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ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版!２７）

東海道五拾三次之内 掛川 秋葉山遠望

秋葉三尺坊火伏の神として有名な秋葉神社のある秋葉山を望み、二瀬川橋の上を参詣の旅僧

と巡礼の行き交う姿が描かれています。橋のたもとに建つのは登山道の道しるべの秋葉燈篭で

しょうか。

春風を受けて五月の節句を祝う遠州凧が舞い上がり、その下の藍色の田んぼで田植えをする

五月女や橋の上で糸の切れた凧を目で追う子供の姿が印象的な作品です。

ていぱーく所蔵資料紹介!４０

小判切手の原版
郵便創業からの日本切手の印刷は、手彫り凹版方式といって

１シート分の印面をすべて手彫りで行う方式で、個々の切手に

相違が生まれ大量に印刷することができませんでした。そこで、

大蔵省紙幣寮に招かれていたイタリア人エドアルド・キヨッ

ソーネの指導のもとに切手の製造方式を一新しました。

この方式は、１枚の元版から凸版の原版を作成し、これをつ

なぎ合わせて１シート分の原版を作成するため、切手の量産が

可能となりました。

図案の中央に小判型の輪郭があるため、「小判切手」と呼ば

れています。また、この切手からシートの下部に切手の製造し

た所を示す「銘版」が入れられました。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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３年ほど前、ニューヨークのマンハッタンに１年間あまり暮らしたことがあります。

街を歩いていてよく目にしたのが、UPSやFEDEXなどの宅配便の店舗やトラックで

した。私も日本との原稿のやりとりなどによく利用したものです。郵便にくらべて、

値段は高いのですが、速くて確実なイメージがありました。これに対して郵便の方に

は「プライオリティ・メール」というのがあり、USPS（合衆国郵政事業公社）が「安

い！土曜日も営業！」をウリにしてテレビで宣伝していました。官が民に対抗してテ

レビ・コマーシャルを打つというのが面白いところです。それでも私がFEDEXを愛

用していたのは、日本に送る場合に専用機を持っているFEDEXの方がなんとなく安

心だということと、窓口の係員の愛想がよく、しかも仕事が速いということがありま

した。郵便局の方は、愛想が悪いのは我慢できるとしても、待つのが嫌いな私にとっ

ては、郵便物一つ出すだけなのに一時間待ちは日常茶飯事という状況は耐えられるも

のではありませんでした。一緒に列に並んでいるお客さんたちも、みんな、いらいら

していました。しかし、そんな有様であるにも拘らず、米国の郵便局が、いつも混ん

でいて結構繁盛していたのは、「安い」ということもありますが、確定申告の受付け

やパスポートの発行などもやっていて、色々な政府サービスの拠点になっているとい

うことがあるのだと思います。

信書の方も、インターネットが発達して個人の私信は減っているものの、まだまだ

繁盛しているようです。ダイレクトメールが多いというところは日本も同様でしょう。

さらに、米国の場合は企業からの発信物に対する個人からの「返信」が結構多い。つ

まり、パーソナル・チェックによる支払いです。電気やガス、テレビや新聞、クレ

ジットカードの請求書に対する支払いは、銀行口座からの自動引き落としもあるので

すが、多くの人々は今でもひとつひとつ請求内容を確認の上で小切手を郵送するとい

うやり方を好んでいます。請求書には必ず返信用封筒がついていますから、小切手に

金額を記入し署名のうえ、切手を貼ってポストに入れるだけですから、そんなに手間

郵便局の逆襲―民営化についての私の夢想―

立教大学法学部教授 角 紀代恵

巻 頭 言
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はかかりません。日本では、この便利なパーソナルチェックという仕組みがない代わ

りに、コンビニでの支払いというスタイルが生まれてきました。「自動引き落とし」

というのはどうも気持ちが悪い、自分で請求書の中身を確認したうえで好きな時期に

支払いたいという消費者の気分にあっています。最近の郵便民営化の議論では、民業

の方から信書の受付けもコンビニを拠点にするというアイデアが出ていたのは面白い

ことだと思います。

そこで、私が夢想するのは、民業の方がコンビニを拠点にするというなら、民にも

ポスト設置を義務づけるなどとケチくさいことをいわずに、郵便局の方がコンビニに

なってしまえばいいということです。特定局というのも、もともとは、一種のフラン

チャイズですよね。だからといって私が言いたいのは、セブンイレブンやローソンと

契約を結んで食品や雑誌を売ったらというのではなく（勿論そうしてもいいのですが）、

「サービスのコンビニになったら？」ということです。まず、行政サービスの窓口を

何でもやってしまう。確定申告を受け付ける。パスポートの申請や運転免許証書換え

の窓口もやる。戸籍謄本や住民票、出生届、婚姻届の取次ぎもやる。不在者投票も受

け付ける。さらには交番と合併して２４時間営業体制をとる。お巡りさんが店番をして

いたら襲うやつもいないでしょう。

因みに、アメリカでは、郊外や地方には、ほとんど、郵便ポストはありません。一

生見たことがない人もいると聞きます。私も、ニューヨークの街角で、アメリカ人か

ら、どうやってポストに手紙を投函するのかと尋ねられたことがあります。発信物が

あるときには自宅の郵便受けに旗を立てておくと郵便配達員が持っていってくれるの

だそうです。ちょっとのどかなやり方ですけど、日本の田舎はもっと安全ですから、

やってみてもいいかも知れません。

３ 郵政研究所月報 ２００２．７



［要約］

１ 本研究は、郵便局における郵便物搬送作業の中で、ロールパレットと小包区分機のイ

ンダクション又はシュート間における小包運搬作業について、人間工学的方法を用いて

定量的に検討し、作業者の負担を小さくする作業環境（高さ）の提案すること等を目的

として実施した。

２ 本実験は、大きく、三つに分けられる。�１小包区分機のインダクションの高さの最適

化実験、�２小包区分機のシュートの高さの最適化実験、�３透明・不透明ケースを用いた

重量物ハンドリング作業の検証実験である。それぞれ、被験者１０名（男５名女５名）の

筋電図データ等を収集し、分析を行った。

３ インダクション又はシュートの高さの最適化実験については、筋電図の平均実効値の

標準化データを従属変数、身長に対する台の高さの割合を独立変数とする２次回帰分析

を行った。

透明・不透明ケースを用いた重量物ハンドリング作業の検証実験については、多元配

置分散分析を適用した。

４ パレットとインダクション又はシュート間の小包運搬作業について、最適な高さを検

討した結果は次のとおりである。

・インダクションの高さの推奨値は６５cmから６７cm程度である。

・シュートの高さの推奨値は５８cmから６３cm程度である。ただし、推奨範囲内で現場に

即して設計することが望まれる。

また、透明・不透明の２種類のケースを用いて、筋負担がどのように変わるかを検討

し、以下の知見が得られた。

・パレット上段での持ち上げ作業の方が負担が大きい。

・透明ケースは、運搬物の質量やパレットの上下段に関わらず、不透明のケースに比較

して、作業者の負担がより小さい。

調査研究論文

郵便局における運搬作業の負担軽減に関する研究

通信経済研究部主任研究官（技術開発研究担当） 松澤 勇一

４郵政研究所月報 ２００２．７



はじめに

郵便局では郵便物を処理するに当たって、到着

したロールパレット（以下、「パレット」とい

う。）から郵便物又はパレットケース（以下、

「ケース」という。）を取り下ろす作業、または、

差し立てるパレットに郵便物又はケースを積み込

む作業が不可欠である。この作業を軽減するため、

ケースを自動的に移載する装置は、一部の大規模

郵便局１）に設置されているのみであり、大半の郵

便局では人手に頼っているのが現状である。

地域区分局において、郵便物の取り下ろし又は

積み込み作業が頻繁に行われる場所は、小包処理

場である。地域区分局の小包処理作業は、従来は

男性が主流の職場であったが、近年、非常勤職員

（以下「ゆうメイト」という。）化が進んでいる。

特に、女性の雇用が進み、昼間帯はほとんど女性

のゆうメイトが占めている状況にある。

一般的に、同場所には小包区分機が設置されて

いるが、マンマシンのインターフェイスである小

包郵便物の供給部（インダクション）やシュート

の高さは過去の経験等から決められてきており、

一定ではない。

そこで、小包の運搬作業において、インター

フェイスの高さの違いが人的負担にどのような影

響を及ぼすのか把握・検討、つまり、パレットと

小包区分機のインダクション又はシュート間の小

包運搬作業における負担について、人間工学的方

法を用いて定量的に測定・検討し、より負担が小

さくなる作業環境（高さ）を提案しようとするも

のである。

また、平成１３年度より、事故防止の観点から、

郵便局に半透明のケースが導入された。郵便局で

のヒアリングで、ゆうメイトから、「青色ケース

は（パレットの）下からでは中身が見えないため、

取り扱いに不安がある。」、「半透明のケースにな

り、不安が解消した。」などの意見が聴かれた。

そこで、半透明のケースが作業性に及ぼす影響、

つまり、ケースの内容量が認知できるか否かによ

り、作業者にどのような負担又は影響を及ぼして

いるかについても調査することとした。

１ 実験方法

１―１ 被験者

被験者は、郵便局のゆうメイト雇用実態を想定

し、年齢・身長が偏らないように男５名女５名の

計１０名を選定した。被験者の概要は表１のとおり

である。

１―２ 実験パターン

本実験は、実験対象及び実験目的から次のとお

り大きく二つに分けられる。

�１実験１：小包区分機のインダクション又は

シュートの高さの最適化実験

さらに、実験１は、インダクションの高さの最

適化とシュートの高さの最適化に分けて実験を行

１）新東京郵便局、新大阪郵便局、名古屋郵便集中局及び横浜郵便集中局

表１ 被験者の概要

番 号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

性 別 男 男 女 女 女 男 女 女 男 男

年 齢 ３６ ４９ ５２ ４５ ３０ ２３ ４８ ５３ ６１ ２８

身 長 １７８．５ １６４．１ １４５．３ １６３．９ １７４．８ １８０．５ １５３．４ １５５．１ １６７．２ １７９．４

平均年齢 ４２．５歳 平均身長 １６６．２cm

５ 郵政研究所月報 ２００２．７



うこととする。

本実験の目的は、運搬作業における身体の負担

度合いを計測した結果２）と、調査対象となる台の

高さを身長との関連でモデル化３）し、負担が最小

となる条件を検討することである。

�２実験２：透明・不透明ケースを用いた重量物ハ

ンドリング作業の検証実験

本実験の目的は、運搬対象物の重量が未知又は

既知の場合、運搬作業における生体負担と挙動に

及ぼす影響について研究することである。

１―３ 実験条件の設定

実験に当たり、以下のとおり、前提条件を設定

した。

�１インダクション用台の高さは５０、６０、７０、８０

cmの４段階とする。

�２シュート用台の高さは５５、６０、６５、７０、７５

cmの５段階とする。

�３運搬物は、窓口で販売している「ゆうパック

（大）」を使用し、質量は７kgとする。

�４パレットは現在郵便局で使用しているものを

使用し、下段（高さ２５cm）と上段（高さ１１０

cm）の手前側を使用する。ただし、実験２

については上段の上に２段重ねでケースを置

き、上のケース（高さ１３５cm）をタスク用と

する。

�５実験のケースは、現在、郵便局で使用してい

る青色のパレットケースと半透明タイプのパ

レットケースを使用する。青色ケースについ

ては中身が見えないように蓋をする。

�６ケースの質量は、５kg、１０kg、１５kgとする。

�７各実験における条件の実施順序は、全被験者

で一律とならないように配意し、疲労や学習

効果を抑制する。

１―４ タスク

各実験において、被験者に課した動作は、次の

とおりである。

�１ インダクションの高さの最適化実験

パレットの上段或いは下段の手前側に置いた運

搬物を両手で持ち、あらかじめ高さを設定したイ

ンダクションに見立てた台に搬送する。パレット

上・下２段と搬送先の高さ４段階の組み合わせと

なる８条件について、各３回ずつ行う。

なお、搬送された運搬物のパレットへの戻し及

び搬送先の高さ設定は、作業補助者が行う。

�２ シュートの高さの最適化実験

あらかじめ高さを設定したシュートに見立てた

台の上に置いた運搬物を両手で持ち、パレットの

上段又は下段に搬送する。搬送元の高さ５段階と

搬送先のパレット上・下２段の組み合わせとなる

１０条件について、各３回ずつ行う。

なお、搬送された運搬物のシュート用台への戻

し及び搬送元の高さ設定は、作業補助者が行う。

�３ 透明・不透明ケースを用いた重量物ハンドリ

ング作業の検証実験

パレットに置かれたケースの持ち上げ作業、す

なわち、ケースを両手で持ち、胸に引き寄せるま

で持ち上げる。ただし、腰部等に負担を感じた場

合は、即座にケースを放すよう指示した。

パレット上・下２段、ケース２種類（透明・

青）及びケースの質量３段階の組み合わせとなる

１２条件について、学習を阻止するため、各条件１

２）記録した表面筋電図を実効値化し、さらに、スムージング処理・波形の切り出しを行い、条件別に運搬作業中の波形データ
（数値）の平均値を求め、代表値とする。

３）全被験者の標準化データに対して、横軸を身長に対するインダクション又はシュートの高さの割合（身長％）、縦軸をEMGの
代表値として散布図を作成する。

６郵政研究所月報 ２００２．７



【僧帽筋上部】 

肩をすくめる。 

腕全体をリフトする。 

【腰椎捻転角度】 

腰を捻りながらのリフティング 

は負荷が非常に大きい。 

【脊柱起立筋】 

上半身を起こして背筋を伸ばす。 

【三角筋前部】 

腕全体を前方へ持ち上げる。 

“大きい前習え”の主動筋。 

【上腕二頭筋】 

肘を曲げる。いわゆる“力こぶ”。 

前腕を外ひねり（回外）する。 

【浅指屈筋】 

握力を発生する。 

【加速度センサ】 

いつ持ち上げたかがわかる。 

【外腹斜筋】 

体幹を側屈する。右側の外 

腹斜筋は右肩を下前方へ向 

けるように体幹を曲げる。 

回ずつ行う。

１―５ 測定項目

�１ 筋電図

以下の筋について、双極導出により表面筋電図

を記録した。（図１参照）

なお、下肢の筋については、本実験が移動を主

眼に置いたものでないこと、被験者間の動作を統

一できないこと等から測定しないこととした。

�１脊柱起立筋……上体の起立動作、脊柱の伸展

（特に腰椎）

�２外腹斜筋………脊柱の捻転、側屈

�３僧 帽 筋………肩甲帯の挙上

�４三 角 筋………上腕の屈曲

�５浅指屈筋…………握力の主動筋

�６上腕二頭筋……肘関節の屈曲、前腕の回外の

主動筋

�２ その他

腰椎の捻転角度、全身の関節角度、運搬物の運

動状況を計測するとともに、１条件が終わるごと

に、腰、膝、肩、腕などの負担感や持ち上げやす

さなどをVAS法４）で主観評価を被験者に記入させ

た。

４）Visual Analogue Scale method、通常１００mmの線分上に無段階のチェックをさせるものである。線分の両端にふられたコメン
トに従って、１箇所に印をつける。

図１ 生理量関連の測定項目の概略図

７ 郵政研究所月報 ２００２．７



パレット�

加速度センサ�加速度センサ�加速度センサ�

ゴニオメータアンプ�

筋電図用テレメータ送信機�筋電図用テレメータ送信機�

インダクションまたはシュートに見立てた台�

ゲタ用ケース�

１―６ 実験風景

!１ インダクション又はシュートの高さの最適化

実験

※被験者は常に写真の手前側を向くように旋回

して運搬作業を行った。

!２ 透明・不透明ケースを用いた重量物ハンドリ

ング作業の検証実験

２ 実験結果及び考察

ここでは、各実験の測定項目（対象筋）ごとに

統計的に有意５）であったグラフを示す。

インダクション又はシュートの高さの最適化実

験については、運搬作業中の筋電図（EMG；

Electromyogram）の平均実効値の標準化データ

を従属変数、身長に対するインダクション或いは

シュートの高さの割合（％ST）を独立変数とす

る２次回帰分析を行った。

透明・不透明ケースを用いた重量物ハンドリン

グ作業の検証実験については、多元配置分散分析

を適用した。

２―１ 腰部の代表値区間の選択

腰部の筋負担については、最も負担差が大きい

区間（代表値区間）を選択するため、脊柱起立筋

のEMG波形を時系列にプロットし、考察を行っ

た。

その結果は次のとおりである。

なお、透明・不透明ケースを用いた重量物ハン

ドリング作業の検証実験については、持ち上げの

準備期間から直後までの「－１．０秒～０秒」の間

を代表値区間とした。

!１ パレット上段からインダクションに下ろす場

合（図２参照）

!１荷物の持ち上げ以前は、インダクションの高

さの影響はほとんど見られない。

!２インダクションが低いほど急速に力を抜いて

降ろし、置くときに体幹の前屈（ブレ－キン

グ）を抑制しているようである。

!３７０cm以上では、ブレ－キングは小さい傾向

が見られる。

!４このようなことから、代表値区間は荷物を持

ち上げ後「１．０～２．０秒」の間とする。

５）本実験における有意水準は、５％とした。

８郵政研究所月報 ２００２．７
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�２ パレット下段からインダクションに上げる場

合（図３参照）

�１パレットから下ろす場合に比べて、インダク

ションの高さの影響が大きいようであるが、

持ち上げ時以降は、ほぼ同様の挙動をとって

いる。

�２どの高さでも荷物の持ち上げ開始直前の準備

動作における活動が見られ、条件によって

ピーク的な様相を示している。これは荷物に

初速度を持たせるためと考えられる。

�３被験者はインダクションの高さを事前に認知

して行動計画を立てていると考えられる。

�４持ち上げ直後の８０cm条件におけるピークは、

個人差により特異的であった。

�５このようなことから、代表値区間は荷物の持

ち上げる直前の「－１．２５～０秒」の間とする。

�３ シュートからパレット上段に上げる場合（図

４参照）

�１「パレットの上段からインダクションに下ろ

す場合」より「パレットの下段からインダク

ションに上げる場合」に近い波形となった。

�２これは、パレットの上下ではなく荷上げ動作

であることに起因し、シュートの高さの影響

が大きいと考えられる。

�３５５cm条件では、相対的にシュートが低すぎ

るため、最初の加速が十分でなく持ち上げ後

も筋負担が続いた可能性がある。

�４このようなことから、代表値区間は荷物の持

ち上げる直前の「－１．２５～０秒」の間とする。

�４ シュートからパレット下段に下ろす場合（図

５参照）

�１全体の傾向として、「パレットの上段からイ

ンダクションに下ろす場合」に似た波形が得

られた。

図２ パレット中棚からインダクションへの持ち

下ろし時の筋負担変化

図３ パレット下棚からインダクションへの持ち

上げ時の筋負担変化

図４ シュートからパレット中棚への持ち上げ時

の筋負担変化

図５ シュートからパレット下棚への持ち下ろし

時の筋負担変化

９ 郵政研究所月報 ２００２．７
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�２これは、パレットの上下ではなく荷下ろし動

作であることに起因すると考えられる。

�３「パレットの上段からインダクションに下ろ

す場合」と同様に荷物を置くときに、一連の

動作中で負担が大きくなっている。

�４このようなことから、代表値区間は荷物を持

ち上げ後「１．０～２．０秒」の間とする。

２―２ インダクションの高さの最適化実験

�１ パレット上段からインダクションに下ろす場

合

「荷下ろし動作」に関して、図６～９のとおり、

「三角筋（肩部）」、「上腕二頭筋（上腕部）」、「脊

柱起立筋」及び「外腹斜筋（右）」について、有

意な回帰モデルが得られた。

これらの筋から求められるインダクションの最

適高さは、次のとおりである。

「三角筋」は「４５．９％ST」、

「上腕二頭筋」は「５２．３％ST」、

「脊柱起立筋」は「５５．１％ST以上」、

「外腹斜筋（右）」の最適高さ４６．０％ST」

である。

今回の被験者の平均身長は、１６６．２cmであるが、

この場合の最適高さは、それぞれ「７６．３cm」、

「８７．０cm」、「９１．５cm以 上」、「７６．４cm」と な る。

図６ 三角筋の負担とインダクションの高さの関

係（持ち下ろし）

危険率 p＜０．００１
重相関係数 R＝０．６７
２次回帰関数 y＝０．００５７０５x２－０．５２３９x＋１１．４２

図７ 上腕二頭筋の負担とインダクションの高さ

の関係（持ち下ろし）

危険率 p＜０．０５
重相関係数 R＝０．３９
２次回帰関数 y＝０．００１９０９x２－０．１９９７x＋４．７７１

図８ 脊柱起立筋の負担とインダクションの高さ

の関係（持ち下ろし）

危険率 p＜０．００１
重相関係数 R＝０．６４
２次回帰関数 y＝０．００１６９４x２－０．２１６９x＋５．７７４

図９ 右体側部の負担とインダクションの高さの

関係（持ち下ろし）

危険率 p＜０．０００１
重相関係数 R＝０．６７
２次回帰関数 y＝０．００５６８５x２－０．５２２９x＋１１．４１

１０郵政研究所月報 ２００２．７



－2.5
－2
－1.5
－1
－0.5
0

1
0.5

1.5
2
2.5

20 30 40 50 60

E
M
G
相
対
値
 

観測値 
理論値 

インダクションの高さ（身長％） 

－2.5
－2
－1.5
－1
－0.5
0

1
0.5

1.5
2
2.5

20 30 40 50 60

E
M
G
相
対
値
 

観測値 
理論値 

インダクションの高さ（身長％） 

－2.5
－2
－1.5
－1
－0.5
0

1
0.5

1.5
2
2.5

20 30 40 50 60

E
M
G
相
対
値
 

観測値 
理論値 

シュートの高さ（身長％） 

－2.5
－2
－1.5
－1
－0.5
0

1
0.5

1.5
2
2.5

20 30 40 50 60

E
M
G
相
対
値
 

観測値 
理論値 

シュートの高さ（身長％） 

�２ パレット下段からインダクションに上げる場

合

図１０及び１１のとおり、「僧帽筋」及び「脊柱起

立筋」について有意な回帰モデルが得られた。

このモデルから求められるインダクションの最

適高さは、「僧帽筋」は「３８．３％ST」、「脊柱起立

筋」は「３８．９％ST」である。身長が１６６．２cmの

場合、「６３．６cm」、「６４．７cm」となる。

２―３ シュートの高さの最適化実験

�１ シュートからパレット上段に上げる場合

図１２及び１３のとおり、「浅指屈筋」及び「脊柱

起立筋」から有意な回帰モデルが得られた。

このモデルから求められるシュートの最適な高

さは、「浅指屈筋」は「４０．０％ST」、「脊柱起立

筋」は「３４．３％ST」である。被験者の平均身長

１６６．２cmに対する最適なシュートの高さは「６６．４

cm」と「５７．０cm」となる。

�２ シュートからパレット下段に下ろす場合

図１４及び１５のとおり、「僧帽筋」及び「脊柱起

立筋」から有意な回帰モデルが得られた。

このモデルから求められるシュートの最適な高

さは、「僧帽筋」は「３５．９％ST」、「脊柱起立筋」

図１０ 僧帽筋の負担とインダクションの高さの関

係（持ち上げ）

危険率 p＜０．０５
重相関係数 R＝０．４０
２次回帰関数 y＝０．００６２７１x２－０．４７９８x＋８．８１３

図１１ 脊柱起立筋の負担とインダクションの高さ

の関係（持ち上げ）

危険率 p＜０．０５
重相関係数 R＝０．４２
２次回帰関数 y＝０．００６７２０x２－０．５２３４x＋９．８０３

図１２ 浅指屈筋の負担とシュートの高さの関係

（持ち上げ）

危険率 p＜０．０５
重相関係数 R＝０．３６
２次回帰関数 y＝０．００９３１６x２－０．７４４５x＋１４．６２

図１３ 脊柱起立筋の負担とシュートの高さの関係

（持ち上げ）

危険率 p＜０．０５
重相関係数 R＝０．３６
２次回帰関数 y＝０．００５４９６x２－０．３７７１x＋６．１９０

１１ 郵政研究所月報 ２００２．７
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は「５１．６％ST以上」である。被験者の平均身長

１６６．２cmに対する最適なシュートの高さは「５９．６

cm」と「８５．８cm以上」となる。

２―４ 透明・不透明ケースを用いた重量物ハン

ドリング作業の検証実験

本実験結果のデータについては、�１パレットの

上段・下段、�２ケースの透明・不透明、�３ケース

の質量：５kg、１０kg、１５kgを要因とする３元配

置の分散分析を行った。

�１ 上肢の負担

図１５～１８に示す各グラフは、上肢の各筋におけ

図１４ 僧帽筋の負担とシュートの高さの関係（持

ち下ろし）

危険率 p＜０．０１
重相関係数 R＝０．４５
２次回帰関数 y＝０．００８２８８x２－０．５９４８x＋１０．３９

図１４ 脊柱起立筋の負担とシュートの高さの関係

（持ち下ろし）

危険率 p＜０．０５
重相関係数 R＝０．３９
２次回帰関数 y＝０．００１１８６x２－０．１６１９x＋４．５００

図１５ 僧帽筋（頸肩部）の負担状況比較

図１６ 三角筋（肩部）の負担状況比較

図１７ 上腕二頭筋（上腕部）の負担比較

１２郵政研究所月報 ２００２．７
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る全被験者の平均値±標準偏差を示している。

僧帽筋（頸肩部負担）では全ての要因の主効

果６）が有意であり、またケースの質量に関しても

すべての組み合わせで有意差を検出した（図１５）。

三角筋（肩部負担）でも全ての要因の主効果が

有意であり、またケースの質量に関しては「１０

kgと１５kg」間以外の組み合わせで有意差を検出

した（図１６）。

上腕二頭筋（上腕部負担）および浅指屈筋（前

腕部負担）では全ての要因の主効果が有意であり、

またケースの質量に関しては「１０kgと１５kg」間

以外の組み合わせで有意差を検出した（図１７・

１８）。

持ち上げ時の瞬間的負担に関して、以上の上肢

に関係する負担については測定筋によらずほぼ同

様の傾向が認められた。パレット上段の方が下段

よりも筋負担が大きかった。また、ケースの質量

に伴って比例的に負担が増加したが、これは自明

である。興味深いのは透明ケースの方が不透明

ケースよりも有意に瞬間的負担が小さかったこと

である。不透明ケースでは質量が予測できなかっ

たために、被験者が質量に見合った適切な筋骨格

系の制御計画を立てられなかった。ゆえに過剰な

負担がかかったものと考えられる。

�２ 腰部の負担

脊柱起立筋（腰部負担）では全ての要因の主効

果が有意であり、またケースの質量に関しては

「５kgと１５kg」間で有意差を検出した（図１９）。

右側の外腹斜筋（体側部負担）では全ての要因

の主効果が有意であった。またケースの質量に関

しては「５kgと１５kg」間で有意差を検出した。左

側に関しては、ケースの透明・不透明の主効果の

みが有意ではなかった。ケースの質量に関しては

「５kgと１５kg」間で有意差を検出した（図２０・

２１）。

６）各要因が結果に及ぼす影響のことを主効果という。

図１８ 浅指屈筋（前腕部）の負担比較

図１９ 脊柱起立筋（腰部）の負担比較

図２０ 右側外腹斜筋（体側部）の負担比較
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1.5

持ち上げ時の瞬間的負担に関して、腰に関係す

るどの筋も上肢と同様の傾向が認められた。パ

レット上段の方が下段よりも筋負担が大きかった。

また、ケースの質量に伴って比例的に負担が増加

した。透明ケースの効果については、左の外腹斜

筋を除いて透明ケースの方が不透明ケースよりも

有意に瞬間的負担が小さかった。腰部についても

不透明ケースでは質量が予測できなかったことが

原因であると考えられる。

３ 結 論

３―１ インダクションの最適な高さ

インダクションの実験については、パレット上

段からの持ち下ろし動作の方がパレット下段から

の持ち上げ動作よりも最適値がより高めに分布し

ている。このように、高低差が小さい方が仕事量

も小さく、筋出力もより小さくなったことは妥当

である。

持ち下ろし時は脊柱起立筋の元波形によると、

荷物を置く際に減速させるために筋活動量が増大

し、７０cm未満ではその力みが続く様子が観察さ

れた。元波形ではインダクションの高さの影響が

さほど大きくはないように見えるが、回帰分析に

よってインダクションが低いほど筋活動量がより

増大することが明らかになった。一方、パレット

下段からの持ち上げ動作では、脊柱起立筋の元波

形によると荷物の持ち上げ前でのインダクション

の高さによる筋活動量への影響が見られるが、こ

れは被験者があらかじめ搬送先の台の高さを視覚

的にとらえて作業計画を立てたためであろう。

ピーク的な腰部の力みはおよそ７０cm程度を超え

るとより大きくなる。

さらに、身長の割合に対する回帰分析の結果か

ら、より詳細にインダクションの高さと筋負担の

関連が明らかになった。持ち上げ時は４０％ST前

後に頸肩部・腰部ともに明らかな最適値が見られ

る。一方、持ち下ろし時では、上肢負担は５０％

ST前後に最適値が見られる。

腰部負担はインダクションの高さが高いほど抑

制されて６０％ST前後に最適値がある可能性があ

る。抗重力方向への加速を行うために脊柱起立筋

の元波形は持ち上げ時の負担の方が明らかに大き

いことを示しており、持ち上げ時の負担をより考

慮すべきであろう。

そこで、全ての回帰曲線で筋負担の平均値

（０）を下回っている４０％STから４５％STが、イ

ンダクションの高さの最適範囲であるとすると、

身長１４５cmの作業者では５８～６５．２５cm、身長１７５

cmの作業者では７０．０８～７８．８４cmとなる。また本

実験での平均身長１６６．２cmでは６６．８～７４．７９cmと

なる。

しかし、背の低い作業者にとっては、６５cmを

大きく超えるような環境では持ち上げ時の腰部負

担を抑制することはできない。一方、背の高い作

業者にとっては、上記で設定した４０％STよりも

実際の最適値は小さく、筋負担が平均値（０）以

下である範囲にも余裕があるため、７０cmを若干

下回ることは問題ない。

以上のことから、インダクションの最適な高さ

は「６５cmから６７cm程度」を推奨値として結論で

きる。この高さは、平均身長による下限値にも近

図２１ 左側外腹斜筋（体側部）の負担比較
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い値となる。

３―２ シュートの最適な高さ

シュートの実験結果についても、インダクショ

ンの高さの場合と似た傾向が見られる。つまり、

特に、腰部負担については、持ち上げ動作の場合

は３０％ST～４０％ST程度に最適値があるが、持ち

下ろし動作では実験条件内では最適値が定まらな

いということである。ただし、腰部負担のグラフ

は持ち上げ動作・持ち下ろし動作でむしろ逆の傾

向に近く、どの筋負担も平均値（０）以下である

共通範囲はインダクションの場合よりも狭い。最

適値あるいは最適範囲は４０％ST前後に限定され

ているようである。

一方、脊柱起立筋の元波形によると、持ち上げ

動作の抗重力方向への加速よりも持ち下ろし動作

における減速の方が概して活動量が大きい様子で

あるが、これは、パレットの上段の棚板をセット

した状態（実際の作業時は跳ね上げておく）でパ

レット下段に潜り込むようにして荷を置いたこと

が影響しているため、実際は、若干低値になるは

ずである。

これらのことから、仮に、「３８％ST～４０％

ST」を最適範囲とすると、身長１４５cmの作業者

では５５．１～５８．０cm、身長１７５cmの作業者では

６６．５～７０．０cmとなる。また本実験での平均身長

１６６．２cmでは６３．１６～６６．４８cmとなる。

背の低い作業者にとっては、５８cmを大きく超

えるような環境では持ち上げ時の腰部負担を抑制

することはできないが、背の高い被験者にとって

は持ち下ろし時の負担は前述の潜り込みによる過

大評価があるために、最適範囲を若干下回ること

の問題は実際上大きくはないと考えられる。

したがって、シュートの最適な高さは「５８cm

から６３cm程度」を推奨値として結論できる。こ

の高さはインダクションと同様に平均身長による

下限値にも近い。

ただし、最適範囲が狭いため、実際に計算され

た高さは身長によって大きく影響されることに注

意すべきである。

実際は、この推奨範囲内で現場の作業者の身長

や意見を取り入れてシュートの高さを設計するこ

とが望まれる。

３―３ 透明ケース等の作業負担軽減効果

パレットの下段より上段からの取り下ろしの方

が各部の筋負担が大きいが、これは荷物に対して

上方ではなく、横から接することによって大きな

関節モーメントがかかるためであり、妥当な結果

である。したがって、パレットの上段に重量物を

置くことはなるべく避けるべきである。

次に、ケースが透明で内容物を確認できる場合

は、各部の筋負担が有意に小さいことが明らかに

なった。また、他の要因との交互作用が見られな

かったことから、運搬物の質量やパレットの上下

段に関わらず、透明ケース使用時は負担が小さい

ということができる。

したがって、透明ケースはパレットの上段に、

青ケースは下段に使用することがマテハン作業に

適しているといえる。

なお、ケースの質量に対して、ほぼ比例的な結

果が得られた。ただ、実験中、ケースの重量の目

測を誤り、データが異常値となる事例も見受けら

れたことから、郵便局においては、実務に入る前

に、ケースの内容量と重量の関係を体験させてお

くことが必要である。

おわりに

本研究では、マンマシンインターフェイスであ

るインダクション及びシュートについて、郵便局

の小包区分機の設計に活用できる、人間工学的に

最適な高さを提案した。しかし、これは、ある条
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件下における結果である。郵便局における作業実

態は、大・小、軽・重の小包の組み合わせから成

り立っており、作業時間も長くなる。本提案によ

る高さの機械を設置しても、引き続き、負担感の

変化について作業者の意見等を聴取するなど、そ

の作業性について追跡調査を行っていくことが必

要である。

また、従来、ケースなどの色により、その運搬

物が重く感じたり、軽く感じたりするといわれて

きている。１３年度から導入された半透明ケースに

ついては、内容物が認知できることに着目し、運

搬作業における身体的負担への影響について調査

したものである。その結果は、ゆうメイトからの

ヒアリング内容を裏付け、作業負担の軽減につな

がるものであった。今後、作業性向上の側面から

も、半透明ケースの配備が進むことを望むもので

ある。

謝 辞

最後に、お忙しい中にも関わらず、研究にご協
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１６郵政研究所月報 ２００２．７



１ はじめに

１９９０年以降、バブル崩壊による平成不況への対

抗策として、１６度もの経済対策が講じられ、公共

投資や恒久減税が矢継ぎ早に実施されてきた。

１９９０年以降に実施されたこれらの経済対策の総事

業費累計は約１４１．３兆円にも及んでいる。このう

ち、小渕内閣によって実施された２度の経済対策

の総事業規模は約４５兆円であり、１９９０年以降の総

事業費累計の約３分の１を占める大規模なもので

あった１）。近年では、政府が１９９４年に定めた「公

共投資基本計画」２）のもと、１９９５年（平成７年）か

ら２００７年（平成１９年）にかけて総額で６３０兆円も

の公共投資の実施が予定されている。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、日本経済は本格的な成長軌道に回復するこ

となく、膨大な財政赤字を抱える債務大国となっ

てしまった。こうしたなかで、わが国においても、

公共投資の経済効果について疑問が投げかけられ、

その有効性に関する議論が盛んに行われるように

なってきた。

公共投資の経済効果としては、一般的には次の

３つが考えられる。まずは、経済安定化機能とし

て景気浮揚効果がある。公共投資は総需要を構成

する一要素であるため、直接的にGDPを増加さ

せ、景気を刺激する効果を持つ。次に、所得再分

配機能として地域間所得再分配効果がある。都市

と比較して相対的に貧しい地方に公共投資を重点

的に配分することによって地域間経済格差を縮小

させる効果をもつ。最後に、資源配分機能として

生産力効果および厚生効果がある。公共投資の蓄

積によって産業基盤型社会資本や生活関連型社会

資本が整備される。産業基盤型社会資本は中長期

的に日本経済の生産能力を増強し、潜在成長力を

高める効果を持つ。一方、生活関連型社会資本は

日本国民の生活水準の向上に寄与し、国民の経済

厚生を高める効果を持つ。

公共投資の有効性を議論する際には、こうした

公共投資の３つの経済効果からの視点が必要とさ

れる。本稿では、まず、わが国において、公共投

資の３つの経済効果が有効に機能しているのかど

うかについて検証する。さらに、今後、公共投資

を効率化し、その有効性を高めていくためにはど

ういった改革が必要とされるのか考えたい。

１）１９９８年１１月（平成１０年）の「緊急経済対策」が１７兆円超（減税も含めて２７兆円規模）、１９９９年１１月（平成１１年）の「経済新生
対策」が１７兆円程度（介護対策を含めて１８兆円規模）であった。

２）これらは、わが国の経常黒字削減を意図した米国の内需拡大要求に応じる形で日米構造協議において決定したものである。前
回の「公共投資基本計画」では、１９９１年（平成３年）から２０００年（平成１２年）にかけて総額で４３０兆円の公共投資が計画され
た。１９９４年に定めた新しい「公共投資基本計画」においては、９７年に改定され、計画期間が３年延長されている。

視 点

「公共投資の経済効果について」

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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２ フローで見る公共投資

最初に、フローで見た公共投資の短期的な経済

効果（景気浮揚効果および地域間所得再分配効果）

について、その有効性を検証する。まず、公共投

資の景気浮揚効果を検証するにあたっては、その

事業規模の大きさと、政府支出乗数の値の大きさ

を見なければならない３）。公共投資の事業規模と

政府支出乗数が大きいほど、景気浮揚効果が高く

なるからである。通常は、まず１段階目として、

公共投資の増加（総需要の増加）によって、生産

が拡大し、所得が増加する。次に、２段階目とし

て、所得増加によって消費が増加（総需要の増加）

することによって、生産が拡大し、所得が増加す

る。さらに、３段階目以降も、２段階目と同様の

波及プロセスが続いていく。こうした公共投資の

何段階にもわたる波及効果によって、公共投資の

増加が最終的にその何倍かの所得増加を実現する

効果が乗数効果であり、政府支出乗数とはその倍

率（所得増加／公共投資増加）のことを指す。政

府支出乗数が１の場合は、追加的に公共投資を１

兆円増加することによって、GDPを１兆円増加

させることができるということになる。

近年では、多くの実証分析によって、この政府

支出乗数の値がかなり小さくなってきたと言われ

ている。例えば、旧経済企画庁の構築した世界経

済モデルによる実証分析によれば、高度経済成長

時には２よりも大きかった乗数が、近年では１を

少し上回る程度にまで低下してきたことが分かる。

このように政府支出乗数の値が低下してきた原因

としては、以下のような複数の要因が考えられよ

う４）。�１限界消費性向の低下、�２税率（＝租税負

担率）の上昇、�３限界輸入性向の上昇、�４マンデ

ル＝フレミング効果、�５中立命題の成立、などで

ある。�１・�２については、限界消費性向の低下と

租税負担率の上昇によって、所得の増加が消費に

回る割合が小さくなり、その分だけ需要の漏れが

生じる。�３については、日本経済が国際化したこ

とによる限界輸入性向の上昇によって、所得の増

加が外国の財の購入（輸入）に向かう割合が大き

くなり、その分だけ需要の漏れが生じる。�４につ

いては、公共投資増加による財政赤字の拡大が長

期金利上昇・円高へと作用することによって、日

本国内で輸出抑制・輸入拡大への圧力が強まり、

総需要の拡大が相殺される。�５については、公債

発行による公共投資の実施によって、国民が将来

の増税による公債の償還を予想し、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に

は、消費は拡大しない。このなかで、政府支出乗

数が低下した最も大きな要因として、「�５中立命

題の成立」が挙げられる。前回の連載において指

摘したように、９０年代に入って公債残高が累積し

ていくにつれて、公債発行は将来の増税と考える

国民の割合が増加し、ある程度の中立命題が成立

している可能性が高いということが分かっている。

次に、地域間所得再分配効果を検証する。１９５０

年代までの戦後復興期を経て、わが国は目覚まし

い経済成長を遂げたが、その一方で地域間経済格

差という問題も生じてきた。１９６０年代以降は、こ

うした地域間経済格差を是正するための手段とし

て公共投資が利用されてきたのである。具体的に

は、「全国総合開発計画」が目指した「均衡ある

３）景気浮揚効果を検証するためには、�１「真水」の水準、�２政策ラグの存在、などについても考慮する必要がある。�１について
は、地価高騰によって用地取得費が高額になった場合、その部分についてはGDPの増加に寄与しないため、いわゆる「真水」
と呼ばれる公共投資の純粋な事業規模が減少することになる。�２については、認知・実行・効果という３つの政策ラグが存在
しているため、政策ラグを正確に予測して適切な時期に財政政策が実施できなければ、財政政策が意図した効果を発揮しない
という結果を招く。

４）公共投資の景気浮揚効果をめぐる論点については、林（１９９７）や井堀（２０００）において詳細に論じられている。
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国土の発展」の名のもと、公共投資の地方への重

点配分がなされてきた。この結果、公共投資の地

域間所得再分配効果が有効に機能し、公共投資が

地域間経済格差の縮小に大きく寄与してきたと言

われている。林（１９９７）によれば、県民所得水準

と公的支出への経済依存度との間には負の相関関

係が見いだされ、県民所得水準が低い地域ほど公

的支出に依存する程度は明らかに大きいことが分

かる。また県民所得の地域間格差と公共投資の地

方圏シェアとの間にも負の相関関係が見いだされ

ることも分かる。つまり、時系列で見て、公共投

資の地方圏シェアが小さくなると地域間所得格差

が拡大し、公共投資の地方圏シェアが大きくなる

と地域間所得格差が縮小するという関係が成立し

ているということになる。この実証分析の結果か

ら見ても、公共投資は地域間経済格差の是正に貢

献してきたことが分かる。

しかし、公共投資に頼った地域間経済格差の是

正による弊害も起こっている。林（１９９７）の分析

結果から読みとれるように、地方経済の公共投資

への依存度は依然として大変高く、中央政府頼み

の地方経済という図式が浮かんでくる。つまり、

公共投資の地方への重点配分を長期間にわたって

継続してきたにもかかわらず、地方の経済的自立

は未だ達成できていないことになる。これまで公

共投資が地方に重点配分されてきたことが、地方

の自助努力を阻害し、中央政府に依存する脆弱な

経済構造を長期間にわたって温存させる結果を招

いていることは否めないだろう。

３ ストックで見る公共投資

最後に、ストックで見た公共投資の中長期的な

経済効果（生産力効果・厚生効果）について、そ

の有効性を検証する。まずは、社会資本を生産基

盤型社会資本と生活関連型社会資本に分類して、

それらの時系列での推移を見ておこう。１９５３年に

おいては、生産基盤型社会資本は１０．５兆円であり、

生活関連型社会資本は７．２兆円であった５）。それが、

１９９３年においては、生産基盤型社会資本が３０７．２

兆円となっており、生活関連型社会資本は１６０．７

兆円になっている。よって、約４０年の間に生産基

盤型社会資本は約２９倍になっており、生活関連型

社会資本は約２３倍になっていることになる。この

成長率の格差を、社会資本全体に占めるシェアの

推移で見ると、生産基盤型社会資本のシェアは

１９５３年以降から増加し続け、１９７０年前後にピーク

を迎えている。そして、ピークを迎えた後は徐々

に低下し、１９８０年代に入りほぼ横ばいの状態が続

いている。具体的には、生産基盤型社会資本は

１９５３年において約６０％であったのが１９６８年に

７１．２％のピークに達し、１９８０年以降は６５％前後で

推移していることがわかる。一方、生産基盤型社

会資本と生活関連型社会資本の比率で見ると、生

活関連型社会資本に対する生産基盤型社会資本の

比率が１９５３年においては１．５であったのが１９６８年

には２．４９に達し、１９８０年代以降は約１．８～１．９程度

で推移している。このことから、戦後の初期にお

いては生産基盤型社会資本が重点的に整備され、

その後に生活関連型社会資本に整備の重点が移っ

てきたことが分かる。

筆者の共同研究である後藤・村田（２０００）では、

社会資本の経済効果について、生産関連社会資本

と生活関連社会資本の双方を同時に分析対象とし、

理論的・実証的な分析を行っている６）。実証分析

５）経済企画庁総合計画局（１９９８）のデータを用いて、生産基盤型社会資本と生活関連型社会資本に分類した。ここでは、道路、
港湾、航空、日本鉄道建設公団等、地下鉄等、農林漁業、郵便、国有林、工業用水道、治水、治山、海岸関係の社会資本を生
産基盤型社会資本と定義し、残りの公共賃貸住宅、下水道、廃棄物処理、水道、都市公園、文教施設関係の社会資本を生活関
連型社会資本と定義する。

６）まず、理論モデルを構築し、社会資本の最適な配分のための規範的な条件（生産基盤型社会資本と生活関連型社会資本と民間
資本との最適条件）を導出している。さらに、理論的分析から導かれたこの最適条件が日本経済において成立しているかどう
かを実証し、生活関連型社会資本、生産基盤型社会資本、民間資本の構成が効率的であるかどうかを吟味している。
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においては、生産基盤型社会資本の限界生産力、

および生活関連型社会資本の限界効用を計測し、

マクロレベルでの生産力効果と厚生効果を分析し

ている７）。まず、生産基盤型社会資本に関しては、

その限界生産力は１９７０年以降において急速に低下

してきており、１９９３年末では民間資本の限界生産

力の水準にかなり近づいてきている。民間資本と

の比較で見れば、安定成長期に入った１９７０年代以

降も生産基盤型社会資本は相対的に不足している

ものの、生産基盤型社会資本の民間資本に対する

不足の度合いは緩やかに低下していることが明ら

かになった。次に、生活関連型社会資本に関して

は、その限界効用は１９７０年以降において緩やかに

低下してきている。民間資本との比較で見れば、

１９７０年以降は生活関連型社会資本の不足の度合い

がむしろ大きくなっていることが明らかになった。

この分析結果からは、これまでの社会資本整備が

生産基盤型社会資本に重点をおいたものであり、

結果として生活関連型社会資本が相対的に不足し

ていると言える。

林（１９９７）では、都道府県別データを用いた生

産基盤型社会資本のミクロレベルでの地域別生産

力効果を計測している８）。まず、民間資本の限界

生産力に関しては、東京で若干高いものの、地域

間格差は小さい。次に、産業基盤型社会資本の限

界生産力に関しては、最高の東京と最低の北陸で

１６倍もの地域間格差が存在している。また、民間

資本と産業基盤型社会資本の限界生産力を比較す

ると、東京において産業基盤型社会資本が相対的

に不足しているが、その他の地域では民間資本が

相対的に不足しているとしている。この分析結果

からは、これまでの公共投資の地域間配分は所得

再分配に重点をおいたものであり、結果として産

業基盤型社会資本は経済力の弱い地方の生産力増

強にあまり寄与していないと言える。

４ 公共投資のパフォーマンス向上とNPM理論

近年、わが国において、公共投資の経済効果を

適正に評価し、社会資本整備に民間活力を活用す

ることで、公共投資の効率化・透明化を推進し、

そのパフォーマンスを向上させようとする動きも

活発になってきている。国民の税金を無駄で非効

率な公共投資にばらまくことを防ぐためには、

様々なチェック・メカニズムを整備することが必

要である。例えば、わが国においても、省庁再編

に伴って政策評価制度が導入され、新規の公共投

資に対する費用便益分析（Cost―Benefit Analysis）

の適用も実施され始めている。こうした政策評価

制度のもとで、政府当局が国民に対する公的説明

責任を果たしていくことが社会的に求められる時

代になってきたと言えよう。

こうした潮流は、「ニューパブリック・マネジ

メント（New Public Management）」と呼ばれる

公的部門の新たなマネジメント理論（以下、NPM

理論）に端を発するものである。NPM理論は、

イギリスに代表される欧米先進国の行財政改革を

支えてきた理論として脚光を浴びるようになった。

これは、民間企業のマネジメント手法を公的部門

に導入し、それによって公的部門の運営を効率化

しようとする理論である９）。その実践手法の代表

例としては、費用便益分析の導入、PFIの推進、

発生主義会計制度の導入、公的企業の民営化など

７）限界生産力とは、生産基盤型社会資本を追加的に１単位増加させたときに生じる生産量の増加である。限界効用とは、生活関
連型社会資本を追加的に１単位増加させたときに生じる効用水準の増加である。一般的に、限界生産力（限界効用）は生産基
盤型社会資本（生活関連型社会資本）の蓄積が大きくなるにつれ次第に低下していくと考えられる。

８）社会資本の生産力効果に関する実証分析については、村田・大野（２００１）で包括的にサーベイされている。
９）田中（２００１）では、NPM理論に基づく「政策評価」のフレームワークのもとで、公共資本形成の政策効果を定量的かつ多面的
に分析・評価している。田中（２００１）は、NPM理論を構築する２つのコンセプトとして、国民の満足度を最大化するようにサー
ビスを提供する「顧客志向」、行政を達成された目標や成果で管理する「成果志向」を挙げている。
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が挙げられる。

このなかでも、社会資本整備の効率化のために

は、公共投資に関する費用便益分析を積極的に活

用すべきであると考えられる。これは、すべての

事業プロジェクトに関する費用（Cost）と便益

（Benefit）を計算して、便益費用比Ｂ／Ｃ（Bene-

fit／Cost）が高い事業プロジェクトから公共投資

を行い、低い事業プロジェクトには公共投資をし

ないというものである。これによって、国民に便

益をもたらさない非効率な事業プロジェクトは実

施されず、公共投資の肥大化に歯止めをかけるこ

とができる。新規の公共投資に対する費用便益分

析はわが国でも行われるようになっているが、そ

の分析結果や政策決定プロセスは国民に対して広

く情報開示されているとは言い難い。本来であれ

ば、具体的な便益評価の手法や使用データも含め

た詳細な情報開示をすべきところである。現状で

は、政府当局は国民に対して負っている公的説明

責任を実質的には全く果たしていないと言えよう。

５ おわりに

わが国においてはこれまで公共投資のフローで

見た経済効果が特に重視されてきた。つまり、景

気浮揚効果と地域間所得再分配効果の大きさに政

府当局や国民の関心が注がれてきたと言える。こ

うした公共投資のフローで見た経済効果を重視す

る立場からは、公共投資の量の大きさや地方への

配分の程度がその質よりも重要となる。これまで

見てきたように、近年において公共投資の乗数効

果が低下してきている状況下において、平成不況

を短期的に下支えするためには、公共投資の量を

よりいっそう拡大し、公共投資の景気浮揚効果を

高めることが期待された。また、平成不況により

経済成長率がマイナスとなり、地域間所得格差が

拡大していく状況下において、公共投資をより

いっそう地方に傾斜配分し、地域間所得再分配効

果を高めることも期待された。このように、公共

投資については、その量的な拡大と地方への重点

配分が強く求められ、その質について問われるこ

とはほとんどなかった。つまり、生産力効果や厚

生効果といった公共投資のストックで見た経済効

果は軽視され、これまで「資源配分の効率性」は

犠牲にされてきたと言える。

しかし、中長期的に見れば、こうした公共投資

政策は明らかに弊害を引き起こす。景気浮揚効果

を重視した公共投資の量的な拡大は、わが国の財

政を極めて深刻な状態にまで悪化させている。国

と地方を合わせた長期債務残高は、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。前回の連載で指摘

したように、財政赤字の維持可能性が確保されて

いるとは言い難い状況である１０）。また、本稿で見

てきたように、地域間所得再分配を重視した公共

投資の地方への重点配分は、経済力の弱い地方の

生産力増強にあまり寄与せず、中央政府に依存す

る脆弱な経済構造を温存させている。よって、今

後は、NPM理論に基づいた実効性ある政策評価

制度が構築され、責任ある行政運営が実行される

ことによって、「資源配分の効率性」を重視した

公共投資政策が推進されていくことが望まれる。

１０）２００２年５月３１日に、米国の格付け会社であるムーディーズ・インベスターズ・サービスが、日本政府が発行する円建て国債の
格付けを現在のAa３からA２に２段階引き下げた。その理由として、日本政府の現在および今後予想される従来型経済政策で
は、財政赤字の持続的な悪化に対して十分に歯止めをかけることができないとしている。
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法人企業動向調査：２００２年３月調査

○２００２年１―３月期の設備投資（全産業・実績見込み・季節調整値）は前期比＋５．６％と５四半期ぶりのプ
ラス。

（出所） 内閣府４月２４日発表

景 気 動 向 指 数

○３月の先行指数は３か月連続で５０％を上回り、一致指数は１５か月ぶりに５０％を上回った（速報値ベース）。

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５月９日発表
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生 産

○鉱工業生産指数（季節調整値）（確報）……３月は前月比＋０．８％ 在庫率指数……３月は前月比－１．７％
（後掲トピックス「平成１４年３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５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） ………３月は前月比－６．２％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……３月は前月比＋５．３％

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５月１３日発表、経済産業省５月１７日発表

住 宅

○新設住宅着工戸数………………３月は前年同月比－６．２％
首都圏マンション販売戸数……４月は前年同月比－１２．７％

新設住宅着工戸数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 国土交通省５月７日発表、�株不動産経済研究所５月１４日発表

２４郵政研究所月報 ２００２．７
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実質家計消費支出 

14 
 
（年） 

小売業販売額 
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可処分所得 
現金給与総額 

14 
 
（年） 
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完全失業率 
（左軸） 有効求人倍率 

（右軸、逆目） 

14 
 
（年） 

消 費

○実質家計消費支出（全世帯）……３月は前年同月比－１．０％
小売業販売額………………………３月は前年同月比－５．４％

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５月８日発表、経済産業省５月１５日発表

所 得

○可処分所得（勤労者世帯）…………………………………３月は前年同月比＋２．６％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……３月は前年同月比－０．７％

可処分所得等の推移

（注）シャドーは景気後退期を表す （出所） 総務省５月８日発表、厚生労働省５月１６日発表

雇 用

○完全失業率（季節調整値）………３月は５．２％（前月比０．１ポイント改善）
有効求人倍率（季節調整値）……３月は０．５１倍（前月比０．０１ポイント改善）

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４月２６日発表、厚生労働省４月２６日発表

２５ 郵政研究所月報 ２００２．７
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通関貿易収支 
（左軸） 
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（年） 

消費者物価指数 

国内卸売物価指数 

M2+CD（前年同月比） 
広義流動性（同上） 
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貿 易 収 支

○貿易収支……………３月は１兆２，６６５億円の黒字で前年同月比＋３９．５％
輸出入数量指数……３月の輸出は前年同月比－３．１％、輸入は同－１０．４％

通関貿易収支・輸出入の推移

（出所） 財務省４月２６日発表

物 価

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

物価指数の推移

（出所） 総務省４月２６日発表、日本銀行５月１０日発表

マネーサプライ

○マネーサプライ……４月のM２＋CDは前年同月比＋３．６％
民間銀行貸出………４月は前年同月比－４．８％

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５月１０日発表

２６郵政研究所月報 ２００２．７



 

４月 ５月 

５年利付金融債利回り 10年最長国債利回り 

無担保コール翌日物金利 
CD３ヶ月物金利 

公定歩合 

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

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 1.30

1.35

1.40

1.45

（％） 
（％） 

10年最長国債利回り 
（４～５月中旬） 

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 

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

9,00
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900

日経平均株価 
（左軸） 

TOPIX 
（右軸） 

100
105
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135
140
145
150

80
85
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95
100
105
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115
120

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 

0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25

ドル・円レート 
（左軸） 

ユーロ・ドルレート 

円実効為替レート 
（右軸、逆目盛） 

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１．４％台まで上昇するも、その後低下し１．３％台に。

国内金利の推移

国 内 株 式

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

平均株価等の推移

為 替

○対ドルは１２０円台に上昇、対ユーロは１１０円台後半を推移（終値ベース）。

為替の推移

２７ 郵政研究所月報 ２００２．７



地　域　経　済 

上昇傾向の管内 

横ばい傾向の管内 

下降傾向の管内 

総合的な指標の動き

《２月の動き》
・上昇傾向の管内：北海道、沖縄
・横ばい傾向の管内：東北、北陸
・下降傾向の管内：関東、東京、信越、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５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 ２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 －１．７ １．６ －１．２ １．１ ０．１ １．６ １．７ －１．７ －２．６ －２．８ ０．７ ４．３ １．２
有効求人倍率（季節調整値、前月差） �２ －０．０３ ０．０１ ０．００ ０．００ ０．００－０．０２ ０．０１ ０．００ ０．００ ０．０１－０．０２ ０．０１－０．０１
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比） �３ －４．０ －５．８ －５．８ －４．６ －６．１ －６．２ －６．９ －３．４ －３．７ －３．２ －１．３ －１．４ －４．７
新設住宅着工戸数（前年比） �４ －４．２ －３．８ －７．５ １２．５ ６．８ ５．８ －３．７ ２９．４ －１．８ －１．２ －９．０ －０．８ ２．８
建築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）�４ －３７．１－１０．５－４４．８－１１．８ ２３．５－１８．９ －８．１ ２３．５－５３．１ ６．２－１１．６－５５．５－１９．４
新車販売台数（乗用車、前年比） �５ ２．７ ０．８ －０．９ １．８ ３．３ ０．２ ２．５ －２．４ ０．５ －２．２ ０．０ ２７．９ ０．３
実質家計消費支出（前年比） �６ －１２．７ ２．３ ２．８－１０．２ ６．１ ３．０ ３．５ －２．０－１１．８ －２．５ ２．６ ７．４ －２．８
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） ８３．５ ６６．３ ６５．３ ６４．７ ５３．８ ５７．０ ５９．５ ６８．７ ６５．５ ７２．１ ７０．７ ８８．８ ６４．５
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） ０．４ ０．０ －１．１ －２．３ －１．３ ０．０ －０．２ －０．９ －１．１ －１．０ －１．３ ４．６ －０．２

（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

２８郵政研究所月報 ２００２．７



米国経済・金融市場 
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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、％） 

１―３月期実質GDP

○１―３月期実質GDP（季節調整値）は前期比年率５．８％と２年３ヶ月ぶりの高成長。
（後掲トピックス「米国GDP統計速報値（２００２年１―３月期）」参照）

実質GDP需要項目別寄与度

（出所） 米国商務省４月２６日発表

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値）……３月は３１６．３億ドルの赤字。輸出は前月比＋０．６％、輸入は同＋０．３％。

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省５月１７日発表

２９ 郵政研究所月報 ２００２．７
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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ダウは一時１００００ドルを割込む水準に（終値ベース）。
NASDAQも一時１６００ポイントを割込む水準に（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）……４月は前月比＋０．５％、コアは同＋０．３％
卸売物価指数（季節調整値）………４月は前月比－０．２％、コアは同＋０．１％

物価指数の推移

（出所） 米国労働省５月１５日、５月１０日発表

３０郵政研究所月報 ２００２．７



月例経済報告（５月）

○基調判断は３か月連続で上方修正 （内閣府：５月１７日発表）

５月１７日に発表された５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、個人消費は横ばいで推移するなかで、一部に

底固さもみられること、輸出はアジア向けを中心に増加していること、生産は下げ止まっていること、

業況判断は大企業においては下げ止ま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、底入れしている」と総括した。基調判断を３か月連続で上方修正し、事実上景気底

入れ宣言をした。一方、先行きにおいて、厳しい雇用・所得環境などが、今後の民間需要を下押しする

懸念がある一方、輸出の増加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としてい

る。

基調判断の３か月連続の上方修正は９５年１２月～９６年２月以来、「下げ止まり」という表現を用いるの

は、９９年６月以来である。内閣府幹部は、「これまでの悪化傾向に歯止めがかかった。景気はこれ以上、

悪化しないというのがメインシナリオと判断した」と説明している。

主要項目では、個人消費、設備投資、輸出、生産、業況判断、国内卸売物価などの判断が上方修正さ

れ、輸出と生産は３か月連続の上方修正となった。

また、政策態度については、「底入れしている景気の動きを民需主導の持続的な経済の成長につなげ

るため、引き続き構造改革を断行する」とし、デフレスパイラルの表現が削除された。

今回の景気底入れは、対米、アジア輸出主導のものであり、自立的回復とはいいがたい。個人消費、

設備投資は依然力強さに欠けている。今後、回復のペースが上がるのか、底這い状態を続けるのか、先

行き不透明は当面続くものと思われる。

マクロ経済トピックス

３１ 郵政研究所月報 ２００２．７



５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）

４月 月例 ５月 月例

総括

判断

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。

景気は、依然厳しい状況にあるが、底入れしている。

・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、横ばいで推移するなかで、一部に底

固さもみられる。

・輸出はアジア向けを中心に増加しており、生産は

下げ止まっている。業況判断は、大企業において

は下げ止まりつつある。

先行きについては、厳しい雇用・所得環境などが、

今後の民間需要を下押しする懸念がある一方、輸出の

増加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。 横ばいで推移するなかで、一部に底固さもみられる。

住宅

建設
おおむね横ばいとなっている。 おおむね横ばいとなっている。

設備

投資
大幅に減少している。 減少している。

公共

投資
総じて低調に推移している。 総じて低調に推移している。

生産 下げ止まりつつある。 下げ止まっている。

雇用

情勢

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。

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。 高い水準となっている。

業況

判断

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。

厳しい状態が続いているが、大企業においては下げ

止まりつつある。

国際

収支

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。

輸出は、アジア向けを中心に増加している。輸入は、

横ばいとなっている。貿易・サービス収支の黒字は、

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。

国内卸売物価は、横ばいとなっている。消費者物価

は、弱含んでいる。
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（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

１３年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。

５月

景気は、依然厳しい状況にあるが、底入れしている。
・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、横ばいで推移するなかで、一部に底固さもみられる。
・輸出はアジア向けを中心に増加しており、生産は下げ止まっている。業況判断は、大企業においては下
げ止まりつつある。
先行きについては、厳しい雇用・所得環境などが、今後の民間需要を下押しする懸念がある一方、輸出
の増加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３月分鉱工業生産等について

○３月の鉱工業生産指数は２ヶ月連続で上昇 （経済産業省：４月３０日発表）

経済産業省が４月３０日に発表した生産・出荷・在庫指

数速報によると、３月の鉱工業生産指数は前月比＋

０．５％と２ヶ月連続で上昇し、９２．６（季節調整値、以下

同じ）となった。前年同月比では－１０．０％で、生産水準

自体は低いものの、ここ数ヶ月間は底打ちを伺わせるよ

うな推移となっている。また、１―３月期も前期比＋

０．５％と５期ぶりにプラスに転じた。ただし、こちらも

前年同期比ではマイナスとなっている。平成１３年度は前

年比－１０．２％で３年ぶりの低下となった。

出荷は前月比＋０．７％で９５．７となり、４ヶ月連続の上

昇となった。在庫は前月比－２．２％の９０．０％で、７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３月の見込みは＋

１．５％だったが、実際は＋０．８％で実現率は－０．６％とな

り見込みを下回った。４月の見込みは１．３％増で、前回

調査時の見込みと比較した予測修正率は＋０．６％で、前

回よりもプラス幅が大きくなっている。また、５月の見

込みも＋３．１％で大幅な上昇が予測されている。

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

向が依然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。」とし、最終需要動向の不透明さ

を理由に２月の判断を変えていない。

生産指数を業種別にみると、電気機械工業が前月比＋３．２％、輸送機械工業＋４．９％、一般機械工業＋

３．９％などが生産の上昇に寄与している。特に、輸送機械工業は前年同月比でも＋２．２％と、久しぶりに

対前年比でプラスに転じた。しかし、好調な業種は、いずれも輸出セクターで、回復は海外需要頼みの

面が大きい。その一方、化学工業（除く医薬品）－３．４％、金属製品工業－３．０％、窯業・土石製品工業

－２．３％、プラスチック製品工業－０．９％等が低調であった。

在庫指数については、電気機械工業、輸送機械工業、化学工業、石油・石炭製品工業等で低下してい

る。在庫循環図からみても、在庫調整が最終局面に入っていることが伺え、生産の底打ち感と整合的な

動きとなっている。

経済産業省は今回の指数発表前に平成１３年の年間補正を行った。これにより、前ページのグラフの通

鉱工業生産指数等の推移

在庫循環（鉱工業全体）
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り、生産指数及び出荷指数は、昨年１１月をボトムに回復してきていることがはっきりしてきている。し

かし、前述のとおり、足元の回復は、あくまで輸出セクター頼みで、国内最終需要は依然不透明である。

このため、底は確認したものの、今後の更なる回復は米国景気次第という状況がこれからも続くだろう。

米国GDP統計速報値（２００２年１―３月期）

○１―３月期の米国実質成長率は前期比年率＋５．８％ （米国商務省：４月２６日発表）

米国商務省が発表した２００２年１―３月期の実質成長率は前期比年率＋５．８％となった。四半期ごとの

成長率としては１９９９年１０―１２月期（同＋８．３％）以来２年３ヶ月ぶりの高成長となり、同時多発テロ以

降米国景気が急速に回復したことを示す結果となった。

高成長の第一の要因は、在庫調整が急速に進展したことである。前期（１０―１２月期）の在庫減少幅は

過去最大の１１９３億ドルであったが、１―３月期は３６２億ドルまで減少幅は縮小した。こうした在庫調整

縮小のGDP成長率への寄与度は前期比年率＋３．１％と全体の成長の半分以上となっている。この背景の

一因に、同時多発テロ以後家計部門の予想外の堅調な需要に対応して、企業が増産体制に入ったことが

あげられる。ただし、前期の反動という一時的な要因であることに留意しておく必要がある。

業種別寄与度の推移
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二番目の要因は、消費が前期比年率＋３．５％

と引き続き堅調に推移したことである。項目別

にみると、前期の自動車のゼロ金利キャンペー

ンの反動などから耐久財は同－８．０％と減少に

転じたものの、非耐久財が同＋８．４％、サービ

スが同＋３．８％と前期に比べて伸び率を増加さ

せた。政府の減税策による所得の増加やテロ事

件の早期解決による将来不安の解消などが堅調

な消費の要因とみられる。ただし、ミシガン大

学が発表した４月の消費者態度指数が予想を下

回ったことや、企業収益の悪化に伴うリストラ

の本格化などから消費が今後も高成長を続ける

かどうか注視する必要があろう。

また、住宅投資も前期比年率＋１５．７％と前期

の同－４．６％から大きく増加した。金利の先高

観から家計が住宅投資を活発化させたとみられ

る。さらに、政府支出も同＋６．８％と成長にプラス寄与した。特にテロ対策として国防費が同＋１９．６％

と大幅に増加している。

一方、設備投資は前年同期比－５．７％と５四半期連続のマイナス成長となった。ただし前期の－

１３．８％からはマイナス幅を縮小させており改善の兆しも一部にみられる。建物など構築物は同－１９．９％

と依然として低迷したままであるものの、機械設備・ソフトウェアは同－０．５％と回復してきており、

マイナス幅の縮小に寄与した。ただし、設備投資全体では依然としてマイナス成長が続いており、他部

門がプラス成長となる中で設備投資の低迷が際立っている。その要因としては企業業績の悪化があげら

れる。調査会社ファーストコールがまとめた米主要５００社の１―３月期の営業利益は前年同期比－

１１．７％と減益が続いており企業業績の悪化に歯止めがかかっていない。特に、企業のIT投資が冷え込

んだためハイテクや通信が減益となったほか、暖冬の影響によりエネルギー関連も大きく減少した。４

―６月期は増益の見通しとなっているものの、企業業績の悪化が設備投資に慎重になっているものとみ

られる。

また、物価動向を示すGDPデフレーターは、前期比年率＋０．８％と約５０年ぶりのマイナスとなった前

期に引き続き安定しており、インフレ懸念は小さいものとなっている。

FRBのグリーンスパン議長は４月１７日の議会証言で「在庫調整から在庫積増しへの転換に伴う景気

押し上げ効果は、最終需要の持続的な増加がなければ短命に終わる」と述べているように、今回成長を

下支えした在庫投資は一時的な要因であることから、今後も高成長が続くかどうかは個人消費、設備投

資などの最終需要が活発化するかどうかにかかっている。個人消費は堅調な伸びが持続しているものの

息切れの兆しもみられる。また、IT部門を中心としたストック調整の長期化や、企業収益の悪化によ

り設備投資の回復も緩やかなものになっている。このように現段階で判断する限り最終需要の動向は必

米国GDP項目別寄与度推移
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ずしも力強いものではないため、米国経済の回復は限定的なものにとどまる可能性がある。

○米国GDP需要項目別成長率・寄与度の推移
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技術革新の進展や冷戦の終結による国際的な対

立軸の消滅等により、国境を越えた物や人の交流

が進み、資本は利益を求め国境を越えて自由に活

動するようになっている。このようなグローバリ

ゼーションの動きが各国政府の活動に及ぼす影響

は計り知れない。WTOや気候に関する国際会議

の場で１国の政策に制約を及ぼすような各国間の

合意が図られたり、ヨーロッパ連合のように加盟

各国がそれぞれの国家主権の一部を統合して設立

した国家を超えた機構も出現している。一方、よ

り多くの経済的利益を求めた国際的な資本移動が

常態化する中で、各国政府の行政運営についても

その効率性、政策効果について国境を越えた厳し

い目が向けられている。

政府における財政的な制約の深刻化（先進国に

おける財政赤字の累積、開発途上国における開発

援助資金の先細り化）、経済社会の変動に対応し

た国民の行政ニーズの複雑化・多様化、社会の成

熟化に伴う公共サービスへの依存度の深化、行政

への市民参加要求の高まり等の状況下で、これま

で中央政府が担っていた役割について、その他の

主体が分担する状況が生まれてきている。特徴的

な例としては、公共サービスの提供や公共施設の

運営等に当たり、中央政府のみならず、地方政府

の役割が重要視されるようになるとともに、公共

サービスの受益者である市民の関与、さらに営利

企業やNGOの参加もみられるようになってきた

ことが挙げられる。

このように、これまで中央政府主導の集権的な

仕組みの中で政府のみが果たしていた役割につい

て、地方政府、民間企業、NGO等の複数の主体

がそれぞれの利害を有しながら、相互の連携と協

働を確保しつつ特定の領域についてこれまでの中

央政府の役割を代替していく動きが見られる。

このようなお互いの利害が必ずしも一致すると

は限らない複数主体の協働作業により、ある一定

の事業を実施していくためには、なによりも関係

する主体間の連絡、協議、調整を行うための道具

立てが欠かせない。昨今のパソコン等の急速な普

及とブロードバンド普及への取組みは、インター

ネットの利用を質的にも量的にも飛躍的に拡大さ

せ、関係者間の連絡調整に極めて効率的な手段を

提供することとなった。しかし、簡単な連絡は電

子メールで行っても、実質的な協議調整は直接、

相手と対面しないとできないとする向きが多いよ

うに見受けられる。今後の課題としては、相手と

対面しないと物事を協議調整する気分になれない

というこれまでの「文化」をどのように克服する

かであろう。

小 径

グローバリゼーション、インターネット、「文化」

第二経営経済研究部長 金子 優子
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キーワード：金融チャネル、コンビニATM、インターネットバンキング（ネットバンク）

１ 金融再編とチャネルの変化

私の実家は都内某駅からほど近い住宅街にある。

１０年前、その１km圏内には、金融機関の店舗が

１０件以上あった。今、残ってるのはそのうちの３

件で、それらもすべて名称が変わってしまった。

最近足が弱くなった祖母は、家から５００mのとこ

ろにある銀行しか使わなくなってしまった。「ど

んどん金融機関が閉鎖されて、不便になった」と

言う。

閉鎖された金融機関のあとには、ハンバーガー

ショップやコンビニや外資系の金融機関が出来た。

今、３件あるコンビニには２４時間利用できる

ATMがある。銀行のATMは提携サービスが進

み、郵貯のカードは大概の金融機関で使えるよう

になった。自宅でインターネットをつなぐように

なったので、私はインターネットバンキングを

使って、外出せずに振込み等の取引ができる。

ネットショッピングも代金引換で受け取るより、

ネットバンクで代金を振り込むほうが気が楽だ。

確かに店舗の数は減ったが、私に言わせれば、金

融サービスの利用はむしろ便利になった。

近年、金融機関のチャネルは大きく変化した。

稼動時間の延長や提携金融機関の増加等に見られ

るATMの充実、コンビニATMやインターネッ

トバンキングの台頭。ATMの充実や情報通信技

術の発展による新たなチャネルの登場は、金融再

編による店舗数減少の中で、窓口の代替手段とし

ての位置付けである。また、コスト削減にも資す

るとの認識によると考えられ、窓口利用とATM

利用では、ATMの方が手数料が安く、ATMと

インターネットバンキングでは、インターネット

バンキングの方が手数料が安く設定されている場

合が多い。

窓口を主に利用する顧客は、歓迎されなくなっ

たのだろうか。窓口を利用すれば、ATM利用よ

りも高い手数料を払わなければならないし、近く

の店舗が閉鎖された場合は遠くの支店まで行くか、

別の金融機関に変えなければならない。そうでな

ければ、窓口はあきらめてATMコーナーやコン

ビニATMやインターネットバンキングを使うか

である。

では「窓口を主に利用し、ATM等を使わない

顧客」とは誰か。それは主に、長年窓口という

チャネルに親しみ、ATMやパソコン等の機械に

なじみにくいといわれる高齢者ではないのか。だ

とすれば、近年のチャネルの変化は、若者には便

利でも、高齢者には不便になっているのではない

か。

２ 郵政研究所の調査結果から

このような考えを、調査の結果を使って検証す

トピックス

高齢者にやさしくない金融機関

第二経営経済研究部研究官 倉澤 慶子
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ることとしたい。郵政研究所では調査会社に委託

して実施した「第７回 金融機関利用に関する意

識調査」１）の結果を平成１４年４月に取りまとめた。

この調査のうち、チャネルにかかる部分について

高齢者の意識を見ることとしたい。なお、本稿で

は世帯主年齢が６０歳以上である世帯の回答を高齢

者世帯の回答とする。

�１ 現在の利用チャネル

まず、高齢者世帯が現在利用しているチャネル

の傾向を見ることとする。金融機関の１ヵ月の平

均利用回数を利用方法別に見たのが図表１である。

全世帯と高齢者世帯を比較すると、「窓口利用」

「外務員の訪問」は高齢者世帯の方が利用回数が

多い傾向が見られるが、「ATM・CD」の利用は

高齢者世帯の方が少なく、「利用しない」が全世

帯は１６％、高齢者世帯は３０．７％と２倍近い。

ATM・CDの利用回数を世帯主年齢階級別に見

てみると（図表２）、「利用していない」は２０歳代

ではゼロ、年代を追って増加し、６０歳代では

２３．９％、７０歳以上では４３．２％と、高齢になるほど

ATMを利用しない世帯が多い傾向が見られる。

その一方、月３回以上利用するとする世帯も６０歳

代では約３割、７０歳代でも約２割いるなど、回数

で見る限り若者と同様に利用している層も存在し

ており、高齢者も多様化しているのではないだろ

うか。

�２ ATM・CDを利用しない理由

１３年度における「ATM・CDを利用しない世

帯」の６９．３％が高齢者世帯である。その理由を時

系列で見てみると（図表３）、「機械の操作が難し

いから」が大幅に増加し、「近くにATM・CDが

ないから」は減少している。ATMの設置数が増

加し、ATMへのアクセスが容易になるにつれ、

機械への抵抗感を示す世帯が増えていると考えら

れる。

また、１３年度調査の結果を世帯主年齢階級別で

見ると、５０歳代では「機械の操作が難しい」が

３８．７％、６０歳代では４３．２％、７０歳以上では５０．３％

と半数を超え、高齢であるほど機械への抵抗が強

い傾向が見られる。

１）隔年で実施している調査で、第７回は平成１３年１２月に実施。全国の２人以上普通世帯４５００世帯（回収率７５．５％）を対象とする
調査及び三大都市圏の単身世帯３００世帯（完了）を対象とする調査を、それぞれ住民基本台帳からの無作為抽出による留置記
入依頼法で実施した。

図表２ 世帯主年齢階級別 ATM・CD利用率

図表１ 一月当たり利用回数（利用方法別）

４０郵政研究所月報 ２００２．７
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�３ コンビニATM

金融サービスの新たな形態として普及しつつあ

るコンビニATMについて、利用経験の有無を調

査した。２人以上世帯と単身世帯とで、それぞれ

世帯主年齢階級別に見てみると（図表４）、とも

に２０歳代の利用率が高く、年代を追うごとに低下

しており、６０歳以上はいずれも一桁で、高齢者に

は浸透しているとは言いがたい。

全体に単身世帯の方が利用率が高く、２０歳代、

３０歳代では２人以上世帯の２倍以上となっている。

コンビニATMを利用したことがない人に理由

を聞くと（図表５）、若者では「近くにない」を

あげる人が多く「必要と思わない」をあげる人は

少ないことから、「近くにあれば利用したい」と

考えていると推測されるのに対し、高齢者は「操

作方法がわからない」「必要と思わない」と利用

に消極的な理由が多い。

図表３ ATMを利用しない理由

（注）１３年は選択肢の表現を変更している

図表５ コンビニATMを利用しない理由（Ｎ＝コ

ンビニATMを利用したことがない人）

図表４ コンビニATM利用経験の有無
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�４ インターネットバンキング

新たなチャネルとして、インターネットを利用

したインターネットバンキングについても聞いて

いる。これに関する質問項目に先立ち、インター

ネットの利用経験（ｉ―mode等携帯電話による利

用を含む）について聞いたところ、世帯主が若い

世帯ほど利用率が高く、高齢になるにつれ利用経

験率が下がる傾向が見られた（図表６）。

�５ インターネット利用経験世帯のインターネッ

トバンキング利用動向

インターネットを使ったことがあると回答した

世帯に、インターネット上で金融取引をしたこと

があるかどうかを聞いたところ、図表７のような

回答となった。高齢者世帯はインターネットの利

用経験率は若い世帯より低いものの、インター

ネット利用世帯におけるネット上での金融取引は、

６０歳代はむしろ高い利用率となっている。

当所の調査結果のほか、日経ネットビジネスの

アンケート結果におけるインターネットのコンテ

ンツ別の利用状況を見ても、インターネットバン

キングの利用は年代別では６０歳代以上のユーザが

一番多いという結果がでている（図表８）。この

理由として、金融サービスが老後の生活資金の確

保・充実という観点から、高齢者にとっての重要

な関心事項であることが考えられる。つまりイン

ターネットバンキングも、手段であるインター

ネットが普及すれば、自宅にいながら金融サービ

スを受けられる利便性などから、高齢者の利用率

が高まることが期待できる。

現在、ある都銀はインターネットバンキング普

及のため、インターネットバンキングを利用した

場合の振込み手数料を無料とする、期間限定キャ

図表６ インターネットの利用経験

図表７ 年代別インターネットバンキング利用動

向（Ｎ＝インターネット利用経験世帯）

図表８ ネットバンキングなどの金融サービスを

提供するWebサイトに頻繁にアクセス

する

※ 日経ネットビジネス（№９３）より転載。雑誌掲載時
に５歳刻みのグラフから間引いたため、年齢階級が不
連続であるが、分布の動向には影響ない。
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ンペーンを行っている。こうしたアイディアの他、

高齢者等そもそもインターネットをハードルと感

じている人を対象に、パソコン講座、インター

ネットバンキング講座等を開くのも有効といえよ

う。

３ 高齢者に優しい金融機関となるために

近年の金融機関の店舗数減少、及びこれに伴う

コンビニATM、インターネット等チャネルの多

様化は、高齢者にとって歓迎せざる流れなのでは

ないかと考え、これを「金融機関利用に関する意

識調査」をもとに検証した。

その結果、基本的には高齢者層は窓口を利用す

る傾向が若者層より強く、ATMやインターネッ

ト等の新しいチャネルの利用経験率は低かった。

このことから、窓口の減少は高齢の顧客に不便を

強いることになり、一方その代替手段となりうる

ATMネットワークの充実やコンビニATM、イ

ンターネットバンキングの台頭については、現時

点では高齢者にとって恩恵が薄いと考えられる。

窓口からATM、インターネットバンキングへと

いう近年のチャネルの変化は、高齢者の多くに不

便を強いるものとなっている可能性がある。

その一方で、高齢者の中にも新たなチャネルを

積極的に利用する人たちが少なからずおり、その

利便性も認められつつある。実際、金融機関のみ

ならず近年ではコンビニエンスストアでの設置も

普及しつつあるATMへの抵抗感がなくなれば、

近くの金融機関の店舗が閉鎖されても金融サービ

スへのアクセスが不便にならない。また、イン

ターネットバンキングは、自宅にいながらにして

取引ができるので、足腰が弱くなり、外出が不自

由になっても利用が可能だ。こうした利便性は、

高齢者にとってメリットの大きいものである。特

にインターネットバンキングについては、イン

ターネットの利用経験者の間では、高齢者の需要

はむしろ高いという傾向が見られ、インターネッ

トが普及すれば、利用が伸びる可能性が高いとい

う結果が出ている。

一般に高齢者は若者より貯蓄が多く、資産の運

用や金融機関の利用に強い関心を持っているとい

われる。国立社会保障・人口問題研究所の試算に

よると、２０１４年に高齢者の割合は人口の１／４を

超え、その後も増えつづける。今後、顧客として

多数を占めることとなる高齢者へのサービス提供

の在り方を考えると、まずは今ある新たなチャネ

ルを活用しやすいよう、金融機関は積極的に広

報・支援することが必要と思われる。

〈参考文献〉

総務省統計局「平成１２年度国勢調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成１４年１月推計）」

http：／／www.ipss.go.jp／Japanese／newest０２／newest０２.html

日経ネットビジネス（№９０～９３）「第１３回インターネットアクティブユーザー調査詳細分析�１～�４」
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企業の事業活動へのインターネットの活用が普

及する中で、自社にはない経営資源やサービスを

他社と提携することにより手に入れるという経営

手法が選択される傾向が見られている。例えば、

金融業では、金融サービスや決済・与信等の機能

をパッケージ化し、それを必要とするプラット

フォーム１）との提携により提供する形態が見られ

ている。スルガ銀行とアイピートレンド（ISP）

の提携による中小企業向け提携ローン、アイフル

とザ・スピリットの提携による「百貨．com」（オ

ンラインショッピングモール）などの例がある。

これらの提携では、金融機関には、プラット

フォームでの機能の利用に対する対価とサイトを

通じた新規顧客を、プラットフォームには、顧客

利便性の向上と提携先金融機関への顧客誘導に伴

う対価をもたらし、双方に利点のある仕組みと

なっている。最近では、ヤフーオークションの決

済手段として提携したネット銀行がのべ３０万人以

上の顧客を獲得し、注目された。また、プラット

フォームをメインとした新規事業では、全ての機

能やインフラを自ら構築し、提供するのではなく、

むしろ所有しないことで、多様な企業が提供する

ものの中から、最適な商品やサービスの組み合わ

せを提供し、差別化を図るような傾向が見られて

いる。このように、インターネットの活用は、既

存の事業活動や他社との連携のあり方に影響を及

ぼしているものと考えられる。本稿では、本年１

月に実施したアンケートの結果等を用いてこれら

について考察してみたい。

１ インターネット活用と企業間関係

インターネットを活用するビジネスモデルは、

その用途、目的からも多岐にわたっており、その

モデルにおける企業間関係を類型化により網羅す

ることは困難であるため、今回の調査では、調査

対象をインターネットのプラットフォームのうち、

次の機能をめぐる企業間関係に絞り込んだ。

トピックス

企業におけるインターネット活用と
企業間関係に関する調査研究

通信経済研究部研究官 鎌田 真弓

１）コンテンツを提供する場や提供手段

プラットフォームの機能 企 業 間 関 係 の 例

消費者への商品・サービスの販売 オンラインショッピングモール（楽天等）への出店

商品情報・企業情報などの提供 B to Bポータル（NCネットワーク等）、仲介・マッチングサイトへの参加

商品の宣伝、プロモーション、問合せの受付 アフェリエイト・プログラム（リンクシェア等）の活用

Webサイトによる調達・購入 単独企業による電子調達サイト又はｅ―マーケットプレイス２）への参加

商品開発、顧客ニーズ収集 コミュニティ（ムジネット等）による消費者ニーズの集約及びマーケティングの活用

他企業との在庫情報の共有 SCM３）の活用による発注数量、在庫管理、欠品・返品の削減求貨求車情報の共有による共同受注
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0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

自社単独 共同設置 未実施 無回答 

２ アンケート調査

２．１ 概 要

２．２ webサイトの保有形態

有効回答４４６社のうち、自社単独のウェブサイ

トを持っていると回答したのは４０８社、他社との

共同サイトを運営していると回答した１６社と合わ

せると、９割以上の企業が何らかの形でウェブサ

イトを保有していることとなる（図表１）。また、

単独でサイトを保有している企業の４９．８％、他社

との共同サイトを運営している企業の８３．３％の企

業が他社のサイトを活用していることがわかった。

２．３ サイトの活用形態

サイトを保有する企業のサイトの活用形態（図

表２）をみると、現在のところ、�１商品情報の提

２）売り手、買い手ともに複数の事業者が参加するオープンな電子商取引の共通のプラットフォーム
３）Supply Chain Management

図表１ 企業サイトの保有形態

図表２ 自社サイト又は共同設置サイトの

活用形態

◇ 調査方法

�１ 調査対象企業：全国の株式上場企業、店頭公開企業及び大手生命保険会社

�２ 郵送方法：対象企業の情報システム担当役員宛に郵送

�３ 実施期間：平成１３年１２月２６日～平成１４年１月２５日

�４ 標本数：３，４５４社

�５ 回答数：４６６社（回答率 １３．５％）

◇ 調査項目

�１ 企業サイトの保有形態、利用効果、利用状況

�２ 他社が運営するプラットフォーム（他社サイト）の利用状況、選択要因等

�３ 電子商取引のインフラを提供する企業の動向

�４ 企業活動におけるITのインパクト（意識調査）

本稿では、上記の調査項目のうち、�１、�２及び�４の結果を利用する。
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（％） 

他社サイトで実施 検討中 予定なし 無回答 

供（９８．６％）、�２顧客からの電子メールなどイン

ターネット経由での問い合わせ受付（８２．３％）、

�３電子メール、ウェブサイトからの商品の宣伝・

プロモーション（７０．５％）が中心となっている。

消費者向けの商品・サービスの販売については、

実施企業３７．９％に対し、未実施の企業が５５．７％で

あるなど、実施企業数がウェブサイトを保有して

いる企業数の４割以下であることが明らかになっ

た。

商品開発・顧客ニーズの収集（２７．１％）、ウェ

ブサイトによる調達を行っている企業数（１７％）

及び在庫情報の共有（５．１％）は、現状では低い

値に留まっているが、他社サイト（プラット

フォーム）の活用による実施を検討している企業

数（図表３）はいずれも２割強であり、今後、業

務提携等による実施が増加するものと考えられる。

Webサイトによる調達に関しては、ｅ―マーケッ

トプレイスが注目されているが、経済産業省が実

施した調査４）でも企業間電子商取引全体の取引金

額の１割強に留まっており、規模は拡大傾向にあ

るものの、現状では一対多型のwebサイトや多対

一型の単一企業ごとのプライベートな電子調達シ

ステムが主流となっている。また、企業にとって

価値創造活動の源泉である商品開発、マーケティ

ング等の分野では、本来、他社との連携が困難な

分野であると考えられるが、最近になって、ムジ

ネットのように、インターネットを使って消費者

のニーズを収集し、それを自社で活用して自ら新

製品の開発を行うのではなく、他の企業に情報・

企画提供することで、ムジネット自体への集客の

向上等に結びつけるようなモデルが登場しはじめ、

導入を意識する企業は増加傾向にある。日経マー

ケット・アクセスが実施した調査５）によると、自

社サイトでマーケティングを実施している企業は

４１．６％、同調査で商品情報を提供している企業数

の７７．６％の半数強とどまっているが、今後（１年

後）、マーケティング機能を持たせたいと回答し

ている企業は１３．３ポイント増の５４．９％に達してい

る。いずれも、今回実施したアンケート調査の結

果を支持するデータとなっている。

他社サイトの活用の傾向は、自社サイトの傾向

とほぼ一致しているが、業種別に眺めると、そこ

に若干の違いが存在することがわかる。建設不動

産業では、「消費者への商品・サービスの販売」

への活用は回答企業中わずか８％と、全業種での

取組みの平均が２７％であることを考えると、極端

に低い。ところが、「商品情報・企業情報などの

提供」という側面で見た場合、建設不動産業はど

の業種よりも他社サイトを活用して積極的に取り

組んでいる。建設不動産業という業種の性格上、

取り扱っている商品が比較的高額であるため、情

報提供には自社サイトだけでなく他社サイトをも

積極的に活用して手をかけるものの、販売はウェ

ブサイトではなくリアルチャネルで実施している

図表３ 他社サイトの活用形態

４）経済産業省「平成１３年度における電子商取引に関する市場規模・実態調査」２００２．２．１８
５）『日経ネットビジネス』２００２．３．１０
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実施済み 検討中 予定なし 無回答 

傾向が窺える。

また、ウェブサイトの活用状況を企業の売上別

にみると、年商５，０００億円以上の大企業と、それ

以下の中堅・中小企業で明らかに異なる傾向を見

てることができる。年商５，０００億円以上の大企業

は、ウェブサイトの活用割合が高く、その傾向は、

特に調査全体では活用の割合が低い「消費者向け

の商品・サービスの販売」「ウェブサイトによる

調達」「商品開発・顧客ニーズの収集」「SCMな

ど他企業と在庫情報を共有」といった項目に顕著

に現れている。さらにこの傾向は、他社サイトを

利用する場合についても共通している。図表４に

図表４ 年商規模別 他社サイトの活用形態
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他社サイトの活用形態と年商規模とのクロス集計

の結果を示す。ここからは、自社のサイトの活用

が進んでいる企業は、他社サイトの活用も進める

傾向にあると考えることができる。

２．４ プラットフォーム（他社サイト）の運営主

体に求める条件

運営主体に求める条件に関する質問に対して、

上位を占めたのは、セキュリティ機能、サービス

利用料、市場シェア・参加数、サポート体制で

あった（図表５）。一方、会社の規模、ネームバ

リュー・ブランド、取引・資本関係については、

それほど重要視されないことがわかった。他社の

運営するサイトに参加する場合、セキュリティの

確保が大前提であり、次にサービス利用料や参加

企業数、メニュー数やサイトのサポート体制など

そのサイト自体のサービス価値を重視する姿勢が

覗われる。また、他社サイトの活用形態、業種別、

売上別にクロス集計を試みた結果、前述の傾向は

これらの要素によって変わるものではないことが

わかった。ただし、ネームバリュー・ブランドに

ついては、年商５，０００億円以上の企業では、重視

する傾向にあることがわかった。

インターネット関連のビジネスにおけるプラッ

トフォームの魅力は（売り手・買い手ともに）参

加者が多ければ多いほど高まる（ネットワーク外

部性が働く）ので、プラットフォーム運営におい

ては、参加者と取引量を増やすことが成功の鍵と

なるものと考えられる。この点について、今回の

アンケート調査を一般の業務提携に関する公正取

引委員会の調査結果６）（図表６）と比較してみる。

図表５では、「市場シェア・参加数」が、「技術

力・ノウハウ」（優れた経営資源を有しているこ

と）を重視する回答を上回っている一方、図表６

では、「業界において有力」であることよりも、

「優れた経営資源を有していること」が重要視さ

れている。もちろん、技術力やノウハウといった

経営資源が優れている企業は、市場シェアや参加

数も多く、業界において有力だということも考え

られるが、この結果は、電子商取引関連の業務提

携では、業務提携一般とは異なり、市場シェアや

参加数といった「ネットワーク効果」の大きさを

あらわすような基準が重視されていることを示唆

するものであると考えられる。

２．５ 他社サイトの活用とアウトソーシング

他社サイトを活用する企業がそのサイトの運営

６）公正取引委員会「業務提携と企業間競争に関する実態調査報告書」２００２．２．６

図表５ 利用する他社サイトの運営主体に

求める条件

図表６ 業務提携の相手先選択理由

出所：公正取引委員会［２００２］
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オンラインの宣伝・プロ 
モーション 

情報収集・提供 

顧客対応業務 

営業情報管理 

信用・評価情報の提供 

物　流 

アプリケーション・サー 
ビス 
ネットワークやLANの構 
築・運営 

その他 

無回答 

0 20 40 60 80 100
（％） 

そのとおり ややそのとおり どちらでもない 
やや反対 全く反対 無回答 

業務の外部委託：コア 
以外は積極的に委託 

他企業との提携方法： 
合弁会社設立や資本提 
携が増加 

長期的な企業間関係： 
重要性は大きくなった 

ベンチャーやSOHOの 
活用：増加した 

取引先企業の数：増加 
した 

新しいビジネスモデル 
や技術：採用に積極的 
になった 

業界の壁（参入障壁）： 
業界の壁は低くなった 

異業種企業との提携： 
増加した 

主体から提供を受けるサービスについては、サー

バーの管理、ウェブサイトの構築・運営、ネット

ワークやLANの構築・運営といったシステム構

築に関する機能が上位に挙げられている（図表７）。

これらの傾向は、自社サイトを構築する際にアウ

トソーシングの活用により調達する機能とほぼ一

致している。一方、その他のシステム構築関連以

外の機能に関しては、他社サイトを活用している

企業は、当該サイトの運営企業との業務提携の中

で、機能を調達する傾向が見られており、サイト

の運営主体が、電子商取引支援機能を一括して提

供するニーズがあることがわかる。

２．６ インターネットのインパクト

インターネットの活用により事業に変化が生じ

たかという質問に対し、多くの項目において「ど

ちらとも言えない」と回答する企業が半数以上と

いう結果となった（図表８）。その中で、取組み

としてポジティブな回答をした企業が２割以上で

ある項目を抜き出すと、「業務の外部委託」

（２７．７％）「長期的な企業間関係」（２５．３％）「取

引先企業の数」（２３．２％）「新しいビジネスモデル

や 技 術」（４１．８％）「業 界 の 壁（参 入 障 壁）」

（２２．３％）「異業種企業との提携」（２１．０％）とな

る。特に、新しいビジネスモデルや技術の採用に

対する姿勢において変化を意識する企業が４割以

上ということは、日本で９９年ごろから話題となっ

たビジネスモデル特許やインターネットと既存の

リソースを組み合わせたクリック＆モルタルなど、

「ビジネスモデル」がインターネットの浸透に伴

い、印象づけられてきた影響があるものと考えら

れる。

インターネットの活用が事業に影響を及ぼした

かということを業種別にみると、金融業、サービ

ス業などでポジティブな受け止め方がみられる

（図表９、１０、１１）。特に金融業においては、以

図表７ 他社サイトの運営主体が提供する機能 図表８ インターネットの活用による事業

への影響
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どちらかといえば積極的 どちらともいえない 
自社で多くの機能を備える 無回答 
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（％） 

全　体 

建設不動産 

素材製造業 

組立製造業 

流通業 

金融業 

運輸業 

サービス業 

その他 

採用に積極的になった 
採用にやや消極的 

採用にやや積極的 どちらともいえない 
採用に消極的になった 無回答 

100
（％） 

全　体 

建設不動産 

素材製造業 

組立製造業 

流通業 

金融業 

運輸業 

サービス業 

その他 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

低くなった 
やや高くなった 

多少は低くなった どちらともいえない 
高くなった 無回答 

図表９ インターネットの活用による事業への影響：業務の外部委託

図表１０ インターネットの活用による事業への影響：新ビジネスモデルや新技術

図表１１ インターネットの活用による事業への影響：業界の壁（参入障壁）
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100億円未満 
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増加した 
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100
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全　体 

100億円未満 

300億円未満 

1,000億円未満 

5,000億円未満 

5,000億円以上 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

採用に積極的になった 
採用にやや消極的 

採用にやや積極的 どちらともいえない 
採用に消極的になった 無回答 

下の項目において全体平均を大きく上回る回答が

あった。

・業務の外部委託（積極的に委託：５０％ 全体平

均２７．７％）

・新しいビジネスモデルや技術（採用に積極的：

７６．９％ 全体平均４１．８％）

・業界の壁（参入障壁）（低くなった：５３．８％

全体平均２２．３％）

また、サービス業においても「他企業との提

携方法」に関して特徴が見られる

・他企業との提携方法（合併会社設立や資本提携

が増加：３１．６％ 全体平均１０．９％）

インターネットの活用が事業に影響を及ぼした

かということを企業規模別に見ると、全体的な傾

向としては年商の大きな企業、特に年商５０００億円

付近の企業を中心にポジティブな受け止め方がさ

れているということが伺える。特にその傾向は

「新しいビジネスモデルや技術」「異業種企業と

の提携」において顕著である（図表１２、１３）。

また、提携の方法に与えるインパクトを見ると、

一般的には、合併や資本提携など資本移動をとも

なうものより、業務提携など資本移動をともなわ

ないものが増えたという回答が多い（図表１４）。

しかし、年商５００億円以上の大企業についていえ

ば、資本移動をともなう合併などがやや増加した

という回答が多い。これは、インフラ部分は大企

業が多いために、インフラレイヤーで（提携では

なく）水平統合が起きていることを示していると

いう解釈もできる。

図表１３ インターネットの活用による事業への影響：異業種との提携

図表１２ インターネットの活用による事業への影響：新ビジネスモデルや新技術
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３ まとめと今後の検討課題

本稿では、ビジネスにおけるインターネットの

活用が既存の事業活動や他社との連携のあり方に

どのような影響を及ぼしているかについてアン

ケート結果を中心に傾向の抽出を試みた。調査結

果から、自社ドメインを保有している企業の半数

以上が他社のサイト（プラットフォーム）を活用

しており、インターネットの活用において、社外

資源を積極的に活用するという意識が定着してい

ることが示された。また、プラットフォームの機

能の中でも、web調達や商品開発等の分野でも、

他社サイトの活用を検討している企業が多いこと

が示されるなど、社外の資源の活用が、インター

ネットの活用に伴い普及していることを覗わせる

結果が得られた。今後、インターネット活用の中

小企業への普及、業務提携や社外資源の活用の増

加などを背景に、インターネットのプラット

フォームは更に多様性を増すとともに、その果た

す役割・影響力も大きくなるものと考えられる。

また、調査結果では、年商規模の大きい企業では

提携の形態としては、合併・資本提携等強固な関

係を選択している傾向がある一方、他社サイトの

活用、異業種との連携や、新規ビジネスモデルの

採用等ゆるやかな企業間関係の締結にも積極的な

姿勢を示している。郵政事業の経営においても、

プラットフォームの活用、プラットフォームを成

立させるためのインフラ提供のあり方など最適な

企業間関係の構築について、事業上、重要な課題

となっていくものと思われる。今後、今回のデー

タ等を活用し、プラットフォーム成立要件や他社

の電子商取引実現のためのインフラ提供（オープ

ン化）の傾向について分析を加え、注視していく

必要があろう。

図表１４ インターネットの活用による事業への影響：他企業との提携方法
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参考文献等

根来龍之・小川佐千代（２００１）『製薬・医療産業の未来戦略―新たなビジネスモデルの探求』（東洋経済

新報社）

インターネットビジネス研究会（２００１）『インターネットビジネス白書２００２』（ソフトバンク パブリッ

シング）

後藤晃・山田昭雄（２００１）『IT革命と競争政策』（東洋経済新報社）

経済産業省「平成１３年度における電子商取引に関する市場規模・実態調査」２００２．２．１８

（http：／／www.meti.go.jp／w_index.html）

公正取引委員会「業務提携と企業間競争に関する実態調査報告書」２００２．２．６

（http：／／www.jftc.go.jp／pressrelease／０２.february／０２０２０６.pdf）

５３ 郵政研究所月報 ２００２．７



はじめに

郵政研究所では、今後の郵便事業の在り方

を検討するため、物流業界の有識者をお招き

し、「物流連続講演会」を開催しています。

第一回目は、平成１４年４月２４日（水）に�有サン

物流開発 鈴木 準代表取締役をお招きし、

「日本の物流コストとサプライチェーンマネ

ジメント」と題し、ご講演をいただきました。

今回は、鈴木代表取締役ご了解のもと、講

演抄録を掲載します。

１ 日本の物流コスト

これまで、よく日本の物流費は高いというよう

なことがよく言われています。しかしながら、私

はこれまで９０回以上、海外に物流施設の視察等で

行っていますが、そんなことはないと思っていま

す。例えば、昨年米国オーランドのある企業の配

送センターに行きました。配送センターの所長さ

んにお土産のネクタイピンを渡すのを忘れたので、

ホテルに帰ってきて小包で出しました。もちろん

これにはホテルの手数料がはいっていると思うの

ですが、同じ町の中に小包を配達するのにネクタ

イピン一個で日本円で２，５００円でした。

ところが日本では郵便局はもちろん宅配便でも、

大体５～６００円で郵送できます。その上、日本の

物流は非常に良いのです。世界一料金が安く、世

界一品質が高いサービスです。

現在、物流業界ではppmレベルの品質というこ

とが言われています。これは、「Parts Per Mil-

lion」の略で、ミスが発生する確率が１００万分の

１ということです。

かつて、私はこう言っていました。「物流はス

リーナイン、フォーナイン」。スリーナインとは

どういうことかというと、９９．９％のサービスレベ

ル。ということは、注文に対して、欠品が１，０００

分の１ということです。それに対してフォーナイ

ンというのは９９．９９％正しいということで、間違

いは一万分の一ということです。ところが今、物

流業界ではppmという話が出てきます。その話を

米国の物流担当に話をしたんですが、彼らが言う

には日本人はクレイジーだ、１円のミスを見つけ

るのに１０円かけているんじゃないかと言われまし

た。

米国の物流の目標品質は間違いの発生率が

１，０００分の１、実際には１，０００分の５ぐらいで満足

しています。ところが日本人は簡単にppmのレベ

ルの品質管理を行っている。この背景にはWMS

（Warehouse Management System）という物流

ソフトウェアがありますが、むしろ、これは日本

の労働者の品質が良いことに起因するのではない

かと思います。

トピックス

物流連続講演会『日本の物流コストと
サプライチェーンマネジメント』

�有サン物流開発代表取締役 鈴木 準
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次に、先ほど、日本の物流費は米国に比べて安

いと言いましたが、もう少し具体的な数値を用い

てお話します。「米国のGNP対比の物流コスト」

（図１）をみますと、米国も努力して物流コスト

は下がってきています。ちなみに総物流コストを

対GDP比率でみますと米国が１０．１％、日本は

９．５％と約１ポイント異なります（図２）。

次に、「日米の売上高物流比率」（図３）を見ま

すと日本の方が売上高に占める物流コストの比率

が少なくなっています。ただし、この売上高対比

というのは卸売業と小売業とでは異なるし、医薬

品とスーパーマーケットでは異なります。この図

はあくまでも日本全体の売上対日本全体の物流費

ということです。

また２kgの貨物を６００km運ぶ場合の運賃を見

ますと（図４）、日本を１００とすると、ドイツがや

や日本よりも低い運賃で運んでいますが、米国、

英国、オランダ、フランスは日本よりもかなり高

くなっています。

また、１００kgの貨物を５０km運ぶ場合の運賃で

図１ 米国のGNP対比の物流コスト

出典：CASS Logistics, U.S. Department of Commerce

Copyright（C）２０００社団法人日本ロジスティクスシステム協
会 All Rights Reserved.

Copyright（C）２０００社団法人日本ロジスティクスシステム協
会 All Rights Reserved.

図２ 日米のGDP対比物流コスト

図３ 日米の売上高物流比率
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すが、全ての国が日本より高くなっています。２t

の貨物を２００km運ぶ場合（図５）、オランダが日

本とほぼ同じ運賃の他は、やはり日本よりも高く

なっています。

ただし、長距離を運ぶ場合は、日本のコストが

高くなっています。１０tの貨物を１，０００km運ぶ場

合は、日本が高くなっています。

これには構造的要因があります。まず、高速道

路料金の国際比較をしてみると、まず、ここに長

距離運賃の高い理由があります。日本の場合、１

kmあたりの高速道路料金は約２５円となっていま

すが、フランス、イタリア、米国、ドイツと比較

してかなり高くなっています。欧米のハイウエイ

はフリーウエイが多いからです。

また、燃料費を見ても日本が１リットルあたり

約６５円、米国がその半分以下ということが長距離

運賃に影響していると思います。

こういったことから日本の物流費は喧伝されて

いるほど、諸外国と比べて高くないということが

お分かりいただけたことと思います。

２ SCM（サプライチェーンマネジメント）の

高度化

物流の中身をみると輸送、保管、包装、荷役、

流通加工、情報の要素で構成されています。輸送

は場所の隔たりを埋め、保管は時間の隔たりを埋

め、包装は物の輸送や保管に対して、中身の商品

の安全を図るためのものです。それらを繋ぐのに

荷役が必要になり、また流通と結びつくとそこで

値札付けなどのいわゆるvalue added service（流

通加工サービス）が必要になります。加えて、今

は情報が無ければ受発注ができないし、情報の精

度が決め手になっているということになります。

（図６）

そういったことで現在、物流業界ではSCM

（サプライチェーンマネジメント）ということが

盛んに言われていますが、私に言わせると、

SCMというのは枕詞にしか過ぎません。あたま

に決まったように付けるが中身は何もない、とい

うのが現状だと考えています。

SCMは絶対的な定義はありません。SCMは戦

略であり、その実現は、既存の経営管理手法の

様々な組み合わせであり、どう組み合わせるかは

図４

図５
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各々異なります。つまり、１００人いれば１００の

SCMがあるということです。

そしてSCMというのは「効率的消費者対応」

を謳っていますが、実際には企業の目的というの

は自己の利益の拡大です。例えば、セルジオ・

ジーマンという元コカコーラのマーケティング部

長が「そんなマーケティングはやめてしまえ」と

いう本を出版しましたが、その本の中で、彼は

「マーケティングとは沢山売ること、何回も売る

こと、高く売ること」と言っています。まさに企

業の目的はそうであって、サプライチェーンは消

費者のためにするのではありません。

サプライチェーンで狙っていることは、流通の

コントロール、つまり、自分達の思うように供給

を制御して売りたい値段で売るということ、それ

がSCMではないかなと思います。

つまり、SCMは独占化・寡占化を狙っている

ということです。従って私はSCMの行く末は

「計画経済」、「統制経済」だと思っています。

それから、私は経営というのは３M、つまり、

マーケティング、マーチャンダイジング、マネジ

メントと思っています。マーケティングとは何か

というと、お客様は誰なのかということです。そ

のお客様に何を提供するのかというのがマーチャ

ンダイジングです。マネジメントは、利益をざる

で掬うのではなくて、バケツで掬うようにしよう

ということです。

何故こんなことを言っているかというと、物流

を過大視する風潮があるからです。私は物流と言

うのはマネジメントであると考えているからです。

そしてロジスティクスと言うのは「物流にスタン

スを置いた経営戦略」だと考えています。SCM

も大体同じことですが、SCMはややマーケティ

ング寄りです。

SCM、ロジスティクス、物流の関係を図示し

ますと、図７のようになると考えています。この

絵を見ますとロジスティクス、SCMと言うのは

全てにまたがりますが、ロジスティクス、SCM

が全てではありません。物流は物流として依然と

してありますが、これは、経営の中に物流がある

のと同じ事です。そして、この中で何が大事かと

いうと、マーケティングが大事だと考えています。

良い商品が無ければどんなに物流が頑張っても駄

目です。物流は経営全体の中のほんの一部である

と思います。

先ほど、SCMに絶対的な定義はないと言いま

したが、私はSCMというのは、「受発注、原材料

調達、在庫管理、配送という流通の川上から川下

までをITを駆使し、統合管理する経営手法であ

る」と考えています。

図６ ロジスティクスと物流・SCM 図７ SCM・ロジスティクス・物流
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それでSCMを高度化していくためには、７つ

の柱があって「整合性」、「階層化」、「最適化」、

「単純化」、「可視化」、「教育」、「協働」これらが

重要であると考えています（図８）。

「整合性」とは何かというと、企業活動の基準

や、物流評価基準等の共通の指標を各部門が持ち、

常に部門間の整合性を保ちながら、自己診断をし

て正しい方向に行っているかということを見なけ

ればいけないということです。

次に、「階層化」ですが、マーケットセグメン

テーションということです。顧客のセグメンテー

ション、商品のセグメンテーション、仕入先のセ

グメンテーション、キャリア（運送会社）のセグ

メンテーション、仕入れの流れ、配送、出荷のセ

グメンテーションを行い、その階層毎に、それぞ

れサービスレベル等を変えていくことが必要だと

いうことです。

それから、「最適化」ですが、これは顧客サー

ビスの最適化、資源の最適化、商品フローの最適

化等を行いながら、コストの最小化とサービスの

最大化を図ることが必要であるということです。

「単純化」とは、あたりまえのことですが、物

流の複雑性が増せば、サービスレベルは低下して

しまうため、できるだけ単純化することが必要で

あるということです。

「可視化」とは物流の川上から川下の間で「需

要、出荷、在庫、輸送、資産、原価」が見えるこ

とが重要であるということです。つまり、イン

ターネットや通信システムを使って自分の会社の

物流に関連するあらゆる場所のあらゆるものが見

えるようにするということです。物流システムを

作るときに目で見える、すぐわかる、しかもリア

ルタイムでわかることが重要であるということで

す。

そして「教育」が重要であるということです。

特に、組織の階層の上にいるものほど勉強するこ

とが必要であるということです。

「協働」とは、関係各部門が、有機的に連携し

て物流にあたることです。

３ 終わりに

物流というのは、マーケティング戦略の決定に

従い、物流戦術を実行するものであり、企業経営

のサブシステムと考えています。

従って、物流は企業の成功・不成功を決定的に

左右するものではありませんが、３PLやSCMと

いったアルファベット３文字の流行語に惑わされ

ることなく、地に足をつけて「見せる物流」では

なく、「儲かる物流」に徹することが必要である

と思います。

図８ サプライチェーン高度化の為の７つの柱
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１ はじめに

今年は沖縄本土復帰３０年。沖縄は、「本土との

経済格差の是正」から、沖縄の社会・自然・歴史

的特性を活かしての「経済の自立化」へとギアを

切り替え、新たな発展に歩みだした。経済自立化

を牽引するのは、コアインダストリーである観

光・リゾート産業とここ数年急成長してきた情報

通信産業である。３月成立した沖縄振興特別措置

法にもとづき、「沖縄振興計画」とその具体化措

置などをさだめる「観光振興計画」、「情報通信産

業振興計画」が今作成中である。

この小稿では、わが国、特に沖縄の「e―tour-

ism」の取り組みに資する観点から、観光への情

報通信、特にインターンネット、商取引の導入の

状況について、世界的な動向を紹介してみたい。

なお、沖縄県の観光・リゾート産業、情報通信

産業の現状と課題については、最近、出版された

「現在沖縄経済論 復帰３０年を迎えた沖縄への提

言」（著者：日銀那覇支店長の内田真人氏）に詳

しく述べられているので一読をお勧めしたい。

２ 観光の世界的な趨勢

昨年、外国に出かけた旅行・観光客の数はのべ

で６億８９百万人。世界の人口が約６２億人であるか

ら１０人に一人は海外に出かけた計算になる。ミレ

ニアムの２０００年にくらべると１．３％の減少。１９７５

年設立で、本部をスペイン、マドリッドにおく、

加盟１３９カ国の国際機関、世界観光機関（World

Tourism Organization：WTO）は、この落ちこ

みを、昨年９月１１日の米国同時多発テロや海外へ

の観光客が多い日米欧諸国の経済停滞の影響であ

ると見ている。観光客数が前年より減ったのは、

１９８２年（－０．４％）以来で、これほど落ちこんだ

のは、第二次世界大戦後はじめてのことだそうだ。

しかし、長期的にみると、国際観光は世界的に

大きく伸び、これからも拡大すると見られている。

２０００年までの１９９０年代１０年間の観光客（到着

ベース）は、全世界で毎年４．３％の伸びであった。

特に、東アジア・太平洋地域は、約２倍の伸び率

（年７．３％）で、１０年で観光客の数は倍増近い伸

びである。確かに日本から近隣の東アジア・太平

洋各国へ出かける観光客のシェアは大きい。しか

し、域内全体の高い伸びは、東アジア・太平洋地

域全体の高い経済成長に支えられ、域内各国とも

隣国など海外へ出かけて観光をたのしむ人たちが

増えてきたためである。

WTOの調査によれば、１９９９年、海外の旅行者

が他の国々で観光で支出した額は４，５５０億㌦だっ

た。１９９０年が２，６３４億㌦であったから年率６．３％の

伸びである。海外、国内すべてを合わせ全世界で

の観光関連の総支出は、１９９９年４兆４，７５０億㌦と

推計される。２０１０年の観光関連支出の見込みは、

国際観光だけで１兆３，２５０億㌦、国内観光・国際

観光合計で８兆９，７２０億㌦である。

EU（欧州連合）は、観光で世界をリードして

トピックス

観光と電子商取引

沖縄総合通信事務所長 大寺 廣幸
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いる。２０００年もっとも多く海外観光客がおとずれ

た国トップ１０に、EU加盟国は５ヶ国も含まれる。

１９９９年のデータだが海外観光客のEU諸国の全世

界に占めるシェアは、観光客数で４３％、観光収入

で４０％にのぼる。

観光はEUの経済成長、雇用に大きな影響を

もっている。EUのデータによれば、観光関連産

業の雇用は約８百万人で（EUすべての雇用の

５％）、観光関連産業のGDPに占めるシェアは

５％である。サービス産業部門の外貨収入の３０％

になる。さらに交通、流通などの産業分野への観

光の寄与分を入れると、雇用は２千万人、GDP

の１２％に達する。今後１０年間で、観光関連産業へ

の雇用は、EU全体で２百万人増える見込みだ。

観光関連企業の大半は中小零細企業である（９９％

は従業員数２５０名以下）。

観光は米国においてもますます大きな役割を占

めるようになっている。やや古いデータであるが、

１９９７年、商務省の観光産業担当次官補Leslie R.

Doggettは、次のように観光産業の重要性を述べ

た。

「この１０年間、旅行・観光は、米国サービス経

済を引っ張ってきた。１９８６年２６０億㌦産業が１９９６

年９００億㌦産業に成長した。１９８９年以来毎年、旅

行・観光部門はサービス貿易黒字の３分の１を稼

ぎ出し黒字化の最大の原動力である。一般的に、

貿易を「輸出」とみなす人は多くないが、実際は、

１９９６年入国した海外旅行・観光客が支払った旅費

は２１０億㌦で、また、その他の旅行の支出は７００億

㌦で、これは約９００億ドルの外貨を得る輸出産業

である。海外からの旅行客等は全部で４，６５０万人

で、一人当たり約１，５００㌦支出した。また、海外

からの旅行・観光によって１９９６年百万人以上の雇

用が維持されたとみている。米国は、この１０年間、

旅行・観光収入額で世界最大で、また、入国旅

行・観光客数では２位ないし３位である。これま

での傾向が今後も続くとすれば、１９９８―２００１年、

年率３～４％の成長が期待できる。海外からの旅

行・観光客の数が１％増えればさらに６億㌦の収

入増が見込める計算になる。米国の旅行・観光産

業を構成する企業の９０％が中小零細企業であるだ

けに、観光産業の振興は重要である。」

２０００年、海外からの旅行・観光客数の多い州・

地域は、多い順にカリフォルニア（ロサンゼルス、

表１ 主要国等の２０００年受入海外観光客数と１９９０―２０００年平均増減率

２０００年受入

海外観光客数

１９９０―２０００年

平均増減率

２０００年受入

海外観光客数

１９９０―２０００年

平均増減率

世 界 全 体 ６億９，７４５万人 ４．３％ マ レ ー シ ア １，０２２万人 ３．２％

東アジア・太平洋地域 １億１，０６３万人 ７．３％ タ イ ９５８万人 ６．１％

欧 州 地 域 ４億０，３２４万人 ３．６％ グ ア ム １２９万人 ５．１％

米 州 地 域 １億２，８３２万人 ３．３％ オーストラリア ４９５万人 ６．４％

日 本 ４７６万人 ３．９％ 米 国 ５，０８９万人 ２．６％

韓 国 ５３２万人 ６．０％ カ ナ ダ １，９６５万人 ２．６％

中 国 ３，１２３万人 １１．５％ 英 国 ２，５２１万人 ３．４％

香 港 １，３０６万人 ７．１％ フ ラ ン ス ７，５６０万人 ３．７％

台 湾 ２６２万人 ３．１％ ス ペ イ ン ４，７９０万人 ３．５％

シ ン ガ ポ ー ル ６２６万人 ３．６％ イ タ リ ア ４，１１８万人 ４．４％

（出典：WTO）
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サンフランシスコ）、フロリダ（オーランド、マ

イアミ）、ニューヨーク、ハワイ（ホノルル）、ネ

バダ（ラスベガス）、マサチューセッツ（ボスト

ン）、イリノイ（シカゴ）、グアム、テキサス、

ニュージャージーである。また、２０００年、アジ

ア・太平洋地域から米国への観光客は、全世界の

１６％を占め約８百万人。日本が最も多く５百万人

で、ついで韓国（６６万人）、オーストラリア（５４

万人）、台湾（４６万人）である。

ちなみに、国内外の旅行・観光全体では、クリ

ントン政権下の８年間（１９９３．１―２００１．１）につ

いて商務省が発表したデータを見ると、観光関連

支出額は３兆７千億㌦、税収は連邦・州・市町村

合わせ６，２２０億㌦、貿易収支は１，５７０億㌦の入超、

また、雇用数では、５，７５０万人である。

では、発展途上国はどうか。

国際観光収入をみると、１９９９年は１，３１０億㌦で

ある（世界全体の２９％のシェア）。中国、韓国、

タイ、シンガポール、インドネシアの５カ国が発

展途上国の収入の３５％をしめる。後発発展途上国

（LDC）の国際観光収入はわずかで、しかもタ

ンザニア、モルディブ、ネパール、ウガンダの４

カ国がLDC諸国すべての観光収入の半分以上を

稼いでいる。国際観光収入の伸び率でみれば、先

進国よりも発展途上国のほうが平均して１．５倍の

伸びで、観光客が発展途上国の観光地に向かって

いると見ることができる。多くの発展途上国では、

観光は経済への貢献、特に雇用や外貨獲得への寄

与が大きい。

３ 観光サービスの特色

観光は、「情報財」である。情報リソースは広

告、市場調査、消費者ニーズ把握において活用さ

れている。観光サービスの購入と提供はしばしば

遠く離れて行われる。購入と提供との間において、

観光サービスは、予約番号、チケット、バウ

チャーといった「情報」のかたちで存在する。見

方をかえると、観光は、観光サービスを購入する

消費者に対し、「サービスは現実化するのだから

信用してほしい」と要求していることになる。そ

ういう意味で、観光は「信用財」である。信用は、

サービスの販売者や生産者が提供する「情報の

質」にもっとも依存する。観光サービス市場を仲

介する国際企業は、情報を扱うだけで、自らが物

理的な観光施設を所有、運用することはめったに

ないが、これらの企業が加える付加価値は、３０％

以上になると言われている。彼らが観光サービス

に関する価値連鎖（value chain）の一般的な条

件を決めているといっても過言ではない。以上の

ことを念頭におけば、観光と電子商取引が自ずと

相性のよいことがわかるであろう。

４ 観光産業の構造

これまでの国際観光市場は、売り手、仲立ち、

買い手がはっきり区分され直線的な価値連鎖

（value chain）の構造であった。今も多くの場

合そうである。まず、観光地にさまざまな観光

サービスの生産者がいる。彼らは、Thomas

Cookや日本交通公社（JTB）のような国際的な

観光サービス流通企業（Global Distribution Sys-

tem：GDS）にサービス販売の仲立ちを委託する。

また、SabreやGalieo、Amadeusのような、多く

が世界的な国際航空会社の手で運営されているコ

ンピュータ予約システム（Computer Reserva-

tion System：CRS）に仲立ちを頼む。そして、

これらの観光サービス流通企業は、先進国の市場

で、自らあるいは代理店を通じ観光サービスの販

売をおこなってきた。わかりやく説明すると、発

展途上国のホテル、リゾート施設から観光協会、

旅行代理店へ、そこから利用者へと観光情報など

を伝達し、逆の潮流として利用者がチケット予約、

購入を行うという階層構造であった。情報通信シ
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ステムの観点からいうと、中枢に巨大な情報処理

機能をもったコンピュータがあり、専用通信回線

でホテルや航空会社、旅行代理店の専用端末をス

ター状にむすぶシステムが、個々のシステム相互

に接続することなく運用されてきた。インター

ネット出現以前は、少数の大企業のみがこのよう

なシステムへの投資、構築が可能であったのだ。

観光サービスの消費者である観光客は、観光先

で快適でリラックスした時間をすごす。この便益

は、観光地での観光サービスに含まれる社会・経

済的、文化的、自然・地理的な要素からもたらさ

れるものだ。ところが、発展途上国の観光地から

よく聞こえてくる不満は、観光地と観光客との中

間に立つ企業が、観光地・観光客の間で幾階層に

も入りこみそれぞれ中間マージンをとり、観光地

の観光サービス生産者にはわずかの取り分しか残

らないということである。この収益構造の不均衡

は、１）発展途上国の観光地が遠すぎる、２）発

展途上国に乗り入れている航空会社が少なく、エ

アライン間での運賃割引競争があまりなく、この

ため航空旅客運賃があまり安くならない、という

点に起因しているといわれてきた。ちなみに、

パッケージツアーの料金の約半分は交通費がしめ

るといわれている。また、旅行代理店等の観光

サービス流通企業優位の観光産業の特徴は、これ

らの中間に立つ企業が、さまざまな観光サービス

を組み合わせたパッケージ型の観光商品を数多く

出している点である。宿泊、交通、娯楽、観光ツ

アー、文化・歴史ツアーなどをパッケージにし、

しかも、かなりの程度レディーメードである。観

光客の個別ニーズをきめ細かく満たすというもの

は少ない。CRS事業者は、観光サービス流通企業

のように包括的なパッケージ型観光サービスを提

供するという例はすくない。宿泊、航空券、レン

タカーの組み合わせサービス程度である。

５ 観光と発展途上国

観光は、多くの発展途上国が長年競争力をもっ

てきた分野だ。これまで発展途上国では自然環境

や地理的状況などを武器に観光が伸びてきた。し

かし、これからは、これらのメリットは発展途上

国に共通し、個々の国の有利点とはなっていない。

次のような不利な点が発展途上国にはある。

１）発展途上国と国際観光サービス流通企業との

力関係は、一般的に発展途上国が弱い。

２）観光客が多い国々から距離的に遠く、また、

航空業界に競争が働きにくいので航空運賃が

高い。

３）国際航空会社が世界旅客運送、コンピュータ

予約システム（CRS）を握っている。

４）世界的に見ると観光部門の競争は激化してお

り、発展途上国の自然がもっている集客の魅

力が色あせてきている。

観光部門自体は、経済社会全体のグローバル化、

人の往来の自由化がますます進み、成長がさらに

期待できる部門である。発展途上国は、この潮流

をしっかりつかまえなくてはだめだ。観光サービ

スはすそ野が広い産業で経済波及効果は大きい。

国として、観光以外の他の輸出部門への過度の依

存をおさえることができ、また、観光は安定的な

外貨収入源になるのだ。

６ 観光と電子商取引

情報通信、特にインターネット、電子商取引の

観光への活用は大きく括って「e―tourism」と称

されている。

経済全体を鳥瞰すると、観光分野は、情報通信

の技術革新成果の導入に積極的である。特に、消

費者と相対するビジネス部門でそうである。ウェ

ブを使った旅行・観光サービスは急伸長。顧客と

の直接的関係、利幅拡大、世界的な販路拡大とい
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う利点が、観光分野のIT化の大きな要因である。

グローバル化は競争を促しウェブの存在は競争優

位性の象徴になった。

６．１ インターネット導入の狙い

観光サービスへのインターネット導入の第一の

狙いは、消費者までの間の中間階層の圧縮である。

大多数の観光サービス企業は顧客へのマーケティ

ング、セールスにビジネスを集中し、インター

ネット出現以前の観光産業のビジネスモデルは、

この最適化をめざした。

６．２ インターネット導入の様々な取り組み

技術革新の成果をいかすベンチャー企業の出現

は、革新的なビジネスモデルを観光業界にもたら

した。締め切り間際でのセールス（last minute

opportunities）、顧客がサービス販売会社のセー

ルス条件を競り下げる逆オークション（reverse

auction）、付加価値をつけた特売などはウェブな

らでは、のサービスだ。ニッチ市場への特化、有

力旅行ポータルとの提携、サービス水準アップな

どで生き残りがはかられている。

航空会社、世界的な観光サービス流通企業、旅

行企画会社のこれまでの主な投資部門は、次のと

おりである。

航空会社は、定期便の座席販売率を最大化する

ためオークションを導入した。顧客の反応がよ

かったので、オンライン座席販売をスタート。航

空業界の自由化後の競争環境下では、特に販売費

削減が重要になり、航空会社はインターネットで

の座席販売に積極的に乗り出した。最も成功して

いる電子商取引旅行サービスになっている。

国際観光サービス流通企業は、特定のウェブ

ポータルを通じ、その巨大なデータベースを活用

しウェブサービスを始めた。顧客は、航空機、ホ

テル、レンタカーの空き状況や、天気予報や観光

地情報など旅行に役立つ情報を見ることができる

ようになった。さらに、地理案内や専用情報源、

個人向けメールマガジンなどのサービスが付加さ

れている。

ホテルなどの宿泊・リゾート施設、エンターテ

イメント施設は、予約サービスを始めた。オンラ

イン予約はまだ少なく、電子メールでの申込みや

ファックスでの確認が多く、旅行代理店を経由す

る場合が多い。最近、ホテルチェーンはこのセー

ルス方法を導入し始め、ホテルでの直接の予約と

旅行代理店等を経由しての予約の両者と空き室情

報ベータベースとの統合化を行った。

これらの観光関連企業での動きとは別に、観光

地の観光協会（Destination Management Organi-

zations：DMO）は、進行中のディジタル革命の

重要性を理解し、電子商取引の実現に向け動き出

した。

観光地にとって最も重要な資産は今も地域名や

国名から生まれるブランドである。観光地は、文

化・自然、観光サービスなどのリソースを訪問者

への魅力的なパッケージに組み込む上で特異な立

場にある。数多くの中小企業にとって、観光地の

ウェブサイトは、インターネットにアクセスしグ

ローバルに進出するには最もコストパフォーマン

スがよい手段である。このサイトの機能として最

も期待されるのは、予約、決済ツールが備わって

いることだ。

しかしながら、インターネット、特にウェブの

出現は、また、観光協会のこれまでの観光地での

優越的な地位を脅かすようになっている。ベン

チャービジネスの中には、観光地・旅行情報や旅

行ジャーナルなどをインターネット上に出す者も

出てきており、さらに、電子メールでの情報交換

も頻繁に行われるようになっている。観光情報誌

のウェブ掲載、さらに電子メールでの特定顧客へ

の情報提供、ダイレクトマーケティングなどが始
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まっているのだ。

６．３ 電子商取引の実績

観光は電子商取引でもっとも急速に伸びる分野

の一つだ。２０００年、旅行関係の欧米でのオンライ

ン申込みは一年前の８０億㌦からほぼ倍増の１５５億

㌦になった。これまで消費者向けの電子商取引で

首位にあったコンピュータソフト・ハードの売上

額を追い越したとの調査結果もある。旅行関係で

の２００１年のオンライン申込みは１８０～２５０億㌦と予

想されている。もっとも電子商取引が進んでいる

のは米国であるが、昨年、米国の半数近くの人た

ちは航空券の購入、ホテルの予約、レンタカー予

約をオンラインで行った（２０００年は２５％）という

サンプル調査の結果も報告されている。

６．４ 観光産業構造の地殻変動

e―tourismは、これまでの観光を一変する可能

性を秘めている。観光産業を一層ネットワーク化

しダイナミックなものにするであろう。この過程

で観光産業の仲立ち機能・部門の解消や価値連鎖

（value chain）の再構築が進められていくであ

ろう。インターネットの出現で観光産業の構造は

くずれてきている。観光関連企業がすべて媒介・

仲介機能をもち、アメーバ状にリンクするネット

ワーク状の産業構造に変貌をとげつつあるのだ。

観光産業の構造の再編である。

今、観光関連企業がみな努力を傾注している取

組みがある。それは、観光旅行をしたいと思う人

たちが、どこへ行って何をしたい、という夢を膨

らませる情報をインターネットでサーフィンする、

このインターネットウェブ網の入り口になるため

の取組みだ。

観光関連企業のなかには、さまざまなジャンル

の話題を満載する一般的なポータルサイトを目指

すものもあり、他方で、自らの得意分野にテーマ

をしぼりそこに競争優位を見い出そうとする専門

サイトを構築しようとするものもある。観光関連

企業は、お金を取らず無償で自らの発意によって、

観光ビジネス情報などさまざまな情報をネット

ワーク上に流し、直接、クライアント、顧客に提

供することを可能にする。この結果、国際的な観

光サービス流通事業者や先進国の大手観光代理店

から求められてきたコミッションも不要になる。

大手の観光サービス流通企業さえも、インター

ネットをベースとするビジネスへ軸足を移そうと

しており、これまでの開放性のない閉鎖型のコン

ピュータシステムをインターネットを活用する

オープン型に換えようとしている。

主な大手観光・旅行関連企業の連合体である

Open Travel Allianceは、XMLを用いたデータ

交換プロトコルの実用化を進めている。このプロ

トコルは、実用的で互換・開放性をもつもので、

観光ビジネスに関連する企業は、インターネット

というオープンなデータ伝送路を通してホテルの

空室、航空機の空席などの情報をお互いに送りあ

うことが可能になる。

このような産業構造の大変革という地殻変動を

ともなう観光サービス産業でのインターネットの

普及、電子商取引の本格化によって、サプライサ

イド優位のこれまでの市場から旅行・観光客、つ

まり消費者が主導権をもつ市場へと観光市場は大

きく変わろうとしているのである。

旅行に出たい人は、任意のホテル、旅行代理店、

航空会社、国・州の観光当局、観光協会のウェブ

サイト、さらにYahoo！や観光専門のTaraveloc-

ityなどのポータルサイトへアクセスすれば、そ

こからアメーバ状にいろいろなサイトにサーフィ

ンし、必要な情報の入手が可能になる。観光で訪

ねたい地域やホテル、リゾート施設などの情報が

あるサイトをインターネットで探訪し、興味、関

心を高め、旅行プランを練り上げる。そして、ホ

テルや航空券、レンタカーなどの予約・購入、ク
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レジット決済もインターネット上でおこなう。ま

だ信頼性やセキュリティ面でときに不安が残るが、

自らが知りたい情報に、時間かまわず気ままに、

コストもさほどかけずアクセスし、自分の気に

入った観光旅行プランを決めることができること

は素晴らしいことである。

観光関係のウェブサイトの現状は次のとおりで

ある。（表２、表３）

６．５ 発展途上国への波及

この状況は発展途上国にも当然波及する。国際

観光部門のディジタル化、IT化は、選択肢の一

つではなく必然だ。観光客を増やそう、観光収入

を増やそう、と思う関係者は、オンライン化は必

須である。新機軸を導入し使い勝手がよいウェブ

サイトをもてば、小規模で遠隔地の観光地や観光

施設であっても国際観光市場に対等にインター

ネットアクセスできる。

多くの発展途上国での経済に寄与する観光の重

要性、特に雇用や外貨獲得への寄与を考えると、

電子商取引のすぐれた形態を使って観光分野の競

争力を維持増強することが緊要である。

６．６ 解決されるべき課題

このようなｅ―tourismの進展の前提として整備

されるべきは、情報通信インフラ、金融サービス、

観光関係の人材育成・訓練である。これらの条件

を満たすためのコストを考えるよりも、これらの

条件を充足しないことで発生するコストを問題視

すべきである。

やや詳しく課題と取り組むべきポイントを述べ

てみよう。

e―tourismであってもキーポイントは「信用」

を確立・維持することである。大手の観光サービ

ス流通企業が今なお大多数の観光・旅行関係のさ

まざまなチケットのオーダーを受けているのは

「信用」があるからだ。観光にくる人たちが住む

国々でのこれらの企業のブランドは、チケットが

確実に届く保証になっている点に立脚している。

発展途上国の観光サービス企業がこれに勝つには

どうすればよいか。質の高い情報の提供と、顧客

表２ 観光関係のインターネットのウェブサイト

カ テ ゴ リ ー サイト数
アクセス数

（万）

オンライン・エージェント ５０ ２，３４８

航空会社 ４５ ２，１５９

観光情報案内 ６１ １，４６２

ホテル・リゾート施設 ９７ １，３４５

観光地案内 １７４ １，００８

ホテル予約 ５１ ７４８

交通情報 ６１ ５２０

バカンス情報 ４４ ４９０

レンタカー １４ ４２０

クルージング運航会社 １３ １７８

保養施設 １０ １６２

観光アドベンチャー ６ １３２

モーテル、Ｂ＆Ｂ ７ ８６

（Top９．com ２００１年２月）

表３ オンライン・エージェントのサイトへのア

クセス状況

企 業
アクセス数

（万）

全サイト中

でのランク

travelocity.com ８１６ ５６

expedia.com ７０５ ７１

cheaptickets.com １９１ ４４３

lowestfare.com １７１ ４９７

hotwire.com １０９ ８５４

trip.com １０７ ８７３

travel.com ６７ １，５２４

onetravel.com ６０ １，７５１

sidestep.com ３２ ３，４２６

（Top９．com ２００１年２月）

６５ 郵政研究所月報 ２００２．７



ニーズに合った、興味を引き合理的な価格設定が

できる観光サービスの提供に尽きる。

最終的なゴールは、インターネットと電子商取

引を用いて競争力を高めることである。そのため、

発展途上国の観光産業は、適切で多様な技術的な

ソリューションを導入することが不可欠だ。必ず

しも最新鋭のシステムは必要ではない。e―tour-

ismで大切なことは、コンテンツ情報の生産・提

供者になる観光地のホテル、バス会社、リゾート

施設会社などとのインターフェースである。いく

らシステムが技術的に最新のものであっても、

ウェブに掲載される観光関連のコンテンツが質量

とも貧弱であればダメである。

観光客を知ること、そして観光客の母国語で情

報を伝えることは必須だ。このためのよい方法は、

海外の同業種の企業、団体と協力提携関係を築く

ことである。最終的にオンライン決済が可能にす

るようにすべきである。発展途上国の国内にこの

ための金融インフラがない場合、電子商取引企業

は海外に子会社や決済口座を置かなくてならなく

なる。ITと観光の両方の実務に習熟した人材の

育成は当然である。

発展途上国各国の観光行政当局（National

Tourism Offices：NTOs）や観光地の観光協会

（DMO）は、e―tourismの導入推進、技術的経済

的制約の遭遇への対応、観光産業発展の牽引に大

きな役割を果たす。これらの団体、機関は、情報

の質の重要性をもっとも理解しているし、また、

その国全体の観光産業を全体的に把握している。

技術支援や人材育成、さらにオンライン決済をお

こなう地元金融機関との調整でも、中心的な役割

を期待できる存在だ。多くの発展途上国では、観

光 行 政 当 局（NTO）や 観 光 地 の 観 光 協 会

（DMO）自体が、ポータルサイトを開設・運用

し、先進国の人たちなどに、さまざまな観光情報

を提供するとともに、オンラインでの予約、チ

ケット申し込み、決済をおこなう窓口になってい

くことが大切である。

７ スイス政府観光局のメディア戦略

観光大国、スイスのメディア戦略、特にイン

ターネット活用法は参考になる。スイス政府観光

局（Switzerland Tourism）の昨年の白書「Swit-

zerland Tourism. Annual Report ２００１.」からそ

の戦略を見てみよう。

スイス政府観光局は、スイスへの観光客が多い

世界３４の国、地域をセグメント化し、テレビ、ラ

ジオ、雑誌・新聞、ウェブサイトなどのメディア

を縦横に使って観光情報を流している。スイス観

光につながるフェスティバル、博覧・展示会、国

際会議などトピックスのリストを作り、これをメ

ディアとの対話に活用する。最も有効な手は、メ

ディア関係者をスイスに招請することだ。スイス

政府観光局は毎年、世界中の約１００のテレビ放送

局や１，３００の報道関係者をスイスに招く。２００１年、

これらの各国メディアを通じて総計４２億人の人た

ちがスイスに関心を持ってくれた。彼らの報道、

取材でのスイスの露出をPRコストに換算すれば、

その金額は、観光局のCM予算をはるかに上回る。

観光局のメディア作戦は２つのレベルに分かれ

る。観光関連企業向けには、スイス観光の哲学・

戦略、観光関連企業のイベント、観光白書などの

企業向け出版物などを流す。他方で、一般観光客

への観光案内、マーケティングは、専門のニュー

ス編集チームによるメディア向けのプレス発表や

広報誌作成・配布などでおこなわれる。また、観

光局の海外駐在オフィスからアクセスできるよう

ニュースデータベースに情報が蓄積される。

これまでのメディア戦略に加わった新戦力が定

期的なプレス発表の舞台としての「MySwitzer-

land.com」である。Travelocity、Yahoo！、Bluewin

などのポータルサイトとリンクしている。
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映像素材の準備とさまざまなメディアへの提供

は、ますます重要になっている。観光局では、ア

ナログ、ディジタル双方でマルチメディア・ライ

ブラリーを運営し、素材の最新化をたえずはかっ

ている。

MySwitzerland.comのサイト設計の基本コンセ

プトは「Dream―Plan―Go」である。「Dream」は、

ウェブサイトで魅力的なスイスを紹介し、アクセ

スした人にスイスへの観光をいざなう。「Plan」

は、観光プランを立てるのに必要な一般的なスイ

スの情報や特定の地域、観光地の情報をウェブサ

イトで提供する。「Go」は、スイス観光地マネッ

ジメント（Switzerland Destination Manage-

ment：SDM）予約プラットフォームをサイトに

組み込んであり、これを使ってオンラインであら

ゆるサービスにつき予約、決済ができるようにす

ることだ。

MySwitzerland.comは、観光地、フェスティバ

ル、コンベンションなどスイスを訪問しようとす

る人が関心、興味を持ちそうなすべての情報を盛

り込んでいる世界的に唯一といってよいポータル

サイトだ。また、MySwitzerland.comは、スイス

の観光産業にかかわる企業等にプラットフォーム

として開放している。このユニークな情報内容と

高度な技術的受容性から多くの旅行情報、一般情

報を扱うポータルがMySwitzerland.comに関心を

も ち、今 で は、Bluewin、Search、Yahoo！、

Travelocity、T―Onlineなどの２０以上の大手ポー

タルサイトと提携している。また、スイス連邦鉄

道は、最近MySwitzerland.comから観光地情報を

出すようになった。MySwitzerland.comで鉄道等

のダイヤ検索ができ、ホテルを直接予約できる便

利さが評価されたためだ。

MySwitzerland.comは、たえず便利さを追求し

内容の最適化をはかっている。また、特定の外

国・地域からの観光客など特定ジャンルの観光客

市場のニーズを満たすため努力している。たとえ

ば、現在のところ、各国、地域の人々が興味関心

を持ちそうな話題、情報を８ヶ国語別のプラット

フォームで紹介している。日本、韓国サイトは、

観光局の東京、ソウルオフィスがそれぞれ作成し

ている。

MySwitzerland.comは、近々ロシア語でもオン

ライン化され９ヶ国語になる。２００１年は、ウェブ

サイトへの関心が大きく高まった年であった。１２

月一ヶ月だけで５０万以上のアクセスがあった。サ

イトへの滞在時間は平均９分。また、MySwit-

zerland.comのサイトからスイス観光の冊子

１１，８００部がダウンロードされた。そして、このサ

イトをリンクして別のサイトへアクセスした件数

は３百万以上で前年同月比で１．８倍にのぼった。

８ 終わりに

「アジア・太平洋地域の観光産業は、昨年９月

１１日の米国同時多発テロにより昨年、今年合わせ

て５．７％需要が落ち込む見込みであるが、今年後

半には安定・回復基調となり、来年は６％の増加

が見込める。この傾向は世界的にも言え、今後１０

年間の観光産業の成長は世界全体で年率４．５％と

みている。」と、世界旅行・観光会議（World

Travel & Tourism Council）会長Baumgartenは、

この４月ニューデリーの太平洋・アジア旅行協会

の第５１回年次会合で述べた。

このように観光産業は将来さらに成長が期待さ

れる部門である。世界各国、各地域とも、経済成

長、雇用確保、外貨獲得といった経済面の寄与へ

の期待のみならず、さらに国際的な人的・情報・

ビジネス交流の促進、自然・文化環境の保全と

いった社会・文化・経済面での国際的なプレゼン

スの増大を期待し、観光産業をコアインダスト

リーとして育てようとしている。この育成の一環

として、e―tourism推進の基盤整備に努めている。
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産業の情報化、特に電子商取引の環境整備をうな

がすリーディングインダストリーとして観光産業

を位置づけていると見ることもできる。EUとシ

ンガポールの取り組みを最後に紹介してこの小稿

を終えよう。

なお、この小稿を執筆するにあたり、昨年、国

連貿易開発会議（UNCTAD）が発表した「電子

商取引と開発 レポート２００１（E―Commerce and

Development Report ２００１）の「電子商取引と観

光」を参照した。

８．１ 世界最大の観光客受け入れ地域であるEU

の観光産業情報化の戦略

EUの欧州委員会（EC）は、マーストリヒト条

約（Ar．３�１u）にもとづき、観光産業のサービス

品質向上、競争力維持強化のため、これまで、観

光諮問委員会の設置（１９８６年）、「欧州観光年」宣

言（１９９０年）、３ヵ年アクションプランの策定

（１９９２年）、第一次観光支援長期プログラムの策

定（Philoxenia１９９７―２０００）などさまざまな政策

提言等を行ってきた。昨年１１月１３日、ECは、欧

州の観光部門の潜在競争力をのばすための提言

「欧州の観光の将来にむけて協働しよう（Work-

ing together for the future of European tour-

ism）」を明らかにした。この提言をまとめるに

あたり、「観光分野における情報通信技術関連

サービスの影響と活用のあり方（Managing the

impact and the use of“Information and Commu-

nication Technologies based service” in the

tourism sector）」が作業グループで調査検討され、

その成果が昨年６月発表された。このレポートの

結論と提言を紹介しよう。

e―tourismのため欧州ナレッジネットワーク

（European Knowledge Network）を構築

このネットワークは、観光関連の情報・知識を

単一のプラットホームに集積し広くアクセスが可

能になるものをめざす。既存の欧州、国、地域の

各レベルのセンター等を相互に接続し利害関係者

は誰でもアクセスできるようにする。

ネットワークの主な目的は次のとおり。

１）観光関係者にITベースのサービスに関する

ノウハウを組織的に移転。

２）EU、加盟国レベルでe―tourismの推進に役立

つ政策、支援措置の情報を広く伝達。

３）最良のビジネス実践事例に関し情報交流、分

析を促進。

４）EU域内でのビジネスタイアップ、協力を促

進。

５）観光分野の情報化をはかるため職業教育・訓

練の枠組み構築を促進。

６）観光部門でのIT関連サービスの導入と、電

子市場（ｅ―market）の規模とその経済効果

を把握するため、IT影響指数の研究、開発

を統合化。

移動電子商取引、法規制・税制の２緊急課題

のためワーキンググループを設置

観光を対象とする移動電子商取引（mobile e―

commerce）サービスのワーキンググループでは

次の事項を調査検討する。

１）観光部門での移動通信サービスの導入に関す

る課題の分析

２）移動通信サービス市場の潜在成長力の評価

３）観光部門の移動インターネットサービスを促

進するためのアクセス条件、料金モデルの検

討提案

法規制、税制を検討するワーキンググループで

は次の事項を調査検討する。
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１）欧州諸国とその他の国々での規制、税制の比

較

２）観光に対する現行法規制の枠組みの妥当性の

評価

３）欧州の観光の競争力に対する法規制の影響の

評価

４）現在の状況を改善するため法規制、税制面で

変更すべき事項の具体的な提案

観光マネジメントシステムによる観光関連中

小零細企業の情報化支援センターを設置

観光地の観光マネジメントシステムは、中小零

細企業が電子商取引にアクセスするために重要な

役割を果たす。この支援センターの目的は、EU、

国、地域の政策の調整を支援し、観光マネジメン

トシステム導入を加速させることである。具体的

には、情報の質の向上、情報発受信チャンネルの

多重化、データ互換性の促進、商用システムとの

スムーズな統合、中小零細企業向けの観光振興協

会の情報通信ソリューションの導入、などが支援

センターの取り組むべき課題だ。

８．２ シンガポールの高速ディジタル携帯通信シ

ステムの導入

シンガポール政府観光局（Singapore Tourism

Board）は、この２月、「観光への電波の応用」

の実証・企業化の企画提案を内外の企業がおこな

うよう公告した。提案は、５月に締め切り、情報

通信開発庁（InfoCommunications Development

Authority）の協力を得て審査し、８月にプロ

ジェクトを採択する予定である。観光、ホテル、

買い物・食事、エンターテイメントといった場面

で、動画像高速伝送が可能な携帯通信システムを

使い、情報提供、サービス予約・購入、決済など

を行うというシステムの実証・実用化プロジェク

トである。実績のある外国企業と国内企業との提

携を条件に、政府からスタートアップ経費の最大

５０％の財政支援を受け、実用化をめざす。情報通

信インフラの整備や観光産業などでのインター

ネットの活用では世界最先端のシンガポールが、

海外からの観光客を増やし、東アジア観光の拠点

化（ハブ化）をめざし、ますます便利になるディ

ジタル無線通信システムを観光部門に導入しよう

とする動きである。

表４ １９９９年、海外からの観光客受入れ、観光収入に関する国際比較

海外観光客受入れ

数（千人）

海外からの観光収

入額（百万㌦）

’９０―’９９年、年平均観光

収入伸び率（％）

’９９年の観光収入に関

する全世界でのシェア

フ ラ ン ス ７３，０４２ ３１，５０７ ９．３２ ６．９２

米 国 ４８，４９７ ７４，８８１ １１．７３ １６．４５

ス ペ イ ン ４６，７７６ ３２，４００ １１．７５ ７．１２

イ タ リ ア ３６，５１６ ２８，３５９ １１．５０ ６．２３

中 国 ２７，０４７ １４，０９８ ４４．７６ ３．１０

英 国 ２５，３９４ ２０，２２３ ８．００ ４．４４

カ ナ ダ １９，４６５ １０，１７１ ９．９２ ２．２３

メ キ シ コ １９，０４３ ７，２２３ ５．７３ １．５９

オーストリア １７，９８２ １２，５３３ －１．３５ ２．７５

ド イ ツ １７，１６６ １６，７３０ ３．２１ ３．６８
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香 港 １１，３２８ ７，２１０ ７．４６ １．５８

ス イ ス １０，７００ ７，７３９ ０．８７ １．７０

オ ラ ン ダ ９，８８１ ７，０９２ １１．２９ １．５６

タ イ ８，６５１ ６，６９５ ９．１３ １．４７

マレーシア ７，９３１ ３，５４９ １６．２６ ０．７８

シンガポール ６，２５８ ５，９７４ ３．８９ １．３１

南アフリカ ６，０２６ ２，５２６ ２０．５５ ０．５６

ブ ラ ジ ル ５，１０７ ３，９９４ ２２．５７ ０．８８

インドネシア ４，７２８ ４，７１０ １７．４８ １．０３

韓 国 ４，６６０ ６，８０２ １３．８３ １．４９

エ ジ プ ト ４，４８９ ３，９０３ ２８．８３ ０．８６

アルゼンチン ２，９９１ ２，８１２ １９．９８ ０．６２

イ ン ド ２，４８２ ３，００９ １４．７４ ０．６６

フィリピン ２，１７１ ２，５３４ １４．１８ ０．５６

全世界合計 ６５０，２００ ４５５，１００ ２．９０ １００．００

（国連貿易開発会議（UNCTAD）「電子商取引と開発 レポート２００１」）

表５ ２０００年、アジア・太平洋地域における海外からの観光客数 （単位：千人）

日本へ 韓国へ 中国へ 台湾へ 香港へ
マレーシ

アへ

シ ン ガ

ポールへ
タイへ

オースト

ラリアへ

日本から ２，４７２ ２，２０２ ９１６ １，３８２ ４５６ ９３０ １，２０７ ７２０

韓国から １，０６４ １，３４５ ８４ ３７３ ７２ ３５４ ４４８ １６０

中国から ３５２ ４４３ ３，７８６ ４２５ ４３４ ７０４ １２４

台湾から ９１３ １２７ ２，３８６ ２１３ ２９１ ７１２ １３５

香港から ４９ ２０１ ３６１ ７６ ２８６ ４９５

マレーシアから ６２ ６０ ４４１ ５８ ３１５ ５６５ １，０５６ １５３

フィリピンから １１２ ２４９ ３６４ ８４ ２７８ ８２ １８１ １０７ ３９

シンガポールから ７３ ８３ ３９９ ９５ ４５１ ５，４２０ ６６０ ２７６

タイから ６５ ８８ ２４１ １３３ ２２９ ９４０ ２４７ ７４

オーストラリアから １４７ ４０ ２３４ ３２ ３５２ ２３７ ５１０ ３２６

米国から ７２６ ４５９ ８９６ ３６０ ９６６ １８４ ３８６ ４８６ ４８２

カナダから １１９ ５６ ２３７ ３８ ２５３ ５６ ７１ ８７ ８９

英国から ３８６ ５８ ２８４ ３６ ３６８ ２３８ ４４５ ４８０ ５７８

ドイツから ８８ ５１ ２３９ ３５ １９４ ７５ １６９ ３８８ １４５

フランスから ７９ ３４ １８５ ２４ １４２ ３２ ７５ ２４１

ロシアから ３２ １５５ １，０８０ １０ ６ １６ ５０

受入観光客総数 ４，７５７ ５，３２２ １０，１９７ ２，６２４ １３，０５９ １０，２２２ ７，６９１ ９，５７９ ４，９４６

（Singapore Tourism Board: Country Report: A Comparative Study of Visitor Arrivals to Selected

Asia Destinations２０００より）

７０郵政研究所月報 ２００２．７



はじめに

行政の電子化を推進するためには、中央政府や

地方自治体のさまざまな場所で生まれ、加工・編

集され、流通し、蓄積されるデータを電子データ

化、ビット情報化することが必要である。すなわ

ち、データベースの構築と運用・利用が不可欠で

ある。従来の行政サービスよりもデータベースを

用いたサービスの方が優位である理由は、行政内

部でも行政とユーザー（市民）との間でも、情報

の流通が飛躍的に速まり、コミュニケーションの

効率の実質が高くなるからである。また、これま

では無関係に孤立して存在していたデータが結び

ついてくることによって、新しい付加価値が生ま

れるからである。さまざまなデータの統合は膨大

なデータそのものだけでなく、データ間の関係な

どの二次情報も容易に利用できるようにするため、

そのデータベース化の効果は１＋１＝２以上の価

値を生み出すことを可能にする。さらに、いうま

でもなく行政サービスコストの切り下げ等の利益

も大きい。したがって後述のように霞ヶ関WAN

の構築や総合行政ネットワークの構築などの取り

組みが急速に活発になっている。したがって、ｅ

―JAPANでもデータベースの構築は重要な課題の

一つとして掲げられている。

ところが、このデータベース化には多くの社会

的制度的障害や技術的障害がある。この障害を克

服しつつ、どのように中央政府や地方政府での行

政データベースの構築をどのような形で進めるか

は、大きな検討課題であり政策目標なのである。

本章ではこのデータベース化について論じる。

１ 電子政府とデータベースの現状

１．１ データベース化の歴史的な位置づけ

ところで、いうまでもなく行政のデータベース

化も社会全体のデータベース化の流れの一環とし

て行われているのであり、したがってまず社会全

体の情報化とデータベース化にどのような意味が

あるかについて全般的観点から知ることが必要で

あり、したがってこの問題を論じることから始め

る。

情報の電子化とデータベース化の基礎には、コ

ンピュータの発展、コンピュータと通信との融合、

インターネットというシームレスでグローバルで

オープンなネットワークの爆発的進化などがある。

このことが情報の創出、加工・編集、流通、蓄積

の仕組みに根本的な変革を導いたのである。すな

わち、これまではビジネス情報であれ行政に関す

る情報であれ、�１「暗黙知」「人体化情報」とし

てフェース・トゥ・フェースで流通し人間の頭の

中に蓄積される、�２文書という形で主に文字情報

として流通し蓄積される、という二つの形をとっ

シリーズ

電子政府とデータベースの役割

埼玉大学経済学部教授 菰田 文男
千葉工業大学工学部教授 菅原 研次

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」第７回

７１ 郵政研究所月報 ２００２．７



ていた。とりわけ最新の情報や価値ある情報は、

不断に付加価値を与えられつつフェース・トゥ・

フェースでいろいろな人に再分配され、企業と企

業とを結びつけたり、研究開発に役立てられたり

することを通じて、経済の活性化を導いたのであ

る。中でも日本では人体化情報の比率が高く、こ

れまでの日本型のシステムの強さはこのような情

報流通を前提としていたのである。

しかし、データは人が足で稼いでいたものから、

ネットワークの中でおのずと入手できるものの比

率が相対的に高まる。すなわち、従来の顧客デー

タベースでは、顧客データは、企業のビジネス管

理部、外部販売店、支社・営業所などでデータが

発生するが、ホームページを作成しそれをもとに

データベースを作ることによって、きわめて効率

的に大量の情報を蓄積することができる。商品や

サービスを購入することに興味がある顧客がホー

ムページにアクセスした時、「データベースの集

約の際に「見積書」を自動的に発行し、それを顧

客データベースの一レコードに付け足せば」、こ

のデータベースをホームページを介して周辺機器

代理店が利用したり、顧客が利用したりすること

ができる１）。これは３つのステップによって表さ

れる。第１のステップでは、各営業スタッフが集

めてきた名刺あるいは手に入れた名簿をもとに、

管理部門や営業部門で見込み顧客データベースに

入力する。第２ステップでは、イントラネット環

境で各営業所や、支社、あるいは販売店が直接

データベースに入力する。そして、第３ステップ

では、電子商取引システムにアクセスしてきた見

込み顧客にデータベースに自分の情報を直接入力

してもらう２）。

このような利点に、さらにインターネットのよ

うな新しい情報通信ネットワークの発展が相俟っ

て、価値ある情報は人間の頭の中や文書に蓄積さ

れるのではなくて、ビット化されデジタル化され

て、コンピュータの中（データベースの中）に蓄

積されるものへと変わってゆく。販売情報、営業

情報、商取引情報、生産管理情報、研究開発情報

も含めて、さまざまな部門で情報がデータベース

化されていくのである。たとえば、電子商取引で

は決済情報などがコンピュータの中に蓄積される。

それだけではなく、たとえば放送、新聞、書籍、

音楽といったコンテントもデジタル化していく。

情報通信ネットワークを構築し、その上に価値あ

る情報を蓄積するデータベースを作り上げ、その

データベースの中にデジタル化された情報からい

かに有益な情報を引っ張り出していって、生産性

の向上に結びつけたりいろいろな新しいビジネス

チャンスに結びつけていくこと、それに基づいて

研究開発を促進していったり、社会生活を豊かに

するのに役立てることが大切である。

たとえば、企業の製品の仕様や価格のような営

業情報も、カタログやペーパーで全ての関連部署

に配布すれば、そのコストが高くなるばかりでな

く、情報も行き渡らない場合が多い。頻繁に生じ

る価格の変更は一部資料の差し替えのための労力

を必要とするし、ファイルからの一部資料の紛失

もしばしば発生するからである。したがって、こ

のような情報のデータベース化の意義は大きい。

また、人事移動、各人の行動予定などの一見デー

タベース化の価値が低いようにみえる情報であっ

ても、実際にはその意義は予想以上に大きいので

ある。

したがって、今日、データベースをどのように

作り上げ、それをどう利用していくかが、極めて

重要な課題になっているのである。従来人体化情

報や暗黙知やペーパー文書として蓄積された情報

１）田中猪夫・バインス�株『B to B ECが会社を変える』技術評論社、１９９９年、２４―２７ページ
２）田中猪夫・バインス�株『B to B ECが会社を変える』技術評論社、１９９９年、１２１―１２２ページ
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データベース売上高 
１兆4,083億円 

データ 
ベース数 
8,525

ビジネス 
DB数 
2,643

国際DB数 
5,865

ファクト 
DB数 
5,563
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（アメリカ国籍のみ） 
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（アメリカ国籍のみ） 
2,035
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日本 
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3,308

1,100
1,174

2,689

121
187

が、ビット情報としてデータベース化され、それ

をうまく利用することが競争力を決定するように

なるのである。行政情報もデジタル化もこのよう

な歴史的文脈の中で理解される。

１．２ 日本のデータベース化の現状

ところが、日本は民間セクターにおいても公的

セクター部門においても、データベース化の方向

に向けた取り組みが遅れている。役に立つデータ

ベースの数では、日本は圧倒的に遅れているとい

うのが現状である。

たとえば、データベース振興センターの作成し

た「日米のデータベース事情の比較」によれば、

「データベース数」「プロデューサー数」「参入企

業数」「データベース数」などのいずれにおいて

も日本はアメリカに対して大きく劣っており、と

りわけ「データベース売上高」「プロデューサー

数」などにおいてその差が極めて大きい（図１）。

同図は、商用のデータベースを対象としており、

イントラネットのような企業内で構築されるデー

タベースは含んでおらず、また１９９５年のものであ

り若干古いが、データベースの提供であれ利用で

あれ、日米間の格差がかなり大きいことは疑いな

い事実である。

行政におけるデータの電子化についても同様で

あると言われている。欧米やアジア諸国の電子政

府の取り組みは日本に先行し、日本は遅れている。

行政情報についても、市民が日常的に知りたい、

見たいと思うコンテンツをホームページで開示す

るという努力でも、日本は欧米に遅れている。

一般に日本のデータベース化が遅れるという事

実の背景には、以下のような理由がある。

まず、最初に確認しておかなければならないこ

とは、日本はデータ蓄積あるいはデータベース構

築にあまり積極的ではないという事実である。い

ろいろなデータを着実に蓄積する作業に対して資

金が与えられないし、評価が与えられることも少

ない。「情報は無料である」という伝統的な考え

がその原因の一つであろう。その結果、役に立つ

データベースの数では、たとえばアメリカに比べ

て日本は圧倒的に少ないというのが実態である。

このような現実は、日本ではフェース・トゥ・

フェースの情報共有・交換が重視されることの裏

返しとして、ビット情報として共有しムダを省き

合理性とか効率性を追求するという性向を希薄に

する。

さらに、日本ではデータベースを作る習慣がな

い理由について、「下や外に向かって広く情報を

公開し、説明を求められれば責任をもって説明す

るという姿勢があまり見られなくことと深く結び

付いて」いるという指摘もある。それは、中間管

理職が、有用な情報を「私蔵」し、権限を強める

ことに利用するという習慣に象徴されているとい

える３）。

３）電通総研『情報ビッグバン 日本の挑戦』電通、１９９７年 １２１―１２２ページ。

図１ 日米データベース事情の比較

出所：データーベース振興センター 『データーベース白書』
（１９９７年版）、データーベース振興センター、１９９７年、
３２ページ
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１．３ 日本政府の情報化・データベース化への取

り組み

このように、日本におけるデータベース化の取

り組みは遅れている。したがって今後の日本の行

政データの電子データベース化の取り組みは電子

政府への取り組みの中で、その重要性が認識され

るようになる。

電子政府への取り組みは、「行政情報化推進基

本計画」（１９９７年１２月閣議決定）に始まる。

さらに、ｅ―JAPANではこの情報化を「行政の

情報化」と「公共部門の情報化」に分けて重点的

に推進することとした。「行政の情報化」では、

行政情報の電子的提供、申請・届け出等手続きの

電子化、歳入・歳出の電子化、調達手続きの電子

化、ペーパレス化などが目標とされる。「公共部

門の情報化」では科学・技術分野の情報化、芸

術・文化分野の情報化、保健・医療・福祉分野の

情報化、雇用分野の情報化、高度道路交通システ

ム、環境分野の情報化、地理情報システム、防災

分野の情報化の推進により、広く国民が情報技術

の恩恵を享受できることを目指すとされた。これ

らの情報化はデータの電子データ化、データベー

ス化の進展なしには不可能である。

このような動きを支えるのが、郵政省（現総務

省）の推進する霞ヶ関WANの構築である。平成

９年１月に運用開始された霞ヶ関WANは中央省

庁の間の情報流通を円滑かつ高度化するため各省

庁のネットワークを相互に接続する。そのため

ネットワークの運用管理・接続方式などの統一化

を進め、また。これによって各省庁に共通する稟

議・決済システムなど事務処理システムを整備し

たり、省庁間の情報流通の迅速化を進める等の行

政情報の電子化と電子情報の迅速な流通を促すと

ともに、高速・大容量のネットワークを整備する

ことによってそのためのインフラを整備すること

を目標としている。そしてこの一環として、共通

化できるデータベースを構築・運用したり、白書

や定期刊行物等の行政情報の共通のデータベース

化を進めることとした。

霞ヶ関WANの効用は、その延長上に多くの組

織のデータベースを統合することを可能にするな

ど、データベース化を強力に推進できることにあ

る。たとえば、白書等のデータベースの統一化に

ついては、平成８年に行政情報システム各省庁連

絡会議幹事会において了承され、文書構造形式と

してはSGML宣言とDTD（文書型定義）にもと

づくSGML（JIS＊４１５１）を採用すること、データ

ベースシステムとしては処理対象データや検索機

能やファイル転送機能などにかんして国際的な標

準に対応したハードウェアやソフトウェアを活用

してオープンなシステムとすることとし、この流

通においてはインターネットを利用するためプロ

トコルはTCP／IPに対応すること等を決定した。

このような霞ヶ関WANは、さらに地方も含め

た広域ネットワークへの展開を構想されている。

自治大臣官房情報政策室が平成１２年に発表した

「総合行政ネットワーク説明書」によれば、約

３，３００の地方公共団体がそれぞれ作り上げてきた

ネットワークを地方間だけでなく霞ヶ関WANと

も結び、オープンなネットワークにすることを目

指している。総合行政情報ネットワークは平成１３

年から順次構築を開始する。それは財団法人地方

自治情報センターを運営主体として、各都道府県

LAN、各市町村LANを接続する。都道府県LAN

は市町村LANのASPの役割を果たして、全国の

広域ネットワークを構築する。これによって全国

規模での行政電子文書交換システム、Webを中

心とした情報共有、電子メール・ニュース・掲示

板システムの導入が可能となる。

以上のように、行政のデータベース化はシーム

レスで高速大容量のネットワーク化という形で進

められ始めているのである。
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１．４ 電子政府データベース化が有効な部門・活

動

それではどのような情報や活動の電子化やデー

タベース化によって効果が期待できるのであろう

か。たとえば、税金の申告の電子化は書類の入力

ミスをほとんどゼロに削減できる。また、国勢調

査の結果のデータを公開し、ウェブの上でユー

ザーが自由に加工できるようにすることで、企業

は有効なマーケティング情報を入手できる。それ

以外にも政府調達をはじめ多くの可能性が考えら

れるが、それらのうちのどの意義が大きいのであ

ろうか。たとえば、『データベース白書』は地方

行政のデータベース化の取り組みについて、１９９５

年から９９年にかけて、都道府県の場合民生労働衛

生関係のデータベースが９９年に前年度の１１ポイン

トの伸びを示すなど、その構築は着実に伸びてい

る。また市町村の場合も着実に増加しているが、

特に住民基本台帳掲載事項などの情報の統合・相

互利用が進んでいる４）。

将来どのようなサービスの意義が高まるかは分

からないが、このことを考える上で民間部門のこ

れまでの経験が参考になるであろう。まず、アメ

リカの小売り業のシアーズ社は、顧客にカードを

使って買い物をするように勧め、カード利用に基

づいて顧客データベースを作成した。すなわち、

�１商圏内消費者のうち何％がシアーズの店で買い

物をしたか、�２買い物客の来店頻度はどれほどか、

�３買い物客の平均購入額はいくらか、�４売れ筋商

品は何か、�５業績のよい売り場はどこか、�６いか

なる販促手段が効果的だったか、�７顧客をいくつ

の市場細分に分けることができるか、�８各売り場

の顧客の特徴は何か、�９店舗間の顧客特性の違い

はどうなっているか、等の情報である５）。また、

日産カナダの電話オペレーターはディスプレーで

顧客のデータベースの全記録を眺めながら、顧客

との対話を進め、販売店経由でなく直接顧客とコ

ミュニケーションしてきた６）。このようにして、

マス・マーケティングから個々の顧客を対象とし

たマーケティングへ変わるのである。さらに、

ユーザー（消費者）の側からのより主体的な情報

発信を受け止めることが大きな意義を持つように

なっている。たとえば、データベースを構築する

のは単に企業の側の利益のためのみにとどまらな

い。消費者の側からの利益にもなることがその背

景にある。そして、消費者の利益のためのデータ

ベース化が、再び企業の利益のためにもなるので

ある。たとえば、アマゾン・ドット・コムは利用

者の書評を書き込ませることによって、多くの

ユーザーをつなぎ止めるうえできわめて有効な武

器となっている７）。このように、データベース化

は企業とってのみでなくユーザーにとってもメ

リットがあること、すなわちユーザーの利益を尊

重することが企業の利益を高めることにもなると

いう関係がある。このことは行政の電子化やデー

タベース化を推進する上で、市民の主体的参加や

情報発信を尊重することの必要性を示唆するもの

として注目に値するであろう。たとえば、アメリ

カでは閲覧の多かったデータを不断にアップロー

ドをすることが既に義務づけられており、市民は

わざわざ請求しなくても自分が欲しい情報を簡単

に入手できるが、このような市民（ユーザー）を

重視した取り組みがユーザーにとっても行政に

とっても利益となるのである。アメリカでは政府

スタッフは国民のことを「カスタマー」と呼び、

４）通商産業省機械情報産業局監修・データーベース振興センター編『データベース白書 ２０００年』データーベース振興協会、２０００
年、２２０―２２１、図６―２―３、図６―２―４。

５）江尻弘『事例分析 データベース・マーケティング』中央経済社、１９９７年、１４２ページ。
６）江尻弘『事例分析 データベース・マーケティング』中央経済社、１９９７年、１７０ページ。
７）赤木昭夫『インターネットビジネス』岩波書店、１９９９年、第１章。
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「顧客満足（CS）」を重視する基本姿勢を大切に

しているが、日本でもこのような認識が不可欠で

ある。

行政内部の情報創出や流通にとっても民間企業

の経験が参考になる。民間企業では営業活動の

データベース化や多数のデータベースの統合の結

果、総合的な電子データに基づいた個人のプロ

フィールやデータイメージを作成することが可能

となったり、ある個人のほぼ正確な人物像を描く

ことさえ可能になるといわれている８）。

このように電子データを介した情報流通の意義

はきわめて大きく、行政データベースの構築にお

いても民間企業の成果を知ることが必要になるで

あろう。

２ 政府のデータベース作りの問題点

２．１ データベースの統合、組織改革、利害調整

データベースの構築と運用には、次節で見るよ

うに多くの技術を必要とする。とりわけより

ヒューマンフレンドリーなデータベース化は、知

的なソフトウェアからハードウェアに至る広範な

要素技術を必要とする。しかし、現有の技術で

あっても使い方次第で十分に効果がある。

たとえば、組織の壁を超えたデータベース作り

やデータベースの統合にとっての障害はデータモ

デルの相違をいかに統一するかである。たとえば

データモデルとしては階層（ツリー）構造モデル、

網構造モデル、オブジェクト指向モデル等、多く

のモデルが存在している。このような相違をどれ

に統一するかなどが組織間の対立に導く。しかし、

データベース構築を妨げるのは、技術的障害より

もむしろ社会的障害であるともいえる。

すなわち、データベースの構築はそれに対応し

た企業の業務フローや組織の再編を必要とする。

またそれを促す制度的インセンティブを導き出す

制度的仕掛けを作り上げることが必要なのである。

この点について論じておこう。

データベースを統合し新しいシステムを作り上

げるとき、さまざまな利害対立が発生することは、

行政部門だけに限らない。たとえば、銀行におけ

る都市銀行、市中銀行、信用金庫間のオンライン

化はその業態特性（店舗数、店舗の地域分布、地

域密着性、全国展開性など）の相違にもとづき、

それぞれの立場からの思惑や不安を生んだ。同様

に行政においても従来から指摘されているように、

中央政府の省庁間にとどまらず省庁内部も含めて

縦割りのシステムの存在や、地方自治体でも近隣

地域間の都市機能特性の相違などに起因する利害

対立が、データベースの統合にもとづく効率的な

情報流通や高品質の住民サービスを可能とするは

ずのデータベース化を妨げることになる。たとえ

ば、アメリカでは分類が省庁別ではなく、カテゴ

リー別となっている。

業務の流れを正しく再編しデータベースを構築

することが必要である。しかし、フェース・

トゥ・フェースの情報交流や業務フローに慣れた

日本のシステムはそれを妨げる。また企業間で

あっても、たとえば、運輸と金融との連携のよう

なシステムが必要である。業務の流れを正しく再

編しデータベースを構築することが必要である。

したがって、規制緩和も含めて、システムの再編

が必要である。

またデータベース化や、さらに複数のデータ

ベースの統合は、組織改革なしには実効が得られ

ないことは民間企業のいわゆるリエンジニアリン

グの経験から実証済みである。

このよう理由から、データベース化の推進は組

織を超えたより大きな権限を持つ強力な利害調整

８）Ｄ・タプスコット（野村総合研究所訳）『デジタル・エコノミー』野村総合研究所、１９９６年、４５９―４６０ページ。
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機関の役割を果たす推進主体の存在を必要とする

のである。

２．２ 意味ある情報のデータベース化、データの

更新

データベース構築についての次の問題は、価値

あるデータとは何かを明確にし、どのようなデー

タをどのような基準で乗せ、また不要となった

データをいかに廃棄するかである。

日常的な活動のプロセスで作成される文書にか

んして、その作成・取得、流通、保存、施工、廃

棄といった「文書ライフサイクル」にもとづいた

管理システムを確立することを目指している９）。

しかし、実際の運用をいかに行うかは簡単ではな

い。

このことを考える上でも民間企業の経験が参考

になる。

一例として営業にかんするカタログのデータ

ベース化がある。企業の製品の仕様や価格のよう

な営業情報も、カタログやペーパーで全ての関連

部署に配布すれば、そのコストが高くなるばかり

でなく、情報も行き渡らない場合が多い。たとえ

ば、頻繁に生じる価格の変更は一部資料の差し替

えのための労力を必要とするし、ファイルからの

一部資料の紛失もしばしば発生するからである。

したがって、このような情報のデータベース化の

意義は大きい。また、人事移動、各人の行動予定

などの一見データベース化の価値が低いようにみ

える情報であっても、実際にはその意義は予想以

上に大きいのである。

しかし、それ以上に重要なのは、過去の業務に

関するある意味で整理されていない情報である。

一般に価値ある情報とは、事後的に手を加えられ

て整理された情報であると考えられるかもしれな

い。しかし、実際には整理された情報は死んだ情

報になっている場合が多い。むしろ、会議の議事

録、研究開発プロジェクトの進行のプロセスを時

間を追って記した文書情報を、生のまま利用する

ことが重要な情報源となるのである。

このように各部分のデータベース化を進めてゆ

けば、当然情報の量は膨大になる。したがって、

どのような情報をデータベース化して残すかが重

要な問題となるが、これについては多くの情報を

競合させ、結果的に多く利用されたものだけを残

すという方法が最も効率的になる。すなわち、市

場における自然淘汰に任せるのである。情報の鮮

度を保ち、価値ある情報だけをデータベース化す

るためには、自然淘汰の原理が最も効率的なので

ある。

各部分の情報をデータベース化し、独自のシス

テム自由に発展させることは、全体システムの整

合性を失わせるようにみえるが、インタフェイス

部分さえ変えなければ問題にはならないのである。

また、データベース化される技術は新しいもの

でなければならない。したがって、いつ登録した

ものかを必ず明記させることも必要になる。

また、データベースの構築を促すため、さまざ

まなインセンティブが必要である。データベース

化を推進するためには目標を明確にし提示しなけ

ればならない。なぜなら、情報には�１自然発生的

に生まれ、サーバーにどんどん蓄積されて行く情

報、�２意識的に情報のデータベース化をさせる必

要のある情報という２つのタイプがある。

データベースは情報を入力する側にとっては直

接利益はなく、そのユーザーが情報の閲覧から利

益を得るのが一般的である。したがって、自然に

任せておくと情報の提供者がなくなるのである。

したがって、情報のユーザーだけが利益を得るこ

９）通商産業省機械情報産業局監修・データーベース振興センター編『データベース白書 ２０００年』データーベース振興協会、２０００
年。
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とになってしまう。そうしないために、閲覧され

た情報の提供者、情報の提供者もユーザーもその

実績を普段に把握し、それにもとづいて評価をす

ることがデータベース化を促すことになる。

このような民間企業のデータベースの運用の経

験は、行政のデータベース化にも役立つ場合が多

い。中央政府や地方自治体は利潤原理により動く

わけではないし、個々のスタッフへのデータ入力

を促すインセンティブについても民間企業の方式

をそのまま導入することができるわけではないこ

とは言うまでもない。しかし、何らかのインセン

ティブ作り、データの自然淘汰のメカニズムを作

り上げることが必要である。

３ データベースの技術構造と課題

３．１ データベースの分散化の進展

まず、データベースの歴史から見ておこう。

ある研究によれば、データベースという概念が

登場してきたのは、１９６０年代に入ってからである

という。すなわち、それ以前は「ファイルシステ

ム」というプログラムとデータが一体化していた

システムであった。しかし、これでは複数のファ

イル間のデータの一致性の確保が難しいことなど

の問題があった。したがって、複数のファイルに

分散していたデータをデータベース化して一カ所

に集中して管理して、データの一致性を保持し冗

長性を取り除くようにした。このデータベースを

管理したのが大型の汎用コンピューターであった。

しかし、一方でデータ量がますます大きくなり、

また適用される業務分野が増え、他方でワークス

テーションやパソコンの性能が飛躍的に向上した

ことによって、再び分散処理型のものへ変わって

いった。クライアントサーバ型といわれる複数の

ワークステーションに機能を分散させるという新

しいネットワークアーキテクチャに基づいてデー

タを分散させ、必要に応じて柔軟に統合するデー

タベースシステムが現れたのである。UNIXサー

バーとTCP／IPというプロトコルに依拠した本来

的にオープン性を特徴とするインターネットの発

展がこれを加速した１０）。その重要な契機は、１９８０

年代後半のモザイクというブラウザの出現と

HTMLという言語の出現であった。そのため

DBMS（database management system）技術の

進歩の方向性も変化してきた。

データベースをデータのモデルという観点から

みてみると、テーブルから構成されるデータ構造

を持っているリレーショナルデータベースが国際

標準として広く利用されてきた。しかし、「リ

レーショナルモデルは、簡単なデータ操作に広く

利用されてきている。これに対して、グループウ

エア、CADなどの新しい応用では、より複雑な

データ構造を扱えるモデルが求められ」１１）るよう

になるので、オブジェクト指向データベースとい

う実世界との対応がよくて（たとえば、意味が扱

えるなど）、柔軟で拡張性が容易なシステムが急

速に普及してきている１２）。

すなわち、システムが大規模化すると、プログ

ラムの全体をを把握したり、必要なデータのすべ

てを集中的に管理することは効率的ではなくなる。

したがって、必要な処理と必要なデータを独立し

たオブジェクトとして作成する。システムの全体

が必要に応じて個々のオブジェクトに要求を出し、

情報をやりとりすることによって問題を解決する。

また、「文字・数値情報と、音声情報、静止画像

情報、動画情報などではデータの特性に大きな

差」があり、「データの記録・再生の方法も、圧

１０）坂下善彦・井手口善彦・滝沢誠・水野忠則『分散システム入門』近代科学社、１９９３年、１４８―１４９ページ。
１１）坂下善彦・井手口善彦・滝沢誠・水野忠則『分散システム入門』近代科学社、１９９３年、１５９ページ。
１２）坂下善彦・井手口善彦・滝沢誠・水野忠則『分散システム入門』近代科学社、１９９３年、１５３―１６６ページ。
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貸し金勘定 

業務系 
システム ODS DSS

統合化した 
顧客情報 

データウェア 
ハウス 

貯蓄預金 
（普通預金）勘定 
 

信託勘定 

アプリケーション 

現在値データ 
・範囲期間：60～90日 
・キーは時間の要素をも
つことももたないこと
もある 
・データは更新される 

ある時点でスナップショットし
たデータ 
・範囲期間：５～10年 
・キーは時間の要素を収容して
いる 
・一度スナップショットしたら
その後記憶は更新されない 

縮・伸張の方法も、まったく異なるし、また情報

を貯えるためのファイルの大きさも、同じマルチ

メディア情報といっても、サイズはけた違いであ

る。システムの作り方を考えてみても、これまで

のようにプログラムはプログラムで、データは

データで集中管理する方法では、特性の異なる

データを処理するのには適さない。そこで、文

字・数値情報、音声情報、静止画像情報といった

区切りで、データとその処理方法等を独立して管

理しておく。そして、それらのデータ間の関係を

論理的に現しておいて、必要なときに、この論理

的なリンクを元にデータを関連づける方法がよく

使われるようになってきた。」１３）これがオブジェク

ト指向データベース技術である。

もちろん、異なる機能を持ち異なる場所にある

複数のデータベースを結びつけることは容易では

ない。このような現実の中で最近注目されるよう

になっているのが、データウェアハウスである。

データウェアハウスは次のような事情を背景とし

て生まれてきた。

すなわち、それぞれの業務系のアプリケーショ

ンシステムは企業の日常をデータ処理に関し、

「問題が発生する都度、その場しのぎの処理だけ

を施されて」いるのが一般的な姿である１４）。この

ためデータベースを利用するアプリケーションシ

ステム間の統合化はあまり進んでいない。これで

は、企業経営者が長期的な観点に立って意志決定

を行うための意味ある情報は得られない。した

がって、業務系のアプリケーションを高度に統合

することが必要となる。そのような統合を行うの

がデータウェアハウスである。図２は、業務系ア

プリケーションがデータウェアハウスとして統合

される時の１つのアプローチを示している。ここ

では、両者の間にODS（オペレーショナル・デー

タ・ストア）が介在している姿が述べられる。す

なわち、企業活動の現場での日常的なデータ処理

のための業務系アプリケーションはまずODSと

して結びつけられる。ODSは現在値あるいは現

在値に近い過去値を含む詳細なデータからなるが、

データウェアハウスではより長い時間スパンの時

系列データが収録される。このことによって、企

業の経営者の意思決定に役立てられる１５）。このよ

うにして、単なるデータは意味ある情報に変えら

れる。

一般に、低コストで柔軟に組み替え可能な自律

分散処理システムの優位性は明らかである。

UNIXサーバー、TCP／IP、ブラウザー、HTML

言語など、インターネットの技術的資産を継承し

１３）竹安数博・甲斐荘泰生・小野彰『エージェント・システム』中央経済社、１９９６年、４６ページ。
１４）W.H. インモン・R.D. ハッカーソン『データウェアハウス活用編』インタナショナル・トムソン・パブリッシング・ジャパン、

１９９７年、２４ページ。
１５）W.H. インモン・R.D. ハッカーソン『データウェアハウス活用編』インタナショナル・トムソン・パブリッシング・ジャパン、
１９９７年、２５ページ。

図２ 業務系システムとデータウェアハウス

の関係

出所：W.H. インモン・R.D. ハッカーソン（藤本康秀訳）
『データウェアハウス活用編』インターナショナル・
トムソン・パブリッシング・ジャパン、図１．４（７
ページ）、図５．５（５５ページ）より作成
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た安価で柔軟な自律分散型のデータベースシステ

ムの優位性は否定し難い。ウェブブラウザーで異

なる場所にあるHTML文書形式のデータをリン

クを張るという形で統合することを可能にする。

このことが安価でしかも大規模なデータベースの

構築を可能にする。各部分の情報をデータベース

化し、独自のシステム自由に発展させることは、

全体システムの整合性を失わせるようにみえるが、

インタフェイス部分さえ変えなければ問題にはな

らないのである。

データベースの構造や役割を知る上で重要なこ

とは、その情報の性質に応じてそれに適したデー

タベースの構造も変わるという点である。

たとえば、多国籍企業の各国の子会社はその秒

単位の決定ベースでは企業の財務状況の全体像を

必要としないので、各国子会社の財務管理システ

ムはハードウェアもソフトウェアも共通点が無く

ても問題はない。また、金融機関の勘定処理は、

秒単位で顧客の意志決定が行われるので統合が必

要とされる１６）。ただ、ネットワークや暗号技術の

発展は、大きな固定コストを必要とする従来の金

融システムに代わって、低コストで新しい技術進

歩やニーズの変化に対応して柔軟にヴァージョン

アップすることが可能な自律分散処理型のシステ

ムの優位性を高めつつある。また、並列処理型の

大規模なデータベースはコストが高くなるが、し

かしデータ量が多くまたそのデータを直接管理す

る必要がある場合には有利である。これに対して、

データ量が中ないし小程度であり、またデータや

その詳細記録にダイレクト・アクセスする必要の

ない場合には、クライアント・サーバー型の分散

処理データベースが適している１７）。

中央政府や地方自治体のデータベース化、デー

タの電子化進めるために、どのようなデータベー

スの構造を選択するかは重要なテーマとなるであ

ろう。

３．２ エージェントによる知的データベースの進

化と電子政府

電子政府のような多様な部門から構成される大

規模な組織体を、有機的に結びつける情報システ

ムを構築する技術は、今後重要性を増していく。

電子政府の各部門で開発され、維持されている

データベースを中心とした情報システムには、さ

まざまな部門間で情報を交換し、情報間の関係付

けを行い、それぞれの部門に対する有用な情報を

自動的に精錬する知的データベース機能が必要に

なる。

現在大規模な分散データベースシステムを構築

する技術としては、オブジェクト指向データベー

ス技術が中心となる。このオブジェクト指向モデ

ルでは、現実世界をオブジェクトとその関係によ

り定義するため、厳密に分析された分散的システ

ムを効率的に設計するうえで効果的な技術である。

ところが、現実世界は、絶えず変化し、また情報

間のさまざまな関係が動的に生まれたり消滅する

開放型システムとしての特性を持っている。特に

電子政府で扱う必要がある情報は、そのような傾

向が特に強いと考えられる。したがって、このよ

うな動的な世界をやわらかく処理することができ

る知的情報システムを構築する技術が今後の課題

となる。

そのような技術としてエージェント指向技術が

期待されている。エージェント指向モデルでは、

オブジェクト指向モデルに加えて、それぞれのオ

ブジェクトに対して、自律性、反応性、社会性、

１６）W.H. インモン・R.D. ハッカリー（藤本康秀監訳）『データウェアハウス 活用編』インターナショナル・トムソン・パブリッ
シング・ジャパン、１９９７年、５３―５６ページ。

１７）W.H. インモン・R.D. ハッカリー（藤本康秀監訳）『データウェアハウス 活用編』インタナショナル・トムソン・パブリッシ
ング・ジャパン、１９９７年、６５―６６ページ。
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自発性の性質を加えたエージェントと呼ばれるソ

フトウェアモジュールにより分散処理システムが

構築される。したがって、変化する環境に対して

適応したり、他の分散システムとの関係も動的に

形成できる能力を持つ知的情報システムを実現で

きる。

エージェント指向技術は、オブジェクト指向技

術の後継技術として、現在開発を急がれている。

この技術を早急に実用化し、知的データベースを

実現することを通じて、より高度な電子政府の基

盤を確立することが今後の課題である。

３．３ ヒューマンインタフェイスとデジタルデバ

イド

行政情報を利用するのは、高齢者から障害者に

至るまでのあらゆる市民が含まれる。これに対し

て、現在のコンピュータネットワークシステムの

ヒューマンインタフェイスは専門技術者向きであ

り、市民の中にはこれらを使いこなせない人が出

てくるのは当然である。このことが、電子政府が

提供する行政情報をうまく利用できる市民と利用

できない市民とを生むことになり、いわゆる「デ

ジタルデバイド」の問題がここでも不可避的に発

生する。

このような問題に対処するためには、高齢者や

視覚障害者等なども含めてこれまでのコンピュー

タシステムを十分に使いこなせない人に対して、

電子政府の情報アクセスを支援する機能をコン

ピュータやデータベースに組み込み、デジタルデ

バイドを発生させないヒューマンインタフェイス

技術を確立することが重要な課題になる。

ヒューマンインタフェイスを向上させる技術と

しては、これまでのアイコンやポップアップメ

ニューを中心としたマルチメディア、マルチウィ

ンドウ技術だけではなく、仮想現実感技術や知的

インタフェイス技術の研究が進められている。

仮想現実感技術では、これまでのキーボード・

マウスを中心としたインタフェースではなく、情

報処理対象を視覚化し、利用者にとって現実感を

持つ仮想世界を構築し、現実世界でそれらを扱う

ように仮想世界で扱うことにより、さまざまな情

報処理サービスを受けられるようにするインタ

フェイスを実現する。

一方、知的インタフェイス技術では知的エー

ジェントと呼ばれるソフトウェが開発されている。

知的エージェントとは、利用者の音声を認識し、

ジェスチャ（身振り）に反応したりすることによ

り利用者の意図を理解し、利用者に代わってその

目的とする処理を実現するソフトウェアである。

例えば、図３に示すように従来のインタフェイ

スでは、データベースにアクセスするためには、

ネットワーク操作コマンドを利用して目的とする

データベースシステムに接続し、その後データ

ベース操作コマンドをキーボードより入力し、必

要とするデータの検索を行った。また、得られた

データを必要とする情報に変換するため、さまざ

まなデータ加工のソフトウェを操作することが必

要であり、そのためには、インタフェイスやデー

タベースシステムの操作に関する知識を持つこと

が必要であった。これらがコンピュータシステム

に精通していない利用者に対するデータベース利

用の大きな障壁になっていた。これに対して、知

的エージェントを利用者のインタフェイスとする

ことにより、データベースシステムの操作はエー

ジェントに代行させ、利用者はやりたい事を、

エージェントに伝えるだけで、必要な情報が獲得

できるであろう。このことは、デジタルデバイド

の解消に有効であり、電子政府のように全ての市

民に平等にサービスを提供する必要があるシステ

ムには必須の機能である。
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３．４ データマイニング

データベース間のインタラクティブ及びデータ

ベースと人間の間のインタラクティブのために、

ソフトウェアのインテリジェント化は不可欠であ

る。たとえば、「知識の集積が膨大になればなる

ほど自分の気づかなかったところに有用な情報が

埋もれていることが生じる」１８）ので、情報の体系

化と、それから情報を検索する知的なシステムが

必要になるのである。

Web関連の技術の進歩はめざましい。した

がって、現在でも利用できる技術を用いるだけで

も、十分に生産性向上を可能とするデータベース

の構築は可能である。たとえば、検索にしてもあ

る業種のネットワークシステムにおける検索の条

件等もパターン化されている場合が多いので、と

りたてて立派な検索技術が必要になるというわけ

ではない。「一昔前までは、個人で使うなど思い

もよらなかった全文検索システムは、最近の情報

機器・技術進歩を背景にインターネットの世界で

広く使われるようになり、イントラネットへの応

用、個人レベルでの活用の可能性を広げ大きな注

目を集めているのである。」１９）さらに、パソコンの

CPUの高速化やメモリやハードディスクの大容

量化と低価格化が全文検索を可能にした２０）。

図３

１８）長尾真等『マルチメディア情報学の基礎』（『岩波講座 マルチメディア情報学』第１巻）岩波書店、１９９９年、４８ページ。
１９）橋田昌明「パソコンでの全文検索システムの構築実験と活用の可能性」『情報管理』４２巻２号、１９９９年、１４１ページ。
２０）木谷強「全文データーベースの構築技法」『情報管理』４１巻５号、１９９８年、３６８ページ。
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それにもかかわらず、長い目で見ると、より高

度なデータベースシステムの導入は不可避である。

データベースの大規模化は、分散化とともに必

要な情報がどこにあるのか、どの情報を他のどの

情報と結びつければよいのかがわかりにくくなる。

したがって自然言語による情報検索のための形態

素解析技術は不可欠である。また、コンピュータ

化できない人間の常識とコンピュータとの橋渡し

をするための常識ベース構成技術やアバウト推論

技術のような、将来の人工知能技術を取り込んだ

ソフトウェア研究も、データベース化の推進のた

めには必要である。データマイニングは、データ

の中からルールや知識を引き出しデータベースに

暗黙に含まれる有用な情報を利用者に提供するこ

とを可能とするが、この技術なくして単にデータ

の量を増加させることは利用者にとって必要な情

報を簡単に提供する本来のデータベースの役割か

ら離れてしまう恐れがある。

すなわち、情報をビット化しコンピュータの中

に蓄積すること自体が、問題のすべてを解決する

わけではないということを認識することが重要で

ある。その理由は、第一にビット情報を利用する

能力が伴わなければならないからであり、第二に

ビット化されない暗黙知の重要性はいつまでも残

るからである。

まず第一に、データベースに蓄積されるデータ

そのものに意味があるということにはならない。

たとえば、ネットワーク上の金融システムにおい

ても情報が集積し、大量の顧客データを持ってい

る企業が最終的に市場競争で勝つということには

ならない。データを蓄積・解析して、付加価値を

つけてビジネスに生かすための優れたデータベー

ス解析手法を必要とする。単にデータだけ集めれ

ばよいということにはならず、データの中から

ルールを発見するデータマイニングの技法が極め

て重要であり、また難しいのである。

第二に、データベースには馴染まないような経

験や勘の役割は将来的にもなくなることはない。

顧客に対する銀行の融資についても、最終的には

顧客とのフェース・トゥ・フェースでの会話から

直接間接に得られる情報の役割は大きい。たとえ

ば、経営者の表情、工場の機械の音や在庫の状況

などを直接見ることなしには、正しい融資の判断

はできない。

データベースの役割の重要性の高まりにもかか

わらず、全てそれが必要な情報を与えてくれるわ

けではない。重要なことは、両者の組み合わせで

あり、この組み合わせにおいて相対的にビット化

された情報の重要性が高まるということなのであ

る。

３．５ モバイル系データベース

日本のネットワーク環境の特長を生かすことも

電子政府にとって意義がある。パソコンを端末と

してインターネットにアクセスする環境は、日本

は欧米のみならずアジア諸国の後塵を拝する状態

に甘んじているが、ｉ―モードの普及により携帯

電話を用いてインターネットにアクセスするサー

ビスについては世界の最先端を行っている。また、

これに加えて無線LAN、Bluetoothなどの無線

ネットワーク環境は今後充実してくることが予想

される。さらに、PDA（Personal Digital Assis-

tant）と呼ばれる無線ネットワークへのアクセス

が可能で、ある程度の処理能力を持つ携帯端末の

普及も著しい。すなわち、モバイルコンピュー

ティングの環境整備が世界に先駆けて進み、また、

日本ではモバイルコンピューティングアプリケー

ションもさまざまな実験を行う中で、ビジネスと

して立ち上がりつつあるものも増えてきている。

これは、いつでも、どこでも、だれにでも利用で

きる情報ネットワーク環境を提供するための有効

なソリューションであり、これを電子政府に取り
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込むことは重要な課題となる。

このような観点から見れば、日本のデータベー

スの特徴として、モバイルアクセス可能なデータ

ベースの成長がある。「携帯電話に対してはその

使い勝手の良さから現在、積極的なコンテンツ供

給が試みられており、データベース事業者でも収

益源の一つに育成しようと着目している」のであ

る２１）。

携帯電話をデータベースのアクセス用端末とし

たときの大きな問題点は、その表示部分のサイズ

の小ささである。従来のデータベースと携帯電話

を単に接続しただけでは、データベースに蓄積さ

れている情報を検索し、その結果を分かりやすく

表示するためには十分でなく、これに関する技術

の改善が課題となる。携帯電話の通信能力の改善

については次世代携帯電話の標準仕様としていく

つかの候補が策定され、日本ではAMT―２０００と

CDMA―oneの普及が進められている。これによ

り、携帯電話からマルチメディアデータへのアク

セスは大きく改善されるであろう。

また、携帯電話からデータベースへの検索能力

の向上にはエージェント技術や、音声処理技術が

有効になる。すなわち、パソコンに比べて処理能

力や表示能力の低い携帯端末によるデータベース

へのアクセスのためには、端末とサーバの間でよ

り高度な連携を取るインテリジェンスの高いソフ

トウエアの役割が大きくなる。たとえば、携帯電

話を利用する検索者の、意図を自然な形で正しく

理解する機能を開発することが必要になる。かつ

て、日本の技術に対するアメリカ技術の問題点を

指摘したことで有名な『メード・イン・アメリカ』

の著者のひとりであるMITのＭ・ダートウゾス

は、将来の検索システムにおいては「マイクに向

かって曲の一部を歌ったり、デジタル・カメラに

写真を見せるだけで、情報市場の中から関連情報

を探し出す」ことも可能になるであろうと述べて

いる２２）。

また、情報システムが分散処理型になり、オブ

ジェクトを中心として構成されるようになると極

めて重要性を増してくるのが、オブジェクト間を

人間に代わって交渉し結びつけるエージェント技

術である。エージェントは移動機能を有しており、

携帯端末とインターネットサーバの間を自由に移

動し、通信回線の通信能力や、端末とサーバの間

の処理能力の不均衡を補うことができ、携帯端末

からデータベースサーバを含む情報ネットワーク

全体の効率の向上と安定性の改善に大きく貢献す

る。また、セキュリティの問題についても、エー

ジェントでは他のエージェントに対して、必要最

小限のものを見せるだけで済むので、暗号化する

必要性のあるデータの量を少なくすることができ、

したがって暗号で処理する手間が軽減され、処理

速度が迅速になるという利点もある。これまでの

データベースでは、他のオブジェクトからの依頼

に対して情報を開くと、そのオブジェクトの情報

の全て見られてしまうのである。

もちろん、知的で移動可能なエージェントの技

術の開発は大きな技術課題となっている。たとえ

ば、エージェント通信言語では、パフォーマティ

ブ（動詞に相当）を記述する言語と、コンテント

（目的語に相当）を記述する言語の統一など課題

は多い。また、人間の交渉の全ての面をコン

ピュータに委譲するのではなく、役割や責任を人

間とエージェントで協調的に分担する技術の開発

など、知的で移動可能なソフトウェアエージェン

トに対する期待は極めて大きい。

３．６ ネットワークの下位層のデータベース

データベースはアプリケーションだけではなく、

２１）日本情報処理開発協会『情報化白書２０００』コンピュータ・エージ社、２０００年、２５９ページ。
２２）Ｍ・ダートウゾス（伊豆原弓訳）『情報ビジネスの未来』TBSブリタニカ、１９９７年、１３０ページ。
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ネットワークの管理にとっても重要な意義がある。

これまでのネットワークは３つの層から構成さ

れると考えられていた。それは、情報の伝送路と

してのビットウェイ層、出自の異なる多様なネッ

トワークを論理的に統合するためのミドルウェア

層、そしてアプリケーション層である。さらに、

現在のネットワークを使いやすくヒューマンフレ

ンドリーなものとするために、エージェント層と

いう新しい層がミドルウェア層とアプリケーショ

ン層の間に生まれつつある。

ネットワークの下位の階層、つまりビットウェ

イおよびミドルウェアの中でも下半分の階層では、

設備対応データベース、ネットワーク対応データ

ベース、サービス対応データベースが構築される。

その理由は、たとえば交換機のトラフィック統計

データとか、各種設備の在庫データ、課金処理

データ等のデータがここに蓄積され、ネットワー

クの品質が落ちないように、つまりつながらな

かったりつながったりというようなことがないよ

うな通信制御がおこなわれているのであり、その

制御やネットワーク管理ために必要なデータベー

スが構築されている。さらにこのような管理デー

タは現在大きな問題となっているハッカー問題な

どのセキュリティ維持に重要な役割を果たす。し

たがって、セキュリティや安定性が重要な電子政

府のネットワークの管理にはこのようなネット

ワークの下位層の管理用データベースの充実は重

要な課題である。

このようなネットワークの下位層を管理するた

めのデータベースは膨大な量になり、従来のデー

タベースの範疇を越えたデータウェハウスという

大規模で効率的なシステムが開発されている。こ

の超大規模データベースを使ってネットワークを

管理することの問題点は、ネットワークの使用状

況やセキュリティの状態を時々刻々監視する作業

は人間のネットワーク管理者にとって大きな負担

になるということである。これを軽減するため、

監視業務を人間に代わって行う知的エージェント

ソフトウェアの必要性が指摘されている。

エージェントソフトウェアは、人間のネット

ワーク管理者の監視やネットワーク復旧操作のノ

ウハウをプログラムとして利用するソフトウェア

であり、あたかも人間の管理者のようにネット

ワークの状況を絶えず監視する機能を持つ。エー

ジェントソフトウェアは、ネットワークの状況監

視作業に関するさまざまな役割を分担し、必要に

応じて互いに連携して事にあたることができる。

たとえば、運転状況を監視するエージェントと、

故障を発見するエージェント、故障を復旧する

エージェントが、これらのネットワークの下位層

のデータベース（ネットワーク管理データウェハ

ウス）を利用しながら互いに連携し、安定してセ

キュリティの高いネットワーク運営を行うしくみ

を実現することが、霞ヶ関WAN、総合行政ネッ

トワークの管理・維持を行う上で重要な技術課題

になる。
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「経済予測演習」郵政大学校（４月２２日、２６日、５月７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）

「電気通信産業における規制改革の応用一般均衡分析」公益事業学会（６月１６日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトピックス」（適宜）

４ 広報活動

�１ P―sat放映

「金融機関利用に関する意識調査」（５月２７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

「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）

「金融再編下の郵便貯金事業に対する意識」通信文化新報（５月２７日）

「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）

「創業時の郵便」日本テレビ（５月）

「オルタナティブ（代替）投資」かんぽ資金（６月号）

「２月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（６月号）

「地域住民とインターネット」情通ジャーナル（６月号）

「企業におけるインターネット活用と企業関係」通信文化新報（６月）

「創立１００周年を迎えた逓信総合博物館」郵政（６月号）

５ ていぱーくの特別展

・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））

�１ １００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。

�２ １００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）

郵政研究所通信
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「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

「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。あて先は下記のとおりです。所属先及び氏名を明記の上、お送り願います。

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

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

【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

６月というと祝日がない月ですが、私が通っていた小学校の創立記念日は６月にあり、

ちょっと得をした気分でいたことを思い出します。かといって、何をその日にしたかと

いうと、雨の日が多く家にいたことが多かったような気がしますが……。

さて、６月６、７日に郵政研究所では研究発表会を開催いたしました。みなさまには

ご多忙のところご出席いただき、ありがとうございました。また、研究成果を発表され

たみなさま、お疲れさまでした。

「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。

詳しくは前頁「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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６月号に続いて平成１４年６月２７日（木）～７月２８日（日）まで開催される

「１００周年記念展示」について、主な展示資料を紹介します。

〈「逓信博物館の１００歳」コーナー〉 博物館の１００年を振り返る写真・ポス

ター・招待券や切手になった「逓信総合博物館竣工記念」切手原画などを

展示します。

〈「再現展示」コーナー〉 万国郵便連合加盟２５周年記念展の展示品より抜

粋して、切手葉書の原版・郵便行李・袋井検査済印、駅鈴型香合などを展

示します。

中でも袋井検査済印は、郵便創業時に袋井の郵便取扱所で使用した通信

日付印で木製の大変貴重なものです。

〈「博物館のぷれみあむ」コーナー〉 常設展示や特別展で展示をする機会

の少ない希少価値のある資料として、竜切手シート・キ半銭桜切手シー

ト・手彫切手エンタイア・皇室献上切手（控）などを展示します。

〈「記念絵はがきの１００歳」コーナー〉 逓信省発行の記念絵はがきが発行

されて１００年になることから、その記念絵はがきの変遷や関連資料などを

多数展示します。中でも鏑木清方や藤田嗣治、川端龍子などの有名な画家

が描いた記念絵はがきの原画も展示します。

今回は、普段展示しない秘蔵資料の展示をします。また、絵葉書を毎日

先着２００名に配布します。是非お出かけください。

学芸員雑記帳 博物館創設の功労者「樋畑雪湖」

明治３５年６月２０日に郵便博物館が逓信省構内に創設されました。

この生みの親であり育ての親が樋畑正太郎（雪湖）です。

雪湖は、信州松代藩士の子として安政５年江戸に生まれました。

長野県庁の図生から長野県史誌編輯掛の図生となり駅逓掛も兼務しました。その後、逓信省に入

り、郵便用機械物品の改良研究や郵便切手類の図案制作に従事。これらのものを整備・陳列して郵

便博物館を開館させました。

開館後は、博物館主任として郵便用品の改良・郵

便切手や絵はがきのデザイン作成のかたわら、通

信・交通資料の収集・研究・展示に邁進しました。

生涯を博物館発展と日本交通史の研究家として捧げ

ました。

また、郵便切手や絵葉書・通信日付印関係などの

著書のほか、交通史関係では「江戸時代の交通文化」

などを多数残しています。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介!３

「逓信博物館の１００年展」―１００周年記念展示！―

樋畑雪湖像
岡田三郎助画

雪湖デザインの旧版富士鹿切手
大正１１年（１９２２）１月１日発行

芝公園内時代の特別入場券

皇室献上切手（控）
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