浮沈を乗り越え、自然発生的に集積してきた。

それを１年や２年で人為的に作るのは容易ではな

いと考えられる。米国ではテキサスのオースティ

ンでシリコンバレーと同じような地域を作る試み

がなされている。現在中国では、中国のシリコン

バレーと呼ばれる北京市中関村、上海市を中心と

する江蘇、折江両省の一部を含む長江デルタ地域、

深川・東莞両市を中心とする珠江デルタ地域にお

いて、IT産業の集積地の立地を進めている。イ

ンドでも同様にバンガロールでIT産業の集積が

進んでいる。

日本においてもこうした産学の密接な連携が進

７）これらの専門家としては、会計事務所、法律事務所、投資銀行、人材派遣などがある。
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むように、１９９８年に施行された「大学等技術移転

促進法」に基づき、相次いで技術移転機関

（TLO：Technology Licensing Organization）

が設けられた。TLOは地元の商工会議所等の出

資によって設立され、１）研究成果の発掘・評

価・選択、２）特許権等の取得・維持・保全、

３）技術情報の提供、４）特許権等の企業への移

転、５）収入の分配等の事業、を産学連携のもと

推進する。１９９８年１２月に東京大学における�株先端

科学技術インキュベーションセンターが設立され

たのを皮切りに、同年には関西や東北地方でも合

計３社、１９９９年には６社、２０００年には７社がすで

に設立されている。

３ 米国連邦政府が果たした役割

シリコンバレーの発展にとって政府は不可欠な

役割を果たした。以下、簡単に米国政府がシリコ

ンバレーの発展のために果たした役割を３点見て

みよう。

�１ ルールの作り手としての政府の役割

株式譲渡益（キャピタルゲイン）やストックオ

プションの課税に関するルールの制定を世界に先

駆けて行った。そして証券市場の整備と監督の強

化があげられる。これによってリスクの相対的に

高い投資はより魅力的となった。もう一つ起業に

有利なルールは、ストックオプションに対しての

課税が、オプションが与えられたときでなく行使

されたときに課税されるというもので、このルー

ルも米国は世界でも先駆けて導入した８）。また、

年金基金に対する分散投資の奨励で年金基金がベ

ンチャー・パートナーシップへの投資へ向かいや

すくなった。こうした政府による株式市場の整備

が、株式投資を国民の身近なものにし、株式文化

を米国に広めるとともに、株式投資に対する国民

の安心感を高めたものと評価できる。リスクマ

ネーの供給の強化と、産業活性化の一つのモデル

をここに見ることができる。

�２ 積極的な先端技術製品の購入者としての政府

連邦政府の軍事部門や航空宇宙部門が、積極的

なコンピュータ産業の購入者となったことである。

とくに、１９５０年代後半から１９６０年代前半にかけて

のシリコン・トランジスターの主な市場は、空軍

の航空電子工学システムや、ミサイル誘導制御シ

ステムであった。背景には旧ソ連との冷戦構造が

あったことが多分にある。より高性能な先端技術

を求める政府に対し、シリコンバレーはIBMと技

術競争を繰り広げた。連邦政府もそうした既存の

企業とシリコンバレーのベンチャー企業との間の

競争を利用した。この構図は米国に有利に働いた

と言えよう。

�３ 出資者、初期投資者としての政府

１９６０年代、政府はSBICを通じてベンチャー企

業への投資を行った。法改正で年金資金による直

接投資が行われるようになると、SBICの役割は

低下した。しかし、政府は形を変え、新しい技術

に対する助成を行う形態をとるようになった。技

術者は、政府の援助を受けるために熾烈な開発競

争を行うようになった。現在、中小企業技術移転

プログラム（STTR）や中小企業技術革新研究プ

ログラム（SBIR）を通じて、連邦政府の研究機

関や大学から中小企業に研究開発の成果の移転を

促進している。SBIRプ ログラムは１９８２年、

STTRは１９９２年にスタートし、１９９２年以来、総額

３億４，７００万ドルの助成をベンチャー企業等に

行っている。これらのプログラムは、技術移転を

８）日本でも最近ストックオプションにかかる税制の整備が行われた。
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中小企業に行う際、助成金も併せて支払うもので

ある。昨年にはさらに８年間継続されることが決

定された。

４ おわりに

産業の発展や集積の形態は各国様々である。ど

れが優れているかはその時代背景や産業の発展し

てきた形態などの多くの要因で決まる複雑なもの

である。日本でも、高度経済成長の時期には、産

業活動を特定の地域に集積させることで、飛躍的

な産業育成を成し遂げた。最近は中国の台頭など

もあり、不況が長引いているため、創業にかつて

ないほど関心が寄せられている。

日本は１９９０年代後半を通じて、様々な支援策に

よって熱心に起業の環境の整備を進めてきた。そ

の支援策のひとつとして、１９９８年には「新事業創

出促進法」に基づき中小企業技術革新制度が創設

された。日本でも米国のSBIRを見習い、新たに

競争力のある事業の育成を促進する制度である。

この制度では、新産業の創出につながる新技術の

研究開発やその事業化のための補助金等を、特定

の中小企業に対して交付するものである。昨年度

（２００１年度）では、補助金等の目標額として約

１８０億円が設定されている。

日本の強みである高い教育水準、最新技術の研

究開発能力、高度な製造技術がシリコンバレーに

宿っている企業家精神と結びつけば爆発的な再発

展を遂げられる可能性があるのではないだろうか。
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生命保険、簡易保険、都道府県、人口密度、県民所得、事業所数、従業員数

［要約］

本稿では、都道府県別の民間生命保険と簡易生命保険の契約実績の比較、提供主体の内

部・外部要因との関係性の比較により、その特性を明らかにすることを試みる。

その結果、我が国全体でみた場合は、�１新契約数の規模が類似している国内会社と簡易

保険の契約１件当たり保険金額が大幅に異なること、�２ここ１０年間の両者は新契約数でほ

ぼ同様の動きを示すが、保険金額ではそれが明確でないことが、また、都道府県別でみる

と、�３国内会社の実働営業員数と契約数との間には強い正の相関があること、�４人口規模

を捨象した契約数と人口密度・県民所得との関係は、国内会社に正の、簡易保険に負の相

関が伺えること、�５人口規模を捨象した契約数と県内総事業所数・県内総従業員数との関

係については、両提供主体とも正の相関が伺えること等が明らかとなった。

これらの結果を断ずるにはなお詳細な分析・検討を要するが、あえてここで解釈を試み

ると、簡易保険は国内会社の契約実績の平均よりも低い保険金の上限額を持った商品であ

ること、実際の保険金額の平均も国内会社の実績に比べて相当低いこと、地域に密着した

郵便局が提供していること等を勘案すれば、定性的に言われているように「民間保険」と

「簡易保険」が需要者のニーズを分担してきた関係が量的な分析からも現れているといえ、

また、生命保険を求める者に対して経済や人口の集中度の高い地域に特化されることなく

ある程度広く供給主体としての責任を果たしてきたといえる。

トピックス

都道府県別にみた民間生命保険契約と
簡易生命保険契約の特性＊

第三経営経済研究部研究官 小原 宏

＊ 本論は、当部が東海郵政局の協力を得て平成１３年度から実施している「地域マクロ経済の分析手法の研究」において、都道
府県レベルの地域マクロデータと事業データの関係性分析の導入部分で実施した、簡易生命保険契約のデータの特性確認部分
をまとめたものである。
同研究では、根本二郎助教授（名古屋大学大学院経済学研究科）および伊藤薫助教授（岐阜聖徳学園大学経済情報学部）か

ら指導・助言を得て検討・分析を進めている。本論に対しても両先生より貴重なコメントを頂いた。記して感謝いたします。
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１ はじめに

ここ１０年ほどの間、わが国の個人生命保険の新

契約数は減少傾向を示している。しかし、その提

供者の内訳をみると、民間保険１）、JA共済２）、お

よび簡易保険３）は必ずしも同様の動きをしている

わけではない。したがって、これらについては相

互間の関係性や個々の特性を確認しておくことが

有用である。

そこで以下では、生命保険を必要とする者に広

く提供するとの視点から、契約件数を分析対象の

中心に据え、その規模が比較的類似する国内会社

と簡易保険を中心に検討していくこととする。

具体的には、まず、実績データから特性を把握

するため、全国の新契約数の推移と提供主体別の

特性を確認の上、都道府県別の変化を確認する。

次に、契約に影響を与える要因ごとの分析を行う

こととし、提供主体が制御可能な内部要因とその

制御の及ばない外部要因の別にその関係性を確認

する。最後に、これらの結果をまとめ、今後の課

題を整理する。

２ 家計部門全体でみた保険・年金の状況

まず、個人金融全体の中での生命保険の最近の

状況を把握するため、日本銀行が２００１年に発表し

た「資金循環統計」から資金額ベースでの確認を

行う。

同統計から家計の貯蓄残高をみると、図１のと

おりこの１０年間で徐々にその額が増加してきてい

る。内訳をみると、本件の分析対象が含まれる

「保険・年金」も増加してきたことが分かる。一

方、同期間内における家計貯蓄の変化量をみると、

図２のとおり全体、保険・年金ともその伸びが鈍

化してきている４）。

１）国内会社および外国会社の提供する生命保険。
２）生命保険に相当する部分に限る。
３）簡易生命保険のうち、年金保険を除くもの。
４）資金循環統計におけるストック表とフロー表の間には把握時期や評価の違いにより乖離が生じる。このため、両者の間の整合

の意味を持つ「調整表」が準備されている。

図１ 家計の資産ストック

備考：「資金循環統計（全体表：家計）」より郵政研究所が
作成。

図２ 家計の資産フロー

備考：「資金循環統計（全体表：家計）」より郵政研究所が
作成。
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そこで、これらのデータから保険・年金のス

トックとフローを切り出してみると、図３のとお

りであり、年金準備金は概ね増加しているが、保

険準備金の伸びは鈍化している。

３ 契約数でみた生命保険契約の推移

ここで、わが国の生命保険の新契約数がこの１０

年でどのように推移したかをみると、図４の棒グ

ラフのとおりであり、若干の上下変動を繰り返し

ているものの、ほぼ９３年度をピークとして減少傾

向を示している。これを提供主体別にみると、各

折れ線グラフのとおりであり、国内会社と簡易保

険が概ね同じような動きを示している。一方、提

供主体別に１件当たりの保険金額をみると、図５

のとおり国内会社と簡易保険は大きく乖離してい

る。

ここから、それぞれの商品は異なるニーズに応

じて提供されてきた可能性があり、両者は競合関

係があまり存在しないマーケットで棲み分けがな

されてきた可能性が推測される。

４ 都道府県別でみた生命保険契約の状況

次に、都道府県別の提供主体別の契約状況をみ

るため、１９９９年度の新契約数をみると、図６のと

おりとなっており、簡易保険は国内会社および外

図３ 保険・年金準備金のストックおよびフロー

の推移

備考：「資金循環統計（全体表：家計）」より郵政研究所が
作成。

図４ 全国でみた新契約数の推移

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。
２０００年度は参考値５）。

図５ 新契約１件当たりの保険金額の推移

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。
２０００年度は参考値５）。

５）データ出典元の『インシュアランス 生命保険統計号』は、最新出版物において、発行後に把握したデータにより前年度の
データを修正する場合があるため。
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国会社と有意に強い正の相関を示している（パラ

メータ等については巻末の参考表を参照。）。なお、

相関の弱いJA共済を切り出してみると、図７の

とおり、負の相関を伺わせる点が現れる。

同じく、都道府県別の保有契約数でみると図８

のとおりであり、新契約数と同様に簡易保険は国

内会社および外国会社と有意に強い正の相関を

持っていると認められる。JA共済を切り出して

みると新契約と同様に簡易保険と負の相関を伺わ

せる点が現れる。

以上から、件数規模が比較的類似していて正の

相関も強く現れている国内会社と簡易保険は、別

のニーズに対応しており、両者の関係は補完的な

ものであることが伺える。

ここで、一定期間内での都道府県別の変化をみ

るため、変化の方向が打ち消されない期間として、

ここ１０年の新契約数のピークであった１９９３年度と

最新の１９９９年度の国内会社と簡易保険との変化率

を比較してみると、図１０のとおりである。

全国平均からの乖離をみるため、それぞれの標

準偏差（国内会社は約５．８％ポイント、簡易保険

は約５．０％ポイント）の範囲を超える変動を示し

ている都道府県を確認すると、上方を超えている

のは、国内会社では東北、中国および九州郵政局

管内に多く、簡易保険では東北および信越管内に

多い。また、下方を超えているのは、国内会社で

は東京都のみ、簡易保険では京都府、大阪府およ

び福岡県となっている。

図６ 新契約数でみた主体別の関係（１９９９年度）

備考：『インシュアランス』２０００年より郵政研究所が作成。

図７ 同左JA共済との関係

備考：『インシュアランス』２０００年より郵政研究所が作成。

図８ 保有契約数でみた主体別の関係（１９９９年度）

備考：『インシュアランス』２０００年より郵政研究所が作成。

図９ 同左JA共済との関係

備考：『インシュアランス』２０００年より郵政研究所が作成。

５９ 郵政研究所月報 ２００２．６
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５ 契約の内部要因

提供主体が相当程度制御可能な要因として営業

者の数を考えることとし、具体的には、国内会社

の実働営業員数６）と新契約数との関係についてみ

る。まず、１９９０年度から１０年間の国内会社におけ

る実働営業員数を確認すると、図１１のとおり１９９１

年度をピークとして順次減少してきており、特に

１９９６年度と１９９７年度の間の減少幅が大きいことが

分かる。

次に、国内会社の都道府県別の新契約数と実働

営業員数についてみると、図１２および巻末表のと

おり１９９１年度も１９９９年度も両者に有意な強い正の

相関が認められる結果となった。これは、国内会

社の保険契約については、実働営業員当たりの契

約数がほぼ一定の関係であり、実働営業員数が多

いと新契約が多いこと、１０年を経てもその関係が

ほとんど変化していないことを示している。全国

計でみた実働営業員１人当たりの新契約数は１９９１

年度が２８．９９件、１９９９年度が２８．３６件と若干１９９１年

度のほうが高かったが、図１２の近似線の傾きが示

すとおり、都道府県別の集団としてみても同様で

あったといえる。なお、新契約数と実働営業員数

の上位３都道府県（東京都、大阪府および神奈川

県）を除いてみると、図１３のようになっており、

両者の関係がほぼ一致している。新契約数と実働

営業員数が飛び抜けて多い部分を除くと両年度と

も実働営業員１人当たりの契約数はほぼ一定で

あったと認められる。

ここで、１９９１年度から１９９９年度までの単年度ご

との実働営業員数の変化率を都道府県別でみてみ

図１０ 国内会社と簡易保険の新契約数の変化（１９９３年度と１９９９年度）

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。

６）国内会社における生命保険の募集は、地方財務局に「生命保険保険募集人」の登録をした者のみが可能である。『インシュア
ランス』には国内会社の「登録募集人」の内訳が「内勤」、「営業職員」および「募集代理店（個人・法人）」の別に掲載され
ており、１９９９年度末現在の国内会社全体ではそれぞれ８７，０７２人、３２３，５５１人、６５９，６９４人となっている。ここでいう「実働営業
員数」とは、その「営業職員」にカウントされる者のうち、実際に契約を得ることができた者のことであって、その員数は年
度中の月平均による値である。

図１１ 民間保険の実働営業員数の推移

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。
２０００年度は参考値。
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ると図１４のようになっており、図１１でみた全国と

同様に１９９０年度と１９９１年度の間に増加した都道府

県が多く、他の年度間では減少したところが多い。

個別にみると、１９９２年度と１９９３年度の間の東京都

のように若干ではあるが異なる動きをしていると

ころもある。

これらの年度間の変化を累計すると図１５のとお

りである。全国平均からの乖離をみるため、標準

偏差（約５．３％ポイント）の範囲を超える変動を

示している都道府県を確認すると、上方を超えて

いるのは、東北および関東郵政局管内に多く、他

の地域にも散見される。下方を超えているのは、

近畿、中国、四国および九州郵政局管内に散見さ

れる。

６ 契約の外部要因

都道府県別の生命保険契約について、提供主体

からみた外部要因の影響を確認するため、契約数

と人口密度、所得、事業所数および従業員数との

関係をみる。

図１２ 新契約数と実働営業員数の関係

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。

図１３ 同左、上位３県を除く

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。

図１４ 年度別にみた実働営業者の変化割合

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。

６１ 郵政研究所月報 ２００２．６
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まず、１９９９年度における新契約数、保有契約数

および千人当たりの保有契約数について、提供主

体別、人口に占める人口集中地区人口の割合、１

人当たりの県民所得、千人当たりの県内総事業所

数および千人当たりの県内総従業員数の都道府県

順位をみると、表１のようになっている。なお、

表中の網掛けによって、それぞれの項目の簡易保

険に関する順位が上位または下位５位以内に入る

都道府県であることを表す。

ここから、簡易保険の新契約数および保有契約

数については、国内会社および外国会社のそれと

上下の県が類似していること、それらが人口集中

地区人口割合、１人当たり県民所得および千人当

たり県内総従業員数でも類似していることが伺わ

れる。また、人口規模を捨象するため、千人当た

りの保有契約数でみると簡易保険とJA共済は下

位の県が類似していること、同じく千人当たりの

県内総事業所数および千人当たりの県内総従業員

数で下位の県が類似していることが伺われる。な

お、上記のうち千人当たりの保有契約数でみた各

種の関係があまり明確ではないので、以下ではこ

の点に着目した比較を行うこととする。

まず、都道府県別でみた１９９９年度の提供主体別

の千人当たりの保有契約数をみると、簡易保険と

図１５ 国内会社の実働営業員数の変化（１９９１～１９９９年度の単年度変化の累積）

備考：『インシュアランス』各年より郵政研究所が作成。

図１６ 千人当たり保有契約数でみた簡易保険と各提供主体別の関係（１９９９年度）

備考：『インシュアランス』２０００年より郵政研究所が作成。

６２郵政研究所月報 ２００２．６



表１ 契約数、人口密度、県民所得、県内総事業所数および県内総従業員数の都道府県別順位

新契約数（提供主体別） 人口・所得・事業所数・従業員数

生保全体 国内会社 外国会社 JA共済 簡易保険
人口集中地
区人口割合

人口当たり
県民所得

人口当たり
県内総事業所数

人口当たり
県内総従業員数

１位 東 京 東 京 東 京 長 野 東 京 東 京 東 京 福 井 東 京

２位 大 阪 大 阪 大 阪 兵 庫 大 阪 大 阪 愛 知 石 川 大 阪

３位 神 奈 川 神 奈 川 神 奈 川 愛 知 愛 知 神 奈 川 大 阪 東 京 愛 知

４位 愛 知 北 海 道 埼 玉 広 島 神 奈 川 京 都 埼 玉 山 梨 富 山

５位 北 海 道 愛 知 愛 知 静 岡 北 海 道 埼 玉 神 奈 川 岐 阜 石 川

４３位 高 知 高 知 高 知 徳 島 高 知 徳 島 高 知 茨 城 和 歌 山

４４位 福 井 福 井 福 井 鳥 取 福 井 鳥 取 長 崎 埼 玉 沖 縄

４５位 沖 縄 徳 島 山 梨 沖 縄 山 梨 佐 賀 宮 崎 神 奈 川 埼 玉

４６位 島 根 島 根 島 根 青 森 鳥 取 岩 手 鹿 児 島 奈 良 千 葉

４７位 鳥 取 鳥 取 鳥 取 東 京 沖 縄 島 根 沖 縄 千 葉 奈 良

保有契約数（提供主体別） 人口・所得・事業所数・従業員数

生保全体 国内会社 外国会社 JA共済 簡易保険
人口集中地
区人口割合

人口当たり
県民所得

人口当たり
県内総事業所数

人口当たり
県内総従業員数

１位 東 京 東 京 東 京 長 野 東 京 東 京 東 京 福 井 東 京

２位 大 阪 大 阪 神 奈 川 愛 知 大 阪 大 阪 愛 知 石 川 大 阪

３位 神 奈 川 神 奈 川 大 阪 新 潟 愛 知 神 奈 川 大 阪 東 京 愛 知

４位 愛 知 愛 知 埼 玉 兵 庫 神 奈 川 京 都 埼 玉 山 梨 富 山

５位 埼 玉 埼 玉 静 岡 福 島 埼 玉 埼 玉 神 奈 川 岐 阜 石 川

４３位 高 知 高 知 福 井 山 梨 佐 賀 徳 島 高 知 茨 城 和 歌 山

４４位 島 根 徳 島 島 根 鳥 取 高 知 鳥 取 長 崎 埼 玉 沖 縄

４５位 山 梨 沖 縄 高 知 東 京 山 梨 佐 賀 宮 崎 神 奈 川 埼 玉

４６位 鳥 取 島 根 山 梨 奈 良 鳥 取 岩 手 鹿 児 島 奈 良 千 葉

４７位 沖 縄 鳥 取 鳥 取 沖 縄 沖 縄 島 根 沖 縄 千 葉 奈 良

人口当たり保有契約数（提供主体別） 人口・所得・事業所数・従業員数

生保全体 国内会社 外国会社 JA共済 簡易保険
人口集中地
区人口割合

人口当たり
県民所得

人口当たり
県内総事業所数

人口当たり
県内総従業員数

１位 富 山 東 京 静 岡 島 根 山 形 東 京 東 京 福 井 東 京

２位 山 形 富 山 広 島 秋 田 岡 山 大 阪 愛 知 石 川 大 阪

３位 島 根 大 阪 富 山 長 野 徳 島 神 奈 川 大 阪 東 京 愛 知

４位 福 井 静 岡 徳 島 高 知 鹿 児 島 京 都 埼 玉 山 梨 富 山

５位 香 川 石 川 大 分 香 川 島 根 埼 玉 神 奈 川 岐 阜 石 川

４３位 奈 良 茨 城 山 口 沖 縄 静 岡 徳 島 高 知 茨 城 和 歌 山

４４位 埼 玉 鹿 児 島 山 梨 千 葉 埼 玉 鳥 取 長 崎 埼 玉 沖 縄

４５位 神 奈 川 熊 本 長 崎 神 奈 川 神 奈 川 佐 賀 宮 崎 神 奈 川 埼 玉

４６位 千 葉 宮 崎 秋 田 大 阪 千 葉 岩 手 鹿 児 島 奈 良 千 葉

４７位 沖 縄 沖 縄 沖 縄 東 京 沖 縄 島 根 沖 縄 千 葉 奈 良

備考：保険契約は『インシュアランス』、人口集中地区人口割合は１９９５年の国勢調査結果、その他の人口は１９９９年推計人口の総
人口、県民所得は１９９９年度県民経済計算の県民所得、県内総事業所数および県内総従業員数は１９９９年事業所・企業統計調査
の全産業（民間）の値であり、人口当たりの値は郵政研究所が算出した。算出の詳細等は巻末のデータ出所・算出の説明を
参照。
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他の主体との関係は図１６のとおりとなっている。

近似線が示すように、それぞれ正の相関が伺える

が、１％水準で有意なものはJA共済のみであり、

その関係性も新契約数でみたほど強いものではな

い。

次に、都道府県別の国内会社および簡易保険の

千人当たりの保有契約数と１９９５年の人口に占める

人口集中地区の人口割合７）との関係をみる。結果

は図１７のとおり両主体の１次の近似線は傾きが逆

転しており、国内会社の千人当たり保有契約数は

人口集中地区人口割合と正の相関が、また、簡易

保険のそれは同じく負の相関が伺えるが、これら

については簡易保険のみ１％水準で有意となって

いる。

同じく、１９９９年度の１人当たり県民所得との関

係をみると、図１８のようになっており、国内会社

の千人当たり保有契約数では正の相関が、また、

簡易保険のそれでは負の相関が伺えるが、これら

については国内会社のみが１％水準で有意となっ

ている。

さらに、１９９９年の人口千人当たり県内総事業所

数および県内総従業員数との関係をみると、図１９

および図２０のようになっており、国内会社および

簡易保険の千人当たり保有契約数とそれらとの関

係はいずれも正の相関が伺える。これらについて

は、簡易保険の千人当たり保有契約数と千人当た

り県内総事業所数、国内会社の千人当たり保有契

約数と千人当たり県内総従業員数がそれぞれ１％

水準で有意となっており、国内会社の千人当たり

保有契約数と千人当たり県内総事業所数も５％水

準で有意となっている。

これらから、人口規模を捨象した場合の外部要

因と保有契約数との関係をみると、国内会社では

人口当たりの所得の高さや従業員数の多さに応じ

た保有率となっており、経済の集中に合わせた営

業がなされていることが伺える。その一方で、簡

図１７ 保有契約数と人口密度との関係

備考：『インシュアランス』２０００年、１９９５年の国勢調査結果、
および１９９９年度県民経済計算より郵政研究所作成。
保有契約数は千人当たり、県民所得は１人当たりの
値である。

図１８ 保有契約数と県民所得との関係

備考：『インシュアランス』２０００年、１９９５年の国勢調査結果、
および１９９９年度県民経済計算より郵政研究所作成。
保有契約数は千人当たり、県民所得は１人当たりの
値である。

７）分析時における最新データは１９９５年国勢調査結果。「人口集中地区」は、実質的な都市的地域を示す地域として国勢調査によ
り把握されるもので、同一市区町村内で人口密度が１平方キロメートル当たり約４，０００人以上の調査区が隣接し、その人口が
５，０００人以上を有する地域等の条件を満たす地域のこと（詳細は『第５１回 日本統計年鑑』p.２４等を参照）。
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易保険については人口の集中度合いに反した保有

率であって、従業員の数（事業所の規模）ではな

く事業所数の多さに応じた保有率となっているこ

とから、より広い営業がなされていることが伺え

る。

７ おわりに

７．１ 本論のまとめ

以上みてきたように、生命保険の契約実績につ

いて、国内会社、外国会社、JA共済および簡易

保険という提供者別で契約数や保険額をみると、

それぞれ異なった特徴を持っていることが改めて

確認された。

特に契約数の規模が相対的に類似している国内

会社と簡易保険を比較してみると、１件当たりの

保険金額が大幅に異なること、最近１０年間の両者

は、契約数でほぼ同様の動きを示すものの、保険

金額ではそれが明確でないことなどが明らかと

なった。

生命保険の提供者からみた内部要因と外部要因

についてみると、内部要因では国内会社の実働営

業員数と新契約数との間に有意な強い正の相関が

あり、今回の分析対象期間内では約１０年を経ても

その関係がほぼ一定であることが明らかとなった。

また、外部要因では、人口当たりでみた契約数と

人口密度・県民所得との関係は、国内会社に正の、

簡易保険に負の相関が伺えること、一方、人口当

たりでみた契約数と県内総事業所数・県内総従業

者数との関係については国内会社・簡易保険とも

に正の相関が伺える結果となった。

以上から、特に簡易保険と国内会社とは契約数

の規模、都道府県別の契約数等において比較的類

似の傾向を示しているものの、１件当たりの保険

金額や事業所規模を想定させるデータとの関係に

おいては相当程度乖離していることから、各々が

提供している商品は異なる需要に応じたものであ

ることが伺われた。これらの結果と、簡易保険が

全国に広く所在する郵便局によって販売されてい

ること等を勘案すれば、簡易保険と国内会社とは

競合といった関係よりもむしろ生命保険需要者の

ニーズを商品特性等に応じて分担してきたとえよ

う。

図１９ 保有契約数と事業所数との関係

備考：『インシュアランス』２０００年および１９９９年事業所・企
業統計調査結果より郵政研究所が作成。

図２０ 保有契約数と従業員数との関係

備考：『インシュアランス』２０００年および１９９９年事業所・企
業統計調査結果より郵政研究所が作成。
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７．２ 今後の課題

以上については、データ期間が限られたもので

あること、検討に用いた要因の系列がごく限られ

た範囲のものであることなどから、分析も一定の

範囲にとどまるものであった。これらについては、

データ期間の拡張や月次データへの移行、説明要

因としての系列の拡張などによりさらに分析を広

げることが可能と考える。また、各種要因の組合

せによる分析や、都道府県を単位としたクロスセ

クションと時系列を組み合わせたパネルデータに

よる分析などにより、さらに分析を深めることが

可能と考える。

【参考文献】

岩本康志、古家康博（１９９５）「生命保険需要と遺産動機」『郵政研究レヴュー №６』大蔵省印刷局、

pp.５９―９０

金融広報中央委員会（２００１）「家計の金融資産選択に関する世論調査」

古家潤子（１９９６）「生命保険の新契約高―純新契約と転換純増―」『郵政研究所月報』郵政省郵政研究所、

№８９、pp.１１９―１２４

古家康博（１９９４）「日本経済における生命保険のウェイト」『郵政研究所月報』郵政省郵政研究所、№６６、

【参考表】 各図に示した相関におけるパラメータの有意水準等（olsによる。サンプル数＝４７。）

図番号 被説明変数 説明変数 パラメータ ARSQ

図６ 簡易保険新契約数 国内会社新契約数 ０．５３＊＊＊ ０．９４８

簡易保険新契約数 外国会社新契約数 ２．６７＊＊＊ ０．９３１

簡易保険新契約数 JA共済新契約数 ２．５４＊ ０．０４０

図８ 簡易保険保有契約数 国内会社保有契約数 ０．６４＊＊＊ ０．９７０

簡易保険保有契約数 外国会社保有契約数 ３．６７＊＊＊ ０．９１６

簡易保険保有契約数 JA共済保有契約数 ２．０３ ０．０３４

図１２ １９９９年度国内会社新契約数 １９９９年度実働営業員数 ２６．４３＊＊＊ ０．９８４

１９９１年度国内会社新契約数 １９９１年度実働営業員数 ３１．７２＊＊＊ ０．９９５

図１６ 千人当たり簡易保険保有契約数 千人当たり国内会社保有契約数 ０．３１＊ ０．０４２

千人当たり簡易保険保有契約数 千人当たり外国会社保有契約数 －０．０２ －０．０２２

千人当たり簡易保険保有契約数 千人当たりJA共済保有契約数 ０．７３＊＊＊ ０．４５４

図１７ 千人当たり国内会社保有契約数 人口集中地区人口割合 １．１１ ０．０３６

千人当たり簡易保険保有契約数 人口集中地区人口割合 －３．２０＊＊＊ ０．２８３

図１８ 千人当たり国内会社保有契約数 １人当たり県民所得 ０．１４＊＊＊ ０．２７７

千人当たり簡易保険保有契約数 １人当たり県民所得 －０．０５ ０．００５

図１９ 千人当たり国内会社保有契約数 千人当たり県内総事業所数 ４．９４＊＊ ０．１１２

千人当たり簡易保険保有契約数 千人当たり県内総事業所数 ６．８１＊＊＊ ０．１３９

図２０ 千人当たり国内会社保有契約数 千人当たり県内総従業員数 １．０８＊＊＊ ０．４５９

千人当たり簡易保険保有契約数 千人当たり県内総従業員数 ０．４５ ０．０３０

備考：「＊＊＊」は１％水準で、「＊＊」は５％水準で、「＊」は１０％水準で有意。
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吉川卓也、小平裕（１９９５）「生命保険需要の特性分析―簡易保険と民間生命保険―」成城大学経済研究

所研究報告 №５

渡辺和孝（１９９６）「生命保険による貯蓄と保障」『郵政研究所月報』郵政省郵政研究所、№８８、pp. ９２―
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【データ出所・算出の説明】

生命保険契約関係データ：『インシュアランス』―生命保険統計号―１９８８～２００１年版

家計部門の資金関係データ：日本銀行、資金循環表２００１の全体表のうち、家計のデータ。

人口：総務省統計局、１９９９年推計人口＝住民基本台帳ベースのデータ。

（http：／／www.stat.go.jp／data／jinsui／index.htm）以下のページより入手。

人口集中地区人口割合：総務省統計局、都道府県別人口集中地区の人口＝１９９５．１０．１国勢調査に基づく

データ。（http：／／www.stat.go.jp／data／nenkan／０２．htm）以下のページより入手。

県民所得：内閣府、１９９９年度県民所得＝県民経済計算データのうち、都道府県別県民所得のデータ。

（http：／／www.esri.cao.go.jp／jp／sna／toukei.html）以下のページより入手。

平成１１年事業所・企業統計調査のデータ。

（http：／／www.stat.go.jp／data／jigyou／１９９９／kekka.htm）以下のページより入手。

事業所数：平成１１年事業所・企業統計調査のデータ中、農林漁業および非農林漁業の民間事業所の総数。

（http：／／www.stat.go.jp／data／jigyou／１９９９／kekka.htm）以下のページより入手。

従業員数：平成１１年事業所・企業統計調査のデータ中、民間従業者の総数。

（http：／／www.stat.go.jp／data／jigyou／１９９９／kekka.htm）以下のページより入手。

人口（または人口千人）当たりの各種データ：人口集中地区人口に関するものを除き、上記の各系列の

データを上記１９９９年推計人口で除して作成した。
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１ はじめに

米国の今年３月の雇用情勢は、景気後退、特に

昨年９月１１日の同時多発テロ以降の景気落ち込み

をうけ、失業者は８１０万人、失業率は５．７％。アフ

リカ系１０．７％、白人５．０％、ヒスパニック７．３％と

アフリカ系の失業率が飛びぬけて高く、また、１０

代の青少年も１６．４％となっている。民間総就業者

数は１億４，２００万人、就業者人口比率は６６．６％、

また、総従業員数は、１億３，３９０万人で、従業員

人口比率は６２．８％である。

ひるがえって、１９９０年代をみてみよう。

クリントンは、１９９２年大統領選でまだ民主党候

補に選ばれる前のとき、ペンシルバニア大学

Whartonビジネススクールでの演説（１９９２．４．

１６）で「ニューエコノミーでは、我々の豊かさは、

勤労者の能力と変化に対応できる企業に依存する。

経済再活性化、競争力確保、生産性向上のために

は国家レベルの経済戦略が必要で、その計画の眼

目は、�１すべての米国人によい教育、生涯学習・

訓練の基本的権利を与えること、�２経済再生・成

長のため、時間、努力、お金を投下すること、�３

産業界、労働界、政府を含め社会全体が変革し、

経済発展のためともに協力すること、である。」

と述べた。１９９２年当時、ブルーカラーのみならず

ホワイトカラーの失業率の増大も懸念される状況

であった。

しかしながら、１９９０年代、米国は力強い経済成

長に助けられ数百万の新規雇用が生まれ、失業率

はこの四半世紀で最低レベルまでさがった。株価

や不動産価格の上昇、記録的な雇用の増大など、

米国経済にとってすばらしいニュースが毎日のよ

うに報じられてきた。他方で、米国民のあいだに

所得格差がひろがった。所得格差是正のためそれ

までとられてきた所得再分配政策は、政策の有効

性を疑問視する声や連邦財政の累積赤字解消を優

先するため財政出動はおさえるべき、との声から、

しだいに採用されなくなった。職はないが健康な

人は、低賃金の職を見つけることに一層努力しな

ければならなくなった。企業サイドの心配は、別

のところにあった。労働市場の需給がタイトに

なってくると、レベルの高い人の採用がむずかし

くなり、数多くの技能水準の低い人を採用しなく

てはいけなくなるのではないか、との懸念であっ

た。さらなる雇用主の憂慮は、現在雇っている従

業員の技能が世の中の潮流に合わなくなるのでは、

という点であった。

このような状況下で、クリントンの大統領選挙

でのべた長期経済戦略の具体化をはかり、また、

知識集約型経済に対応し、経済競争力強化に資す

る観点から、ワシントンでの長期にわたる議論を

へて、１９９８年難産のすえ誕生したのが、労働力投

資法（Workforce Investment Act）である。

この小稿では、労働力投資法の枠組みを中心に、

米国における労働力開発・人材育成の取組みを紹

介してみたい。

トピックス

米国の労働力開発・人材育成の取組み

沖縄総合通信事務所長 大寺 廣幸
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２ 米国の労働力開発（人材育成）の基本的な枠

組み

英国政府が昨年発表したレポート「２１世紀のた

めの成人の技能（Adults skills for the ２１st cen-

tury）」には、労働力開発（人材育成）の基本的

な政策の枠組みについて国際比較が紹介されてい

る。登場するのは、英、米、シンガポール、仏、

独、デンマーク。このレポートの米国の部分は、

米国の労働力開発（人材育成）の基本的な考え方、

枠組みをうまく描写しているので、その一部を紹

介してみよう。

米国のアプローチは、技能形成の基本メカニズ

ムを「市場」においている。市場が技能の需給を

調整し技能のストックを決める。雇用企業が、技

能労働者が足りないと感じれば市場に対し給与

アップのシグナルを出し短期的な労働者確保をは

かろうとする。親は、このシグナルを見て、子供

たちを促しふさわしい技能を身につけさせようと

する。親は、また、小中学校や高校、大学が圧力

をかけ適切な履修コースを子供たちに提供するよ

う促す。労働市場でのこのような動きにより、技

能開発投資が進むのである。雇用企業は、さらに

自らの企業に必要な技能を修得する機会を従業員

に与えている。

米国では、内政分野への連邦政府の権限は比較

的弱く、各州が広範な自治権をもっている。州に

教育を行う一義的な責任がある。政府は、一般的

に、「市場の失敗」といった事態に立ち至ったと

きはじめて関与するのが通例だ。たとえば、市場

メカニズムがうまく機能しない失業者や生活困窮

のマイノリティ・グループの職業訓練へは、政府

が乗り出す。このようなことから、公的資金によ

る職業訓練は、失業者対策とリンクして進められ

てきた。労働組合は、一般的に政治的に強くなく、

労働条件の形成への影響力は、特定の産業分野に

限られている。

連邦政府が中等レベルの技能教育の実施で影響

力を発揮しうまくいっている点は、連邦政府の支

援により、地元の企業の技能ニーズに高等専門学

校、特にコミュニティカレッジが適切に応じてい

ることである。

市場メカニズムは、技能形成プロセスの調整で

うまく機能してきた。十分な教育を受けた数多く

の若者を労働市場に送り出すうえで、市場が果た

してきた役割は大きい。さらに、高等専門学校は、

教育カリキュラム編成や社会人への門戸開放を柔

軟に行っているので、個人は社会人になった後も

再度スキルアップのため教育を受ける機会が多く

ある。この仕組みが技能的に質の高い大人を多く

ストックできる源になっているのだ。しかし、市

場メカニズム活用には問題が二つある。一つは、

動き出すには時間がかかること。市場のシグナル

を受け取ってただちに教育体制がかわることはで

きない。この対策として高等専門学校レベルでは、

企業サイドと教育機関とがカリキュラムの再編を

共同で行う仕組みを作っているところがある。第

二に、市場メカニズムは、企業サイドの短期的な

ニーズにこたえるのにはふさわしいかもしれない

が、一般的に経済の長期的なニーズを考慮しない

傾向がある点である。

経済のグローバル化は、産業経済の国際競争力

確保の観点から連邦政府に新たな役割を生み出し

た。コミュニティカレッジにおいて、かなり専門

的な技能、新たな技能を働く人たちに修得させる

ため、連邦政府からの助成が拡充されてきている

のだ。技能修得のさまざまなスキームが全米各地

で誕生している。連邦政府は、政府助成プログラ

ムをつかい、民間産業協議会（Private Industry

Council）の活用や、１９９８年成立の労働力投資法

による施策の統合化により、家計が苦しい人たち

や失業者を対象とする職業訓練、雇用機会の創出
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に努めている。

３ 現在の米国連邦政府の雇用・訓練プログラム

２０００年１０月発表の米国会計検査院（GAO）レ

ポート「多角的雇用・訓練プログラム（Multiple

Employment and Training Programs）」に、個

人が仕事につき、また、職業上の技能をみがくこ

とへの支援を主目的とする連邦政府の雇用・訓練

プログラムのリストがのっている。プログラムの

数は、７つの省庁に合わせて４０１）。労働省、教育

省、厚生省の３省が中核である。GAOがデータ

を入手できた３５のプログラムの１９９９年度の予算総

額は３０９億ドル、予算執行総額は１１７億㌦。この予

算の約３分の２を６つのプログラムでしめる。

４０のうち３３のプログラムでは、一定の条件を満

たすものに援助の対象を限っている。たとえば、

ネイティブ・アメリカンを対象とするものが１０、

青少年は５、退役軍人は５ある。また、１２のプロ

グラムは、受給資格要件として「経済的に困窮し

ていること」を求めている。多くのプログラムは、

数多くの種類の雇用・訓練サービスを用意してい

る。プログラムの受益対象の人たちがオーバー

ラップし、また、同様のサービスを別々のプログ

ラムから受けることができる場合もある。

４ 労働力投資法の成立

１９９８年８月７日は、ケニアの首都ナイロビとタ

ンザニアの首都ダルエスサラームで、米国大使館

の入居するビルがあいついで爆弾テロにあい多数

の死傷者がでた日である。この日は、クリントン

大統領が１９９２年大統領選キャンペーンで公約し

ずっと実現に努力してきた労働力投資法案

（Workforce Investment Act：WIA）の署名の

日でもあった。早朝起こったこれらの卑劣なテロ

表―１ 労働力投資法に至る労働力開発（人材育成）関連法の沿革

人材開発・訓練法

（Manpower Development and Training

Act: MDTA）

１９６２年施行。初めて大規模な連邦職業訓練プログラムを定める。

経済機会法

（Economic Opportunity Act）

MDTAを承継する法律で１９６４年施行。Job Corpsや労働インセンティ

ブ・プログラム（Work Incentive Program：WIN）を創設。福祉補助

を受ける人たちへの初めての訓練プログラム。

包括雇用・訓練法

（Comprehensive Employment and Train-

ing Act: CETA）

１９７３年施行。すでに実施されてきた連邦プログラムを統合しようとする

初めての試み。CETAは、特定のグループを対象とする数多くの職業訓

練プログラムを、州に対する枠供与型助成プログラムに集約。これは、

職業訓練の責務を州や市町村に委譲するきっかけとなったものである。

職業訓練パートナーシップ法

（Job Training Partnership Act: JTPA）

CETAを引き継ぐもので、１９８２年施行。職業訓練に関する州の権限、責

任を拡充。

Carl D. Perkins職業教育法

（Carl D. Perkins Vocational Education Act）
１９８４年施行。連邦政府（教育省）による職業教育に対する助成。

食料セキュリティ法

（Food Security Act）

１９８５年施行。食料無料受取券（Food Stamp）を受け取る者への訓練プ

ログラムを定める。

家族支援法

（family Support Act）

１９８８年施行。連邦政府の福祉システムを改革。従来のWINプログラム

に代えて、福祉補助を受ける人たちを対象に、新たな職業機会・基本技

能（Job Opportunities and Basic Skills）プログラムを創設。

１）労働省（プログラム数：１７）、厚生省（６）、教育省（１１）、農務省（１）、住宅・都市開発省（１）、内務省（３）、退役軍人省（１）。
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事件への非難、緊急対応措置を冒頭に話して、彼

は、労働力投資法の意義を次のように述べた。

「……私は、数多くの政府支援プログラムを一

つにまとめ、この包括的な支援プログラムによっ

て、職のない人や不本意な職についている人が、

自らの最も欲するところにしたがって職業訓練を

受け仕事が選ぶことができるシステムの構築を念

願してきた。Herman労働長官が述べたように、

私が６年前に大統領選キャンペーンで訴え、ゴア

副大統領が国家行政評価（National Performance

Review）で具体化した「労働力訓練プログラム

改革の原則」がこの法案に盛り込まれている。

……

……現在、賃金上昇の伸び率はインフレ率の２

倍以上で、これはこの２０年間で最も高い実質賃金

上昇率である。これまで四半世紀の間、失業率は、

５％を下回ることはなかったのに対し、先月も

４．５％で、この１３ヶ月間５％以下が続いている。

私たちは、低い失業率、低いインフレ率、力強い

経済成長、高い賃金を享受している。

しかし、このモーメンタムを保つため、私たち

は、変革し前進しつづけなくてはいけない。グ

ローバルマーケットの日々の挑戦に対しては、財

政規律、貿易拡大、米国民・コミュニティへの投

資拡大という５年半前に述べた経済戦略を変える

ことはない。……米国民への投資拡大とは、世界

水準の教育、訓練を就学前の時期から、そして一

生涯のすべての年代で受けることのできる環境を

作ることだ。……失業率は確かに低いが、高い賃

金、高い技術レベルの仕事につきたいというニー

ズをかなえ、自由企業経済の恩恵を最大限、都市、

農村を問わずすべての地域の人々にあたえること

が大切である。そのためには、生涯にわたり学ぶ

に必要な道具をすべての米国民に与えるようにす

表―２ １９９９年度予算執行額の大きい雇用・訓練プログラム （単位：百万㌦）

プログラム 所 管 予算額 予算執行額 プログラムの概要 受益人数

州障害者雇用

支援プログラ

ム

教 育 省 ２，２８７ １，７９２

障害者を対象に、就職・雇用維持のため、州が、技能評

価、カウンセリング、職業訓練などの支援を行う。

（State Vocational Rehabilitation Services）

１２０万人

福祉・就業助

成プログラム
労 働 省 １，５００ １，５００

生活補助受給者等を対象に、就職・雇用維持のため、州、

市町村が支援する。支援サービスの内容は、各自治体が

定める。

（Welfare―to―Work Grants to States and Localities）

１４．３万人

Job Corps 労 働 省 １，３０８ １，３０８
１６―２４才の恵まれない家庭・社会環境の青少年を対象に、

総合的な在宅学習、職業訓練を支援する。
７．１万人

失業者雇用・

訓練支援プロ

グラム

労 働 省 １，３５１ １，３１０

失業者を対象に、就職・雇用維持のため、州が求人情報

提供、再訓練等の支援を行う。

（JTPA Title III Employment and Training Assis-

tance―Dislocated Workers）

５０万人

困窮家庭一時

支援プログラ

ム

厚 生 省 １７，６９２ ８６９

低所得家庭、妊婦を対象に、食費、医療、育児について

最長６０ヶ月の財政補助を行い生活支援する。

（Temporary Assistance for Needy Families）

８７．５万人

夏期青少年雇

用・訓練プロ

グラム

労 働 省 ８７１ ８７１

夏休み期間中、青少年を対象に、適性チェック、基礎技

能訓練、補習等の支援を州、市町村が行う。

（JTPA Title II―B Summer Youth Employment and

Training）

４８万人
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べきである。……

労働力投資法は、成長し向上する意欲のある

人々に一生学ぶ機会を与える。これが、すなわち

わが国の競争力を増すことにつながるのである。

この法律は、働く人々に直接、訓練助成を行い

彼らの判断で職業訓練の種類、場所を選択できる

ようにする。また、多種多様な職業訓練を統合・

合理化する。人々が何ヶ所にも行かず一ヶ所で用

を済ますことができるワンストップ・キャリアセ

ンター（One―Stop Career Center）を拡充する。

さらに、働く人のためになる施策の企画について

各州が弾力的に対応できるようにするとともに、

州、コミュニティ、教育・訓練サービス提供事業

者についてその事業実施の結果評価に関する基準

を、外部の人たちによりわかりやすいものとする

よう義務づける。仕事に恵まれない若者に対して

は、職業訓練などを受け就労できる機会をつくる。

これは不登校、社会からのドロップアウト、犯罪

など若者を待ち受ける罠を少なくする効果をもつ。

さらに障害をもつ人たちに就労の機会を、読み書

きのできない大人に学習の機会をあたえる。

……」

５ 労働力投資法とは

５．１ 概 要

労働力投資法は、ビジネス・産業界のニーズと

就労・就職者のニーズ双方を満たす全米的な訓

練・雇用システムの枠組みである。

法律の目指すところは次の点である（法第一

章）。

○訓練・雇用プログラムは、ビジネス、個人の

ニーズをもっとも理解できる地域レベルで企

画・実施されること。

○利用者は、近隣の単一のオフィスで、雇用、教

育、訓練、情報の各サービスにたやすくアクセ

スできること。

○自らのニーズにもっとも合った訓練プログラム

とそれらのサービスを提供する組織（教育・訓

練サービス提供事業者）を選ぶ機会が利用者に

与えられること。

○教育・訓練サービス提供事業者が研修を受ける

人たちの就労にどれほど成功しているかを知る

権利が利用者にある。教育・訓練サービス提供

事業者は成功率情報を利用者に提供すること。

○ビジネス・産業界は、労働力投資法で定めるシ

ステムによって人々が現在・将来の仕事に備え

ることができるようにするため、情報を提供し

リーダーシップを発揮するなど積極的に行動す

ること。

労働力投資法は、財政資金の流れ、対象とする

人々、助成システム、成果の説明・検証、州政府

による長期計画策定、労働市場情報システム（ワ

ンストップ・キャリアセンター）、政策管理の仕

組みについて改革をおこなった。

州は、民間ビジネス界からの委員が多数をしめ

委員長も民間から選ばれる労働力投資委員会

（Workforce Investment Board：WIB）を新設

し、５ヵ年戦略計画をつくる。州知事は、「労働

力開発地域」を指定し、その地域の労働力開発委

員会を監督する。また、新しく青少年向けプログ

ラムの作成、運用を管理するため、地域労働力開

発委員会の下に、青少年協議会（Youth Coun-

cil）をもうける。「ワンストップ」サービス提供

システムとしてキャリアセンターをもうける。こ

のセンターは、仕事を求める人など利用者の身近

に立地し、職業紹介、労働市場情報提供、第一次

技能測定などの中核雇用サービス（core employ-

ment service）を提供し、また、職業訓練・教育

などのサービスを提供する教育・訓練サービス提

供事業者へ橋渡しをする役割をになう。

また、労働力投資法では、職業訓練サービスを

提供する教育・訓練サービス提供事業者の業績評
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価基準の策定や雇用促進資金受給の適格性をみき

わめる仕組みの構築を求めている。さらにこの法

律では、州や市町村への雇用促進資金の助成メカ

ニズムを作り、雇用促進関連事業者の適格性基準

をさだめ、青少年、成人、失業者向けの求職・求

人・職業訓練など多種多様な雇用促進・人材育成

プログラムを用意した。

労働力投資法がもっとも力点をおいている点は、

技能をもった熟練労働者に対するビジネス・産業

界のニーズの充足と個人の訓練・教育・就労ニー

ズの充足である。利用者は、ワンストップシステ

ムにより必要な情報、サービスに簡単にアクセス

できるようになる。成人は、個人訓練口座（In-

dividual Training Accounts）により最も適切な

訓練を受けることが可能になり、この結果、州や

市町村のプログラムが利用者の期待にそえるよう

期待される。

５．２ ワンストップシステム

ワンストップシステムとは、利用者の身近の場

所で職業訓練・教育・雇用サービスに関する情報

を得たり、これらのサービスへのアクセスを受け

たりすることができるシステムである。具体的に

は、

○利用者の技能レベル、適性、能力の簡単な

チェックを受け必要なサービスの種類に関して

アドバイスを受けることができる。

○地元の教育・教育・訓練サービス提供事業者の

情報など、雇用関連サービス全般に関する情報

を入手することができる。

○失業保険の申請や職業訓練・教育プログラムや

奨学金の資格該当性判断に関してアドバイス、

サポートを受けることができる。

○求人情報チェック、職業紹介の支援やキャリ

ア・カウンセリングを受けることができる。

○求人状況、職種ごとに必要な技能、地域・州・

全米の雇用傾向など労働市場に関する最新情報

を入手できる。

このシステムより雇用主サイドも自社が求める

従業員の技能情報や求人情報を一ヶ所に提供する

だけですむようになるし、自社が必要とする技能

をもった人を容易に捜し出すことが可能になるメ

リットが出てくる。

現在、４８州で総計８百ヶ所をこえるセンターが

開設されている。州知事が指定し地域労働力委員

会がもうけられる「労働力開発地域」では、この

ワンストップセンターが最低１ヶ所は開設される。

センターの運用者は、競争応募によって、または、

ワンストップセンターで扱う連邦政府の支援プロ

グラム３つ以上を担当する機関の推薦を通じ、地

域労働力開発委員会が選定する。

５．３ 個人訓練口座（Individual Training Ac-

counts）

労働力投資法では、個人が職業、雇用選択に自

ら責任をもつことを求めている。そのため、自分

の判断で最適の訓練を「購入する」という個人訓

練口座という仕組みを導入した。この市場指向の

システムは、地元の労働市場で満足感が得られる

仕事をみつけるため、必要な技能、資格を個人が

取得することをねらったものである。

職業訓練の選択が適切に行われるには、「品質

情報」の提供が必要だ。ワンストップシステムに

よって、利用者は、適格性をもつ教育・訓練サー

ビス提供事業者のリストとその訓練内容を知るこ

とができる。受講料支払いは個人訓練口座を通じ

て行われる。ワンストップセンターと訓練サービ

ス提供者との間の契約で訓練が行われる場合は例

外的だ。

５．４ 情報把握・開示責任

個人は、受講する訓練コースの選択ができると
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いうことは、州、市町村、訓練サービス提供者に

は、訓練受講者の要求条件を満たすため、さまざ

まな統計データなどの情報をさらに把握・開示す

る責任が課せられるということである。たとえば、

�１ 中高年の成人やレイオフ・工場閉鎖によって

失業した人のために、公的助成なしの雇用、雇

用継続、職業紹介後の給与、職業教育・技能水

準などの統計。

�２ １９～２１才の青少年に対しては、社会人になっ

た後の教育・専門訓練受講者や就労者数の中の

高卒者の占める割合などの統計。

�３ １４～１８才の少年に対しては、基礎技能をもっ

た人や高卒者の数の割合や、職業紹介を受けた

人の率、仕事に従事している年数、専門職業訓

練を受けた人の割合などの統計。

これらの情報は全米レベルのみならず地域レベ

ルでも集計・開示することが求められる。また、

労働力投資法では、訓練サービス提供者は、成

人・失業者基金から助成してもらうため一定の条

件をみたすことが求められる。助成申請時の条件

と適格性維持の条件は異なる。訓練サービス提供

者は、訓練受講満了率、就業者数、就業賃金額、

訓練所要費用などのデータを開示しなければなら

ない。これらのデータ、情報はワンストップセン

ターで見ることができるようになる。

５．５ 適格性、サービス要件

労働力投資法は、成人、失業者、青少年の３つ

のジャンル別に助成スキームを定めている。

５．６ 労働力開発投資委員会等の政策実施スキー

ム

労働力投資法では、政策実施のため、公的セク

ターのみならず産業界、労働団体、コミュニティ

団体などの企画・立案への積極的な参画などいく

つかの新機軸を採用している。

適格性、サービス要件

成人、失業者

○利用者は、ワンストップシステムによってサービス提供を受け、訓練プログラムと教育・訓練サー

ビス提供事業者を決めるに際し個人訓練口座を利用する。

○サービスは大きく２段階にわかれ、中核サービス（core services）は資格要件を問わずすべての成

人を対象とし、強化サービス（intensive services）は中核サービスだけでは仕事を見つけることが

できない失業者を対象とする。

○中核サービスは、求職・職業紹介の支援や、求人、職種毎に必要な技能、雇用情勢などの労働市場

情報の提供、技能第一次チェック、雇用維持支援など。

○強化サービスは、総合適性評価、個人別雇用プランの作成、グループ・個人カウンセリングなど。

○さらに、強化サービスでも就職できない場合は、その地域での就業機会に結びつく、技能訓練、

OJT、経営ノウハウ習得、スキルアップなどの訓練サービスを受ける機会がある。

○財源が足りなくなる場合は、公的扶助を受け所得の低い人たちが優先される。

青 少 年

○サービスを受ける適格性のある青少年は低所得世帯の青少年で１４～２０才。（学校修了、就職が難し

い場合、低所得でない青少年も一定割合（５％）まで対象に。）

○対象の青少年は、１）学校からのドロップアウト、２）基本的な読み書きができず、３）ホームレ

ス、４）妊娠中・母子家庭、などの状況にあること。

○青少年向けプログラムは、義務教育終了後の教育の機会や就業に関するもので、学校、職業訓練機

関と連携。これらのサービス提供者は、雇用主（企業）と密接な関係をつくる。

○プログラムは、生活全般指導、技能訓練、義務教育修了指導、既存学校外学習サービス、労働体験

（インターシップなど）、職業訓練等。ガイダンス、カウンセリング、最低１年のフォローアップ

を受ける。

○青少年向けプログラムは、年間を通してのものと夏休み期間に限るものがあり、その選択は地元に

任されている。

７４郵政研究所月報 ２００２．６



�１ 州、指定地域ごとに、労働力投資委員会を設

置

州の労働力投資委員会は、州議会議員（２名）

と、州知事が任命するビジネス界、市町村、労働

団体、州機関、労働力開発関係の代表者、有識者

から構成される。州知事が策定する５ヵ年戦略プ

ランへの助言や、また、州全体の労働力投資シス

テムや労働市場情報システムの構築への助言を州

知事に対しおこなう。

地域の労働力投資委員会は、州知事の作成する

選定基準にしたがって地元市町村長が任命するビ

ジネス界、教育・訓練サービス提供事業者、労働

団体、コミュニティ団体、経済開発機関、ワンス

トップサービス提供者の代表者から構成される。

地域ごとのプランの作成とその実施の監督が仕事

だ。地域ごとのプランは州知事の承認を要する。

また、委員会は、ワンストップセンターの運営者

を選び、その事業運営状況をチェックする。

�２ 地域労働力投資委員会の下部組織として地域

青少年協議会を設置

議会は、青少年に関する地域プランの作成を支

援し、教育・訓練プログラムのサービス提供事業

者にアドバイスする。

�３ 州が５ヵ年長期戦略プランを策定

５．７ 予算配分

労働力投資法に基づくプログラムへの予算配分

は、成人、失業者、青少年の各プログラムごとに

分かれ、詳細は次のとおりである。

なお、成人、失業者、青少年の各プログラムに

関し州全体の事業に配分される資金については、

総額から最大１５％プールし、成人、失業者、青少

年向けプログラム相互で弾力的に州の自由裁量で

移流用できる。

ちなみに、労働力投資法のプログラム実行のた

めの連邦予算は、２００１年度（注）で３４億９，０５１万㌦と

意外に少ない。

（注） 労働投資法でさだめるプログラム年度で、

２００１年度は０１年７月１日から０２年６月３０日

まで。

６ 労働力投資法の評価

連邦政府の雇用・訓練プログラムの数は、７つ

の省庁に合わせて４０。そのうち、この労働力投資

法の対象となり集約化されたものは、１７プログラ

ムである。成人、青少年、失業者をターゲットに

各州で共通するプログラムが取り上げられており、

すべてのプログラムが対象となったわけではない。

訓練・雇用政策は各州の経済産業政策と密接な

関連をもっておこなわれることが肝要であるため、

労働力投資法にもとづく訓練・雇用プログラムの

実行は、州が主体となっている。このため労働力

投資法の実施状況を米国全体で評価することはむ

ずかしい。また、１９９８年法施行から時間的にまだ

日がたっていないので、確定的な評価は困難だ。

ただ、連邦会計検査院（GAO）の失業者、青少

予算配分

成人向けプログラム 失業者向けプログラム 青少年向けプログラム

州内各地域へ配分 ８５％ ４８％ ８５％

州全体の事業へ配分 １５％ ３２％ １５％

連邦労働省への配分 ２０％（注１） （注２）

合 計 １００％ １００％ １００％

（注１） 緊急助成、実証・技術支援施策のため保留。
（注２） 財源額が１０億㌦を超える場合、その超過分から最大２．５億㌦。連邦政府の青少年支援施策へ充当。

７５ 郵政研究所月報 ２００２．６



年プログラムに関する本年２、４月発表の調査レ

ポートを見ると、おおむね順調にプログラムが実

施されているとGAOは肯定的に評価しているよ

うだ。

先に紹介した英国政府の「２１世紀のための成人

の技能（Adults skills for the ２１st century）」レ

ポートは、米国のシステムを二つの点で評価して

いる。一つは、コミュニティカレッジの協力と官

民のパートナーシップである。もう一つは、ワン

ストップシステムという地域レベルでの情報共用

システムの発展で、これによって労働市場が順調

に機能していると評価をくだした。

全米の多くの地域で労働力投資法にもとづく教

育・訓練サービス提供事業者に選ばれているのは

コミュニティカレッジである。今年２月、Chao

労働長官は、コミュニティカレッジ全米協会での

スピーチで、「コミュニティカレッジは、全米で

１千校をこえ１千万人以上が受講し毎年５０万人以

上卒業生を送っている。これらのコミュニティカ

レッジは、IT専門技術者や看護士などの人材育

成に多大の貢献を果たしてきた。コミュニティカ

レッジのカリキュラムは、労働市場の需要サイド

の企業が求める技能、人材の育成に的確に対応し

ており、ワンストップ・キャリアセンターと連携

し求職者にふさわしい教育・訓練サービスを提供

している。現在、労働省の訓練関係予算の半分以

上がコミュニティカレッジにいっている。今後、

情報通信や在宅介護などの分野での専門熟練雇用

のニーズは飛躍的にふくらむと見込まれることか

ら、コミュニティカレッジの役割はますます大き

くなる。」と賞賛した。

７ おわりに

２００１年６月２０日、労働省の主催する２１世紀労働

力サミット（Summit on the２１st Century Work-

force）が開かれた。ブッシュ大統領、Paige教育

長官、グリーンスパーン連邦準備制度理事会

（Fed）議長も出席。

この会議で労働長官Chaoは、労働力開発は経

済発展と同義語であり、今後の米国経済力、米国

家庭の生活水準に影響を及ぼす３つの課題である

技能のギャップ、少子高齢化、労働をめぐる環境

に注目すべきと訴え、次のように彼女は述べた。

「技能ギャップとは、新たな職種の求める技能

と現在働く人のもつ技能とが合致しないことであ

る。失業率は幸い低位で推移してはいるが高い技

能をもった人材への需要は強い。大卒と高卒の間

の所得格差は１９７９年３８％であったものが今は７０％

まで拡大している。高校中退の人の失業率は大卒

の４倍に達している。米国経済は、高い技術水準

で情報関連の産業がリードする大きな変革期にあ

る。労働力がこの潮流に合うよう対応していかな

いと、マクロ的には米国は国内総生産の低下、労

働生産性の喪失という結果に立ち至ってしまう。

ミクロ的には一つの職種に長年しがみついている

人が一度失業すると、再就職の機会を逸してしま

う。このため教育の充実が最も大切であると判断

しているのだ。

米国は、長寿化と生涯労働期間の短縮、少子化

の結果、将来的に総労働力が減少する見込みだ。

高い水準の給与はインフレをもたらし、介護サー

ビスのような労働集約型サービスの提供がむずか

しくなる。退職者の増加は年金問題を深刻化させ

る。これらの問題の解決方策は、雇用機会を増や

すことだ。退職者にも雇用の機会を与え、雇用に

おいて人種、性、障害の有無などの差別をなくす

ことである。さらに、早期退職をやめ雇用期間の

延長、漸進的な退職（フルタイムからパートタイ

ムへの雇用時間短縮）の導入を図るべきである。

移民への門戸開放も広げるべきである。

現在の米国の労働をめぐる環境、就労状況にも

注目すべきである。３２才で平均して９回も転職し
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たという調査結果がある。約１千万の人が一月に

最低３日会社を欠勤している。（これは８年前の

約２倍だ。）４０％以上の家庭で二人以上が外で働

き給与を得ている。頻繁な転職により健康保険の

カバー率が落ち、年金を受けられない人が増えて

いる。」

Chao長官はこのように述べ、以上の３つの課

題の解決が２１世紀の米国の労働力のあり方を方向

付けると強調した。

このサミットが開催された朝、ブッシュ大統領

は、Chao長官の進言をうけ労働省に２１世紀労働

力オフィス（Office of the ２１st Century Work-

force）を新設する大統領命令にサインした。

Chao長官が指摘した３つの課題の解決に取り組

むとともに、複雑化した労働関係政策、法令・規

則の簡素化などを調整することが仕事である。さ

らに、この２月には、２１世紀の米国の産業経済で

求められる労働力とは何か、労働力開発のため取

り組むべき課題は何か、具体的な政策は何か、な

どを大統領に提言するため、官民の有識者をメン

バーとし労働長官を議長とする協議会（Council

on the ２１st Century Workforce）の設立が発表

され、３月２１日には民間から参加の１０名のメン

バーが発表された。

米英のみならず他の国々でも、２１世紀の産業経

済を下支えする人材は何か、そのような人材を育

成するためとるべき政策は何か、などが議論され

ている。わが国も、単に不況下での失業悪化、雇

用確保という短期的な視点ではなく、２１世紀の産

業経済を支える人材は何か、などを長期的視点に

たって包括的に議論することが必要であろう。
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はじめに

１ 無線通信による電子政府について

電子政府は行政情報の提供（DB）や各種申請・

届け出（トランザクション）の電子化から実現さ

れている。初期段階では、固定通信網用のDB、

トランザクションがモバイル環境でも利用されて

いた。最近はモバイルインターネットが急速な勢

いで普及してきたことを受け、電子政府サービス

の提供においても、これを利用する動きが出てき

た。モバイルインターネットを利用する場合、

サービス提供側はモバイルインターネット対応の

コンテンツを作らなければならないため、現状で

は全体の中での提供割合は低く用途も限られるが、

今後の発展が期待される。

２ モバイルインターネットの概要

モバイルインターネットとは携帯機を使ってイ

ンターネットアクセスを実現するサービスである。

PCのような複雑な設定が無くても直ぐに使える

こと、携帯に便利で何時でも何処でも使えること

持ち運びが楽で操作の簡単な移動通信端末（携帯機）に機能を付加し、インターネットへ

の簡便なアクセスを可能とする携帯IP接続サービス（以下、モバイルインターネット）が

急速な勢いで普及してきた。日本のモバイルインターネットは、ｉ―modeサービス（NTT

ドコモ）の開始以来、各社から提供されるようになり、平成１４年３月末現在全社合計で

５，１９２万加入に達している（電気通信事業者協会ホームページの携帯IP接続サービスの項に

よる）。

モバイルインターネット端末の広範な普及を背景に、電子政府サービスの提供においても、

パソコンを持たないユーザ向けやパソコンを持っていても外出先や移動環境でサービスを

利用したいユーザ向けにモバイルにカスタマイズした情報を提供する動きが出てきた。現

在は提供例が少ないが、理想的な利用者認証機能、情報料の徴収機構が期待できるところ

から、今後も利用方法の高度化と利用者数の拡大が期待できると思われる。

本章では上記の背景を踏まえて、モバイルインターネットの概要と特長を電子政府への応

用の観点から述べる。さらに、電子政府への応用の現状について紹介し、その傾向につい

て分析する。最後に、モバイルインターネットを含む移動通信網への要求条件について述

べ、移動通信と電子政府の関係について考察する。

シリーズ

電子政府と無線通信

株式会社NTTドコモマルチメディア研究所 所長 中野 博隆

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」第６回
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Packet Data

iモード 
ケータイ 

IP

IP

IP

IP

企業 
LAN

ISP

Internet
TCP/IP 
HTTP 

専
用
線
 

iモード 
サーバー 

DoCoMo 
通信網 
（PDC） 

DoCoMo 
パケット網 
（PDC―P） 

音声・携帯PCデータ 
モデム経由 

から、最近急速に広まっている。

この様なモバイルインターネットを、行政情報

の取得や各種申請・届け出に利用することが可能

である。電子政府への応用という観点から見た、

モバイルインターネットの特長は以下の通りであ

る。

�１電子政府インフラとして、十分な普及状況に達

している。

サービスを広く提供する観点から、電子政府イ

ンフラには、安価で使いやすいシステムが強く望

まれる。大量の情報を取り込むことや複雑な処理

は困難な場合があるが、モバイルインターネット

は安価で使いやすいという条件を満たす。

平成１４年３月において、５千２百万弱のモバイ

ルインターネット加入（利用）者があり、なお増

え続けている。

�２理想的な認証情報を得ることが出来る（ｉ―

modeでは、公式サイトの場合）。

このため、各種申し込みや、届け出にも使える

可能性がある。ただし、得られるのは端末のID

のみであり、本人認証は別途考慮が必要な場合が

ある。

�３固定端末に比較し利用シーンが多様である。例

えば、予約を行い、その結果としてチケット代

サービス名
平成１４年３月 平成１４年２月

累計
グ ル ー プ 名

純 増 数 累 計

ｉモード ９０６，０００ ３２，１５６，０００ ３１，２５０，０００ NTT DoCoMoグループ

EZweb ２９９，９００ ９，６３８，８００ ９，３３８，８００

auグループ

（３月末累計：８，２２８，４００）

ツーカーグループ

（３月末累計：１，４１０，４００）

Ｊ―sky ３８３，３００ １０，１３０，３００ ９，７４７，０００ Ｊ―フォングループ

合 計 １，５８９，３００ ５１，９２５，１００ ５０，３３５，８００

・Ｊ―skyは対応機の契約台数。
・電気通信協会（http：／／www.tca.or.jp／）のホームページ上の統計情報より

図 ｉ―modeのシステム構成
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用シンボルを受信しておき、窓口に提示して、

予約の証にするといった使い方も可能である。

勿論、必要な時に、その場で電子政府サービス

を受けることも可能である。

�４モバイルインターネットシステムの例（ｉ―

modeの場合）

〈システム構成要素（図）〉

ｉ―modeは、インターネットとモバイル通信網

の他に�１対応端末、�２モバイル通信網とインター

ネットを接続するゲートウエー（ｉ―modeサーバ）

から構成されている。

ゲートウエーは、利用者の認証、課金処理、下

位レイヤーのプロトコル終端、専用線による直接

収容型のセンタ接続機能などを持つ。モバイル網

は伝送遅延、誤り率が大きく、回線速度が低いた

めインターネット標準の誤り訂正プロトコルであ

るTCPをそのままエンド・エンドで使うことが

出来ない。そこで、このゲートウエーで情報提供

者（以下、IP）との間のTCPを終端し、ゲート

ウエーと携帯機との間ではモバイル網に適した別

プロトコルを用いる。

〈通信料金〉

時間課金ではなく情報量に応じた課金が可能な

移動通信網上のパケット通信サービスを用いてい

ることが特長である。ユーザは端末の利用時間を

気にすることなくサービスを利用できる。

〈端末の特徴〉

通信速度は固定網のインターネットに比較し遅

く、表示面積が大きくとれない、プロセッサの性

能が低いなど、携帯機の性能には限りがある。イ

ンターネットの表示言語（HTML）の利用範囲

を制限して用い、これらに対応している。

〈ｉ―modeサイト〉

ｉ―mode用のサイトは、インターネット又は専

用線で接続される。公式サイトとボランタリサイ

トの２種類がある。公式サイトに対しては、端末

に対するIPの認証とIPに対する端末の認証を通信

網サービス事業者（NTTドコモ）が保証してい

る。また、代行課金サービスも提供している。

〈電子政府への応用〉

電子政府の取り組みにおいて、利用者を特定す

る必要のない行政情報の提供などの場合は、ボラ

ンタリサイトからの提供でも十分であるが、利用

者の特定が必要な登録、認可、管理情報へのアク

セスなどの場合は、公式サイトにする必要がある。

PKI（Public Key Infrastructure）などの公衆的

な認証サービスが充実してくれば、この限りでは

ない。なお、ｉ―modeオープン化施策の一環とし

てGW（ｉ―modeサーバ）機能の一部を外部に開

放する予定である。この場合、ドコモ外の特定の

プロバイダが、認証、課金などを行なうことが可

能であり、電子政府サービス提供の自由度がさら

に拡大する。

３ モバイルインターネット（ｉ―mode）によ

る行政情報提供例

ｉ―modeを例に、モバイルインターネットによ

るサービス提供例を紹介する。電子政府の総合窓

口（http：／／www.e―gov.go.jp／）より、以下の提

供例が確認できた（平成１４年４月２２日調査）。気

象情報の提供や航行警報など携帯環境で威力を発

揮する情報の提供、悩み相談などモバイルイン

ターネット所有者の割合の多い若者向けのサービ

スなどに活用されている実体が分かる。なお、各

項目は一般用URL、モバイルインターネット用

URL、情報内容説明を示す。

�１ 国土交通省

http：／／www.mlit.go.jp／tec／acount２／０２０１．html

ｉ―mode対応携帯電話での情報提供（仙台工事

事務所）

（URL）http：／／www.th.moc.go.jp／sendai／i.html

インターネットを利用した情報提供として、最
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近の登録台数の伸びが著しいｉ―mode対応の携帯

電話に対応した気温、路面温度、雨量情報、駐車

場情報を提供しています。

�２ 海上保安庁 ゴールデンウィークにおける

マリンレジャー安全推進旬間の実施について

http：／／www.kaiho.mlit.go.jp／info／kouhou／h

１３／k２００１０４２４．htm

水路協会i―mode URL（http：／／www.mirc.jha.

or.jp／i―mode／）

�３ 海上保安庁 マリンレジャー情報／気象・

海象情報

http：／／www１．kaiho.mlit.go.jp／KAN１０／i／in-

dex.html

ｉ―modeはhttp：／ ／www . kaiho .mlit . go . jp ／

imode／senkitsu／index.htm

しずおかマリンロボ天竜川河口沖と御前埼沖の

遠州灘、波勝岬沖の駿河湾内に設置された静岡県

の観測ブイによる風・水温・流れが２４時間リアル

タイムで提供されています。

�４ 警察庁 千葉県警察

http：／／www.npa.go.jp／higaisya／shien／prf／

chiba.htm

携帯電話からの場合（ｉ―modeのみ）http：／／

www.mesh.ne.jp／chiba１１０／keitai.htm

�５ 警察庁 未来への警告～公開ファイル

http：／／www.npa.go.jp／hightech／pr／０５mobile／

０１．html

ｉ―modeをご利用の方は、http：／／www.npa.

go.jp／hightech／kt／i_mode／top.htmlにアクセスし

てください。

�６ 国土交通省 交通バリアフリー情報提供シ

ステム（らくらくおでかけネット）の本格運用

開始について

http：／／www.mlit .go . jp／kisha／kisha０２／０１／

０１０１２４_.html

（携帯版（ｉ―mode,j―sky）） http：／／ecomo.mri.

co.jp／rakuraku／mobile／

（携帯版（EZ―web））http：／／ecomo.mri.co.jp／ra-

kuraku／mobile_ez／

その他システムの向上と情報更新の迅速性を確

保するため、近日中に交通事業者、高齢者・障害

者団体等の代表からなる連絡会議を設置し、定期

的に開催していく予定。

４ 電子政府のインフラとしての移動通信網の利

用

移動通信網はアナログ無線インタフェースを用

いた第１世代システム、ディジタル無線インタ

フェースを用いた第２世代システムと進化してき

た、そしてＷ―CDMA技術を用いた第３世代サー

ビスが始まったところである（平成１３年１０月、

NTTドコモ、システム名：FOMA）。

現在は第２世代システムの全盛期である。平成

１４年３月末で携帯電話とPHSを合わせて、７，４８１

万加入と十分な普及に至っており電子政府のイン

フラとしての利用が可能である。特に、モバイル

インターネットの利用者は、５，１９２万加入にのぼ

り、近年の普及が著しい。

（以上、電気通信事業者協会ホームページ

http：／／www.tca.or.jp より）

電子政府のインフラとしては、現状の移動通信

網（第２世代）の特性に加えて、下記の要求条件

があると考えられる。第３世代の移動通信網であ

るIMT２０００はこれらの要求条件を満たすべく作

られている。

�１ 経済性

多くの利用者が容易に使える経済性を備える必

要がある。モバイル通信網は有限の資源である電

波を多くの利用者が共同利用する。このため、電

波資源をなるべく効率的に使う方式が望ましい。

第３世代モバイル通信網はこの点においても有利

と言われている。
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�２ グローバル性

電子政府情報提供の国際化はこれからのことと

思われるが、外国の出先から国内の電子政府サー

ビスにアクセスしたい場合などは十分考えられる。

この為、移動通信サービスには国際的なアクセス

を可能とするグローバル性が必要である。第３世

代通信網の国際ローミング（同一端末によるサー

ビスエリアの国際化）が進めば、この要求が非常

に容易にかなえられるだろう。なお、国際ローミ

ングの実現は、各国・各オペレータ間の協力が必

須であり、平成１４年４月現在、FOMAにおいて

は今後の予定とされている。

�３ 高信頼性

何時でも、誤り無く、一定の品質の通信を保証

する必要がある。モバイル網は元々、誤りの不可

避な網である。このため、重要なトランザクショ

ンの途中放棄時にも容易に回復できるアプリを開

発する必要がある。電子政府アプリの開発におい

ても十分に留意すべきである。

�４ 高速性・リアルタイム性

FOMAは高品質の音声基本サービスに加えて、

６４kbpsの回線交換サービス、下り３８４kbps／上り

６４kbpsのパケット通信サービスを特徴とする。

十分な速さのパケット通信が確保できるため、モ

バイル環境によるインターネット利用が進むと期

待される。６４kbpsの回線交換を利用したビジュ

アルフォンが提供されている。電子政府への応用

としては、映像DBの端末としての利用や映像を

説明に用いる対コンピュータ間の会話への利用が

考えられる。

�５ 多様な通信速度への同時対応

基本音声、文字、図表、自然画、映像などの多

様なコンテンツに対応して、多様な通信速度に経

済的に対応する必要がある。第３世代移動通信シ

ステムのパケット通信サービスはこの様な条件に

も対応できる可能性を持っている。ただし、映像

や音声においては回線交換サービスの方が通信料

金的に有利になる場合がある。

�６ 認証・秘匿機能の提供

正しく利用者を特定する認証機能、無線区間を

含む通信網において通信内容を守る秘匿機能が必

要である。利用方法が高度化するのに従い、認

証・秘匿機能の重要性が増大すると思われる。さ

らに、高度な電子政府の実現には総合的なプライ

バシー保護の技術は必須である。これは固定網に

おいても同様である。

参考として、FOMAの商用サービスに関する

経緯を以下に示す。

�１ １９９９第３四半期：方式に関する基本パラメー

タ決定（ITU―R）

�２ ２０００第３四半期：方式に関する詳細パラメー

タ決定（ITU―R）ネットワーク構築開始

�３ ２００１年１０月１日：商用サービス開始（東京、

横浜）

�４ ２００２第３四半期：主要都市サービス開始

�５ ２００３第３四半期：全国サービス展開

�６ ２００４第３四半期：人口カバー率９５％以上

現在、第３世代システムの次に当たる第４世代

システムに関する議論が始まったところである。

第３世代の最高２Mbpsに比較して１０倍から５０倍

に当たる２０―１００Mbpsの通信速度が要求条件と

して議論されている。また、ワイアレスLANと

の相互乗り入れなども考えられている。これが実

用化されると、電子政府のコンテンツはだいぶ変

質するものと思われる。すなわち、高品質な音

声・映像などのリッチ系マルチメディア情報がよ

り使いやすくなると考えられる。
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「IT投資は成長率を向上させるか？」郵政研究所セミナー（４月１６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）

「経済予測演習」郵政大学校（４月２２日、２６日、５月７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）

「今後の家計貯蓄動向について」日本金融学会春季大会（５月１８日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトピックス」（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

「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）

「金融機関利用に関する意識調査」（５月１４日）

「デジタルパーク郵政館」（毎週水曜日放映）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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）

「金融機関利用に関する意識調査」通信文化新報（５月）

「コモディティ化の流れとデリバティブ」情通ジャーナル（５月号）

「デットエクイティブスワップ」かんぽ資金（５月号）

「１月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（５月号）

「郵便振替」郵政（５月号）

「『郵便・電信・IT』」目で見るマスコミとくらしの百科第１巻（５月）

５ ていぱーくの特別展

・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））

郵政研究所通信
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・あそぼう！学ぼう！おもしろ王国（５月３日（祝・金）～６月９日（日））

・「逓信博物館の１００年」展（６月１５日（土）～７月２８日（日））

� １００周年記念イベント（６月１５日（土）～６月２３日（日） 但し６月１７日（月）は開館）

NHK「昼の散歩道」公開生放送や重要文化財になった「お宝」などの電気通信関係の展

示及び重要文化財を使った実演を行います。

� １００周年記念展示（６月２７日（木）～７月２８日（日） 但し６月２４日（月）～２６日（水）は展示替え

のため１階特別展示場は閉鎖）

「万国郵便連合加盟２５周年祝典記念 展覧会出展目録」より一部抜粋した資料の展示や記

念絵葉書の原画や原版の展示など普段展示しない貴重な資料展示を行います。

６ その他

「登戸郵便局百周年展」登戸郵便局（４月１５日～４月１９日）

「主観的借入制約確率と危険資産の選択」『金融経済研究』第１８号

「前島密リーフレット」中央郵政研修所（５月１０日）

「アイルランド切手展」松江中央郵便局（５月５日～５月６日）

「恐竜切手展」銚子郵便局（５月３日～５月６日）

◆ Opinion―読者の声― ◆

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

ていきます。宛て先は下記まで、所属先及び氏名を明記の上、お送り願います。

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

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

【御意見等の宛て先】

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

TEL：０３―３２２４―７３１０ FAX：０３―３２２４―７３８２

URL http：／／www.iptp.go.jp／

E―mail：www―admin@iptp.go.jp
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編集後記

梅雨の季節がやってきました。この季節は雨の日が続くため不快ですが、紫陽花がと

ても美しい季節でもあります。雨の日に出かけるのは億劫ですが、雨に映る風情ある紫

陽花を見に出かけよう、と思う今日このごろです。

「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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ていぱーくは、６月２０日に１００歳の誕生日を迎えることから、「逓信博物館の１００年展」を６月１５

日（土）～７月２８日（日）まで開催します。そこで博物館の「お宝」である重要文化財を公開し（６月

１５日（土）～７月２８日（日））、通信実演を１日３回（６月１６日（日）～６月２３日（日））行なう予定です。

通信実演に使われるのは、安政元年（１８５４）ペ

リー提督が幕府に献上し通信実演した「エンボッ

シング・モールス電信機」（重文）、明治２年電信

創業時に使用した「ブレゲ指字電信機」（重文）、

初代逓信大臣榎本武揚が幕末頃オランダで購入し

持ち帰った「デイニェ印字電信機」（江戸横浜間

の通信目的のため日本に持ち帰ったが戊辰戦争で

行方不明、後電気学会席上で榎本と２０年ぶりに再

会）です。なお、安永５年（１７７６）に平賀源内が

作った「エレキテル」（重文）は、展示のみとな

ります。

これらの電信機は、部品の欠損により全く作動

しない状態で保管されていました。当

館と当所客員研究官の若井登工学博士

と通信総合研究所の小室純一氏、三木

千紘氏の共同研究により、これらの電

信機が甦りました。

実演つきの公開は、今回の１００年展

に限り実施します。この機会をお見の

がしないように是非ご来館ください。

学芸員雑記帳 １００歳を迎える「特殊通信日付印」

当館と同じ１００歳の誕生日を迎えるものに、記念絵葉書と特殊通信日付印があります。

わが国が万国郵便連合（UPU）に加盟したのは明治１０年（１８７７）６月１日ですが、万国郵便連

合条約を施行したのは６月２０日です。それから２５年へた明治３５年（１９０２）６月２０日に中央と地方で

それぞれ式典が行なわれました。この時、初めて記念絵葉書６枚（５銭）の発行と、特殊通信日付

印を使用しました。これが記念スタンプの始まりです。特殊印は、この後

も記念切手や記念絵葉書の発行と並んで、記念すべき行事や祝典などが

あった時使用されるようになりました。

祝典の翌日からは、本省の新館に開設された郵便博物館（現在のてい

ぱーく）において記念展覧会が開かれました。これが、ていぱーくの始ま

りです。なお、郵便創業の功労者である前島密は、この祝典を機に男爵を

授けられました。（井上恵子）

「エンボッシング・モールス電信機」（重文）による通信実演（平成１１年１２月）
（中央は１５代将軍徳川慶喜公ご曾孫の徳川慶朝氏、
右側は若井登工学博士、左側は通総研の稲森康治氏、小室純一氏）

ていぱーく展示場紹介!２

逓信博物館の１００年展―重要文化財３点公開！―

ディニェ印字電信機による通信実演（平成１３年９月沖電気製作の複製機寄贈式）
（左側は当館所蔵電信機、右側は沖電気製作電信機）

最初の特殊通信日付印
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