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ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版!２８）

東海道五拾三次之内 袋井 出茶屋ノ図

大木の生えた一里塚の前に出茶屋があり、そこでくつろぐ人々が描かれています。

茶屋の縁台には道中差に胸当て姿の旅人が煙管を手に腰掛けており、外した笠の脇には湯呑

み茶碗が見えます。大木の枝に吊るされた「やかん」が竈に掛けられ、湯を沸かすために茶屋

の女将が急いで火を起こしたためか、竈から煙がもうもうと上がっています。駕籠かきがその

脇でのんびりと煙草に火を付けています。

ていぱーく所蔵資料紹介!４１

コンクリート製のポスト

戦線の拡大によって、昭和１３年４月に国家総動員法

が公布され、一般社会においても鉄鋼の使用節約、制

限が要求されるようになり、鉄製ポストに代わる代用

品の研究が行われました。

その結果、差入口と取出口の２箇所のみが鉄製で本

体の大部分がコンクリート製の写真のようなポストが

作られました。

終戦後、焼け跡に残されたポストは外形を留めるだ

けでしたが、行方を尋ねる紙が張られ連絡用として利

用されました。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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郵政三事業の民営化の是非を巡って、政治の世界は活発な議論が交わされている。

現場で郵政事業に携わる当事者にとっては従来の方式が安定的でそれなりに居心地が

良いし、一方ではもっと競争を活発にして受益者サービスを高めるべきという見方も

ある。最終的にどの地点が落とし所になって事業の性格が決められるかは、なお不透

明だがいずれにせよ、郵政事業は従来以上に高いサービスで受益者満足を高めていか

ねばならない。

事業経営の本質は、いまを起点に未来に向かって一瞬の休みもなく営み続けるとい

う「永続性」にある。とすれば、この永続性を唯一保証するのは、ドラッカーの指摘

を待つまでもなく顧客の創造と維持しかない。それゆえに事業運営の哲学・思想は一

般に「顧客満足」となる。このように顧客満足を向上させ、顧客の創造・維持の形を

つくったらそれに合わせて経営資源を選択と集中で対応させ、結果として利潤などの

高い成果を生み出していく。これが事業運営の原則である。とすれば、事業運営は基

本的にいかに顧客満足を上げるかを最優先に考えればよい。しかし一見すると単純に

見える顧客満足の向上も大きく分けて３つの異なる事業課題として捉えることができ

る。

第一は、これまでに何らかの不手際によって顧客満足をマイナスにしてしまった場

合、この不満な顧客に対しての満足向上は、社会的顧客満足の追求が課題になる。事

業の本質が満足によって顧客を創造・維持し、それによって社会に生かされるという

ことなら、不満や怒りをつくる事業が社会に存在する意義がなくなる。従って最低限

でも満足度ゼロにして社会的存在意義を示すべきである。そこでは、現代社会におけ

る事業の社会的意義と責任を確認し、社会的公器としての事業義務を果たす努力が求

められる。

第二は、現在、満足でも不満でもない顧客層への対応課題である。事業に対して成

り行きで購買している顧客を持つということは、さきの事業の本質や目的からみれば

「顧客満足の基本と課題」

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 嶋口 充輝

巻 頭 言
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努力不足である。従って企業がなすべきことは限られた経営資源の中で戦略的な顧客

満足を追求することである。ここに戦略とは、すべての良いことをほどほどにするの

ではなく、これまで培ってきた得意技を選択し、その方式をライバルを圧倒するベス

ト・プラクティスに磨きあげ（競争優位）、しかも投資発想（損して得とれ）でまず

はコストより喜びを先行させる。こうなれば、確率的に顧客満足は上がり顧客の新た

な創造が可能になる。

第三の課題は、すでにある程度の満足をしている顧客層への対応である。今日のよ

うに競争が厳しくなると「まあ、満足した」程度の顧客は、簡単にライバル企業に浮

気をしてしまう。とすれば、これらの顧客を維持するためには、顧客関係的な満足の

追求が重要になってくる。いわゆるロイヤル・カスタマーづくりである。すべてに等

しい満足は理想であるが、その前にまずどの顧客をロイヤル・カスタマーとして強力

な絆を結ぶべきか、の「関係の場」の明確化が最初のステップになる。理論的には、

上位２割の主要客が収益全体の８割程度に貢献するなら、この２割を主要ターゲット

として関係の場を設定することが合理的であろう。そしてこの強力なサポーターたる

顧客ターゲットに対し徹底した信頼サービスを提供する。信頼なくして一体的な関係

は築き得ないからである。さらにそのためには顧客の接点である現場への権限委譲を

制度として定着させるよう工夫する。

すでに郵政事業は、ある程度の平均的満足を作っているので、今後の課題はさらに

上記の民営的テーマを取り込み強力な関係を利用者との間に構築し、ファンとしての

ロイヤル・カスタマーづくりが求められる。この絆が出来れば、民営化を含めていか

なる競争が参入しても人々は、郵政事業から他へ浮気せず、従来以上に集中して郵政

サービスを利用し、さらに周辺に「伝道師役」としてその良さを吹聴してくれる。客

が客を呼び、「千客万来、門前市をなす」という事業の前提ができれば、郵政体制は、

政治に一喜一憂せず磐石になるはずである。

３ 郵政研究所月報 ２００２．８



１ 日本経済の現状と問題点

○鉱工業生産指数の推移

生産が大きく落ち込んで、昨年１１月を底に若干

生産が増加に転じたという局面であるので、景気

底入れということは間違いではないと思います。

事態としてはあくまでも底を打ったということで

あり、景気が回復したということではありません。

そこは十分な注意が必要です。

今回の景気の推移は、２０００年８月をピークにし

て昨年１１月までの１５か月間に生産が１６％減少する

という落ち込みを示していますが、この落ち込み

の深さとスピードは、この統計開始以来最大のも

のになっています。

９０年代の日本経済の歩みは、初めのところはバ

ブル崩壊の影響が支配的ですけれども、その後の

動きは基本的には経済政策の変動に連動し、この

循環が形成されているわけです。

現在の局面は、浮上していけるのかどうか。浮

上していくためには何からの生産回復のための推

進力が必要ではないかと考えられる。そういう局

面であり、いま非常に重要なところに位置してい

るということを申し上げたいと思います。

○日本経済の３つの課題

まず１番の問題は、経済活動が非常に低調であ

ることに伴う問題で、不況に伴う痛みの発生とい

う問題です。現在の日本経済の状況は、生産の能

力、供給サイドの力を１００とすると、需要の水準

が大幅に縮小していて、個人消費、設備投資が非

常に低調です。その結果として、稼働している生

産能力が生産能力そのものを大幅に下回っている

という状況です。供給能力１００に対し、実際に稼

働している部分が概ね９０、差の１０％を需給ギャッ

プと表現しますけれども、生産資源が１０％程度遊

休化しているという状況です。

労働市場においては、これが失業という形で表

面化しています。公式統計は５．２％ということで

すが、この統計に十分捕捉されていない失業者が

大量に存在しているという指摘がなされており、

専門家は実体上の失業率は概ね１０％程度という見

方をしています。

企業部門においては、企業の倒産という形をと

ります。昨年度の倒産件数は２万社を超えており、

毎月１，５００社から１，８００社が倒産しています。

３つ目に、これが一番悲惨な事例になるわけで

すが、自殺者が急増しています。９８年に３万

２，０００人に達したわけですけれども、以後３万人

を越す状態が続いています。そのうち、広い意味

特 集

日本経済再生の方策
―第１４回郵政研究所研究発表会第一部特別講演＊―

野村総合研究所主席エコノミスト 植草 一秀

＊本特集は、郵政研究所が平成１４年６月６日に開催した「第１４回郵政研究所研究発表会第一部」において、野村総合研究所主席エ
コノミストの植草一秀氏が行なった特別講演の内容を、講演者の了解を得て、郵政研究所の責任において編集を行なったものです。

４郵政研究所月報 ２００２．８



で経済問題を背景にした自殺が年間で１万人を越

すような状況であり、交通事故の死者が昨年

９，０００人を下回ったことと比較しても、非常に深

刻な状況になっています。

経済全体からすると、この不況に伴って本格的

に痛んでいる人の比率は、恐らく１割から２割と

いう比率だと思います。これは裏を返してみると、

８割の人にとっては、痛みのある改革ということ

も、基本的には他人事であります。

昨年来「痛みのある改革」ということが提示さ

れておりますが、どうも痛みのない人によって提

案され、痛みのない人によって推進されているの

ではないかという側面があります。したがって、

経済政策が国民生活の安定ということを目標とし

て行うとしますと、やはりこの問題は無視できな

いと思います。

２番目の問題として、構造的な経済問題が２つ

あります。財政赤字の問題と不良債権問題の２点

です。フローベースで見た財政赤字、国家財政を

見ますと、予算規模８０兆円に対し税収の水準が約

５０兆円で、差額の３０兆円を借金で穴埋めすること

になり、借金に依存する比率が３７％となります。

３割、４割という借金への依存が常識的判断とし

て高すぎるということに、反論はほとんどないと

思います。また、国と地方を合わせた債務残高

６７５兆円、日本のGDP比１３０％というのは、主要

国の中で最も悪化した姿になっています。今後の

最大の問題は高齢化の到来で、高齢化に伴う社会

保障関連の支出の増大が予想されるので、こうし

たことも視野に入れて、いかにして財政状況の改

善を図るかは大きな問題です。

もう１つの問題は不良債権問題で、日本の金融

部門の不良債権の比率は著しく高いものとなって

います。これもどこで線を引くかにもよりますが、

金融機関が行っている債務者の分類、金融機関の

自己査定による債務者区分、正常先でない分類を

された企業に対する融資のうち、返済にリスクを

伴っている部分が昨年３月末で８３兆円あり、金融

部門の総資産６７０兆円の１２％を越すというもので

す。ですから、少し広めに定義すると、日本の不

良債権比率は１２％ということになります。欧米な

どでは金融機関は自己資本を８％以上確保するこ

とが前提とされており、不良債権比率が６％を越

す状態で金融危機といわれているということと比

較すると、日本の実情は相当厳しいところにある

わけです。

３番目の問題点として、日本のさまざまな制度

を大きく変えるべきなのかどうかということがあ

ります。これが私は本来的な意味での構造改革の

課題だと考えています。

２ 小泉政権における経済問題への対応

不況の克服と構造的な経済問題の対応について、

昨年来、問題解決のアプローチについて２つの意

見が存在し、対立を続けています。

小泉政権は２つの問題のうち、いわゆる構造的

な問題への取り組みを優先するという路線を提示

してきました。具体的にいうと、退出すべき企業

を市場から退出させるという方式によって不良債

権を処理する。財政運営については、国債発行を

３０兆円以下に抑える。基本的には、緊縮スタンス

の財政運営により財政再建を進めていくというも

のです。

こうした構造問題へ対処することによって、長

期的に景気回復を得るという方針でありました。

私はこの方法について、事態を悪化させる可能性

が強いということで反対意見を申し上げておりま

した。私の提案は、２％なり３％の健全な経済成

長の軌道を確保することを優先し、その中で財政

の建て直しと不良債権の処理を進めていくべきだ

というものです。

昨年末、あるいは今年の２月にかけて株価が１

５ 郵政研究所月報 ２００２．８



万円を割り込む状態が生まれました。そういう中

で景気は、戦後最悪の落ち込みを実現してしまっ

たわけです。その延長上で、金融システム不安が

かなり深刻な様相を示すことになりました。

この３月を乗り切った大きな要因は、小泉政権

がこの政策の方法を大幅に修正したところにあり

ます。財政については４．８兆円財政収支を悪化さ

せる補正予算を編成しました。当初予算の財政赤

字が２８兆３，０００億でしたから、実質的に財政赤字

は３３兆円を突破したわけです。

それから金融の処理については、青木建設まで

は市場の力で企業が淘汰されることはやむなしと

いうスタンスでしたが、ダイエーからスタンスが

大転換して、当局もいろいろな形で関与する中で、

個別企業に対する金融支援策の発表という形で、

個別救済を中心に問題を先送りするという対応に

なったわけです。

こうした事例を踏まえると、やはり景気回復を

確保しながら財政問題、不良債権問題に対処する

ことの重要性が改めてクローズアップされている

と思います。

３ 「構造改革」の真の課題

日本の諸制度をどう変えるということがありま

す。テーマとしては、官と民の関係をどう作り変

えるか、規制を撤廃する、そして財政資金の配分

を変えるということで、こうしたことが私は構造

改革の大きな課題だと思います。ただ現状におい

て、こうした意味における改革は、大幅に進展す

る見通しは立っていないと思います。こうした制

度の変更が実現するかどうかのカギを握るのは、

国会において新しい提案が可決されるかどうかと

いうところに置かれるわけですが、現状において

自民党、公明党、保守党という与党３党が国会に

おける多数を確保しているので、この与党３党が

賛成し得るものだけは国会で可決されることにな

ります。現状においては、日本のさまざまな仕組

みを根本から変えることについて、現在の与党は

必ずしも賛成する状態にはないと思います。

これは国民にとりましては非常に大きな課題で、

今後このような変革を進めていくべきなのか、あ

る程度抑えていくべきなのか、あるいは変革する

としても何をどのように変えるべきか。その具体

案を示すことが重要であり、それがまさに政党の

役割だと思います。

個別の政党が、それぞれのテーマについて具体

的にどのような提案を行うか。国民はその提案を

受けて、選挙の際に意思表示をする。その結果と

して、具体的な提案について変革を進めるという

政治勢力が国会で多数を確保すれば、それらの変

革は進展していくことになりますし、そのような

政治勢力が依然として国会で多数を確保できなけ

れば、それは国民の選択としてそういうものは進

んでいかないということになります。私は、この

問題はこれから４～５年の日本の最大の問題に

なってくると思いますが、現段階では国会の勢力

を踏まえると、大きな進展を見る状況にはないと

思います。

ここで、１点だけ申し上げておきたい点があり

ます。民営化＝正しい政策というとらえ方があり

ますけれども、私はこれは必ずしも正しくないと

思います。重要な点は競争を促すべき分野におい

て、競争を促進するという政策です。民営化して

も、競争状態がうまく生まれなければ、国民が得

るメリットは小さいわけです。また、事業によっ

ては、いわゆる公共部門が担当したほうがよい事

業分野も当然存在するわけですから、何を民営化

して、何を公共部門が引き続き担当するかは、も

う少し詳細な議論をした上で具体案を示していく

必要があるのではないかと思います。
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４ 誤った歴史認識が誤った政策判断を生む

現状において重要なのは、先ほど申しました３

つの問題のうち、不況をどう克服するか。構造的

な経済問題としての財政の立て直しと不良債権の

処理という、この２つの大きな問題をどのように

解決するか。やはり、ここにエネルギーを注ぐべ

きだと思います。

そうした中で具体的な政策をいろいろ提案する

わけですが、大きな障害になっているのが「９０年

代に何度か大規模な景気対策を発動してきた。こ

れらの政策は一時的に効果を上げたけれど、景気

改善の持続的な効果はなかった。結局景気は元の

悪い状態に戻った。後には財政赤字が残った。し

たがって、こういう方法をもはやとるべきでな

い」という、一般的な理解です。この話は一部正

しいけれど大きな間違いを含んでいると思います。

５ 経済政策と株価

９０年代に株価が暴落し、経済の危機と呼ばれた

局面が４度あります。この経済危機に対応し、順

次１０．７兆円、１５兆２，５００億円、１４兆２，２００億円、そ

して２３．９兆円と、大型の景気対策を決定していま

す。新規に大型の真水を含む政策を決定したのは

この４回ですけれども、その後の市場の反応を見

ると、いずれのケースも株価が５，０００円から８，０００

円上昇し、明確な景気改善という成果を得ていま

す。

問題は、改善した日本経済が、それではなぜ反

落に転じたか。ここが大きな問題です。

これを調べてみると、９３年は記録的な冷夏によ

り夏の消費が大きく落ち込み、これをきっかけに

株が急落していきます。９４年のケースは、日本銀

行が誤って金利引き上げの動きを取り始め、この

政策方針の提示を背景に株価は２万円を割り込み、

阪神淡路の大地震、地下鉄サリン事件のようなア

クシデントも加わって、１万４，０００円台に急落し

ています。

９６年、日経平均株価は２万２，０００円台まで上昇

していました。しかし、ここで橋本政権が増税の

方針を９６年６月２５日に閣議決定をし、株価は翌日

を起点に２年３か月で１万円の暴落を演じること

になりました。

２０００年４月、森政権発足と同時に緊縮財政が始

まっています。また、日銀は金利引き上げの方針

を２０００年４月１２日に初めて発表するわけですが、

この日を境に結局１万１，４００円の大暴落を経験す

ることになります。

特に注目したいのが、９６年と２０００年の転換点で

す。政策の逆噴射と呼んでいますが、事態を悪化

させる政策決定に対応して、上昇から急落へと大

転換したわけです。ここに焦点を当てることが非

常に重要だということです。

６ 日本経済低迷長期化の原因

８０年代後半と９０年代前半は、まさにバブルの生

成とバブルの崩壊の、１０年間の大循環を演じた時

期です。

この変動を作りだした最大の要因は、民間設備

投資ということです。バブルの時代に設備投資が

大幅な伸びを示しますが、バブル崩壊後、設備投

資が逆に大幅に減少するという大振幅が生じ、こ

れが５％成長４年、１％成長４年という大変動を

生み出す最大の背景となります。

問題は、こうしたバブル崩壊に伴う景気悪化が

９５年で一巡していることです。９６年を見てみると、

日本の成長率３．５％、個人消費の設備投資もプラ

スに転じています。つまり、民需主導の持続力の

ある、安定感のある景気回復を実現しています。

９６年の景気回復も、中立の経済政策で見守って

いれば、その後景気回復は持続していったと考え

られますが、残念ながら景気が軌道に乗った矢先
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に非常に厳しい政策がとられることになります。

具体的には消費税で５兆円、所得税で２兆円、

医療保険制度の改革で２兆円の負担増、さらに公

共事業を４兆円削減しているので、９７年度の施策

は１３兆円のデフレ効果を持つ施策でした。この施

策によって、安定軌道に乗った日本経済は再び崩

壊、景気は急落、株価が急落し、その結果として

金融不安という問題を顕在化させたわけです。

そうした中で９８年７月３０日から小渕政権が発足

し、２０００年の日本の経済成長率は２．４％、２％を

超す経済成長を実現し、日経平均株価は２万８３３

円まで上昇しています。

ところが、２０００年度、森政権は財政赤字を３．２

兆円削減しています。過去２０年間で最大の削減で

す。財政赤字を削減することは、基本的に緊縮財

政ということができるわけですが、そのような政

策が実行されています。

２００１年度、小泉政権は当初予算における財政赤

字削減幅は６．７兆円でしたが、財政再建を急ぐあ

まり非常に強力な緊縮財政運営を実行し、結果と

して２０００年から２００２年にかけて事態の激変、景気

急落、株価急落、金融不安の再燃が生まれてし

まったわけです。したがって、よく「失われた１０

年」ということが言われておりますが、正確にい

えば、われわれが本当に失っているのは直近の５

年間で、「失われた５年」というのが正しいわけ

です。

どこに問題があったか。問題の中心は９７～９８年

の政策逆噴射と、２０００年から２００１年にかけての政

策逆噴射にあったのです。この事実を正確に理解

しないと、日本経済を再生させる方策は正しくは

浮上してこないと思います。

７ 適切なポリシーミックスとは

日本経済を立て直すためにどのような政策がと

られるべきかについて、やはり２つの異なる意見

が提示されました。

直接財務省が提唱しているわけではありません

が、財務省が主張している政策を要約するとこう

いう内容になるだろうという、私の判断に基づい

て書いています。具体的な政策の組み合わせとし

ては、緊縮財政と超超緩和の金融政策です。緊縮

財政は変えずに、日銀に量的緩和を求めるという

政策です。この政策のねらいは短期と中期、ある

いは短期と長期に分けて考えることができますが、

短期はこのような政策により円安を誘導し、その

結果として外需主導の景気回復を図るという考え

方です。長期のねらいとしては、日銀に無尽蔵に

資金供給を行わせて、いずれかの時点で大幅なイ

ンフレを実現させるものです。こういうことが、

恐らく密かに考えられているのではないかという

ことです。

この政策は、現在のオープンエコノミーにおい

ては、確実に失敗すると思います。その理由は端

的にいいますと、そういうことが起こることが可

能性として高まれば、海外の投資家は円資産を全

面的に売却してきます。円資産からドル資産へ、

あるいは円資産からユーロ資産へ資産を移動させ

る。その際に、日本においてはトリプル安が起こ

ります。資本が海外に逃避することにより、株の

暴落、円の暴落、金利の急上昇が発生するので、

インフレが来る前に深刻なデフレが来てしまうと

いうことで成功しないことになります。

唯一事態を打開していくのは、財政政策を緊縮

から中立に修正し、現在の金融緩和を維持する。

これによって、内需主導の景気回復を図る。これ

が必要な政策かと思います。

物価が下落しているという現在のデフレという

状況を打開するためには、経済の成長率を高め、

先行きの期待成長率が高まることにより、前向き

の資金需要を生み出すことが必要です。現在の金

融情勢では、前向きの資金需要があれば、金融機
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関は基本的にはいくらでも融資をつけるという状

況であり、そうなると初めてマネーサプライの増

大が得られる。マネーサプライの増大の延長上に、

デフレの物価上昇率が修正されていくことになる

かと思います。

８ 一般会計財政赤字の推移

私は財政政策運営において、現在の緊縮政策を

中立に修正すべきだということを申し上げており

ますが、それを一般会計の数値でご確認いただき

たいと思います。

森政権の２０００年度は、３．２兆円財政赤字を削減

したわけですけれども、１９８１年度以降、この数字

を見比べると、３兆２，０００億円の財政赤字の削減

は２０年間で最大の削減になっています。森政権は

一般的な理解とは違って、非常に強い緊縮政策を

実行したということが確認できるわけです。

２００１年度の当初予算においては６．７兆円財政赤

字を減らすというスタンスでした。私は財政再建

に反対したことは１度もありませんが、ここまで

緊縮のブレーキを踏むのはリスクが大きすぎる、

橋本政権がやはり強力な緊縮策をとり、経済を悪

化させてしまったことを踏まえ、ここは緊縮の度

合いを緩めるべきだ、補正予算が必ず必要になる

ということを、昨年春から申し上げておりました。

小泉首相も竹中経済財政担当大臣も、当時は補

正予算を打たない、補正予算必要なしという見解

でしたが、結局補正予算と書いているとおり、昨

年度は支出を３．７兆円増額補正、税収見積もりを

１．１兆円下方修正したので、４．８兆円財政収支を悪

化させる補正予算を編成しています。国債発行額

ですが、当初予算では２８兆３，１８０億円でした。４．８

兆円を足すと３３兆円を突破するわけですが、そこ

はNTT売却益の流用という一種の会計操作に

よって、見かけの国債発行を３０兆に押さえたとい

うことです。

２００１年度補正後、２００２年度当初、財政赤字増減

が、それぞれ１兆８，０００億、２兆３，０００億となって

いて、昨年度と今年度と２年間で財政赤字を４兆

円強減らすというのが、現在のスタンスです。私

は、足元の状況を踏まえると、財政政策はまだ中

立を維持すべきだと思います。４兆円を減らすと

なると緊縮となるので、４兆円程度真水を市場に

流入させるような景気対策の策定が必要だという

ことを申し上げているわけです。

９ 景気回復と構造調整を両立させる財政政策と

は

こうした中で仮に財政政策の軌道を修正すると

した時に、それではそれをどのような方法で行う

べきかというところが、また１つの議論の論点と

なります。

財政の機能には、所得再分配以外に景気安定化

という機能、資源配分という２つの機能があり、

一般的なイメージとしては、緊縮財政がそれなり

に賛同を得てきたのは、緊縮財政が財政の利権構

造にメスを入れてくれるのではないかという期待

感があったからです。

逆に景気対策を行うべきだという提案は、あた

かもそのこと自身が利権をねらっているのではな

いかという、イメージでとらえられてきました。

したがって人気投票をとると、景気対策よりは緊

縮財政のほうがいいのではないかという。そうい

う短絡的なとらえ方が、財政論議では支配してき

たわけです。

私は、景気安定化の機能から見ると、今４兆円

程度の財政支出の追加が必要だと感じていますが、

それを構造調整あるいは構造改革で、ある利権を

排除するということと矛盾しない形で行う方策を

工夫すべきだと思います。景気を支えつつ構造調

整を促すような施策を検討すべきだと思います。
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１０ 新しい景気対策

まず第１に公共事業の見直しです。これは内容

的に２つあって、１つは公共事業の意思決定、執

行に当たって問題点を取り除くというものです。

ゼネコンの方などの話を聞くと、工事の発注代金

の３％程度が政治家に還流される金額と言われて

います。それは合法的に行うのか、非合法的に行

うのかによって、問題の出方は変わるわけですが、

公共事業の意思決定、箇所付け、業者選定に大き

な問題があるわけですから、こういう仕組みを変

えることが重要だと思います。２番目の問題とし

て、公共事業の資金配分を全面的に見直すという

ことです。国民の視点に立って、それほど必要度

のない部分に公共事業の資金が投入されていれば、

それは是正すべきですが、一方において国民経済

的に見て、非常に重要性の高い分野になかなか必

要な資金が投入されないという問題があります。

したがって、公共事業の資金配分を全面的に見直

すというものです。これもしっかりと詰めないと、

最終的に金額が多すぎるのか、少なすぎるのか、

その判定は下せません。

２番目に税制を活用し、景気浮揚の施策を打つ

べきだと思います。考え方としては、不況の際に

減税によって景気を支える政策を打つ。景気が安

定機運に乗った段階で、無駄な政府支出を削減す

る。こういうことを繰り返していると、小さな政

府の実現につながっていくわけです。逆に、不況

の際に公共事業で支出を追加し、景気安定化した

際に増税で収支を改善すると、これは大きな政府

につながりやすい。そういうことも考えられるの

で、減税について諸外国の税制も念頭に置きなが

ら、積極的な対応をとるべきだと思います。個人

消費、設備投資、住宅投資も促すような減税を打

つべきだと思います。

もう１つは土地に関する問題です。日本の不良

債権問題の最大の背景は、地価の下落です。不動

産価格の下落が進行している間は、不良債権問題

の根本的な解決はあり得ないといって差し支えな

いと思います。

地価の下落にいかにして歯止めをかけるか。一

番重要なことは経済成長率を高めることですが、

同時に不動産の取引コスト、保有コストを低下さ

せることです。そういう意味で、不動産取得税、

登録免許税、固定資産税、譲渡所得益課税を時限

で大幅に軽減することも検討すべきだと思います。

３番目に、これから構造調整を進めていく際に

重要な点は、セーフティネットをしっかりと整備

することです。２つ掲げていますが、１つは労働

市場のセーフティネットで、団塊の世代を中心に

リストラが進んでいかざるを得ません。一方、団

塊の世代の方々は年功制というルールで企業に入

社しているケースが非常に多い。リストラの進行

はかなり理不尽なダメージを人々に与えるので、

時限措置としてそうしたダメージを緩和するため

の失業保障の拡充も検討すべきだと思います。

もう１つは非常に大きな問題で、社会保障制度

の問題です。老後の不安の御三家と呼ばれている

のが医療、介護、年金ですが、老後の不安が原因

となって消費が停滞するということがよく指摘さ

れます。最大の問題は、将来の社会保障制度の姿

が明確に見えないことです。この点については消

費税を福祉目的税に転換し、消費税によって社会

保障の財源を賄うことは避けて通れないと思いま

す。したがって、政府として将来の社会保障の内

容を明確に示すと同時に、その際の財源調達の姿

も具体的に提示する。これを明確に示すことに

よって、先行きの不確実性を低下させることが可

能になってくると思います。

以上申しましたことを中心に、景気を立て直す

施策を打つべきだと思います。
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１１ 財政健全化１０か年プログラム

私が申し上げているこの提案は、短期的な財政

収支への影響からいうと、明らかに財政赤字増大

要因です。日本の国債の格付けが大幅に引き下げ

られている局面で、財政赤字を拡大させる施策が

取り得ないのではないか。こういう反論も当然出

てくるわけですが、私は短期的に景気を回復軌道

に誘導するためには、ある程度の財政面での対応

は避けて通れないという判断を持っています。た

だ、そのことと長期的な財政の健全性回復とを両

立させる工夫が必要だと思います。それが「財政

健全化１０か年プログラムの提示」というものです。

つまり、短期的に景気を２～３％の回復軌道に

確実に誘導する施策を打つと同時に、それとセッ

トで５年から１０年の財政健全化のプログラムを、

いわば合わせ技で提示することが必要だという主

張です。財政を健全化させるために最も重要な原

則は、３つあると思います。

第１に「景気回復なくして財政再建なし」とい

うことです。アメリカは９２年度に約３０兆円の財政

赤字を計上していました。ところが、この財政赤

字を６年間で黒字転換させたという成功事例を

持っています。このアメリカの財政赤字の減少を、

大統領府が発表している要因分解された数値に基

づいて計算すると、当初の３年は景気回復によっ

て赤字が減った部分が赤字減少の７割を占めてい

ました。後半３年においては、赤字減少の７割を

構造改革による赤字減少が占めました。

アメリカの財政再建の手法は、景気をまず確実

に回復軌道に誘導し、その上で思い切ったナタを

振るったという方法です。日本は橋本政権も小泉

政権も、財政赤字の先を急ぐあまり、行き過ぎた

緊縮策をとり、経済の悪化とともに財政収支の一

段の悪化を招いてしまった。この事例を踏まえる

と、アメリカの成功事例を十分参考にすべきだと

思います。

２番目に、社会保障制度について抜本的な取り

組みを示さない限り、日本の財政問題の根本的な

解決はあり得ません。政治家はどうしても高福祉

低負担というプランを示しがちですが、現実には

高負担高福祉か、中負担中福祉か、低負担低福祉

しかあり得ないわけで、これを明確に具体的な姿

をもって提示することが不可欠です。

３番目に、短期的に景気を確実に回復軌道に誘

導すること、中期的に社会保障財政について抜本

的な改革を行うこと、これを柱として５年から１０

年の時間で財政の健全性を回復させる、具体的な

政策プログラムを提示することが重要だと思いま

す。

現在、日本の長期金利は非常に低水準ですが、

これはマクロの経済状況を背景にしています。現

在日本では依然として国民全体の貯蓄が投資を

GDP比で２．５％ほど上回っているので、マネーフ

ローから見ても、金利急上昇の恐れは存在してい

ません。これも付け加えさせていただきます。

１２ 不良債権処理問題について

基本的な考え方としては、問題企業にあるいは

問題金融機関に対しては、設定されているルール

に基づいて、透明公正な処理を進めるべきだと思

います。当然、問題企業に対する処理は法的枠組

みを基礎に据えるべきです。法的枠組みを超えて、

安易な救済を行うことは、やはりモラルハザード

という問題を引き起こしていくと思います。

最も重要だと私が思うのは、経済全体の改善、

資産価格の下落に明確に歯止めをかける。これが

不良債権問題においては何よりも重要な施策にな

るわけです。この施策を抜きにいかに問題企業を

整理しても、根本的な問題には至りません。この

施策を最重視することが最も重要だと思いますし、

また中小企業・中小金融機関に対しては、特段の
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配慮が必要だと思います。

１３ 景気先行指標の動きを維持する株価

９６年６月、橋本政権が増税の方針を打ち出した

ところから株は下落。９８年１０月、小渕政権が景気

回復優先に路線を切り換えたところから株は上昇。

２０００年４月、森政権の下で緊縮財政が始動したと

ころから株の下落となっています。この３か所と

も政策路線の転換点です。

つまり、政策当局の政策の基本方針が世の中の

流れを決定しているということです。この流れに

対し、現実の経済活動は半年から１年遅行して後

追いするという状況です。

小泉政権の下で、株がずっと下落してきました

が、昨年から今年にかけて５兆円の補正予算編成

という形で、政策が大きく修正された結果、株の

下落が止まってきました。この先、もう一段明確

に路線を転換し、景気回復重視というスタンスを

明確に示せば、ここから株価は上昇に転じ、景気

は年末、秋以降、明確に浮上していくでしょう。

政策がそこまで明確な路線を示さなければ、膠着

状態が続くことが予想されます。

１４ 浮上した米国と逆噴射を繰り返す日本

９０年から９２年、アメリカ経済は非常に低迷して

いました。当時のアメリカは３つの問題に直面し

ていましたが、この３つの問題は不況と財政赤字

と不良債権問題で、まさに日本がいま直面してい

る３つの組み合わせと同じものであります。

アメリカは９０年から９２年の停滞期から見事にそ

れを克服していくわけですが、転換点が９２年にあ

りました。９２年には追加利下げがありますが、

FRBが非常に大胆な引き下げを行います。この

政策が持つ最大の意味は、政策当局が何よりも景

気回復を目指していて、この意思が明確に市場に

伝えられたということです。この政策を転換点に

見事に浮上し、３つの問題の解決に成功しました。

一方、日本はというと、何度か浮上するチャン

スがありました。９４年、９６年、２０００年と３度あり

ましたけれども、３度とも政策の逆噴射で潰して

しまいました。９４年は早まった利上げへの動き、

９６年は行き過ぎた増税、２０００年は先を急ぎすぎた

強すぎる緊縮財政で、これによって浮上しかけた

ものも潰してしまいました。こういう過去の失敗

の教訓を踏まえて、まず安定的な景気回復軌道の

確保を優先する。それを確保する中で、財政の立

て直しと不良債権の処理を進める。こういう手法

がどうしても必要だと思います。

１５ 不況長期化の原因

現在の日本経済の不況長期化について、改めて

簡単に整理させていただきます。不況が長期化し

てきた理由としては、３つのことが重なっていま

す。１つはバブル崩壊で、これがそもそものきっ

かけでした。２つ目に冷戦が終焉し、中国が力を

強め、特に製造業が中国の脅威にさらされている

ことです。３番目に、９０年代後半は政策が失敗を

繰り返してしまったということです。これが日本

経済の長期低迷の背景です。

こういうことを踏まえると、政策的な対応とし

て、やはり経済政策の能力を高める必要がありま

す。企業部門においては、グローバルな競争に打

ち勝っていく体質を作るために、規制の撤廃、競

争促進という方向、方策が必要だと思います。ま

た不良債権の処理には、経済全体の流れをよい方

向に転換させるという取り組みが必要だと思いま

す。

１６ 今後の展望

最後に今後の展望をお話ししたいと思います。

小泉政権は昨年来の緊縮財政をかなり修正してき

ました。補正予算を打ち、デフレ対策を検討する。
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しかしながら、現状においても、なお緊縮財政と

景気対策の狭間で揺れ動いています。足して２で

割るところにいて、こういう政策が続く間は日本

経済の膠着状態が続くと思います。

今後、政策路線の政局の転換といったことも含

めて、大きく修正されれば浮上していけるのでは

ないでしょうか。

もう少し中期的な展望に立つと、まず経済政策

において、日本経済を回復させる具体的な提案が

どうしても必要となります。それと同時に、日本

のさまざまな仕組みを変えるのか変えないのか。

その最終的な決定は、国民が選挙の際にどういう

意思を表示するかということにも関わってきます

が、この明確な意思と経済政策の適正化が組み合

わさったところから、日本経済はもう１度かなり

力強く浮上していくことになります。それはこれ

から２～３年の課題だと思います。

当面、経済状況は膠着状態にあります。年央か

ら秋にかけて何らかの政局の変化も予想され、そ

の後景気重視という色が少し表面化して、事態の

若干の改善が予想されるわけですが、本格的に日

本経済が浮上していくためには、経済政策の転換

と日本の制度の変更をいかに両立させ実行させて

いくかというところが焦点になるのではないかと

思います。

私なりの、日本経済の先行きの展望ということ

で、お話をさせていただきました。ご静聴ありが

とうございました。
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キーワード

郵便、労働生産性、全要素生産性（TFP）、技術効率性、DEA、マルムクイスト・アプローチ

［要約］

わが国を始めとして諸外国の郵便事業では独占留保分野の縮小・廃止により民間事業者

との競争圧力が一層強まることが予想されている。郵便事業体はユニバーサルサービスの

提供義務を課される一方で民間事業者と競争するために事業の生産性、効率性を向上させ

ることが求められるが、本稿では両指標の計測と国際比較の観点からの評価を試みる。

生産性とは、「ある一定の生産要素を投入したときにどれだけ多くの生産物を産出する

ことができるか」を表す指標、効率性とは「ある望ましい状態と比較して現在の生産状況

はどの程度無駄がないか」を表す指標であり、ともに企業や産業の生産活動を評価する際

に用いられる。生産性、効率性の計測方法としてはDEA（包絡分析）法、DEA法を基礎

としたマルムクイスト・アプローチなどが知られている。

郵便事業における生産性・効率性の計測に必要な生産物、生産要素の概念を整理した上

で、郵便定員当りの取扱郵便物数で表されるわが国郵便事業の労働生産性を計測したとこ

ろ、これまでは生産物である郵便物数の動向に強く影響されてきたが、近年では定員数の

減少が生産性を押し上げる結果となっている。国際的な比較においてもわが国郵便事業の

労働生産性は相対的に高いレベルにある。次に欧米アジア先進１９か国の郵便事業体を対象

とした技術効率性、全要素生産性（TFP）をDEA法、マルムクイスト・アプローチによ

り計測したところ、米国や日本は９０年代を通して相対的に効率的な事業運営を行ってきた

こと、全体平均でみたTFPは緩やかな上昇傾向を続けてきたことが分かった。

残された課題としては生産物、生産要素として更に詳細なデータを活用することにより

現実の事業の成果と整合的な指標を作成すること、地域別にみた生産性・効率性を分析す

ること等により今回計測した指標を様々な視点から再検証することであろう。

調査研究論文

郵便事業における生産性と効率性の計測
―国際比較の観点から１）―

第一経営経済研究部 主任研究官 丸山 昭治

１）本稿作成にあたっては、慶應義塾大学商学部中島隆信教授（郵政研究所客員研究官）から御指導・御助言をいただいた。ここ
に記して感謝申し上げます。
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１ はじめに

１．１ 郵便事業における生産性・効率性

わが国における郵便事業はこれまで１３０年にわ

たり国が直接運営する事業として信書の送達につ

いては独占的な取扱いを行ってきたが、平成１５

（２００３）年からは現在の事業運営主体である郵政

事業庁は国営の公社に移行するとともに、信書分

野にも民間事業者の全面的な開放が認められる予

定となっている。公社がユニバーサルサービスの

提供義務を課されるほか料金設定等の面で制約が

残される中で民間事業者と対等な競争をするため

には事業の生産性、効率性を向上させることが必

要になるが、その前提条件としてこれらの指標を

より客観的に計測することが求められる。

郵便事業の生産性については人件費が総費用の

大半を占める労働集約型産業という特性から労働

生産性が重視され、しばしば国際比較の対象と

なってきた。しかしながら、特に１９９０年代以降、

郵便処理施設の大型化、郵便物自動区分機の導入

などに伴う資本関連コストの増嵩により、事業経

営を評価する指標としては職員１人当りの取扱郵

便物数で表される労働生産性だけでは限界がある

だろう。一方、効率性の概念については同様の生

産活動を行っている事業主体間での比較を問題と

するが、これまで信書送達分野において独占形態

により運営されてきた郵便事業で検討される機会

は少なかった。しかしながら、競争導入後には料

金設定および経営評価には欠かせない指標となる

ものと思われる。本稿ではこのような問題意識に

基づいて、郵便事業の生産性、効率性を表す様々

な指標を計測し、主として国際比較の観点からこ

れらの指標を評価することを目的としている。

１．２ 本稿の構成

構成は以下の通りである。続く第２節では生産

性、効率性の定義を明確にしたのちに両指標の計

測方法についてまとめる。いくつか知られている

計測手法の中でも公益事業を対象とした場合のほ

か適切な要素価格情報が利用できないケースで採

用されることが多く、特定の関数形を前提としな

いDEA（Data Envelopment Analysis，包絡分

析）法及びDEA法を基礎としたマルムクイスト

（Malmquist）・アプローチについて説明を行う。

第３節では郵便事業の生産性を計測するために郵

便サービスで生産される生産物、投入される生産

要素について考え方を整理した上で労働生産性を

計測し、内外で行われてきた生産性の国際比較を

紹介するほか、郵便事業におけるTFP（全要素

生産性）計測のアウトラインを示す。第４節は事

業の効率性に焦点を当て、欧米アジアにおける先

進主要諸国の郵便事業体のデータを使ったDEA

法，マルムクイスト・アプローチの概要と計測結

果を示した上で、生産性・効率性指標を決定する

要因について簡単にまとめる。第５節はまとめと

今後の調査研究の課題である。

２ 生産性・効率性の定義と考え方

２．１ 生産性・効率性とは

２．１．１ 生産性

生産性とは、ある単位期間における生産量の総

量と、その期間に投入された生産要素の比率で定

義される概念であり、「ある一定の生産要素のも

とでどれだけ多くの生産物を産出できるかを表す

指標」である。生産性指標としては考慮される生

産要素に応じて全ての要素を考慮する全要素生産

性（TFP）と、特定の要素のみを考慮する部分

要素生産性（PFP）に分けられ、後者の代表例と

して労働生産性、資本生産性がある。諸外国にお

いても人件費が全体の費用の７０％程度を占めるな

ど労働集約型産業といわれる郵便事業では労働生

産性２）、電気事業など固定資本のウェイトが高い
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資本集約型産業では資本生産性が重視されている

ことから頻繁に計測され、また活用されているが、

TFPとPFPの変動が同一であるとは限らないこ

と、また様々なPFP指標（労働、資本、原材料、

燃料等）間の変動も異なりうることを考えると、

適切な指標の計測および比較にはTFP概念が相

対的に優れている面があるといえる。しかしなが

ら、TFPは通常、複数生産物、複数投入物を対

象とする場合が多いことから、この場合について

計測するためには単位が異なる生産要素（例えば

投入における労働と資本など）を単一要素として

集計する必要があるためPFPの場合と比較して集

計作業に一定の条件を考慮する必要があること３）、

分母となる総要素が理論的な集計値となるために

労働生産性等の場合とは異なり直感的な理解が困

難になるなどの特徴がある。

２．１．２ 効率性

企業の経営状態を評価する指標として一般的に

用いられている「効率性」の概念は産出物と投入

物の比率で表される生産性概念と混同されること

も多く４）、厳密な定義付けがなされることは少な

いように思われる。効率性とは「ある望ましい状

態と比較して現在の生産状態がどのような状態に

あるのか」を定量的に表す概念で、現在の生産が

その望ましい状態にあるとき、効率的であるとい

う。中島［２００１］では、「生産性が時系列的にも

横断面的にも幅広く言及されるのに対して、効率

性は主として横断面での比較、言い換えれば生産

主体間の比較によって明らかになる場合が多い」

としており、生産性は供給要因のみならず需要構

造の変化などによっても水準が変動し得ることか

ら、例えば効率的な生産を達成している状態にお

いても生産性を向上させることが可能な場合があ

ることになる。

２．１．３ 技術効率性（TE）

Farrel［１９５７］によれば望ましい生産状態の基

準として物的な生産能力を用いる場合には「技術

効率性（Technical Efficiency, TE）」、生産要素

を活用する能力を用いる場合には「配分効率性

（Allocative Efficiency, AE）」という考え方があ

り、両効率性の総体概念として「経済効率性

（Economic Efficiency, EE）」を求めることがで

きる。これによれば技術効率性とはある一定の生

産要素投入を所与としたときに最大産出量を生産

する能力、配分効率性は一定の投入・産出価格お

よび生産関数のもとで投入物を最適な割合で用い

ることができる能力と定義され、両効率性の積が

経済効率性となる。各効率性指標は０以上１以下

の実数として表される。

このうち先に述べた生産性の概念と関係がある

のは技術効率性である（両者の関係については

２．２．２節でコメントする）。技術効率性を直感的

に理解するためには、その反対概念である（技術

的）非効率性を説明する方が容易かもしれない。

鳥居［２００１］によれば、「生産が非効率であると

は「無駄」が発生している状態であり、より厳密

には所与の物理的な投入量で達成可能な生産量よ

りも少ない生産量しか生産していない状態」であ

２）Stiglitz［１９９７］によると、「（米国における）郵便事業支出の約５分の４は人件費だから、従業員の生産性を測れば、実質的に
郵便事業全体を調べることになる」として、従業員１人当たりの配達郵便物数を生産性指標として用いている。これによると、
１９７５年から８０年代末にかけて郵便事業の生産性上昇率は一般民間企業を上回っている。

３）各要素の集計作業を要しないで一般的に行われるTFP計測手法として生産関数を時系列で推計し、説明変数の１つであるタイ
ムトレンドの係数を以ってTFPとみなすものがある。しかしこれは厳密にはTFPを含めた技術進歩率を推計したのであり、
TFPとは同義ではない。両者が一致するのは生産関数の一次同次性、完全競争、利潤最大化の仮定が満たされるときに限られ
る。

４）そのほか、独占市場において独占による刺激誘因の欠如、経営努力の不足といった要因に基づく経済的ロス、すなわち企業内
部に生じる不効率あらわす概念であるＸ非効率と区別されずに用いられることもある。
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るとしている。ここで達成可能な生産量の組み合

わせは「効率生産フロンティア」とよばれる。ま

た、技術効率性の考え方には、産出量一定の下で

最小の投入量で生産する「投入指向型モデル」と

投入量一定の下で最大の産出量を生産する「産出

指向型モデル」の２種類がある。

２．２ 生産性・効率性の計測方法

２．２．１ DEA法

技術効率性（TE）を計測する方法としては、

生産関数や費用関数として特定の関数形を仮定し

ないノンパラメトリック法の代表としてCharnes,

Cooper, Rhodes［１９７８］によって初めて提案され、そ

の後Banker, Charnes, Cooper［１９８４］などによる

モデルの拡張を経て現在では公益事業を中心とする

経営評価手法として様々な分野で応用され、線形計

画法の一手法でもあるDEA法（Data Envelopment

Analysis，包絡分析法）がある５）。

DEA法は企業の効率性を計測するために効率

的な生産活動を行っているサンプル６）の集合から

形成される「効率フロンティア」からの距離によ

り技術効率性を計測するものであり、これに生産

物と生産要素の時系列的な変化を把握できるパネ

ルデータを利用することにより全要素生産性

（TFP）を計測できる（後述するマルムクイス

ト・アプローチ）。この手法では現実のサンプル

データに基づき最も技術的に効率的な主体を基準

として、技術的に効率的な生産を行っている意思

決定主体（DMU）の集団から成る効率的なフロ

ンティアからの乖離（距離）により技術効率性を

計測するため、価格に関する情報を必要とせずに

数量情報だけで効率フロンティアを仮定し、効率

性を計測できることが最大の特徴である。ただし、

ここで計測される効率性はサンプル内において最

も効率的な生産を行っているDMUに対する相対

的な概念であって絶対的な指標ではないこと、効

率フロンティアからの乖離はすべて「非効率」と

みなされるため統計上の誤差（ノイズ）を排除で

きないという問題点が残されている。

２．２．２ マルムクイスト（Malmquist）・アプ

ローチ

DEA法を基礎とした生産性と効率性の計測手

法として、Caves, Christensen, Diwert［１９８２］

によって提案され、Färe, Grosskopf, Norris,

Zhang［１９９４］などによって実証研究が行われた

マルムクイスト（Malmquist）アプローチがある。

これを図表１により説明する（以下の定式化はお

もにCoelli, Rao, Battese［１９９８］、中島［２００１］

による）７）。

いま、Ａ、Ｂ、Ｃの３つのDMUがあり、t期お

よびｔ＋１期における生産要素と生産物の組み合

わせを（At，Bt，Ct）、（At＋１，Bt＋１，Ct＋１）とする。

FtとFt＋１はｔ期およびｔ＋１期における効率生産

フロンティアで、DEA法の考え方によりそれぞ

れの期における最も効率的な生産を行っている

DMU（図１においてはともにＢとＣ）から導出

される。技術効率性TEは各DMUと効率フロン

ティアの距離で表され、例えばｔ期におけるAtの

TEは投入指向型モデルの場合、AtからＹ軸に向

かってＸ軸と平行な直線を引いたときAt A’t／At Yt

で表すことができる（産出指向型モデルの場合に

５）DEA法はあらかじめ生産関数に関する情報を必要とせずに効率性を計測できるとして、わが国における地域電話会社のプライ
スキャップ規制導入に際しての各社の効率性を計測するための手法として採用されている（浅井・根本［１９９９］および刀根
［２００２］参照）。

６）DEA法において各サンプルは意思決定主体（DMU：Decision Making Unit）とよばれる。
７）Farrelによる技術効率性の考え方とそのDEA法への発展過程についてのサーベイ論文としてはForsund, Sarafoglou［２００２］が
ある。
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はＹ軸と平行な直線により効率生産フロンティア

との距離を計測することになる）。図表１におい

て、ｔ期における生産要素と生産物の組み合わせ

（Xt，Yt）がｔ＋１期に（Xt＋１，Yt＋１）に移行した

とすれば、TEの変化率はt期およびt＋１期にお

けるTEの比率として�１式のように表される。

TEi（yt，xt，yt＋１，xt＋１）＝［d t＋１
i （xt＋１，yt＋１）

d t
i（xt，yt） ］…�１

ここでdtとはt期における効率フロンティアから

の距離、すなわち技術効率性を表し、添え字iは

投入指向型モデル（Input―Oriented）を採用して

いることを示している８）。

一方、ｔ期からｔ＋１期におけるマルムクイス

トの意味での生産性（Ｍとする）の変化率は�２式

のようにそれぞれの期における生産性の幾何平均

で表される。

Mi（yt，xt，yt＋１，xt＋１）＝［M t
i（yt，xt，yt＋１，xt＋１）＊

M t＋１
i （yt，xt，yt＋１，xt＋１）］１／２

＝［d t
i（xt＋１，yt＋１）
d t

i（xt，yt）
＊

d t＋１
i （xt＋１，yt＋１）
d t＋１

i （xt，yt）］
１／２

………�２

ここで各期において技術的な非効率が存在して

いたことを仮定する（TE≠１）と、�２式は�３式

のように変形することができる。

Mi（yt，xt，yt＋１，xt＋１）＝［d t＋１
i （xt＋１，yt＋１）

d t
i（xt，yt） ］

＊［ d t
i（xt＋１，yt＋１）

d t＋１
i （xt＋１，yt＋１）

＊
d t

i（xt，yt）
d t＋１

i （xt，yt）］
１／２

＝TEt,t＋１＊TECHt,t＋１ …………�３

右辺第１項は�１式における技術効率性の変化率

である。第２項はｔ期とｔ＋１期における技術水

準の幾何平均で表される技術水準の変化率であり、

図表１における効率生産フロンティアのシフトに

対応している。これまでの定式化において生産性

指標の変化率が技術効率性の変化率と技術水準の

変化率により表現されることが示されたことにな

る。ここで郵便事業における効率性TEと生産性

TFPの関係についてコメントすると、郵便事業

は技術革新の恩恵を受ける要素投入のウェイトが

少ない９）という生産構造のために、少なくとも短

期的には�３式における技術水準の変化率

図表１ マルムクイスト・アプローチ

８）以下の定式化にあたっては、投入指向あるいは産出指向モデルの選択は問題としていない。生産関数がCRS（規模に対する収
穫一定）の性質をもつとき、両モデルは一致することが知られている。
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（TECHt，t＋１）の影響はそれほど大きくないこと

が予想される。TECHの変動が限定的であれば

TFPの変動は技術効率性TEの変動によって説明

されることになり、このような前提の下では生産

性と効率性を同一のレベルで議論することが可能

となる。

２．２．３ その他の生産性・効率性計測方法

DEA法以外の生産性・効率性計測手法として

はノンパラメトリックなアプローチとしてTFP

指数法、効率フロンティアを関数推計によって導

出するSF法（Stochastic Frontier、確率フロン

ティア法）がよく知られており、両手法について

簡単にコメントする。このうちTFP指数法は生

産性指標のみの計測が可能であり、効率フロン

ティアを推計するSF法ではTFPと技術効率性の

計測が可能である。

TFP指数法はDiwert［１９７６］において示され

た指数理論上のいわゆる極上（superlative）指数

の１つであるTornqvist指数を用いて産出物と投

入物を集計することにより生産性を計測する方法

である。極上指数とは、トランスログ集計関数に

代表されるフレキシブルな集計関数に対応した一

致（exact）指数のことをいう１０）。この方法では

最低２時点（あるいは２経済主体）の価格と数量

に関する情報があれば同期間における生産性の変

化を計算することができる簡便性を有する。しか

しながら、完全競争の仮定を満たさない場合等に

おいては生産性以外の要素に起因する非効率性を

排除することができないことに留意する必要があ

る。

SF（Stochastic Frontier）法は、ある生産関数

について、その関数が確率的に不確定であると仮

定して、生産関数からの乖離を誤差と非効率性に

分解することで技術的効率性を計測し、パネル

データを利用することによりTFPを計測する手

法である。この手法を用いることにより、TFP

指数法やDEA法では困難であった誤差と非効率

性の分離が可能となるため効率性に関してより信

頼できる結果が期待できる。DEA法と同様に価

格に関する情報なしに効率生産フロンティアの推

計が可能であるが、計量経済的な推計（通常は最

尤法）を行うために推計に必要な自由度を確保す

る必要があるほか、生産物が２財以上の場合など

複数生産物の場合における生産関数の推計が困難

であるなどの短所もある１１）。

３ 郵便事業における生産性

３．１ 郵便事業における生産性計測の意義

郵便局では職員、郵便局舎、自動車、自動区分

機械などの生産要素を用いて郵便物の引受、区分、

輸送、配達の郵便サービスを提供している１２）。わ

が国では平成１５（２００３）年に信書分野に初めて民

間事業者の取扱いが認められることが予定されて

おり１３）、市場開放後において既存事業体である国

営の郵政公社は民間企業と対等な立場での競争を

余儀なくされることから、生産性の考え方は信書

送達市場の民間参入後における郵便市場において

９）Crew, Kleindorfer［２００２］においては郵便事業の持つ特性を電気通信事業、電力事業などと比較した上で、「郵便事業は電気
通信事業で生じているような技術革新の利点が１つとしてない。実際、インターネットのような技術は書状郵便物の減少をも
たらす」として郵便事業の技術革新は極めて遅いとコメントしている。

１０）exactとはs期からt期にかけて集計関数の値がk倍になったとき、数量指数もk倍になる一次同次集計関数の特徴を持つことをい
う。Tornqvist指数を含めた指数理論に関する解説として吉岡［１９９９］などを参照。

１１）もっとも、費用関数を推計することにより費用効率性を計測する場合には複数生産物の取扱いは可能であり、いくつかの計測
事例も見られる。郵便事業におけるSF法の適用事例としてPimenta, Santos, Ragoa［２０００］がある。

１２）わが国の郵便局では郵便事業だけでなく為替・貯金、保険年金サービスも提供している。このため自動区分機械などは郵便事
業に固有の生産要素であるが、郵便局舎や職員（とりわけ小規模郵便局）は複数の事業に共通する生産要素と位置付けられる。

１３）平成１４（２００２）年６月現在国会審議中の信書便法案において全国でサービスを展開する民間参入者にも料金、取集、配達など
の点で一定の要件が課せられることとなっており、具体的な参入基準に関する検討がなされている。
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一層重視されるものと思われる。公社がユニバー

サルサービス提供義務（USO）１４）を課される一方

で収支相償を基本とする安定的な事業経営を行う

ためには収入につながる郵便物数を増加させる

か１５）、生産要素の無駄のない効率的な配置を行う

などの取り組みにより生産性を向上させることが

必要となる。生産性向上の程度を判断するために

は客観的なデータに基づいた、より現実の業務動

向を反映した厳密な計測作業を行うことが前提で

あるが、利用できるデータにも限界があることか

ら以下では生産性の計測に必要な作業についてま

とめることにする。

３．２ 郵便事業における生産物

３．２．１ 生産物とは

通常、生産物とは特定の生産関数の下である一

定の生産要素を投入した時に産出される付加価値

の総体に対応しており、生産活動がなければ存在

することがないモノやサービスを生み出したとい

う意味で生産主体にとって対価の支払を要求する

根拠、収入を生み出す源であるといえる。しかし

ながら、定量的な把握が外見上可能な付加価値を

産出する製造業とは異なり、サービス業の生産物

を特定化することは容易ではないことが多い。と

りわけ郵便事業ではポストや郵便局等で引き受け

た郵便物に消印を除いて何ら外形的な変形をほど

こすことなくあて地へ配達することが求められる

ため、一連の郵便プロセスの中で付加された価値

を外見上判別しがたい。ただし現実には、あて先

に配達を行うという最終目的に向けて局内外で区

分や輸送などの形で職員や機械による様々な生産

要素の投入がなされていることから、これらの過

程で生産物であるサービスが生み出されたと考え

ることができる。郵便サービスの対価は代金引換

配達など一部の例外を除いて利用者の差出時、郵

便事業者からみて引受時に徴収される。これは

１８４０年代に英国で考案されたポスト投函制が一般

的に定着しており（わが国での導入は明治４

（１８７１）年）、サービスが生み出される前に料金

を徴収するシステムを採用しているが、より厳密

には引受、区分、輸送、配達など各過程で生み出

されるサービスに必要な対価を要求していると考

えるべきであろう１６）。

３．２．２ 生産物に対応するデータ

引受、区分、輸送、配達業務において生産活動

を表す指標として、各業務過程における取扱郵便

物数がある。引き受けた郵便物は必ずあて先（私

書箱を含む）に配達されることから、引受物数、

区分物数、配達物数は等しくなる。局間の輸送物

数については、自局引受かつ自局配達の場合では

輸送プロセスに乗ることがないことから、引受や

配達の取扱よりも少なくなるが、自局における引

受プロセスから配達プロセスへの移動を広義の輸

送と捉えればこれら４つの業務の取扱物数は等し

いものとなる。生産性を定量的に把握するために

はデータを加工することなく利用可能な情報を用

いることが望ましいが、取扱物数関連で統計とし

１４）郵便事業におけるユニバーサルサービス義務とは一般的に遍在性、料金の均一性、サービス品質の均一性の要素からなると考
えられている。わが国におけるユニバーサルサービスの定義については総務省［２００１］、諸外国のユニバーサルサービス義務
の考え方については丸山［２００２］参照。

１５）わが国の国民１人当りの郵便物数は約２００億通（１９９９年度）と、米国（７４０億通）やフランス（４４０億通）など先進諸国と比べ
て少なく需要拡大の余地は大きいという考え方がある一方で、金銭関係郵便物の電子請求サービスへの移行等IT化の程度に
よっては今後数年間で郵便物が減少するという予測もある（総務省［２００１］）。

１６）利用者が受けることができる配達サービスの質（配達場所、配達頻度）に応じて異なる料金体系を採用するという提案が１９８０
年代になされ、Schwarz―Shilling［２００１］において理論的な検討が行われている。これによれば、配達サービスにより差別化
された料金体系は自由化時代における郵便事業にとって魅力的であるとしながらも、現実には顧客データベースの構築や取引
コストの面から適用は困難であるとしている。

２０郵政研究所月報 ２００２．８



て公表されているのは「引受物数」のみである。

このため、本稿においては「引受郵便物数」を郵

便事業の生産物として計測作業を行うことにする。

３．３ 郵便事業における生産要素

３．３．１ 生産要素とは

一般に生産活動に用いられる生産要素としては、

労働、資本ストックおよび原材料・原燃料等があ

る。郵便事業における最大の投入要素は引受、区

分、輸送、配達の全ての過程で介在する労働、す

なわち郵便関係職員であろう。郵便職員は職種別

には常勤職員と非常勤職員に分けられ、形態別に

は郵便事業を専業としている職員（郵便職員）と

郵便局の総務部門や本庁・地方機関の郵便関係部

署に勤務する職員（共通職員）に分けられる。こ

れらの職員にかかる人件費は郵便事業が負担する

費用の約７０％を占めている。人件費以外で重要な

投入要素としては資本ストックがあり、これは土

地、建物、機械・機器類が該当するが中でも郵便

サービスの提供窓口である郵便局舎の役割が最も

重要であろう。

３．３．２ 生産要素に対応するデータ

労働に関して利用可能な統計の中で最も一般的

に用いられているものは「郵便事業定員」である。

この定員には郵便局の共通部門で勤務する職員や

郵政短時間職員、非常勤職員は含まれていない。

郵政短時間職員や非常勤職員に関しては勤務時間

の形態が様々であることから、単純に人員数を合

算しても適切な投入量が得られないという問題が

ある１７）。資本ストック関連で利用可能な統計は簿

価ベースの計数に限られており、これを数量ベー

スの情報として用いることはできないことから特

に本稿においては国際間で利用可能な変数である

「郵便局数」を中心に見ていくこととし、これを

資本ストックの代理変数として取り扱うことにす

る。現実の資本ストックには、郵便局舎だけでな

く土地、自動区分機械や自動車などの機械・機器

類も投入されているが、これらの変数は郵便局舎

の動向に影響されるものと考えた。しかしながら、

現実には郵便局の形態として普通局、特定局、簡

易局があり、特定局にも集配特定局と無集配特定

局など規模面で異なる形態がある。同じ１局でも

中央郵便局と島嶼部の無集配特定局では資本コス

トは桁違いに異なることから、厳密には単純に合

算できない性質のものである。

３．４ 郵便事業における生産性の計測

３．４．１ わが国郵便事業の労働生産性の計測

先にもみたように郵便事業は労働コストのウェ

イトが大きいこともあり職員１人当りの郵便取扱

量で表される労働生産性が重要視されており、国

際比較の対象となることも多い。図表２はわが国

郵便事業のデータを使って労働生産性（引受郵便

物数／郵便定員数）の変化率を８６年から計算し、

これを郵便物数と職員数の変動に分解したもので

ある。

郵便定員数は９３年までは増加、９４年以降は減少

していたため、労働生産性に対する投入要素の影

響は前半ではマイナス、後半ではプラスであった

ものの、生産性の変動は生産物である郵便物数の

寄与によるところが大きいことが分かる。郵便物

数は８０年代後半から平成景気の山である９１年まで

は４～７％の高い伸びを維持していたのに対して

９０年代に入ってから上昇率が低下し、とりわけ郵

便料金の値上げが行われた結果、物数が前年比マ

１７）郵政短時間職員数については郵政省［２０００］の「郵便事業における外部評価システム」の中で郵政短時間職員数を勤務時間に
より１日８時間勤務する職員に換算することにより職員数の把握を行っている。これによれば、平成１１年度における郵政短時
間職員数（郵便事業定員換算）は約２，５００人となっており、現実の短時間職員数の６２％となっている。

２１ 郵政研究所月報 ２００２．８
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イナスとなった９４年には労働生産性も前年割れの

水準となった。生産性は９０年代の後半にかけては

概ね１～２％台の推移が続いており、とくに最近

数年間においては郵便物数の変動幅が縮小する一

方で定員数が減少傾向にあることを受けて生産性

は上昇傾向にある１８）。

３．４．２ 労働生産性の国際比較

日本の郵便事業を含めた生産性を比較した事例

として総務省［２００１］とCohen, Chu, Ferguson,

Xenakis［１９８４］の計測事例を簡単に紹介する１９）。

図表３は総務省［２００１］（「日本の郵便２００１」）に

おけるわが国を含む欧米６か国における郵便事業

体の労働生産性の国際比較である。これによれば、

日本の郵便物数はフランスやドイツと同程度であ

るが職員数が相対的に少なく生産性レベルは高い

こと、カナダの郵便物数はわが国の半分以下であ

るが職員は３分の１以下であるため生産性では日

本より高くなること、米国の職員数は際立ってい

るが引受物数の水準（日本の約７．８倍）を考慮す

ると労働投入量は過剰とはいえず、先進主要諸国

の中で極めて高い生産性レベルを維持しているこ

とが分かる。

Cohen, Chu, Ferguson, Xenakis［１９８４］では

生産物として郵便物の取扱いにかかる費用によっ

てウェイト付けされた引受郵便物数、生産要素に

は郵便労働事業者の労働時間２０）を考慮したうえで

IMF加盟国のうちアイスランドとニュージーラン

ドを除く２１か国を対象に労働生産性の比較を行っ

ている。これによれば最も生産性が高いのは米国

図表２ 郵便事業の労働生産性変化率の推移

１８）近年では従来常勤職員が行ってきた配達業務等も非常勤職員が担当するケースも増えてきており、労働投入として非常勤職員
を含めた場合には生産性水準はある程度低下することが予想される。また、利用可能なデータはないものの厳密には労働投入
に関する要素の１つとして労働時間も考慮されるべきである。

１９）その他、英国の郵便規制当局であるPostcomm（郵便委員会）が欧米７か国を対象に労働生産性の比較を行っている。住所不
貼付郵便を含める場合と含めない場合について計測しており、いずれのケースでも米国およびオランダの生産性水準が高く
なっている（Postcomm［２００２］）。

図表３ 労働生産性の国際比較

常勤職員数 引受物数 常勤職員当り物数

人 億通 万通

米 国 ７９７，７９５ ２，０３２ ２５．５

フランス ２２７，６８０ ２６２ １１．５

日 本 １３９，６４２ ２６１ １８．７

ド イ ツ １６６，０００ ２２５ １３．６

英 国 １７５，５７９ １９３ １１．０

カ ナ ダ ４４，１４９ １０７ ２４．２

（注）１９９９年の計数。ただし、フランスの職員は９８年、カ
ナダの物数は９３年。

（出所） 総務省［２００１］「日本の郵便２００１」

２２郵政研究所月報 ２００２．８



で、以下、スイス、日本、オランダ、オーストラ

リアが続いており、最も生産性の高い米国と最も

低いポルトガルとは約５倍の格差が存在している

ことを明らかにしている。

３．４．３ 全要素生産性TFPの計測

郵便サービスの提供にあたって投入されている

全ての生産要素を考慮する全要素生産性（TFP）

を計測するための方法についてまとめる。第２節

で説明したようにTFPを計測する方法としては

生産性の変化を技術効率性の変化と技術水準の変

化の組み合わせとして求めるマルムクイスト・ア

プローチと、生産物と生産要素をディビジア指数

ないしはその離散近似形であるトルンクヴィスト

指数により集計してその比率により求める方法が

ある。前者については第４節以降で計測を試みる

ことから、ここでは後者の方法について簡単にコ

メントする。

郵便事業は複数の生産物（書状、小包など）を

複数の生産要素（労働、資本など）により生産し

ているサービスと考えた場合、生産物、生産要素

それぞれを２．２．３節で説明したトルンクヴィスト

指数等により集計する作業が必要になり、同指数

を適用するためには各生産物、生産要素の数量、

価格情報が必要になる。

とりわけ最も集計が困難なのは資本ストックで

あろう。郵便事業の場合、資本ストックは土地、

建物、機械・器具に大きく分けられるが、各要素

の数量データは財務諸表にある固定資本金額を基

に推計する必要がある２１）ほか、資本ストックを構

成する各要素の価格データは通常、投資財デフ

レータ、長期金利、減価償却率のデータを用いて

計算することになろう。さらに、投入された資本

ストックは郵便・為替貯金・保険の三事業に用い

られていることから、郵便事業の生産性を対象と

するときには何らかの基準で郵便事業への投入部

分を分離することが求められる。また、労働につ

いては近年における非常勤職員の業務運行に占め

るウェイトを考慮すると投入要素の一部として考

慮することが望ましいため、非常勤職員の賃金情

報から常勤職員換算の人員数を求める等のデータ

加工が求められる。

このように指数を用いることによってTFPを

計測するためには労働生産性の場合とは異なり現

実に利用可能なデータだけでは困難であり、何ら

かの推計作業や事業以外のデータの活用が必要と

なる。このため、職員１人当りの取扱物数のよう

な指標と比較して直観的な理解を得ることが困難

になるほか、様々な前提条件を置いた上で計測さ

れた指標であることに留意して活用することが求

められよう。

４ 郵便事業における効率性の計測

４．１ 技術効率性、全要素生産性計測の概要

４．１．１ 利用データ

この節では国別のクロスセクションデータによ

り郵便事業体の技術効率性（TE）、全要素生産性

（TFP）を２．２．２節で説明したマルムクイス

ト・アプローチにより計測し、このうちTEに影

響を与える要因に関する検討を行う。前節でみた

ようにパネルデータを使ってTEおよびTFPを計

測する手法としてはDEA法（マルムクイスト・

アプローチ）とSF法を適用することが可能であ

るが、今回の計測対象である郵便事業は天候によ

り生産物の動向が大きく左右される農業等とは異

なり年毎の生産物や生産要素の変動が少なくデー

２０）生産物集計のために用いたウェイトは次の通り：封書１５、はがき１０、小荷物８、小包１３７など。また、郵便労働者の労働時間
が公表されていない国（日本を含む）では製造業労働者等の労働時間を用いている。

２１）現在の郵政事業における財務諸表は簿価ベースで計上されているが、生産性を計測する際に求めるのは「現実の」投入要素で
あるから、これを評価するためには時価ベースの数字を用いる必要がある。

２３ 郵政研究所月報 ２００２．８



タに含まれる観測誤差の影響が大きくないことが

予想されることからDEA法を採用した２２）。

対象となる事業体は、UPU Postal Statistics等

において９１年から９８年までの郵便に関する基本的

なデータが取得可能な先進主要１９か国（オースト

ラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、ギリシア、アイルランド、イ

タリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ノル

ウェイ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、

スイス、アメリカ、イギリス）を対象としてい

る２３）。調査対象を先進主要国に限定したのは、

データの利用可能性に加えて郵便事業のネット

ワーク水準、サービス品質等の点で格差が比較的

少なく、サンプルの同質性を確保することを重視

したためである。なお、DEA法による計測ソフ

トウェアとしてはTim Coelli（University of New

England）のDEAP Version２．１を用いた。

４．１．２ 計測の場合分け

今回の分析で採用したサンプル期間、サンプル

国数、産出物、投入物の概要は図表４の通りであ

る。

各ケースにおいて計測対象となった郵便事業体

は次のとおり。

・全てのケースに共通（１６か国）……オーストラ

リア、ベルギー、フィンランド、フランス、ド

イツ、ギリシア、アイルランド、イタリア、日

本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、

スペイン、スイス、アメリカ、イギリス

・ケース１、ケース２のみ（２か国）……デン

マーク、スウェーデン

・ケース３のみ（１か国）……ノルウェイ

４．１．３ 生産物の場合分け

ケース１……内国郵便取扱物数

UPU統計には特別の記載はないが、引受郵便

物数と解釈される。内国郵便物の中には書留や速

達などの特殊郵便物を含むが小包郵便物は含まれ

ない。

ケース２……戸別配達郵便物

ケース１の内国郵便物数に「戸別配達率」を乗

じたものである。戸別配達率とは総人口のうち自

宅まで配達が行われている人口の比率のことであ

るが、一部の国では特に過疎地において自宅まで

郵便物が配達されないため利用者が郵便局などの

施設や地域集合受箱（コミュニティ・ボックスと

よばれる）に郵便物を取りに行かなくてはならな

いことがある。戸別配達率を考慮することにより

生産物に郵便サービスの品質要素を取り入れるこ

とが可能になるほか、USOに対応するサービス

図表４ 計測の場合分けの概要

ケース１ ケース２ ケース３

技 術 効 率 性 TE１ TE２ TE３

全要素生産性 TFP１ TFP２ TFP３

サンプル期間 ９１年―９８年 ９１年―９８年 ９３年―９８年

サ ン プ ル 国 １８ １７

生 産 物 内 国 郵 便

取 扱 物 数

戸別配達郵

便 物 数

実 質 郵 便

業 務 収 入

生 産 要 素 郵便事業従事労働者数

郵便局舎数

業務用車両数

（注） 郵便労働者数には非常勤職員を含まない。郵便局舎
には郵便事業体の職員が管理する局のほか、いわゆ
る委託局も含む。

２２）Pimenta, Santos, Lagoa［２０００］によれば、OECD２０か国を対象とした郵便事業体のデータを用いてSF法によりTEを計測した
ところ、生産フロンティアと現実のデータとの乖離である残差の９９％が効率性要因に起因しており誤差の影響はほとんどみら
れないとする推計結果が得られたとしている。なお、今回のデータセットを用いて１生産物、３生産要素によりSF法による生
産フロンティア推計を試みたものの、コブ＝ダグラス型、トランスログ型ともにデータ数の不足等により安定した最尤法の推
計結果を得ることができなかった。

２３）UPU統計に記載がないデータについては各郵便事業体の年次報告書などで適宜情報を補充した。なお生産物指標として用いる
収入データについては、統計の不備等により９３年以降が対象となっている。

２４郵政研究所月報 ２００２．８



水準指標を考慮することができる２４）。なお、９７年

における戸別配達率は多くの国で１００％の水準で

あるが、ノルウェイ（９０％）、フィンランド

（９３％）のほか、ポルトガル、米国、オーストラ

リア、イタリアなどで９９％などとなっている。

ケース３……実質郵便業務収入

わが国のように郵便局で金融業務を行っている

場合には金融業務からの収入は除外されている。

郵便収入に関するデータはUPU統計で公表され

ているものの全てSDR（IMFの特別引出権）換算

となっており、このレベルでは為替レートの影響

を受けるため単純に比較することができない。そ

こで、この郵便業務収入に各年の換算レートを用

いて現地通貨表示額を求め、これにOECDが作成

している米ドル表示の購買力平価（PPP）を用い

て対象国で貨幣価値を統一した数字を米国の消費

者物価指数を用いて実質化を行った。一連の操作

により為替レートの変動要因を取り除いた上で統

一貨幣価値により郵便収入を評価することが可能

になる。このケースではケース１、ケース２の対

象外である郵便サービス要素（基本的書状以外の

郵便取扱や窓口関連業務）を生産物として取り込

むことができる。

４．１．４ 生産要素

生産要素としては、第２節でサーベイしたよう

に郵便事業を経営する上での基本的なネットワー

クである郵便事業従事労働者と郵便局舎２５）（資本

の代理変数）のほか、原材料・燃料の代理変数と

して郵便業務車両をそれぞれのケースで用いた２６）。

４．２ モデル

２．１．３節で説明したようにDEA法の考え方に

は産出量一定の下で最小の投入量で生産する「投

入指向型モデル」と投入量一定の下で最大の産出

量を生産する「産出指向型モデル」の２種類に分

類することができる。今回の郵便事業における効

率性計測のためには投入指向型モデルを採用した。

この背景としては３．２節で検討したように郵便事

業における生産物は製造業のように事業体自らが

産出するものではなく外部の利用者の差出によっ

て生み出される特性を有しているのに対し、生産

要素である職員、郵便局、業務用車両は郵便事業

体が事業環境の変化に応じて操作することが可能

なことにある。

生産関数の形状に関してはCRS（規模に対する

収穫一定）型モデルとVRS（規模に対する収穫可

変）型モデルの採用を決定するためには規模の効

率性（SE）がどの水準にあるかを検証する必要

があるが、検証の前提となる生産関数を決定する

ことは国の異なる郵便事業体を対象としている今

回のケースでは困難である。ただ、事業体がサー

ビスを提供している市場規模や民間事業者との競

争条件など国により大きく異なることを考慮する

と、規模の効率性を考慮しない純粋な技術効率性

を比較する方が適切であると考えたことから、以

下ではVRS生産フロンティア上のDEAにより計

測することとし、これにより計測されるTEを分

析の対象とする２７）。

２４）配達に関連するユニバーサルサービスの水準については、EU指令においては「週５日を下らない営業日に少なくとも１回の
配達」と規定しているなど、配達先の指定より配達頻度、回数が重要視されている。しかし、わが国では郵政研究所［２０００］
によれば、引き受けた信書や小型物品を「戸別配達」することをユニバーサルサービスの要件としている。

２５）郵便事業労働者はパートタイム労働者を含まない。郵便局舎はフルサービスを提供している局舎のほか、２次的な局舎、委託
局を含む。

２６）日本の郵便事業においては、物件費（２０００年度約６，０００億円）の大半をしめる需品費のうち、集配運送費（同約２，０００億円）が
最大の費用項目となっている。この他の費目としては機械化関係経費、用品購入費などがある。

２７）VRSフロンティアを仮定したDEA法はCRSの場合と比べて制約が加えられることになり、効率的な集合が増加することから
TEは上昇する。Banker, Charnes, Cooperによって提唱されたことからBCCモデルともよばれる。
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４．３ 技術効率性計測結果

ケース１、ケース２、ケース３のそれぞれにつ

いて主な国別にTEを計測した結果は図表５の通

りである。米国では全てのケース、全ての期間で

TEは１．０（技術的に効率的）、日本ではケース１、

２では９１年から９７年、ケース３では９３年から９６年

にかけて効率的という結果であった。北欧諸国な

ど自宅配達率の低い国を含むEUの分類ではケー

ス２の効率性が低下しているが、その乖離はわず

かなものとなっている。ケース３においては、概

ねケース１、ケース２の平均より高い水準にある

が、この背景には他のケースでは含まれていない

生産物の要素（小包郵便物、国際郵便物、郵便以

外の業務サービス等）が影響しているとみられ、

事業の効率性を総合的に評価するときの参考にな

るものと思われる。

TE指標を評価するにあたって留意すべき点と

しては、これらの指標はサンプルを対象とした比

較により算出される「相対的」な指標であり、絶

対的な効率性水準を示すものではないこと、生産

図表５ TEの計測結果（主要５か国、EU）

TE１

９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８

日 本 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ ０．９１７

米 国 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００

E U ０．５６５ ０．５３３ ０．５７７ ０．５８０ ０．５３５ ０．６１７ ０．６１８ ０．６４４

英 国 ０．３９６ ０．４０２ ０．４０９ ０．３９１ ０．２９０ ０．４２８ ０．４１６ ０．４２８

ド イ ツ ０．３０５ ０．３４４ ０．３２９ ０．３３１ ０．３２９ ０．４０８ ０．４３８ ０．４５８

フランス ０．５１２ ０．５１１ ０．６７０ ０．５５５ ０．４９９ ０．５８２ ０．５３４ ０．５１９

TE２

９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８

日 本 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ ０．９１７

米 国 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００

E U ０．５６０ ０．５２７ ０．５７４ ０．５７９ ０．５３３ ０．６１８ ０．６１５ ０．６３６

英 国 ０．４０３ ０．４０５ ０．４１３ ０．３９４ ０．２９０ ０．４４０ ０．４２０ ０．４２８

ド イ ツ ０．３０９ ０．３４５ ０．３３２ ０．３３３ ０．３３２ ０．４２５ ０．４４５ ０．４６０

フランス ０．５１４ ０．５１８ ０．６７７ ０．５６２ ０．５０６ ０．５８７ ０．５４３ ０．５２６

TE３

９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８

日 本 ― ― １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ ０．９８２ ０．８５８

米 国 ― ― １．０００ ０．８０８ ０．７６８ ０．９２１ ０．９５８ ０．９７１

E U ― ― ０．８１０ ０．７６７ ０．６５３ ０．７２０ ０．７５１ ０．７２８

英 国 ― ― ０．６４６ ０．５０８ ０．３２９ ０．５４９ ０．４８２ ０．４３１

ド イ ツ ― ― ０．６５７ ０．６６６ ０．６２４ ０．６７８ ０．７２６ ０．７３２

フランス ― ― ０．７６４ ０．７２４ ０．６０７ ０．６２５ ０．８２３ ０．８１７

（注） EUは英国、ドイツ、フランスを含めて計測に用いた欧州各国の平均値
であり現実の加盟国平均とは異なる。
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要素の１つである郵便局舎の形態の違いを考慮し

ていないため主に欧州諸国にみられる郵便局の直

営形態から委託店舗形態への移行によるコスト削

減の効果が反映されていないことなどが挙げられ

る。

４．４ 全要素生産性の計測結果

次に上記３ケースで計測されたTEに加えて規

模効率性（SE）、技術水準（TECH）の変化率を

考慮した上で計測するマルムクイスト・アプロー

チを適用することによりTFPを計測した結果は

図表６のとおりである。ここではケース１、ケー

ス３のサンプル平均をグラフ化した（ケース２の

結果はケース１とほぼ同レベルであった）。なお、

TFPの計測に際しては、TEとは異なり初期値が

基準値（１．０００）として算出されるため相対的な

レベルに関する情報が得られない。そこで、

TFPの初期値は計測されたTEと等しいものと仮

定している。

これによればケース１とケース３ともに９０年代

を通してほぼ同様の動きで推移しており、郵便事

業の生産性は緩やかながらも上昇傾向にあったこ

とが分かる。ケース３のTFPは９６年に一時的に

低下したが全体的にはTEの計測結果と同様に対

象となっている生産物の違いからその他のケース

のTFPと比べて高い水準にある。

４．５ 生産性・効率性の決定要因

４．５．１ 既存研究

これまでに行われてきた既存研究の結果により

生産性・効率性の決定要因についてまとめること

にする。Cohen, Chu, Ferguson, Xenakis［１９９７］

では先進２１か国の郵便事業の労働生産性を国民１

人当りの郵便物数と郵便賃金プレミアムで説明す

るモデルを推計しており、国民１人当りの物数で

代表されるシステムサイズの上昇や賃金プレミア

ムの上昇はともに生産性の上昇をもたらす結果が

得られたとしている。また、Pimenta, Santos,

Lagoa［２０００］では１９８０年から９７年にかけてEU

諸国、米国、カナダ、オーストラリア、日本の郵

便事業体を対象としたSF法による技術効率性計

測の過程において、配達地点１箇所当りの配達物

密度の上昇、郵便事業体の規模（配達物数を代理

変数として採用）が大きくなることはともに技術

効率性の上昇をもたらすとしている。Maruyama,

Nakajima［２００２］では１９９１年から９７年にかけて

先進主要２０か国の郵便事業体の技術効率性を国民

１人当り郵便物数、郵便局当り人口等の説明変数

により要因分析を行い、これらの変数が効率性に

プラスの影響を及ぼしていることを確認したほか、

欧州諸国でみられた事業の公社化、株式会社化な

ど郵便事業体の経営形態の変革も効率性向上に寄

与したことを示唆する結果が得られたとしている。

４．５．２ 決定要因の分類

郵便事業の技術効率性、全要素生産性の計測方

法とその応用についてまとめてきたが、これらの

生産性指標がどのような要因で決定されるかを検

討することが今後の生産性動向を考える上での課

題となる。上記の既存研究から得られるインプリ

図表６ TFPの計測結果（サンプル平均）

（注） 各ケースにおいて初年度のTFPはTEの水準と等しい
ものと仮定している。
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ケーションをまとめると、郵便事業の生産性や効

率性を決定する要因としては、市場規模に代表さ

れる変数、すなわち郵便事業体あるいは郵便局に

とって事業開始以前に与えられている要素（国民

１人当りの郵便物数、人口、面積などの条件）だ

けでなく、郵便事業体が経営効率化を企図して主

体的に操作できる変数（賃金水準、配達拠点、事

業規模、経営形態）も重要であることが挙げられ

る。これまでの実証研究は国レベルを対象とした

ものが中心であり、均一料金制度の下で地域間格

差の大きい郵便事業の生産性・効率性を決定する

要因を明らかにするためにはより細分化された意

思決定主体単位で分析する必要があると思われる

が、将来の事業の生産性・効率性動向を検討する

にあたってはこれらの分析事例を参考にした上で

現実的な生産性・効率性向上のための施策を検討

することが求められよう。

５ まとめと今後の課題

５．１ これまでのまとめ

郵便事業に関しては、わが国を始めとして世界

の先進主要諸国において独占留保分野の縮小・廃

止により民間事業者との競争圧力が強まることが

予想されるなか、ユニバーサルサービス確保の課

題に応える一方で利用者にとって利用しやすい料

金水準を維持するためにも郵便事業の生産性、効

率性を重視することがこれまで以上に求められて

いるといえる。本論文では生産性、効率性の概念

を理論的に整理したほか、わが国および諸外国の

郵便データを利用して部分要素生産性（PFP）の

代表である労働生産性のほか複数の生産要素を考

慮した技術効率性（TE）および全要素生産性

（TFP）の計測を行うための方法、生産性・効

率性を決定する要因について主として国際比較の

観点から検討してきた。

郵便事業における生産物は引受、区分、輸送、

配達の各業務において発生していると考えられる

が、データの利用可能性から引受物数で代用され

るのが一般的であることを確認した上で引受郵便

物数、郵便定員数により算出される労働生産性を

８０年代後半から計測したところ、生産性指標は概

ね郵便物数の動きをより反映してきたが、近年で

は減少傾向にある定員数の動向が生産性を押し上

げている結果となっていることが分かった。また、

先進主要１９か国の郵便事業体を対象とした技術効

率性TE、全要素生産性TFP計測の結果、米国や

日本は９０年代を通して相対的に効率的な事業運営

をしてきたこと、サンプル平均でみたTFPは緩

やかな上昇を続けていたこと、TEおよびTFPの

水準を決定する要因としては人口あたりの郵便物

数等の事業にとって与件となる要素だけでなく郵

便事業体が主体的に操作可能な変数の影響も重要

であること等が分かった。

５．２ 今後の課題

郵便事業の生産性・効率性の厳密な評価をする

ために残されている課題は依然として残されてい

る。これまで行ってきた計測過程において、�１生

産物の取扱い、�２労働投入の有効性、�３資本投入

の検証の各点について問題があるといえる。具体

的には、�１生産物が引受物数に偏っており、配達

や区分業務など現実の事業の生産動向を必ずしも

正確に反映していない可能性があること、�２非常

勤職員や郵政短時間職員など職員の勤務形態の多

様化を反映していないこと、�３郵便局数が資本ス

トックの適切な代理変数であることの検証ができ

ていないこと、などの点である。これらの解決の

ためには例えば各国における非常勤職員採用動向

など詳細なデータが入手できれば解決できるもの

もあるが、区分業務を始めとする事業全体の効率

性を総合的に把握するためには今回採用した

DEA法だけでなく複数生産物の取扱いが可能な

２８郵政研究所月報 ２００２．８



他の手法（TFP指数法など）による検証も行う

ことにより、より厳密な生産性指標を導出する必

要があるだろう。また、生産性・効率性の決定要

因に関しては、郵便事業の地域間格差が大きいこ

とを考えると計量経済学のアプローチによる推計

に必要なデータを確保したうえで地域別に生産

性・効率性の要因分析を行うなど各地域の特徴に

応じた分析を行うことによりこれまでの分析結果

を検証することも重要な課題であると思われる。
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１ はじめに

１９９０年代に入ってから地方分権の推進に向けた

動きが活発化してきている。１９９５年５月に地方分

権推進法が成立し、同年７月から施行され、地方

分権推進委員会が発足した１）。同委員会は１９９６年

１２月から１９９７年１０月までに４次にわたる勧告を行

い、当時の橋本内閣はこれらの勧告をもとに地方

分権推進計画を策定した。こうした一連の勧告と

地方分権推進計画に基づいて、１９９９年３月に地方

分権一括法案が国会提出された。その結果、地方

分権一括法は１９９９年７月に成立し、２０００年４月か

ら施行されることとなった。

この地方分権一括法では、国と地方公共団体が

分担すべき役割の明確化、機関委任事務制度の廃

止、地方事務官制度の廃止、国の関与等の見直し

などが改正内容に盛り込まれた。地方分権一括法

は国と地方の関係を見直すものであり、国は本来

果たすべき役割を重点的に担い、地方公共団体は

地域住民に身近な行政を担うことを目標としてい

る。これまでの中央集権的な行政システムは、全

国的統一性や公平性を重視したものであり、高度

経済成長を達成するには効率的な制度であったと

言える。しかし、国民の価値観が高度化・多様化

してきた今日では、地方公共団体が行政運営にお

いて自主性・自立性を十分に発揮し、地域住民の

多様なニーズに応えることが可能な行政システム

の構築が求められるようになってきた。

現時点では、地方分権一括法の施行によって、

国（各省大臣）と地方（知事・市町村長）の関係

は、法的には対等の関係になったことになる。し

かし財政的に見れば、国と地方は対等の関係には

まだほど遠い。よく知られていることであるが、

国と地方との間では、歳入段階と歳出段階での租

税配分において乖離が存在する。歳入段階での租

税配分では、国：地方はおよそ６：４である。一

方、歳出段階での租税配分では、国：地方はおよ

そ４：６である。この両者の乖離を埋めているの

が、国から地方への財政移転ということになる。

国から地方への財政移転には、国庫支出金、地方

交付税、地方特例交付金、地方譲与税などがある。

１９９９年度の歳入決算額によって、地方の主な歳入

内訳を見ると、地方税が３３．７％、地方交付税が

２０．１％、国庫支出金が１５．９％、地方債が１２．６％を

占めている。地方交付税と国庫支出金を合わせた

財政移転は、歳入全体の３６．０％を占めており、地

方税よりも高い構成比であることが分かる。

こうした国から地方への財政移転に関しては、

１）地方分権推進委員会は１９９６年１２月の「第１次勧告」から１９９８年１２月の「第５次勧告」までの５次にわたる勧告を行い、２００１年
６月には「最終報告」をまとめた。地方分権推進法は当初５年間の時限立法であったが、２０００年７月に有効期間を１年間延長
した改正地方分権推進法が成立・施行され、２００１年７月に失効することとなった。

視 点

「国から地方への財政移転について」

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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これまで多くの問題が指摘されてきた。まず、国

から地方への財政移転を通じて、国は地方を様々

な側面からコントロールしており、地方公共団体

の自助努力を阻害している。また、国から地方へ

の財政移転の膨張によって地方公共団体の財政規

律が緩んでおり、国と地方の財政状況は悪化の一

途を辿り、両者を合わせた長期債務残高も増加し

続けている。本稿では、国から地方への財政移転

である国庫支出金と地方交付税が抱えるこうした

問題を具体的に検証する。また同時に、真の地方

分権の実現に向けた今後の地方財政改革の方向を

探りたい。

２ 国庫支出金制度とその問題点

国庫支出金は、地方公共団体が実施する特定の

事務・事業に対して、国がその費用の一定割合を

一定のルールにしたがって交付するものであり、

地方の歳入の１５．９％を占める重要な財源となって

いる。国庫支出金は使途が限定されたひもつきの

特定財源であり、必然的に地方の歳出に国の意向

が反映されることになる。

まず、国庫支出金は、国庫負担金・国庫補助

金・国庫委託金の３つに分類される。国庫負担金

は、国と地方が共同責任により実施する国民生活

に不可欠な事務・事業への補助金であり、義務教

育・生活保護・公共事業・災害復旧事業などが対

象となる。国庫補助金は、国が奨励する特定の事

務・事業への補助金であり、廃棄物処理施設整備

事業・在宅福祉事業・各種モデル事業などが対象

となる。国庫委託金は、国が地方に委託した本来

国が実施すべき事務への補助金であり、国会議員

の選挙・国勢調査などが対象となる。これらの国

庫支出金の水準は、１９９９年度の地方公共団体の普

通会計予算（平成１１年度地方財政計画ベース）で

見ると、国庫負担金は８．９兆円、国庫補助金は４．１

兆円、国庫委託金は０．２兆円である。つまり、国

庫負担金と国庫補助金で国庫支出金総額のほぼす

べてを占めることになる。

次に、時系列で見た国庫負担金と国庫補助金の

推移を各年度版の『補助金総覧』のデータで見て

みよう。１９８９年度においては、国庫負担金が８．２

兆円、国庫補助金が５．８兆円であったが、２０００年

度では国庫負担金が１２．０兆円、国庫補助金が８．０

兆円に増加している。よって、この約１０年間で、

国庫負担金が４６．３％増、国庫補助金が３７．９％増と

なったことになり、国庫支出金は同期間の物価上

昇率をはるかに上回る勢いで肥大化してきたこと

が分かる２）。この両者の時系列で見た推移も特徴

的である。国庫負担金はある一定のトレンドにし

たがって増加してきているが、国庫補助金は不規

則に変動しつつ増加している。実は、国庫補助金

のこの不規則な動きは政府の経済対策の動きと一

致するものである。政府は１９９０年度以降に平成不

況への対抗策として１６度にわたる経済対策を実施

してきたが、これに対応する形で国庫補助金の増

額措置が行われてきている。特に、橋本・小渕内

閣による１９９８年度の経済対策時には、国庫補助金

は１１．０兆円にも達し、１９８９年度比で８９．７％増と異

常な伸びを記録した。

国庫支出金の問題点としては、主に次の２点を

挙げることができよう。まず１つめは、使途が特

定化されているということである。その結果とし

て、国の意向を反映した画一的な歳出が行われる

ことになる。本来であれば、地域住民のニーズを

踏まえて、必要度の高い事務・事業が優先的に行

われるべきである。しかし、現状は、国庫支出金

が地方公共団体の施策における優先順位の判断に

影響を与えている。国庫支出金の存在によって、

２）１９８９年度から２０００年度までの約１０年間で、消費者物価指数は１１．９％増、GDPデフレータは３．４％増、政府最終消費支出デフ
レータは１２．４％増、公的総固定資本形成デフレータは－２．０％増となっている。
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財政論が先になり、必要性のない事務・事業で

あっても、国庫支出金の対象となるものが優先的

に行われやすくなる。また、本来必要な事務・事

業を行う際にも、国庫支出金の対象となるように、

事務・事業内容の修正などが行われ、無駄なもの

まで実施されやすくなる。よって、実施される事

務・事業の種類や内容のすべてにおいて、国の意

向が強く反映されることになる。結果として、地

方公共団体の創意工夫による自主性・独自性が発

揮された支出行動が阻害され（「歳出自主権」の

喪失）、個性のない画一化した歳出を招くことに

つながっていると言えよう。

次に２つめは、国の政策に国庫支出金の額が影

響されるということである。その結果として、交

付税が裏負担として増加するということになる。

具体的には、国庫支出金の対象となる補助事業に

ついては、当然のことながら地方負担分（裏負

担）が発生する。この地方の裏負担については、

地方税収、地方交付税、地方債などが充てられる

ことになる。地方交付税算定上は、この地方の裏

負担や地方債の元利償還費の一部についても、

「事業費補正」や「公債費方式」によって基準財

政需要に算入されるため、その分だけ地方交付税

が水増しされるという現象が生じる。結果として、

地方の裏負担についても地方交付税によって財源

保証されることになり、地方公共団体は補助事業

の実施にあたり財政上の不安を持つことはほとん

どないということになる。これは国庫支出金・地

方交付税・地方債の肥大化を招き、地方公共団体

の放漫な財政運営を助長させていると言えよう。

また本来、地方交付税は使途が限定されない一般

財源であるが、この裏負担分については使途が限

定されることになり、地方公共団体の歳出面での

自由度はよりいっそう低下することになる。

３ 地方交付税制度とその問題点

地方交付税は、各地方自治体が標準的な行政を

実施するために必要とする経費（基準財政需要

額）と地方税収（基準財政収入額）を比較し、そ

の財源不足額を補填するものであり、地方の歳入

の２０．１％を占める重要な財源となっている。地方

交付税は国庫支出金とは異なり、使途が限定され

ない一般財源であり、地方公共団体が自由に使用

できるものであるとされている。近年では、平成

不況による地方税収の落ち込みによって、地方交

付税の歳入に占める比率は拡大傾向にあり、地方

公共団体は地方交付税への依存度を強めている。

地方交付税は地方交付税特別会計を通じて各地

方公共団体に交付されている。地方交付税の財源

（入口ベース）は、国税の一定割合である。２００１

年度時点では、所得税と酒税の３２％、法人税の

３５．８％、消費税の２９．５％、たばこ税の２５％を合計

したものである。また、地方交付税には普通交付

税と特別交付税があり、交付税総額の９４％が普通

交付税となる３）。この普通交付税が、地方税収が

不足する地方公共団体のみに交付され、各地方公

共団体の基準財政需要額と基準財政収入の差額合

計によってその交付総額（出口ベース）が決定さ

れる４）。基準財政需要額とは、各地方公共団体が

合理的かつ妥当と考えられる水準において行政を

行うために必要な支出額である。これは、各地方

公共団体において、消防費や土木費といった各行

政項目ごとに、経常的経費と投資的経費とに区分

され、「単位費用×測定単位×補正係数」という

３）特別交付税は地方公共団体の個別的な財政事情（災害などの特別な財政需要）を考慮して交付されるものである。
４）財源不足が生じない地方公共団体には地方交付税は交付されない。２００１年度の地方交付税不交付団体は９６団体が存在している。

３３ 郵政研究所月報 ２００２．８



算式にしたがって算出される５）。一方、基準財政

収入額は、各地方公共団体の税収見込額の一定割

合（都道府県は８０％、市町村は７５％）に地方譲与

税を加えた金額である。１９９９年度の地方財政全体

の歳入決算額において、地方交付税は都道府県分

が１１．１兆円、市町村分が９．７兆円となっている。

次に、時系列で見た地方交付税の推移をデータ

で見てみよう。１９８９年度においては、地方交付税

は１３．５兆円であったが、１９９９年度では２０．９兆円に

増加している。よって、この約１０年間で５４．８％増

となったことになり、地方交付税も同期間の物価

上昇率をはるかに上回る勢いで肥大化してきたこ

とが分かる。その背景には、１９９０年代に入って、

基準財政需要が一貫して伸び続けていることや、

平成不況により基準財政収入が大きく落ち込んで

いることがある。これに伴い、近年では、地方交

付税の入口ベース（財源）と出口ベース（交付

額）での乖離（不足額）が急速に拡大している。

この両者の乖離は地方交付税特別会計の借入に

よって賄われてきた。１９９２年度以降は地方交付税

特別会計の借入が続いており、地方交付税特別会

計の債務残高は２００２年度末には約４６兆円にまで拡

大する見込みである６）。

地方交付税の問題点としては、主に次の３点を

挙げることができよう。まず１つめは、交付額を

決定する算定式が複雑で客観性がないということ

である。その結果として、補正係数などの操作に

よって基準財政需要額が膨張することになる。内

閣府編（２００１）の実証分析によれば、地方税収の

少ない貧しい団体が、地方交付税の交付後の人口

１人当たり一般財源（地方税収＋地方交付税）で

は豊かな団体を逆転するという現象が生じている。

その要因として、補正係数による行き過ぎた財政

調整を挙げている７）。また、地方税収が減少した

１９９０年代後半において、地方交付税の不交付団体

の歳出が減少しているのに対して、財政力が低い

交付団体の歳出は逆に増加していることが指摘さ

れている。つまり、財政移転への依存度が高い貧

しい地方公共団体ほど負担意識が希薄になり、放

漫な財政運営を行っていると言えよう。現行の地

方交付税制度は、地方公共団体が歳出を抑制する

インセンティブがほとんど機能しない制度となっ

ている。

次に２つめは、税収が増加した分だけ交付税額

が減少するということである。その結果として、

地方公共団体は税収を上げる努力をしないという

ことになる。具体的には、もし地方公共団体が自

らの努力によって税収を増加させたならば、その

結果として基準財政収入が増加し、交付される地

方交付税が減少するため、税収増加の大半は相殺

されてしまうことになる。よって、地方公共団体

にとっては、あまり実のない無駄な徴税努力をす

るよりも、現行の地方交付税制度に依存する方が

合理的な行動となり、税収増加へのインセンティ

ブはほとんど機能しない。現行の制度設計におい

ても、税収増加へのインセンティブにある一定の

５）単位費用とは、標準的な団体が標準的な行政サービスを提供する場合に必要な費用のことである。測定単位とは、行政サービ
スごとにその量を測定する単位であり、教育費であれば教職員数や生徒数を指す。補正係数とは、各地方公共団体の特性を反
映させる係数である。補正係数には様々な種類があり、段階補正、種別補正、密度補正、寒冷補正、合併補正などが挙げられ
る。例えば、段階補正は地方公共団体の人口規模に応じて補正するものである。

６）国と地方を合わせた長期債務残高は、２００１年度末で約６７５兆円（対GDP比１３５％）に達し、２００２年度末（当初予算ベース）には
約６９３兆円（対GDP比１４０％）となる見込みである。この数字には地方交付税特別会計の債務残高も含まれているが、この数字
以外にも「隠れ借金」の一種である公的年金債務などが存在している。

７）加藤他（２００２）では、「多彩な地域の生成」を目標とする「地域主権・民主導」のシステムを構築するために、抜本的かつ実
効性ある国と地方の構造改革プログラムを提言している。例えば、１９９９年度の地方交付税制度における基準財政需要額の算定
に際して、単位費用の物価水準以上の水増し（４兆円）や投資的経費の算入（１２．１兆円）を除外すれば、地方交付税は４．９兆
円の規模まで圧縮できるとしている（実際の交付税額は２０．９兆円）。また、現行の地方交付税制度に代わる客観的指標に基づ
く新たな財政調整制度を提案している。
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配慮はなされているが、その効果は現状では非常

に低いものとなっている。例えば、基準財政収入

には、税収見込額の一定割合（都道府県は８０％、

市町村は７５％）が組み込まれるため、その残りの

部分（都道府県は２０％、市町村は２５％）は留保財

源として各地方公共団体の手元に残る。また、標

準税率を超える超過課税分や法定外税については、

税収見込額に含まれないため、基準財政収入には

算入されない。

最後に３つめは、地方債の元利償還費の一部が

基準財政需要に算入されるということである。そ

の結果として、地方公共団体の負担意識が希薄と

なって基準財政需要が膨張することになる。これ

については、国庫支出金の２つめの問題点と同様

である。ただし、国庫支出金の対象となる補助事

業だけでなく、地方単独事業の一部についても、

財源を地方債発行によって調達し、その元利償還

費の一部を基準財政需要に算入することが認めら

れている。

４ おわりに

これまで見てきたように、国から地方への財政

移転には多くの問題が山積しており、それらの多

くは真の地方分権の実現を阻むものである。真の

地方分権とは、地方公共団体が経済的に自立し、

自己決定・自己責任の原則に則って地域の行政運

営に取り組んでいくことにほかならない。そのた

めには、まず、国から地方への財政移転のあり方

を改革していくことが必要不可欠である。しかし、

国から地方への財政移転のみを見直すだけでは不

十分であることも確かである。かりに国庫支出金

や地方交付税などの財政移転を廃止または縮小し

た場合は、新たな国と地方の役割分担に応じて、

税源移譲と「課税自主権」の確立も同時に進めて

いくことが必要である。

また、地方財政改革が進展し、現行の地方交付

税や国庫支出金などの財政移転が廃止された場合

には、地域間経済格差が存在する限り、経済的に

どうしても自立できない地方公共団体を救うため

に、必要最小限の財政調整制度が必要になるかも

しれない。しかし、この場合には、その水準はあ

くまでもナショナル・ミニマム（すべての国民が

保障されるべき最低限の行政サービス）の保障と

いう観点から決定されるべきである。また、現行

の地方交付税制度のように、国がその交付額の決

定に関与すべきではなく、地域間（都道府県間あ

るいは州間）で協議するような制度設計が望まし

い。

さらに、地方公共団体の行財政基盤を強化し、

その行政運営における経営責任も明確にしていく

必要がある。まず、市町村合併や府県合併によっ

て既存の行政区画を再編し、行政の広域化を推し

進めていかなければならない。これによって、行

政の効率化による歳出削減が見込まれ、地方分権

の受け皿となる行財政基盤の強化が実現できる。

また、政府の許可制度のもとで発行され、巨額の

政府資金によって引き受けられている現行の地方

債制度については、完全市中消化を原則とした金

融市場による規律付けが必要である。さらに、地

方公共団体の経営責任が不透明である現行の地方

財政再建制度についても、経営責任を明確化し、

財政悪化を未然に防ぐような制度設計に変更して

いくべきである。以上のように、真の地方分権を

実現するためには、総合的かつ抜本的な地方財政

改革が必要とされよう。

２００１年７月に地方分権推進法が失効したが、同

年同月に地方分権改革推進会議令が施行され、新

たに地方分権改革推進会議が発足した。同会議は

２００１年１２月に中間論点整理、２００２年６月に事務・

事業の在り方に関する中間報告をとりまとめてい

る。中間報告では、ナショナル・ミニマムがわが

国では既に多くの分野で達成されており、地域ご
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との最適状態（ローカル・オプティマム）の実現

が新たな行政目標であるとしている。また、地方

における受益と負担の関係を明確化し資源の適正

配分を図るために、国庫支出金・地方交付税・税

源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討

すべきであるとしている。具体的には、国の補助

事業廃止や義務教育国庫負担金の一般財源化に

よって、国の関与を縮小し、地方公共団体の権限

と責任を大幅に拡大することなどを提言している。

しかし、これらの提言の実現に向けた、具体的な

地方財政改革の工程表は提示されていない。

経済財政諮問会議の『今後の経済財政運営及び

経済社会の構造改革に関する基本方針』（いわゆ

る『骨太の方針』）における７つの改革プログラ

ムでは、地方の自立・活性化を目標の１つに掲げ

ている。しかし、その実現に向けた具体的な行動

はいまだ見えてこない。まずは、国から地方への

財政移転の見直しを含めた総合的かつ抜本的な地

方財政改革の工程表が提示され、真の地方分権の

実現に向けた改革の道筋が指し示されなければな

らない。
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物 価

○消費者物価指数……４月は前年同月比－１．１％
国内卸売物価指数……５月は前年同月比－１．２％

物価指数の推移
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（出所） 日本銀行６月１０日発表
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0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25

国 内 金 利

○無担保コール翌日物金利は実質ゼロ金利継続。
１０年最長国債利回りは、一時１．４％台まで上昇するも、その後１．３％台に低下。

国内金利の推移

国 内 株 式

○日経平均株価は１１０００円、TOPIXは１１００ポイントを割込む水準に（終値ベース）。

平均株価等の推移

為 替

○対ドルは１２５円近辺を推移、対ユーロは１１０円台後半を推移（終値ベース）。

為替の推移
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地　域　経　済 

上昇傾向の管内 

横ばい傾向の管内 

下降傾向の管内 

主要経済指標の動き

北海道 東北 関東 東京 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国
鉱工業生産指数（季節調整値、前月比） �１ ２．０ －０．９ １．０ ０．３ －１．７ －２．８ －３．８ －１．９ －１．１ －２．８ －１．４ －１．７ ０．８
有効求人倍率（季節調整値、前月差） �２ －０．０２ ０．０１ ０．００ ０．００ ０．０１ ０．０２ ０．０３ ０．０１ ０．０３ ０．０１ ０．０１ ０．００ ０．０１
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比） �３ －１．４ －４．２ －１．６ －０．３ －３．６ －４．９ －１．７ －１．８ －１．３ ０．９ １．６ －０．１ －１．４
新設住宅着工戸数（前年比） �４ －２３．６ ６．５ －４．７ １５．１－１７．６－１５．９－１７．２－１７．２－１５．４ ０．１ １２．０－１１．６ －６．３
建築着工床面積（商工業・サービス用、前年比） �４ －２６．５ １．９－４０．７－５２．５ －０．６ －８．０－１６．６ －９．９－１４．９ ２３．２ ２１．９－２５．０－１９．０
新車販売台数（乗用車、前年比） �５ －３．６ －３．６ －３．３ －３．９ －４．５ －２．２ －１．２ －２．８ －３．１ －０．７ －４．７ －１．７ －３．０
実質家計消費支出（前年比） �６ －９．７ ４．１ ９．２ －３．６ ７．７ ３．１ －８．３ －２．９ －０．７ １．１ －０．１ －７．７ －１．２
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） ８２．１ ６６．７ ６５．２ ６４．５ ５３．９ ５７．５ ５９．６ ６８．９ ６５．９ ７２．６ ７０．７ ９２．３ ６４．８
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） －１．７ ０．６ －０．２ －０．２ －０．２ ０．５ ０．２ ０．１ ０．５ ０．０ －０．１ ４．４ ０．５

（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、各都道府県データをもとに郵政研究所にて集計

総合的な指標の動き

《３月の動き》
・上昇傾向の管内：北陸、沖縄
・横ばい傾向の管内：東北、東海、近畿、中国、四国
・下降傾向の管内：北海道、関東、東京、信越、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６月５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）

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 ３月
北海道 × × × × × ― ― ― × ― ○ ○ ×
東 北 × × × × × × × × × × × ― ―
関 東 × × × × × × × × × × × × ×
東 京 × × × × × × × × × × × × ×
信 越 × × × × × × × × × × × × ×
北 陸 × × × × × × × × × × ― ― ○
東 北 × × × × × × × × × × × × ―
近 畿 × × × × × × × × × × × × ―
中 国 × × × ― ― × × × × × × × ―
四 国 × × × × × × × × × × × × ―
九 州 × × × × × × × × × × × × ×
沖 縄 × × × × ― ○ × × × × ○ ○ ○
全 国 × × × × × × × × × × × × ―
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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、％） 

雇 用

○５月の非農業部門雇用者数（季節調整値）は前月比＋４．１万人。失業率（季節調整値）は５．８％と前月か
ら０．２％改善。時間当たり賃金（季節調整値）は前月比＋０．２％。

雇用関連統計の推移

（出所） 米国労働省６月７日発表

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値）……４月は３５９．４億ドルの赤字。輸出は前月比＋２．２％、輸入は同＋４．７％。

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省６月２０日発表
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ナスダック指数（右軸、ポイント） 

米 国 株 式

○NYダウは１００００ドルを、NASDAQも一時１５００ポイントを割込む水準まで下落（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％を割込む水準に低下。

米国金利の推移

物 価

○消費者物価指数（季節調整値）……５月は前月比横ばい、コアは同＋０．２％。
卸売物価指数（季節調整値）………５月は前月比－０．４％、コアは同横ばい。

物価指数の推移

（出所） 米国労働省６月１８日、６月１３日発表
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月例経済報告（６月）

○基調判断は４か月振りに据え置き （内閣府：６月１７日発表）

６月１７日に発表された６月の月例経済報告では、設備投資は減少していること、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、生産は一部に持ち直しの動きもみられる

こと、企業収益は下げ止まりの兆しがみられることを取り上げた上で、景気に対する判断を「依然厳し

い状況にあるが、底入れしている」と総括した。３か月連続で上方修正された基調判断は今回据え置か

れた。一方、先行きにおいて、輸出の増加や在庫調整が概ね終了していることの影響が、今後経済全体

に波及していくなかで、景気は持ち直しに向かうことが期待される、という文言が新たに加わった。

主要項目では、生産、企業収益、雇用を上方修正、住宅を下方修正した。

また、政策態度については、「自律的経済成長を実現するため、民間需要・雇用の拡大に力点を置い

た構造改革を進める。このため、６月下旬に経済活性化戦略、税制改革、歳出改革などを内容とする

「経済財政運営と構造改革の基本方針（仮称）」を取りまとめる、という文言が新たに加わった。

同日発表された４月の景気動向指数（改定値）の一致指数では、３か月連続で５０％を突破し、回復局

面入りしている可能性を示唆した。一方、１７日の日経平均株価は政府・与党が決めた追加デフレ対策へ

の失望感などから続落し、１万６６４円１１銭まで下落した。また、米国では、５月の小売売上高が前月比

マイナスとなり、米景気回復をけん引してきた個人消費の動向にやや不透明感が出てきた。

景気は底入れしたが、今後回復局面に向かうのか、底這うのか、不透明感が強い。

マクロ経済トピックス
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６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）

５月 月例 ６月 月例

総括

判断

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、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。

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、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、生産一

部に持ち直しの動きもみられる。企業収益は、下

げ止まりの兆しがみられる。

先行きについては、輸出の増加や在庫調整が概ね終

了していることの影響が、今後経済全体に波及してい

くなかで、景気は持ち直しに向かうことが期待される

一方、依然厳しい雇用・所得環境などが、今後の最終

需要を下押しする懸念がある。

個人

消費
横ばいで推移するなかで、一部に底固さもみられる。 同左

住宅

建設
おおむね横ばいとなっている。 弱含みとなっている。

設備

投資
減少している。 同左

公共

投資
総じて低調に推移している。 同左

生産 下げ止まっている。
下げ止まっており、一部に持ち直しの動きもみられ

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。残業時間が増加しているものの、

完全失業率が高水準で推移し、求人や賃金も弱い動き

が続いている。

倒産

件数
高い水準となっている。 同左

業況

判断

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。
同左

国際

収支

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。

同左

物価
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。
同左

４６郵政研究所月報 ２００２．８



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

１３年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。

６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、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、生産一部に持ち直しの動きもみられる。
企業収益は、下げ止まりの兆しがみられる。
先行きについては、輸出の増加や在庫調整が概ね終了していることの影響が、今後経済全体に波及して
いくなかで、景気は持ち直しに向かうことが期待される一方、依然厳しい雇用・所得環境などが、今後の
最終需要を下押しする懸念がある。

（資料） 内閣府

４７ 郵政研究所月報 ２００２．８
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平成１４年１―３月期実質GDP速報（QE）

（内閣府：６月７日発表）

○平成１４年１―３月期の実質GDP（季節調整値）は前期比＋１．４％と４四半期ぶりにプラス成長。

平成１４年１―３月期の実質GDP成長率は、季節調整済み前期比＋１．４％（年率＋５．７％）と４四半期

振りにプラス成長となった。平成１３年度ベースでは前年度比－１．３％と平成１０年度の－０．８％以来３年振

りのマイナス成長となった。年度ベースのマイナス成長は現行９３SNAで遡及可能な昭和５６年度以降で

２度目となる。これによって、内閣府が昨年１１月

９日に発表した「平成１３年度経済見通しの見直し

試算について」における今年度の成長率見通し－

０．９％は未達となった。

１―３月期の実質成長率を需要項目別の成長寄

与度に分けてみると、民間内需が＋０．３％、公需

が＋０．５％、外需＋０．７％となった。

民間最終消費支出は前期比＋１．６％と前期の＋

１．９％に引き続きプラスの伸びとなった。基礎統

計となる家計調査の１―３月期の実質消費支出

（全世帯・１世帯当たり）は前年比－１．０％と

なったものの、単身世帯が同＋６．０％と大幅な伸

びを示したことが全体をプラスに押し上げた模様

である。単身世帯の大幅な伸びは唐突感を否めな

いが、５月２８日、内閣府はGDPの推計方法の変

更を発表した。これまでの需要統計に加え供給統

計も加味して推計する、単身世帯収支調査の利用

を凍結する、などが主な変更点である。これまで

実感、及び供給側統計との乖離が問題とされてき

たため、今後こうしたギャップが解消されること

が期待される。

民間企業設備投資は前期比－３．２％と前期に引

き続きマイナスの伸びとなった。基礎統計である

「法人企業統計季報」によれば、１―３月期の非

金融法人企業の設備投資額は前年比－１６．８％と大

幅に減少している。尚、季節調整値でも前期比－

５．２％と大きく落ち込んでいる。

外需は前期比寄与度が＋０．７％と大きく寄与し

輸出数量指数の動向

（注） 輸出総額は季節調整値。
（出所） 財務省「通関統計」より郵政研究所作成。

鉱工業の在庫サイクル

（注） 原系列、四半期平均、前年比。
（出所） 経済産業省「鉱工業生産・出荷・在庫指数」より郵

政研究所作成。

４８郵政研究所月報 ２００２．８



国内総生産（９３SNA：季節調整系列）
（１０億円、％）

２０００年度
（平成１２）

２００１年度
（平成１３）

１９９９年度
（平成１１）

２０００年度
（平成１２）

２００１年度
（平成１３）

１０―１２ １―３ ４―６ ７―９
（２次速報）
１０―１２

（QE）
１―３

民間最終消費支出
前期比
前年比

２８８，７９９
０．６
０．３

２９４，２０５
１．９
１．５

２９０，９６４
－１．１
－０．０

２８５，９３０
－１．７
－０．４

２９１，４１０
１．９
０．９

２９６，１２１
１．６
０．７

２９０，３８６

２．１

２９０，１３９

－０．１

２９１，１０４

０．３

民間住宅投資
前期比
前年比

２０，５７３
１．８
４．０

１９，７３８
－４．１
－５．２

１８，４７７
－６．４
－９．０

１８，６６２
１．０
－７．７

１８，６３２
－０．２
－９．４

１８，２０６
－２．３
－７．８

２０，５３９

５．２

２０，２３２

－１．５

１８，５１１

－８．５

民間企業設備投資
前期比
前年比

９１，６９８
３．３
１２．８

８９，２１１
－２．７
４．１

９１，５０３
２．６
４．９

９３，０００
１．６
４．８

８１，８１６
－１２．０
－１０．８

７９，１８３
－３．２
－１１．２

８１，７０６

－０．３

８９，３００

９．３

８５，９７２

－３．７

民間在庫増減
寄与度

－１，７７６
０．０

－１，６９８
０．０

－１，５８７
０．０

－２，２４７
－０．１

－２，２３０
０．０

－２，３４９
－０．０

－１，７４７
－０．２

－１，７９０
－０．０

－２，０９０
－０．１

政府最終消費支出
前期比
前年比

８７，３５６
０．１
４．１

８８，３１９
１．１
４．０

８９，７１０
１．６
３．０

８９，４６５
－０．３
２．５

８９，７９７
０．４
２．８

９０，８４４
１．２
２．９

８３，８３５

５．１

８７，４９７

４．４

８９，９５６

２．８

公的固定資本形成
前期比
前年比

３５，６２９
－４．６
－１１．３

３８，７９３
８．９
－０．９

３４，６５８
－１０．７
－１０．１

３５，６４０
２．８
－４．６

３４，７９２
－２．４
－２．３

３６，２０２
４．１
－６．７

４０，４４９

－０．７

３７，４５６

－７．４

３５，３０１

－５．８

公的在庫増減
寄与度

１２１
０．０

１２６
０．０

－４１
－０．０

－７７
－０．０

８７
０．０

３
－０．０

７６
０．０

１２８
０．０

－８
－０．０

純輸出
寄与度

輸出等
前期比
前年比

輸入等
前期比
前年比

１１，８７７
－０．４
６０，１７７
－０．３
９．７

４８，３００
４．４
１０．７

１１，０２９
－０．２
５９，１１７
－１．８
１．６

４８，０８８
－０．４
８．７

９，３５８
－０．３
５６，１９４
－４．９
－５．９
４６，８３７
－２．６
２．３

９，６７６
０．１

５４，５２８
－３．０
－９．６
４４，８５１
－４．２
－３．０

９，１９６
－０．１
５３，１３５
－２．６
－１１．７
４３，９３９
－２．０
－９．０

１２，６１６
０．７

５６，５５２
６．４
－４．３
４３，９３７
－０．０
－８．６

１１，６２２
０．０

５４，６７４

５．４
４２，９６８

６．２

１２，４７０
０．２

５９，８２５

９．４
４７，０９６

９．６

１０，２１１
－０．４
５５，０５９

－８．０
４４，８７６

－４．７

実質国内総支出
前期比
前年比

５３４，２７６
０．３
２．３

５３９，７２４
１．０
１．４

５３３，０４２
－１．２
－０．７

５３０，０４９
－０．６
－０．５

５２３，５００
－１．２
－２．０

５３０，８２７
１．４
－１．６

５２６，９５１

１．９

５３５，６９０

１．７

５２８，９２９

－１．３

名目国内総支出
前期比
前年比

５１０，８８７
－０．１
０．３

５１３，５１６
０．５
－０．５

５０５，７１６
－１．５
－２．２

５０１，５２４
－０．８
－１．９

４９４，８５９
－１．３
－３．１

５００，４００
１．１
－２．６

５１４，３４９

０．２

５１３，００６

－０．３

５００，２１７

－２．５

〈前期比寄与度〉

実質国内総支出 ０．３ １．０ －１．２ －０．６ －１．２ １．４ １．９ １．７ －１．３

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

民間住宅投資 ０．１ －０．２ －０．２ ０．０ －０．０ －０．１ ０．２ －０．１ －０．３

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

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

政府最終消費支出 ０．０ ０．２ ０．３ －０．０ ０．１ ０．２ ０．８ ０．７ ０．５

公的固定資本形成 －０．３ ０．６ －０．８ ０．２ －０．２ ０．３ －０．１ －０．６ －０．４

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

純輸出
輸出等
輸入等

－０．４
－０．０
－０．４

－０．２
－０．２
０．０

－０．３
－０．５
０．２

０．１
－０．３
０．４

－０．１
－０．３
０．２

０．７
０．７
０．０

０．０
０．５
－０．５

０．２
１．０
－０．８

－０．４
－０．９
０．４

内需
民需
公需

国内最終需要

０．７
１．０
－０．３
０．７

１．２
０．４
０．８
１．２

－０．９
－０．４
－０．５
－０．９

－０．６
－０．８
０．１
－０．５

－１．１
－１．０
－０．１
－１．２

０．７
０．３
０．５
０．８

１．８
１．１
０．７
２．０

１．５
１．４
０．１
１．５

－０．８
－０．９
０．１
－０．８

（出所） 内閣府「国民経済計算」より郵政研究所作成。

４９ 郵政研究所月報 ２００２．８
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た。輸入が前期比でほぼ横這いとなるなかで、輸出が同＋６．４％と大きく伸びたためだ。年明け以降、

アジア向け輸出が大きく回復する一方、米国向け、EU向けも反転し始め、輸出環境が好転している。

我が国経済は昨年末～今年第一四半期に底打った可能性が高まっている。在庫循環図をみても（前

ページ）、在庫調整の終了を示唆している。今後、生産等が回復傾向を続けるものと思われるが、４月

以降の米国経済の勢いにややかげりが出ていること、国内の最終需要の先行きが不透明であること（特

に、在庫調整の進展からIT財の生産が回復しつつあるが、IT投資等設備投資に結びつくかどうか）、な

どから依然予断を許さない状況には変わりない。

平成１４年４月分鉱工業生産等について

○４月の鉱工業生産指数は３か月連続で上昇 （経済産業省：５月２９日発表）

経済産業省が５月２９日に発表した生産・出荷・

在庫指数速報によると、４月の鉱工業生産指数は

事前の市場予想（前月比＋０．９％）を下回ったも

のの、前月比＋０．２％と３か月連続で上昇した。

（尚、前年同月比では－６．１％である。）

出荷は前月比＋０．８％で９６．７となり、５か月連

続の上昇となる一方、在庫は前月比－１．６％の

８８．８と、８か月連続の低下となり、引き続き在庫

調整が進展していることを示した。

同日に発表された製造工業生産予測調査結果に

よると、５月及び６月の生産は、それぞれ前月比

＋５．１％、同－０．４％となっており、これを鉱工業

生産指数に当てはめ試算すると、４～６月期は前

期比＋４．３％と見込まれ、１～３月の前期比＋

０．７％に引き続き２四半期連続のプラスとなる。

経済産業省は基調判断を「在庫調整が進展し、

生産に持ち直しの動きが見られるものの、依然と

して最終需要動向が不透明であることなど、今後

の動向を注視する必要がある。」とし、「生産は停

滞傾向にあり……」とした２～３月の判断から上

方修正した。

生産指数を業種別にみると、電気機械工業が前

月比＋３．９％、化学工業（医薬品を除く）同＋２．８％、

窯業・土石製品工業同＋２．４％などが生産の上昇

鉱工業生産指数等の推移

在庫循環（鉱工業全体）

５０郵政研究所月報 ２００２．８
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に寄与している。特に、電気機械工業はアジア向けを中心に輸出が堅調で、５か月連続のプラスとなっ

た。前月同様に、好調な業種は輸出に支えられていると判断できる。その一方で、一般機械工業が前月

比－６．５％、非鉄金属工業同－６．０％、石油・石炭製品工業同－５．２％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。在庫指数の８８．８という水準は８９年４月以来の低水準である。また、在庫率指数は前月より６．９％低

い１０１．４と、１年３か月ぶりに前年同月の水準を下回った。在庫循環図からみても、在庫調整はほぼ終

了したものと思われる。

前述の通り、生産はこのところ回復基調を維持しているが、これは鉄鋼や電子部品など生産財の輸出

向けの回復に負う部分が大きい。今後は、国内の最終需要の動向に回復基調の持続性がかかっている。

平成１４年４月貿易統計（輸出確報、輸入速報）

（財務省：５月３０日発表）

○４月の貿易収支は前年同月比＋２６．４％の８３５４億円。輸出は同＋１．７％、輸入は同－２．８％。

財務省が５月３０日発表した貿易統計（速報値）によると、４月の貿易収支は前年同月比＋２６．４％の

８３５４億円、輸出は同＋１．７％の４兆４０２２億円、輸入は同－２．８％の３兆５６６８億円となった。貿易収支の黒

字は２ヶ月連続の増加となった。また、数量ベースの動きを示す貿易数量指数は輸出が同＋５．４％、輸

入が同＋２．２％とともに増加となった。

今回注目すべき点は、金額ベースの輸出が前年同月比で１３ヶ月ぶりに増加となった点である。輸出を

地域別にみると、米国向けが同－５．１％、EU向けが同－８．９％と減少しているのに対して、アジア向け

が同＋８．８％と増加幅が拡大し輸出全体の増加に寄与した。特に中国向けは同＋２３．５％と大幅に増加し、

中国経済の内需の底堅さが輸出を回復させる原動力となった。

また輸出を商品別に見ると、精密機器が前年同月比－２５．６％、電気機器が同－４．０％、一般機器が同

－３．５％と減少傾向が続いているのに対して、輸

送用機器が同＋１３．０％、金属及び同製品が同＋

１７．０％、化学製品が同＋１１．９と増加した。特に、

輸送用機器は、円安も背景として米国、EU、ア

ジアの全ての地域で増加となった。金属及び同製

品は鉄鋼が同＋２４．０％と大きく増加したことが増

加に寄与した。鉄鋼はアジア向けが同＋３０．９％と

増加したものの、米国向けは米国政府のセーフ

ガード発動により同－１２．２％と大きく減少した。

ただし、米国、EUに続き中国でもセーフガード

の暫定発動が決定されたことから、今後鉄鋼の輸

出が低迷する可能性もある。また、精密機器、電

輸出・輸入・貿易収支推移

（出所） 財務省「貿易統計」。
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気機器などIT関連の輸出は依然として低迷が続

いている。IT関連財の生産段階では底入れした

模様であるが、４月単月をみる限り米国向け輸出

は依然としてマイナスとなっている。

また、金額ベースの輸入は前年同月比で９ヶ月

連続の減少となった。原油が前年同月比－１１．７％、

石油製品同－２３．４％、金属及び同製品が－１７．１％

など素材関連を中心に輸入が減少しており、国内

生産の低迷を反映するものとなっている。一方で、

消費財は食料品が同＋５．５％、医薬品が同＋

１６．５％、自動車が同＋１２．６％と輸入の増加に寄与

している項目もみられ、比較的堅調に推移してい

る。

最近、わが国の景気底入れ宣言等を要因にやや

円安が調整されているが、財務省は円売り介入に

踏み切っており、当面１２５円を中心とした動きに

なると思われる。従って、当面輸出に対する影響

は小さいものと思われる。前述の通り、政府は景

気底入れ宣言したものの、内需は力強さに欠ける

ため米国向け輸出の回復に従って、貿易黒字が持

ち直すことが見込まれる。

○１４年４月貿易収支（速報）概要

数 値
前年同月比

伸び率（％）
摘 要

輸 出
金 額 ４兆４０２２億円 １．７ １３ヶ月ぶりの増加

数量指数 １２２．４ ５．４ １６ヶ月ぶりの増加

輸 入
金 額 ３兆５６６８億円 ▲２．８ ９ヶ月連続の減少

数量指数 １２４．５ ２．２

貿易収支 金 額 ８３５４億円 ２６．４ ２ヶ月連続の増加

商品別輸出伸び率寄与度

（出所） 財務省「貿易統計」。

地域別輸出伸び率寄与度

（出所） 財務省「貿易統計」。
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私は煙草を嗜んだことがない。それどころか大

変迷惑しているクチである。最近は分煙が進んで

会議室も執務室も禁煙になったので本当に有難い

が、歩き煙草にはいまだに悩まされる。通勤路で

は狭い歩道で追い抜くこともできず、前を歩く人

の煙草の煙に包まれながら歩かされる。追い抜く

ためにはその人の横をすり抜けてダッシュしなけ

ればならないが、最近の喫煙者は火のついた煙草

を外向きに持って歩く。ひどいのになるとその手

を時々外側に突き出すようにして味わう。刃物な

らあんなふうに振り回せばそれなりに取り締まっ

てくれるのだろうが、煙草なら火がついているの

に文句を言う人もいない。横をすり抜けて走るの

も命がけ（？）である。通勤路が上り坂なのと体

重が増えたのとで走るのが辛い、という事情も手

伝って、「煙草はどれほど値上げして頂いても結

構。税収も増えるし、それで他が減税されればな

お結構、喫煙者が減れば万万歳」との主張にも力

が入ってしまう。

ところが、経済統計をひもといてみれば、煙草

に高率の税金をかけるのはいかがなものか、とい

う結論になるのだから困る。総務省統計局の家計

調査年報によれば、貧しい世帯ほど煙草の消費額

が大きいのだ（図１参照）。それも消費全体に占

める割合ではなくて実額で大きいのだから、家計

への負担で考えればこの傾向は一層強いことにな

る。このように所得が低いほど多く消費するもの

（下級財という）に高率の課税をすることは、「消

費財への課税は奢侈品へは高率、生活必需品へは

低率とすべき」という課税の常識に反している。

煙草が下級財である事実は一貫したものであり、

専門家にはよく知られた事実でもある。従って煙

草値上げの話が出てくると、下級財への課税強化

だからねえ、という声もつぶやかれはする。それ

でも近年は健康問題や社会的影響が重視されるよ

うになり、煙草消費は抑制される方向に進んでい

る。有難いことである。

小 径

煙草の値上げ

前第三経営経済研究部長 田町 典子

図１ たばこ消費額（月平均、１世帯当たり、勤労

者世帯、年間収入十分位階級別、平成１３年）

（データ） 総務省統計局「平成１３年家計調査年報」
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はじめに

コンビニエンスストア（以下「コンビニ」とい

う。）は、私たちの生活にすっかり溶け込み、極

めて身近な存在になっている。日常生活用品等の

販売のほか、コピー、宅配便の取次ぎ、各種チ

ケットの販売等、便利なサービスを取り扱ってお

り、また、最近ではATMを設置した店舗も増加

し、金融サービス提供の場としての便利さも加

わった。

このように身近なコンビニでは、公共料金をは

じめ、各種料金・代金の支払もできるようになっ

てきている。このサービスは「料金収納代行サー

ビス」と呼ばれ、コンビニが提供している多様な

サービスの中の一つである。

この「料金収納代行サービス」について、主と

して利用者の視点から見てみることとしたい。

１ 支払のできる料金・代金

従来、電気料金等、公共料金の支払といえば、

口座からの自動引落を除けば、銀行や郵便局等の

窓口で払い込むのが一般的であったが、銀行や郵

便局の営業時間の問題等から支払に不便を感じる

利用者も多かった。そこで、１９８７（昭和６２）年、

東京電力は、２４時間３６５日営業のコンビニでの料

金収納代行という手段を考案し、セブンイレブン

に電気料金の収納代行を依頼した。

これがきっかけとなって、コンビニの料金収納

代行サービスが始まった。その後、ガス料金や電

話料金といった他の公共料金や、通信販売代金、

インターネット・ショッピング代金等の収納代行

も取り扱うようになり、取り扱う種類が豊富に

トピックス

コンビニエンスストアの料金収納代行サービス

第二経営経済研究部研究官 井浦 雅一

表１ 公共料金等の料金収納代行サービスの開始年

年 内 容

１９８７（昭和６２）年 東京電力料金収納業務取扱い開始

１９８８（昭和６３）年 東京ガス料金収納業務取扱い開始

１９８９（平成１）年 第一生命保険料払込み取扱い開始

NHK放送受信料「継続振込」取扱い開始

１９９０（平成２）年 三井海上ファミリーバイク自賠責保険取扱い開始

１９９１（平成３）年 NTT料金収納業務取扱い開始

１９９４（平成６）年 割賦販売代金収納業務取扱い開始

１９９５（平成７）年 通信販売代金収納業務取扱い開始

１９９９（平成１１）年 インターネット・ショッピング代金収納サービス開始

出所：セブンイレブン・ジャパン ホームページ
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なった。

表１はセブンイレブンにおける公共料金等の料

金収納代行サービスの開始年をまとめたもの、表

２はコンビニで取り扱っている料金収納代行サー

ビス一覧（ローソンの例）である。表２でわかる

とおり、取り扱う種類は団体年会費、出版物購読

料、通信教育会費といったものの支払にまで広

がっている。

２ 料金収納代行サービスの仕組み

料金収納代行サービスは、コンビニの情報・物

流システムであるPOS（Point of Sales）システ

ム（販売時点情報管理システム）を利用している。

POSレジスターのスキャナーで払込票に印刷さ

れたバーコードを読み取るだけで、収納情報がオ

ンライン・リアルタイムで収納企業へ伝達される。

現金収受後、受領証に店の領収印を押して返して

くれる。

このように、店頭での処理は非常に簡単で、短

時間で済み、また、収納企業にとっても入金確認

を速やかに行うことができるというメリットがあ

る。

３ 利用の実態及び意識

利用者にとっては、銀行や郵便局等の窓口での

支払と比較して、コンビニの料金収納代行サービ

スには次のようなメリットがあると考えられる。

・２４時間３６５日支払ができる。

・都市部では特に支払窓口（店舗数）が多い。

・手続が簡単で待ち時間が短い。

それでは、利用者はこういったメリットをどの

程度意識してサービスを利用しているのであろう

か。また、そもそもコンビニの料金収納代行サー

ビスはどのくらい利用されているのであろうか。

ここでは、平成１３年１２月に実施された「第７回

金融機関利用に関する意識調査」１）の結果を使って

検証してみることとしたい。

なお、本稿における「金融機関」とは、郵便局、

インターネット専業銀行を除いた金融機関（銀行、

信用金庫、農協等）をいう。

表２ 料金収納代行サービス一覧（ローソンの例）
（取扱企業数：１４２社） （２０００年７月末現在）

種 類 企業数 備 考

電 気 料 金 １０社

ガ ス 料 金 １７社

水 道 料 金 ３９社 地方公共団体

通 信 料 金 ２１社 電話会社、携帯電話会社 等

放 送 受 信 料 １社 NHK

通信販売代金 １３社

クレジット代金 １５社

保 険 料 ７社 生保会社、損保会社

そ の 他 １９社 団体（年会費）、出版社（出版物購読料）、通信教育（会費）等

出所：「一目でわかるコンビニ業界」国友隆一（日本実業出版社）（一部修正）

１）平成元年から隔年で実施されている調査。全国の２人以上普通世帯４，５００世帯（回収率７５．０％）を対象とする調査及び三大都
市圏の単身世帯３００世帯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。なお、
単身世帯調査については、回答世帯３００に達するまで調査を実施したもの。実施機関は中央調査社。郵政研究所は調査結果を
分析・活用している。
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�１ 最近１年間で最も多く利用した料金支払方法

公共料金等の定期的な支払（口座からの自動引

落を除く。）について、最近１年間で最も多く利

用した支払方法を聞いてみたのが図１である（調

査対象地域は三大都市圏（東京４０km圏、名古屋

２０km圏、大阪３０km圏））。

これを見ると、２人以上世帯では金融機関の

ATMが３５．４％で最もよく利用されており、次い

で金融機関の窓口（２３．３％）、コンビニのレジ

（１８．５％）の順となっている。郵便局の窓口はコ

ンビニのレジよりも少ない１４．６％となっている。

これに対し、単身世帯では、２人以上世帯とは

異なり、コンビニのレジが４０．６％で最も高く、次

いで金融機関のATMの３１．２％となっている。郵

便局の窓口、金融機関の窓口の利用はどちらもか

なり少ない。

このことから、コンビニの利用率は単身世帯で

比較的高いことがわかる。

それでは、単身世帯の中でもコンビニを最もよ

く利用しているのはどの年代の人たちであろうか。

図２は、単身世帯の世帯主年齢階級別に、コンビ

ニのレジの利用状況を見たものである。２０歳代で

は２７．９％、３０歳代では２０．６％となっており、やは

り若い人がよく利用しているが、６０歳代でも利用

している人が１７．６％おり、幅広い年齢層の人たち

が利用しているといえる。

�２ 支払方法の選択理由

公共料金等の定期的な支払（口座からの自動引

落を除く。）について、全国の２人以上世帯に対

して、�１の支払方法を選択した理由を聞いてみた

のが図３である。

利用機関別の選択理由を見てみると、金融機関

及び郵便局を選択した理由としては、「便利な場

所から支払ができるから」、「都合のよい時間帯に

支払ができるから」という利便性に基づく理由が

多く、特に場所の利便性を挙げた回答が最多と

なっている。

一方、コンビニの選択理由としては、「都合の

図１ 最近１年間で最も多く利用した料金支払方

法

―定期的な支払―

図２ コンビニエンスストアのレジからの支払

―定期的な支払・単身世帯・世帯主年齢階級別―
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よい時間帯に支払ができるから」が圧倒的多数で

最多となっている。このことから、コンビニの利

用者はいつでも好きな時間に支払ができるという

便利さを最大のメリットととらえていることがわ

かる。

４ まとめ

「コンビニは進化している」とよく言われるが、

料金収納代行サービスも取り扱う種類がどんどん

増えて、利用者にとってもますます便利になって

きている。

最近ではインターネット・バンキングが盛んに

なって、ネット上での支払・決済も利用が進んで

いるが、その一方で、買い物のついでに支払をす

るといったコンビニの利用の仕方は、単身世帯や

若年層が中心とはいえ、幅広い層のライフスタイ

ルとして定着しつつあり、それに伴ってコンビニ

の支払窓口としての機能もさらに充実されていく

ことが予想される。

参考文献

「第７回 金融機関利用に関する意識調査（平成１３年度）」調査結果

（報道発表資料は、http:／／www.iptp.go.jp／２bu／houdou―２００２０４１７.html）

「一目でわかるコンビニ業界」国友隆一（日本実業出版社）

「コンビニ・ドットコム」加藤直美（商業界）

図３ 支払方法の選択理由

―定期的な支払・２人以上世帯―
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１ はじめに

「地域」「地方」という枠組みで、社会、経済を

捉え直そうという流れが本格化しつつある。その

背景には、バブル経済を経て、これまでの国民生

活の「量的拡大」から「質的向上」へとシフトす

べき時期を迎えたとの認識があるように思われる。

質的レベルの向上とは、余暇の拡大とその過ご

し方の創意、様々な社会活動への参画、教育・医

療・介護の充実など、いわゆる「サービス」を軸

とした生活水準の改善に他ならない。「サービ

ス」は、個々人の多様化したニーズに応える内容

でなければならないが、そのためには地域、地方

といったより生活基盤に近い接点で供給される必

要がある。

昨年、経済財政諮問会議がまとめた「今後の経

済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本

方針」（平成１３年６月２６日閣議決定）においても、

構造改革のための７つの改革プログラムのなかに、

「地方自立・活性化プログラム」を挙げている。

今後、地域あるいは地方という視点で、その特

性に応じた社会、経済のあるべき姿を模索する動

きが益々加速するものと推察される。

本稿では、消費の地域特性を浮き彫りにするこ

とを目的としており、以下の視点から分析を行っ

た。

�１平成１１年全国消費実態調査（都道府県別）を

分析対象とする

�２消費項目毎に、クラスター分析、主成分分析

を施し、地域毎の消費特性を抽出する。

�３各消費項目の、決定要因（所得、世帯属性

等）を検証する。

先ず第２章では、全国消費実態調査の概要と消

費項目の再分類について説明し、第３章では、地

域毎の消費特性の分析結果を紹介し、第４章で消

費項目の決定要因の検証結果を解説する。最後に

残された課題を整理する。

２ 全国消費実態調査の概要

２．１ 概 要

家計を対象とした分析を行う場合、一般的に利

用されるデータは、�１家計調査、�２単身世帯収支

調査、�３全国消費実態調査がある。家計調査は総

務省が全国の２人以上の一般世帯約８，０００世帯を

対象として家計の収入・支出調査を毎月実施して

いるものである。家計調査は昭和２８年の調査開始

以来毎月実施されており、全国の家計実態の時系

列分析に適している。また、単身世帯収支調査は、

トピックス

消費の地域特性に関する分析＊

キーワード
消費の地域特性、全国消費実態調査、都道府県、クラスター分析、主成分分析、回帰分析

第三経営経済研究部研究官 佐藤 孝則

＊本稿は、当部が平成１３年度から実施している「家計の消費パターンと地域特性に関する研究」の中間報告としてまとめたもので
ある。同研究は、後藤達也和光大学経済学部専任講師、佐々木文之第三経営経済研究部主任研究官、荒田健次第三経営経済研究
部研究官とともに研究を実施しており、本稿の作成にあたりご指導をいただいた。記して謝意を表します。
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家計調査を補完するために平成７年より実施され

ており、全国の単身世帯約７００世帯を対象として

毎月実施されている。

一方、全国消費実態調査は全国の２人以上の一

般世帯と単身世帯について、家計収支、資産及び

負債などを総合的に調査し、その構造・分布や地

域差を明らかにするために実施されている。調査

は総務省が昭和３４年以来５年ごと、約６０，０００世帯

を対象に実施しており、直近は平成１１年の調査と

なっている。このように、全国消費実態調査は家

計調査に比べて集計世帯数が格段に多いことが特

徴であり、それにより、地域別、収入階級別、世

帯主年齢別など家計の属性別に所得・消費構造を

分析するのに適している。さらに、高齢者世帯、

夫婦共働き世帯などの特定世帯別にも集計が実施

されていることなども特徴的である。本研究では、

地域の構造的な消費特性を把握するという目的か

ら、全国消費実態調査を用いて分析を行うことと

し、平成１１年の都道府県別データを用いる。なお、

分析対象は２人以上の一般世帯で、調査時期は平

成１１年９～１１月となっている。したがって、ボー

ナスが支給される１２月の消費活動は反映されてい

ないことに留意が必要である。

２．２ 費用の組替え

全国消費実態調査では消費項目について消費の

目的、使途の類似性により消費支出を食料、住居、

光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、保

健医療、交通・通信、教育、教養娯楽、その他の

消費支出の１０区分に分類されている。ただし、こ

の区分については、交通・通信の中に自動車購入、

運賃、通信費など本来目的の異なる支出項目が混

在しており、項目が消費の実態から乖離している。

また、調査では教育に国内遊学仕送金などを含め

た教育関係費や、教養娯楽に鉄道運賃、バス代、

航空運賃などを含めた教養娯楽関係費が再掲され

ており、再掲の方が教育、娯楽関連の目的に合致

しているものと考えられる。

以上より、品目を目的別に食料品、外食、光

熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、保健

医療、自動車、教育関係費、教養娯楽関係費、

IT、使途不明、交際費、その他の１４分類に再編

成した。再編成に当たっての主な基準は次のとお

りである。（詳細は「図表１ 消費項目分類表」

参照）

�１食料は、目的別に食料品と外食に二分する。

�２住居は、持家の帰属サービスが含まれていない

ため、持家率が高い都道府県の住居費は低い県

に比べて住居費の支出が少なくなってしまう。

そのため、持家の帰属サービスを調整するため、

「帰属家賃×持家率」を「住居」に加え、帰属

家賃調整後の住居費を算出する。

�３交通・通信の中から自動車関係の支出を再集計

する一方、通信費・通信器は教養娯楽のパソコ

ン、受信料などと併せてIT関連支出とする。

�４教育に国内遊学仕送り金、学校制服、通学定期

代などを加えて教育関係費とする。

�５教養娯楽は、鉄道運賃などを含めた教養娯楽関

係費からIT関連支出を除いた金額を用いる。

�６その他消費支出は主に使途不明、交際費、その

他に三分する。

これにより１世帯あたりの消費支出（帰属家賃

調整後）の３８２，６９８円となった。また、費目別で

は食料品が７１，０３３円、住居が６９，００４円とこの２費

目で全体の支出の約３７％を占めている。

２．３ 特徴的な都道府県

費目の再編成の結果、分類された費目の特徴を

観察すると、一部の都道府県に特徴がみられる。

以下では、その中から特徴的な都道府県を抽出し

て説明する。

�１１世帯あたりの消費支出が最も大きい都道府
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県は富山県で４５６，１５９円となっており、全国

平均を８万円近く上回っている。光熱・水道、

使途不明で第１位となっており、特に使途不

明は７４，２２９円と全国平均の２倍以上と極端に

多いのが特徴である。

�２茨城県は自動車が全国第１位のほか、教育の

支出も多く、家計が交通や人材育成のために

積極的に投資を行っていることが伺われる。

�３岐阜県はIT関連の支出が全国第１位となっ

ており、インターネット、パソコンや携帯電

図表１ 消費項目分類表

新 分 類 旧 分 類 と の 関 係

食 料 品 「外食」を除く「食料」

外 食 「学校給食」を除く「外食」

住 居 「住居」＋「帰属家賃」×「持家率」

光 熱 ・ 水 道 「光熱・水道」

家具・家事用品 「室内装飾品」を除く「家具・家事用品」

被服及び履物 「学校制服」を除く「被服及び履物」

保 健 医 療 「保健医療」

自 動 車 「自動車等関係費」

教 育

「教育」「学校給食」「男子用学校制服」「女子用学校制服」「鉄道通学定期代」「バス

通学定期代」「書斎・学習用机・いす」「耐久性文房具」「消耗性文房具」「国内遊学

仕送り金」

教 養 娯 楽

１．耐久財（室内装飾品、ステレオセット、テープレコーダー、ビデオテープレ

コーダー、カメラ、ピアノ、他の楽器、MDプレーヤー、他の教養娯楽用耐久

財）

２．読書（新聞、雑誌・週刊誌、書籍、他の印刷物）

３．視聴・観覧（映画・演劇・文化施設等入場料）

４．旅行（鉄道運賃、バス代、航空運賃、宿泊料、国内パック旅行費、外国パック

旅行費）

５．スポーツ（スポーツ用具、スポーツ用被服履物、スポーツ観覧料、スポーツ施

設使用料）

６．月謝（語学月謝、他の教育的月謝、音楽月謝、他の教養月謝、スポーツ月謝、

他の月謝類）

７．会費・つきあい費（諸会費、つきあい費）

８．他の教養娯楽（教養娯楽用耐久財修理代、テレビゲーム、他のがん具、フィル

ム、オーディオ・ビデオディスク、テープ、切り花、ペットフード、他の愛がん

動物・同用品、獣医代、園芸品・同用品、電池、他の教養娯楽用品、教養娯楽用

品修理代、遊園地入場・乗物代、他の入場・ゲーム代、現像焼付代、教養娯楽賃

借料、他の教養娯楽サービスのその他）

Ｉ Ｔ
「固定電話通信料」「移動電話通信料」「通信機器」「テレビ」「パソコン」「ワープ

ロ」「ビデオカメラ」「NHK放送受信料」「CATV受信料」「他の受信料」

交 際 費 「つきあい費」を除く「交際費」

使 用 不 明 「こづかい（使用不明）」

そ の 他

「その他消費支出」から「こづかい（使途不明）」「交際費」「国内遊学仕送り金」を

除き、「郵便料」「宅配運送料」「他の運送料」「鉄道通勤定期代」「バス通勤定期代」

「タクシー代」「有料道路料」「他の交通」を加えたもの

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。
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1

2

3

4

5

6

7

1．宮崎、鹿児島、高知、熊本、北海道、福岡、沖縄 

2．愛媛、長崎、大分、佐賀、青森 

3．岩手、広島、岡山、山口、愛知、秋田、和歌山、栃木、群馬、鳥取、徳島、島根、福島、宮城 

4．京都、大阪、山形、新潟、静岡、兵庫、石川、奈良 

5．茨城、岐阜、山梨、香川 

6．長野、三重、富山、福井、滋賀 

7．埼玉、千葉、神奈川、東京 

○デンドログラム 

話などの新しいツールの支出が多い。また、

自動車の支出も全国第２位となっている。

�４香川県は全体の消費支出は全国平均を下回っ

ている中で、教育が全国第１位と飛びぬけて

特化していることが特徴である。香川県は教

育熱心な県として知られており、香川県の県

民性を反映していることが示唆される。

�５東京都は、外食、住居、衣類、教養娯楽が全

国第１位となっている一方、自動車は最下位、

教育も下から３番目と極端な消費構造となっ

ている。これは、東京の高い地価を背景とし

た居住環境、情報・ファッションの中心地で

あることなどによるものと考えられる。

３ 多変量解析による地域特性の抽出

３．１ クラスター分析による地域特性の抽出

本章では、クラスター分析を用いて、消費項目

別に都道府県の類型化を行う。クラスター分析は、

変動パターンの似通った変数を固まり（クラス

ター）にまとめてグループ化する多変量解析の方

法である。ここでは先に分類した４７都道府県の費

目別データを用いて、非階層的方法によりクラス

ター分析を実施した。ただし、都道府県間の変動

が大きく、使途が不明確な「使途不明」は分析

データから除外した。なお、クラスター化の方法

はウォード（Ward）法を、対象間の距離はユー

図表２ 消費１３費目によるクラスター分析 都道府県分布

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。
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クリッド距離を用いた。

クラスターは地域特性が識別できる７つのクラ

スターに分類した。クラスター分析の結果は図表

２で表されている。結果は�１九州南部・高知・北

海道、�２九州北部・愛媛・青森、�３東北中南部・

北関東・中国・愛知・和歌山、�４近畿・東北日本

海側・石川・静岡、�５茨城・岐阜・山梨・香川、

�６東海西部・北陸・長野、�７首都圏の７の地域に

分類できた。また、デンドログラムから�２と�３の

地域の消費パターンが比較的似通っており、初め

にクラスターを形成し、それに�１が合流している。

一方では、�４と�５がクラスターを形成し、それに

�６が合流し、次いで�７が合流する。こうして、最

終的に�１、�２、�３のクラスターと�４、�５、�６、�７

のクラスターが合流する。

また、各クラスターの費目別平均値を比較する

と、各クラスターは図表３のように類型化できる。

以下ではクラスター分析による消費特性を概観す

る。

消費水準の地域格差は関東・東海を中心とした

場合、そこから距離が離れるほど格差が拡大する。

また、同じ地域内でも関東・東海に近づくほど消

図表３ 各クラスターの消費特性

クラスター 地 域 特 性 特 徴

１

九州南部

高知

北海道

消費全体の平均値は最も少ない地域。その中でも、自動車への支出は比

較的多く、交通手段として自動車が必要であることを示している。家庭

で食事を取るよりも外食を好む傾向がみられる。

２

九州北部

愛媛

青森

消費全体の平均値は２番目に少ない地域。ただし、教育、医療などの義

務的な支出が比較的多い。また、自動車、外食の支出が最も少ない地域

であり、内向きの消費傾向を示している。

３

東北中南部

北関東、中国

愛知、和歌山、徳島

消費全体の平均値は５位。自動車への支出が多く、交通手段として自動

車が普及している。交際費（香典、町内費等）の支出も多く、地域コ

ミュニティの強さを表している。一方、医療費は比較的少ない。

４

近畿

東北日本海側

石川、静岡

消費全体の平均値は４位。食料品、光熱・水道への支出が多く家庭的な

消費傾向がみられる。それ以外は、特に突出した消費項目はみられず、

平均的な消費特性である。

５

茨城

岐阜

山梨

香川

消費全体の平均値は３位。教育、IT、交際費で最も支出が多い地域と

なっている。教育は当地が教育熱心な土地柄であることを示している。

また、パソコンなどIT関連に加えて、家具類、衣類、自動車の支出も多

く、「モノ」への支出意欲が高い。一方、食料品、住居、光熱水道など家

庭的な支出は比較的少ない。

６

東海西部

北陸

長野

消費全体の平均値は最も多い地域。特に食料品、光熱水道、家具類、自

動車への支出が最も多い地域で、基礎的・耐久財的な消費に特化してい

る。さらに、住居、教育への支出も多く豊かな住環境を反映している。

一方、外食、衣類への支出は比較的少ない、個人的な支出は抑える傾向

にある。

７ 首都圏

消費全体の平均値は２番目に多い地域。特に外食、住居、衣類、教養娯

楽、医療に対する支出が最も多い。住居は地価の高さを反映して突出し

ている。衣類、教養娯楽は情報・娯楽・ファッションの中心地であるこ

とを反映している。医療は環境悪化により医療費が増大していると考え

られる。一方で、自動車は住環境の低さを反映して少ないほか、仕送り

があまり発生しないことから教育への支出も少ない。

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。
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費水準は高くなる。九州では、水準の高い大分、

佐賀、長崎の北部と水準の低い中南部に二分され

る。また、東北でも、水準の高い順に山形を中心

とした東北日本海側、宮城、福島、岩手、秋田な

ど東北中南部、青森を中心とした東北北部に分か

れている。このような傾向は四国などでも同様の

傾向がみられるものである。

中部を中心とした長野、三重、富山、福井、滋

賀のクラスターと首都圏を中心とした埼玉、千葉、

神奈川、東京のクラスターはともに消費水準が高

い地域であるが、費目毎にみると異なる特徴がみ

られる。中部を中心としたクラスターは食料品、

光熱費、自動車、家具類など基礎的・耐久財的な

支出に特化している。一方、首都圏を中心とした

クラスターは外食、住居、衣類、医療、教養娯楽

など選択的・サービス的な支出に特化している。

茨城、岐阜、山梨、香川のクラスターは地域的

なつながりはないものの、IT、教育などの支出

が大きいことが特徴である。

近畿、東北日本海側を中心としたクラスターは

食料品、光熱費が比較的多いのが特徴となってい

る。

３．２ 主成分分析による地域特性の抽出

主成分分析は、変数間の相関関係を解析し、全

体の変数の持つ変動をなるべく少数の合成変数の

変動で説明しようとするもので、情報の圧縮を意

図した多変量解析の手法である。つまり、多数の

データを少数の指標に集約したいときに利用する

分析手法である。以下では、主成分分析を用いて

都道府県の集約化を行い、消費の地域特性を把握

する。

主成分分析は、いくつかの変量x１，x２，……，

xpの総合的特性を互いに独立な少数個の指標を

使って表すもので、以下の式による。

z１＝a１１x１＋a１２x２＋……a１pxp

z２＝a２１x１＋a２２x２＋……a２pxp

このz１，z２，……をそれぞれ第１主成分、第２

主成分、……と呼ぶ。

主成分分析の使用データは、クラスター分析と

同様に４７都道府県の費目別データ（「使途不明」

を除く１３費目）を用いる。なお、主成分を求める

方法は分散共分散行列による方法を用いた。これ

は、使用データが全国消費実態調査の支出額を用

いており、全て単位が一致（円単位）しているた

めである。

主成分分析の結果は図表４となっている。結果

によると、第１主成分の寄与率は７０．１％、第２主

成分の寄与率が１１．３％となっている。第２主成分

までの累積寄与率は８１．４％と情報量全体の約８割

を占めていることから、第２主成分まで主成分係

数を導出すれば十分であると思われる。

第１主成分の主成分係数はすべての費目で正の

値となっている。特に、支出額の多い食料品、住

居、教養娯楽などの係数は大きい。したがって、

図表４ 主成分係数結果

第１主成分 第２主成分

食 料 品 ４５３１．７５４ １４３３．５４４

外 食 １６２４．２８６ －３８８．７３

住 居 １１１０１．７９ －１８３２．２７６

光 熱 ・ 水 道 ８４３．３０１ ３２９．９２４

家具・家事用品 ８７６．９４９ ４７１．４５

被服及び履物 １６５４．０６６ ３２６．２６２

保 健 ・ 医 療 ４１１．０６７ ２００．４７５

自 動 車 ９３９．０３３ ３４２２．５４５

教 育 １３６９．８０４ ２２０３．５６５

教 養 娯 楽 ３７７３．３２２ ２１６．２２５

Ｉ Ｔ ６６８．６３６ １３４．０２１

交 際 費 ９８２．８２４ １９１５．９５４

そ の 他 ２７９８．３７５ １４８０．０９８

累 積 寄 与 率 ７０．１１９ ８１．４２１

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。
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第１主成分は「消費水準」を表す主成分と解釈で

きる。主成分得点が大きい県は消費水準の高い県、

小さい県は消費水準の低い県である。

第２主成分は自動車、教育、交際費の係数が大

きい正の値となっている一方で、住居、外食の主

成分係数は負の値となっている。したがって、第

２主成分は「消費特性」を表す主成分である。こ

の主成分得点の大きい県は自動車、教育などの生

活基盤に関わる支出が大きく寄与していることか

ら「インフラ型」の消費特性を示すと解釈できる。

また、主成分得点の小さい県は住居、外食がマイ

ナスに寄与していることなどから「消耗型」の消

費特性を示すと解釈できる。

次に、第１主成分を横軸、第２主成分を縦軸と

した空間に４７都道府県の主成分得点をプロットし、

類型化したものが図表５、図表６である。分布図

によると４７都道府県は４つのグループに分類でき

る。

第１グループは、首都圏、近畿で、第１主成分

が高く、第２主成分が低い高水準型・消耗型の消

費構造である。特に、東京都は第２主成分が極端

に低い。

第２グループは、北陸、東北日本海側、北関東、

東海、滋賀で、第１主成分、第２主成分がともに

高い高水準型・インフラ型の消費構造である。特

に茨城県の第２主成分が高く、消費構造を特徴的

に示している。

第３グループは、中国、九州北部、東北太平洋

側の地域で、第１主成分が低く、第２主成分が高

い低水準型・インフラ型の消費構造となっている。

ただし、第１主成分はマイナスとなっているもの

図表５ 主成分分析 都道府県分布

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。

図表６ 主成分分析 地域類型

グループ 地 域 主成分得点 主 成 分 の 解 釈

１ 首都圏、近畿
第１主成分＞０

第２主成分＜０

高水準型（第１主成分＞０）・消耗型（第２主成分

＜０）の消費構造。特に東京都が顕著。消費水準

は首都圏の方が高い。

２
北陸、東北日本海側、

北関東、東海、滋賀

第１主成分＞０

第２主成分＞０

高水準型（第１主成分＞０）・インフラ型（第２主

成分＞０）の消費構造。茨城県の第２主成分が特

に大きい。

３

東北太平洋側、四国

東部、中国、九州北

部

第１主成分＜０

第２主成分＞０

低水準型（第１主成分＜０）・インフラ型（第２主

成分＞０）の消費構造。消費水準は４グループに

比べると相対的に高い。

４

北海道、青森、和歌

山、四国西部、九州

南部、沖縄

第１主成分＜０

第２主成分＜０

低水準型（第１主成分＜０）・消耗型（第２主成分

＜０）の消費構造。第２主成分（消費特性）は第

１グループに比べる平均に近い。

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。

６４郵政研究所月報 ２００２．８



のマイナス幅は比較的小さく、第４グループに比

べると消費水準は高い。

第４グループは、沖縄、九州南部、四国、北海

道、青森で、第１主成分、第２主成分がともに低

い低水準型・消耗型の消費構造となっている。

このように全国の都道府県は概ね４グループに

類型化できた。特に、北陸、新潟、山形の日本海

側の県は消費特性が類似しており、地域を越えた

関係がみられる。また、首都圏と近畿の消費特性

も類似しており、東西文化圏の違いによる消費特

性の差はあまりみられず、都市化により消費特性

は一律化する傾向を示唆している。

４ 回帰分析による消費決定の要因分析

４．１ モデルの推計

前章までは消費の地域特性を費目別データを用

いて分析したが、本章では消費を決定する要因を

実証的に検証する。消費はそれ自体地域特性を

持っているのではなく、地域に特有の別の要因が

消費に影響を与えているものと考えられる。本章

では消費に影響を与える要因として、所得格差、

世帯属性、労働条件、人口構成、気候を仮定し、

それぞれの要因を説明変数として重回帰分析を実

施し、要因分析を行った。

�１所得は、流動性仮説、ライフサイクル仮説など

一般的な消費理論において、消費を決定づける

決定要因であり最も重要である。所得の代理変

数としては全国消費実態調査の年間収入を用い

る。全国消費実態調査では、２人以上の全世帯

は可処分所得が明記されていないため、可処分

所得に税金などを含めた年間収入を用いる。

�２近年の世帯は核家族世帯の増加、少子化の進行

などにより家計の世帯人員が少なくなる傾向が

ある。一方、日本海側の県を中心に２世代、３

世代世帯が依然として大きなウェイトを占めて

いる地域もある。そこで、こうした世帯構成の

地域差が消費に与える影響を検証する。使用

データは全国消費実態調査の世帯人員と核家族

世帯率を説明変数として使用する。

�３労働については、近年の特徴として女性の社会

進出や失業の増加が挙げられる。従来は夫が働

き、妻が家事を行う形態の世帯が多かったが、

高学歴化や女性の意識変化により、結婚後も共

働きを選択する夫婦が多くなりつつあるため、

女性の労働参加が消費に与える影響を検証する。

使用データは、国勢調査の１）女性労働参加率を

用いた。なお、地域的には繊維など労働集約的

な産業が発達している北陸の女性労働参加率が

高くなっている。また、近年は景気の悪化、労

働のミスマッチにより失業者が増加し労働条件

が悪化している。こうした失業の増加が消費に

与える影響も検証する。使用データは国勢調査

の完全失業率を用いた。

�４人口は、人口構成と都市化という観点から検証

を行った。少子高齢化の進展により、消費への

高齢者が与える影響はより大きくなることが予

想される。また、若年層が魅力的な職場を求め

て東京や大阪を中心とした地域に移動している

ため、地方の高齢化が特に進展している。この

ような高齢化による消費への影響を検証する。

使用データは、国勢調査の老齢人口割合を用い

た。さらに、都市化の影響も検証する。前述の

とおり、東京や大阪などの都市部に若年層を中

心とした年齢層が移動している他、地方でも札

幌、仙台、福岡など地方中核都市を抱える都道

府県の人口が増加している。また人口減少県に

おいても、農村部から県庁所在地など都市部へ

人口が集中している。この要因としては、農林

１）女性労働参加率とは分子を女性労働力人口、分母を１５歳以上人口として比率である。
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業、製造業のシェア低下という「経済のサービ

ス化」が人口を都市に集中させていると考えら

れる。使用データは、国勢調査の２）人口集中地

区人口比率を用いた。

�５さらに気候が消費に与える効果も検証する。日

本は、北は北海道から南は沖縄まで国土が南北

に広がっており、気候風土が北と南では全く異

なる国である。また、豪雪地帯の日本海側地域、

多雨地帯の九州など地域的な気候の特徴もある。

こうした気候の違いは、消費全体よりも個別の

費目に影響を与えるものと考えられる。ここで

は、説明変数として年平均気温差（最高気温―

最低気温）、日照時間を用いる。

以上の説明変数を用いて、以下のような関数を

推計する。（なお、推計する関数はライフサイク

ル仮説、流動性制約仮説、消費需要関数など構造

モデルを提示した上でそれを仮説検定するといっ

た形態は取っていない。消費理論モデルの考え方

を一部取り入れながら、地域の特色を明らかにす

るというのが本稿の目的である。）

・回帰式

消費費目＝ｆ（所得要因、世帯要因、労働要因、

人口・気候要因）

・被説明変数

消費全体、食料品、住居、光熱・水道、家具・

家事用品、被服及び履物、保健医療、自動車、

教育、教養娯楽、IT、交際費

・説明変数

所 得：年間収入

世 帯：世帯人員、核家族世帯率

労 働：女性労働参加率、完全失業率

人口・気候：老齢人口割合、人口集中地区人口

比率、年平均気温差、日照時間

被説明変数は消費全体と食料品など１２費目、説

明変数は所得要因、世帯要因、労働要因、人口・

気候要因の４変数である。都道府県別のクロスセ

クションデータを用いるため、標本数は全て４７と

なっている。分析方法は最小二乗法を用いた。

（実数は全て自然対数に変換している。）

４．２ 推計結果

説明変数の組み合わせにより、１費目あたりの

推計式は十数本になるが、この内特徴的な推計結

果を抜粋したのが図表７である。表によると、各

費目に影響を与える要因はそれぞれ異なることが

分かる。

消費全体では所得の説明力が高い一方で、それ

以外の説明変数の説明力は低い。つまり、消費全

体では、所得のみが消費の決定要因となり、所得

仮説が成立する。

所得について費目別にみると、保健医療と自動

車以外は全て有意のプラスの値となっている。係

数から所得の弾力性を判断すると、係数の値が消

費全体より高い選択的支出と、係数の値が平均よ

り低い必需的支出に分類することが可能である。

結果から係数が高い費目は外食、教養娯楽、被服

及び履物、住居であり、これらは所得弾力性の高

い「選択的支出」といえる。また、係数が低い費

目は光熱・水道、食料品、保健医療であり、これ

らは所得弾力性の低い「必需的支出」といえる。

また、家具・家事用品、IT、教育、交際費は係

数の値が消費全体とほぼ同じである。

次に所得以外の要因を費目別にみてみる。

食料品は、核家族世帯率、女性労働参加率がと

もに有意のマイナスの値となっている。核家族化

２）人口集中地区とは、昭和６０年国勢調査から新たに設定された統計上の地域単位である。具体的には、�１市区町村の境域内で人
口密度の高い調査区（原則として人口密度が１平方キロメートル当たり４，０００人以上）が隣接している。�２それらの地域が人
口５，０００人以上を有する。�３人口密度が１平方キロメートル当たり４，０００人以上を有する、である。
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が進んでいる地域は食料品への支出が少ないこと

が分かる。

外食は、老齢人口割合が有意のマイナスの値と

なっている。核家族世帯率は有意でないがプラス

の効果となっている。これは、食料品の核家族世

帯率がマイナスの値となっているのに比べると対

照的であり、核家族化の進行が食料品を減少させ、

外食を増加させていることを示している。また、

若年層の増加が外食を促進させていることも分か

る。

住居は、人口集中地区人口比率が有意のプラス

の効果となっている。都市化が進むと住宅費の負

担が増大することが分かる。その中でも特に首都

圏は住居費が多い地域で、高い地価が住居費の負

担を大きくしているとみられる。

光熱・水道は核家族世帯率が有意のマイナスの

効果、完全失業率が有意のプラスの効果となって

いる。特に世帯要因係数は高く、大家族ほど光

熱・水道費は多い。これは、光熱・水道費の１人

当たり消費額がほぼ一定であることから、世帯人

員に消費額が比例するためとみられる。

家具・家事用品は有意ではないが人口集中地区

比率がマイナスの値となっている。農村部は住宅

面積が広いため家具類の消費が高まるとみられる。

被服及び履物は世帯人員が有意のマイナスの効

果、気温差が有意のプラスの効果となっている。

特に、気温差のｔ値が高く、北海道、東北など寒

暖の差が大きい地域の衣類の消費は大きい。

図表７ 費目別回帰分析結果表（抜粋）

被説明変数 Ｒ２ 定数項

所 得 世 帯 労 働 人 口 自 然

年 間
収 入

世 帯
人 員

核家族
世帯率

女 性
労 働
参加率

完 全
失業率

老 齢
人 口
割 合

人口集
中地区
比 率

気温差 日 照
時 間

消 費 ０．９１５
６．１９５

* （７．０９３）
０．８８３

*（１５．８４４）
－０．０７８
（－１．１２８）

－０．１８１
（－１．７８０）

－０．０６６
（－１．６４３）

食 料 品 ０．８０１
８．７５７

*（１０．２１７）
０．５１５

* （８．１７１）
－０．２４２
*（－３．４２０）

－０．４０７
*（－３．３４７）

０．１３２
（２．２５９）

外 食 ０．８０８
－３．２５３
（－１．３９８）

１．２１２
* （８．１６４）

０．５２１
（２．８５０）

０．２１３
（０．７８７）

－０．４４１
*（－４．１３９）

住 居 ０．６８６
０．５９０
（０．４１５）

１．１６２
* （７．４５８）

－０．４０３
（－１．１０４）

０．０２８
（０．０９１）

０．１７１
* （３．２０６）

光 熱 ・ 水 道 ０．７１２
７．９８４

* （８．４７２）
０．４２６

* （４．８６６）
－０．５５６
*（－６．２１２）

０．２０２
* （３．８７７）

０．０６２
（２．１４４）

家具・家事用品 ０．５９４
３．９６４

* （３．５２９）
０．８８９

* （７．２１２）
－０．２９８
（－１．０３３）

－０．４３５
（－１．７９１）

－０．１２１
（－２．８６１）

被服及び履物 ０．８３８
２．０９１
（２．５０４）

１．０３４
*（１０．３７８）

－０．７３７
*（－３．６８０）

－０．４８９
（－２．９１８）

０．３６６
* （４．２８７）

保 健 医 療 ０．３６７
５．８８２

* （５．４２５）
０．１３１
（１．０４９）

０．１８４
（０．８５２）

－０．０８３
（－１．３３３）

０．２９０
（２．８８９）

自 動 車 ０．３２２
３．２６１
（１．３１５）

０．５５１
（２．０２４）

０．５８７
（０．９２０）

０．４１６
（０．７７６）

－０．１３２
（－１．４０８）

教 育 ０．４９４
７．８１９

* （５．８３５）
０．５７２

* （３．８９１）
０．４７２
（１．３７０）

－０．６３７
（－２．２００）

－０．１７８
*（－３．５２４）

教 養 娯 楽 ０．８５２
－１．７６９
（－１．０８２）

１．２３６
*（１１．８５５）

０．４５３
* （３．５２５）

－０．１０７
（－０．５６３）

－０．１５８
（－２．１１６）

Ｉ Ｔ ０．５８３
１．９４７
（１．３１０）

０．７８３
* （４．５４３）

０．４７９
* （３．３２９）

－０．３２３
（－１．５６８）

－０．０８９
（－２．１８４）

交 際 費 ０．５４６
７．４１６
（２．７２２）

０．７０６
* （３．７１２）

－０．２４４
（－０．９２４）

－０．４８８
（－１．２９１）

－０．２４９
*（－３．３５０）

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。
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図表８ 属性別消費特性

特 徴 分 析

所 得

○係数の値が平均より高い（＝選択的支出）

外食、教養娯楽、被服及び履物、住居

○係数の値が平均レベル

家具家事用品、交際費、教育、IT

○係数の値が平均より低い（＝必需的支出）

光熱・水道、食料品、保健医療

自動車、保健医療の係数は有意となっておらず、

所得以外の要因が消費を決定づけていると考え

られる。また、外食、教養娯楽、被服及び履物

などは所得弾力性が高いことから、年間収入の

多い北陸、首都圏、東海などにおいて当該費目

の支出がより多くなる。

世 帯

○世帯人員がプラス、核家族世帯率がマイナス

→大家族型世帯ほど消費にプラス効果

光熱・水道、食料品、交際費、自動車、教育
○世帯人員がマイナス、核家族世帯率がプラス

→小家族型世帯ほど消費にプラス効果

教養娯楽、被服及び履物、外食、IT、住居
○世帯に影響しない

家具・家事用品、保健医療

東北、北陸など大家族型の地域では、光熱水道、

食料品、交際費などの支出が多くなるのに対し

て、首都圏、四国、中国西部、九州南部、北海

道など小家族型の地域では教養娯楽、被服及び

履物、外食、ITの支出が増える。

また大家族では比較的必需品の消費が多く、小

家族では比較的非必需品の消費が多いことが分

かる。

労 働

１．女性の労働参加

○女性労働参加率の上昇が消費にプラスの効果

自動車

○女性労働参加率の上昇が消費にマイナスの効果

食料品、光熱水道、家具家事用品、被服及び履物、教

育、IT

女性労働参加率は、自動車にわずかにプラスに

止まっており、女性の労働参加が必ずしも消費

の拡大に寄与していない。この要因としては、

�１女性の労働参加による所得増加が女性自身の
消費を拡大させていない、�２消費データは２人
以上一般世帯を対象としており、単身世帯を考

慮していない、などが考えられる。

２．雇用環境

○完全失業率の上昇が消費にマイナスの効果

教養娯楽、自動車

○完全失業率の上昇が消費にプラスの効果

外食、光熱水道、教育

雇用環境の改善により消費が増えるとは限らず、

逆に外食、光熱水道などは、雇用が悪化してい

る地域ほど支出が多くなっている。

人 口

１．年齢構成

○老齢人口割合がプラス→高齢化が消費にプラス

交際費、家具家事用品、教育

○老齢人口割合がマイナス→高齢化が消費にマイナス

教養娯楽、外食、住居、光熱水道費
○年齢構成に影響しない

食料品、保健医療、自動車、IT、被服及び履物

高齢化の進行している東北北部、中国北部、四

国、九州南部では交際費の支出が多い。こうし

た地域では地域の結びつきが強いためと考えら

れる。一方、高齢化の進んでいない首都圏、近

畿などでは、教養娯楽、外食、住居、光熱水道

への支出が多く、個人的な支出が多いことが特

徴的である。

２．都市化

○人口集中地区比率がマイナス→都市化が消費にマイナス

交際費、教育、自動車、家具・家事用品
○人口集中地区比率がプラス→都市化が消費にプラス

教養娯楽、光熱水道、外食、住居
○都市化に影響しない

食料品、保健医療、IT、被服及び履物

都市化についても、人口構成と似た地域特性と

なっているものの、教育については仕送り負担

の増大などから、自動車については地方の交通

事情から、都市より地方の支出が多くなってい

ることが特徴的である。

自 然

○年間気温差

被服及び履物、食料品、家具家事用品について年間
気温差が消費にプラス

○日照時間

IT、外食、保健医療、教養娯楽について日照時間が消

費にプラス

年間気温差の大きい地域（北海道、東北、甲信

越等）は衣類の支出が多くなる。

また、日照時間とITの間には正の相関がみら

れる。これは日照時間の長い関東、東海地域の

IT支出が多いためとみられる。

＊太字斜線は有意となる費目、太字は一部有意となる費目

（出所） 総務省「全国消費実態調査」より郵政研究所作成。
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保健医療、自動車は係数が有意でない。この２

費目については、所得の係数も有意でない。

教育は、人口集中地区人口比率が有意のマイナ

スの値となっている。教育費の地域間格差を大き

くしている要因は仕送り金であり、仕送りの発生

する地方の教育費負担が大きいことを示している。

教養娯楽、ITは核家族世帯率が有意のプラス

の値となっており、世帯の核家族化が教養娯楽、

ITの支出を増加させている。両者とも世帯の構

成員全員で共有する消費というよりは個人的な消

費であることが特徴で、核家族化の進展は教養娯

楽、ITの支出を増加させるとみられる。また、

結果表（抜粋）の推計式では有意でないものの、

教養娯楽の高齢化に対する係数は全体的に有意に

マイナスに寄与しており、勤労層の多い地域は教

養娯楽の支出が多い。

交際費は人口集中地区人口比率が有意のマイナ

スの値となっている。交際費の中心となっている

香典や町内費などは、地域や親族の結びつきが強

い農村部の支出が大きいことを示している。

また、属性別に費目の特徴をまとめたのが図表

８である。

属性別に今後の消費をみてみると、家族形態に

ついては、近年核家族化が進み世帯人員は減少傾

向にある。こうした傾向は、全国的に進行すると

みられることから、教養娯楽、外食、被服及び履

物、ITなどの支出を高めることになるだろう。

都市化についても、経済のサービス化による都

市への集中は今後も続くことから、教養娯楽、外

食、住居などの支出を高めることになるだろう。

また高齢化の進んだ地域は交際費の支出が多い。

女性の労働参加については、有意である費目が

少なく、消費にあまり影響しないことが観察され

る。これは、�１女性の労働参加による所得増加が

女性自身の消費を拡大させていない、�２消費デー

タは２人以上の一般世帯を対象としており、単身

世帯を考慮していない、などの要因が考えられる。

５ おわりに

本稿では、クラスター分析、主成分分析を用い

て消費の地域特性を類型化した。結果は、消費水

準の地域格差が発生していること、消費目的によ

り地域差が生じていることが確認された。さらに、

回帰分析により世帯、労働、人口、気候の相違が

消費の地域特性に関係していることが確認された。

最後に今後の研究課題として以下の点を指摘し

ておきたい。

まず第一に物価の地域差を考慮することである。

平成９年全国物価統計調査によると、都道府県間

の物価差は消費全体では最も高い東京都と最も低

い沖縄県の間に１．２倍の物価差が生じている。ま

た、最も変動の大きい住居は最も高い東京都と最

も低い宮崎県の間で２．２倍の物価差が生じている。

今回の分析では名目ベースの金額を用いており、

物価調整後の消費特性を把握する必要がある。

第二に単身世帯の導入である。女性の社会進出、

晩婚化により単身世帯は増加しており、平成１２年

国勢調査では全世帯の２７．６％が単身世帯となって

いる。こうした傾向は今後も続くと予想されてお

り、単身世帯の分析は重要である。

第三に時系列、パネル分析の導入である。今回

の分析では平成１１年全国消費実態調査による都道

府県別データを用いたが、データ範囲を広げるこ

とにより分析精度の向上が期待できる。

第四に定性的な分析である。消費の決定要因に

ついては、世帯や人口など定量的に把握できる要

因によって決定されるだけでなく、歴史的・文化

的な背景により県民性が醸成され、県独自の消費

特性が形成された可能性があることから、その背

景を明らかにすることも必要であろう。
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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

二回目は、平成１４年５月８日（水）に花王シ

ステム物流�株 松本忠雄 代表取締役社長を

お招きし、「花王におけるSCMへの取り組

み」と題し、ご講演をいただきました。

今回は、松本代表取締役社長ご了解のもと、

講演抄録を掲載します。

１ はじめに

情報技術（IT）分野の成長、話題性の中、従

来の化学業界では厳しい市場環境が続いています。

家庭用日用化学品（トイレタリー）・化粧品市場

においても市場は成熟化し、既存商品については

売上げの大きな拡大は期待できない状況ですが、

このような状況下でも利益を拡大・維持できるよ

うな企業体質への変革が求められています。

このため、原材料生産～製品生産～卸～流通に

いたる企業グループ間を超えた連携により全体最

適を目指す「サプライチェーン・マネジメント

（SCM）」によるアプローチで、この構造変革に

対応することが注目されています。本日は、花王

の取り組んでいるSCMの考え方と事例を紹介し

ます。

２ SCMへの取り組み

�１ SCMの前提

SCMのキーコンセプトは「需要予測に基づい

た全体最適」であると考えています。需要予測の

ためにはSCMの当事者である生産者が、最終

ユーザ（消費者）により近いノードでの出荷、す

なわち実需を正確に捉えることが出発点となりま

す。その意味で花王は商流・物流（サプライ）に

おいて次の特徴を持っています。

�２ 特徴１：販社制度（図１）

商流の特徴として花王製品だけを取り扱う販社

制度があげられます。花王における販社の設立・

整備は１９６６年に溯ります。これにより花王と小売

店の間を直結することが可能となりました。

�３ 特徴２：自社供給体制（図２）

販社の設立に伴い、物流（サプライ）において

も自社供給体制を有しています。花王はシャン

プー・リンス、石鹸・洗剤、紙オムツ等を始めと

する総合トイレタリーメーカーであり、２５０ブラ

ンド・１，０００アイテムの製品を消費者に小売店を

通じて供給しています。

規模的には年間で次の供給物量を自社でコント

ロールしています。

・製品供給数量：年間１億梱（１５億個）

・製品供給重量：１４０万トン

トピックス

物流連続講演会「花王におけるSCMへの取り組み」

花王システム物流㈱代表取締役社長 松本 忠雄
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○　花王の家庭品流通チャネル 

［消費者までの太く、短いパイプ］ 

○　一般的な流通チャネル 

花　　王 

花王家庭品販売会社 

代行店 

小売店 

消費者 

メーカー 

一次卸店 

二次三次卸店 

小売店 

消費者 

受注データ 

商品設計～調達～生産～配送をグローバル最適化 

小型車 
1,000台/日 

90,000店 

250ブランド・1,000アイテム・年間１億梱（15億個） 

小

売

店 

消

費

者

 

原
材
料
メ
ー
カ
ー 

物
流
拠
点
（
33
拠
点
） 

工
場
（
８
工
場
） 

180,000店 

小

売

店 

１億梱/年 
（15億本） 

大型車 
500台/日 

代行店 

チェーン 
共配センター 

2,300店 

24hr配送 

・製品供給容量：４２０万立方メートル

さらに、花王はトイレタリー製品の原料メー

カーとしての機能も有しており、キャピタルユー

スを中心に外販も行っています。このことはトイ

レタリー製品の製造と原料の製造との同期を自社

内でとることが可能なことを意味しています。

このように我々は、情報の把握、調達～生産～

流通の全体最適という点から、SCM推進の前提

条件・必要条件が自社グループ内である程度整備

されているという特徴を持っています。

�１小売店への製品出荷情報がリアルタイムに、バ

イアス無しに捕捉できます。

図１ 花王の特徴�１ 販社制度

図２ 花王の特徴�２ ロジスティクス体制
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出荷データは品目毎／届け先毎／日別に５年

間蓄積しています。これはIT技術の進歩によ

りメモリーが安価になったことが大きな要因で

す。

�２原料の生産計画から製品の生産計画さらに拠点

への商品供給計画を含めて計画問題を全体最適

化できます。

�３消費者への受け入れ性、製造設備の制約条件に

加えて、輸送条件及び物流拠点での作業性を含

めて商品設計を最適化できます。

３ サプライチェーンにおけるキーポイント

我々の場合、全国の直販１０万店の店舗に受注後

２４時間以内に商品を納入するというサービスレベ

ルが前提となっています。生産のリードタイムを

考慮すると受注生産系にはなりえず、計画生産系、

すなわち時間バッファとしての在庫をもたざるを

得ません。活動の評価軸は、“在庫”・“欠品”・

“コスト”の最少化としています。このために需

要予測とABC（Activity Based Costing）の２点

がキーとなると考えています。

生産リードタイム内の日々の出荷が予め分かっ

ていれば、これらの評価項目が最少化できること

は自明であり、最少化には精度の高い需要予測技

術の開発とこの予測に基づいた計画・運用が不可

欠であると考えます。予測値と日々の実出荷との

誤差分、すなわち予測不能分が在庫として設計さ

れます。

コストについては、サービスレベルとトレード

オフの関係にあります。最少化のためには、商品

アイテム毎・届け先毎に調達／生産／流通に要し

た総コストを明確にするABCによりコスト構造

を把握することが重要です。コスト最適化のマネ

ジメントのためには、とった施策が合理的にコス

トに反映するような共通コストの配分法の開発が

ポイントとなります。

４ 需要予測に基づく在庫の適正化

ここでは需要予測の精度を高めることで、在庫

を削減した事例を紹介します。需要予測の方法は

�１「商品の出荷特性」、�２「予測の基となる過去

データ有無（期間）」に応じて異なります。�１

「商品の出荷特性」とは季節性・周期性の有無や、

過去実績（例えば前年同月）の再現性等を指しま

す。�２「過去データの有無」とは新製品と既存製

品（１年以上の販売実績がある商品）等のことを

指します。

図３に花王が行っている需要予測手法、図４に、

新製品の出荷予測に基づいて生産計画を行ってい

る例を示しました。本出荷予測法は、過去の様々

な新製品の出荷挙動をモデル化し、当該商品の直

近の出荷実績に基づいて今後を予測しています。

予測精度は向こう１週間先の出荷を５％以内の精

度で予測することができます。従来、新製品の生

産は発売前に販売見込数量を予め生産していまし

たが、本予測法に基づき出荷に応じて生産するこ

とで新製品の在庫を７０％削減することができまし

た。

図３ 需要予測手法

利用可能

デ ー タ

過去データ
未来情報

あ り な し

製 品
�通常品
�季節品

�新製品

�商談情報シ
ステム

�価格弾性モ
デル

予 測

システム

�需要の季節
特性の分析

（SA品）

�在 庫 設 計
（BC品）

�逐次売上予
測

コア技術

�自動制御 �最適化計画
�フーリエ解析 �プロセス設計
�時系列分析 �デジタル信号処理
�多変量解析 �回帰分析

７３ 郵政研究所月報 ２００２．８



10

20

30

40

50

60

70

80

発売１ケ月 発売前 発売２ケ月 

生産計画 

出荷予測 

出荷実績 

在庫推移 

新製品も含め、当社の製品在庫合計では’９７年

に比較して６０％削減できています。

５ 花王のSCMのモデル

前述したように、花王は１９６６年に販社を設立し、

製品を小売に直接販売する太くて短いパイプ作り

を行いました。この結果、工場→各地の物流セン

ター（保管、荷揃え、出荷の各機能）→小売、と

いう物流のルートができあがっています。

この一連の流れの中で、何を観測し、どこを制

御すべきかを検討するために作ったのが図５です。

ここでは商品をタンクに貯め、蛇口の開閉で輸送

をコントロールする事を示しています。

先ほども申しましたとおり、花王では製品が日

用消耗品であることから、過去の出荷データを解

析することにより、ある程度の精度で需要予測を

行えるようになりました。

この需要予測は図では一番下流側の流出量に相

当しますが、その蛇口の開閉は小売が行い、我々

には何の権限もありません。ここでの変動を吸収

するためにタンク、即ち各地に倉庫を置いていま

す。このタンクの役割は、短い周期で起きる変動

を吸収する高周波カット・フィルターと言う事も

できます。

我々のモデルに基いてロジスティクスをコント

ロールする手順を説明しますと、�１下流側のタン

クからの平均的な流出量を予測する。�２短期的な

流出量の変動、および上流側のタンクからのリー

ドタイムと輸送間隔（RT）も考慮してタンクの

レベルを決める（在庫計画）。�３下流側のタンク

群からの全流出量に見合う様に工場側のバルブを

開閉する計画を立てる（生産計画）。�４実際の流

出量を補充するために各地の倉庫入り口側のバル

ブを開閉する。�５計画との乖離が起きた時には速

やかに工場出口のバルブを開閉する。�６以後は�１

から�５までを繰り返します。

また、この流れを円滑にするために、各タンク

の位置や大きさ・配管の太さ・バルブ開閉のタイ

ミング等を絶えず見直し、最適化を図っています。

図５は花王を中心に描いていますが、小売の店

舗もいわば一つのタンクと考える事ができるので、

店舗での販売量のデータを基にした制御も可能で

あると思われます。また、上流側に位置する原材

料メーカーへ、精度の高い生産計画のデータ提供

ができれば、彼らにとっても合理的なSCMを構

築できます。いずれもこれからの重要な課題であ

図４ 新製品逐次出荷予測と生産計画
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原材料 
メーカー 

生産工場 

SCMセンター 
（全体最適化センター） 

工場倉庫 
LIC

LIC倉庫 
需要予測 

Activity Based Costing
FI

LIC倉庫 
倉庫 

LIC：Level Indicator and Controller 
FI ：Flow Indicator

Input 
（Supply） 

=フィルター 
（高周波カット） 

Output 
（Sales） 小　売　店 

FI

生産 
スケジューリング 

最適拠点配置 

販売計画 

配送 
スケジューリング 早期商談情報 

製品特性 

車　　種 

運　　用 

輸送距離 

輸送数量 

要因（Activity） 
生産工場 
輸送ルート 
直送化 

積載率 
バラ積み 
平準化 

車両単価 
大型化 

製品重量、容積 
パレットパターン 
高荷化 

売上げ数量 
積送数量 

複　合 
コスト 

距離 

仕様 

数量 

単価 

輸送費 
 

○○億円 

売上数量：  
1.0億梱 

要素分解＝製品毎／ルート毎／車両ごと：梱特性ベース費用配分 
2,000品目×400ルート×150,000台（年間） 

ると認識しています。

６ 輸送のABC

工場から各地の倉庫へ製品を輸送するのは距離

が長いので、コストの面でも環境への影響の面で

もできるだけ効率化する事が望まれます。

花王では輸送に関してもデータベースを構築し、

図６のようにコストを製品アイテム毎に要因別に

分解し管理しています。従って、対応策も容易に

分かるし、改善した効果も定量的に把握する事が

できます。もちろん、輸送条件の変更に対するシ

ミュレーションも容易にできます。これらのこと

によって、輸送ルートや使用する車種の選択を最

適化したり、商品設計を合理的なものに変更する

等の対応を進めています。

７ まとめと今後の課題

需要予測に基づいた全体最適という点から我々

のSCMの考え方と在庫適正化の事例について述

べました。図５に示したSCMモデルと問題の所

在について、我々は全ての問題解決技術を持って

いるわけではありません。全体モデルと構成要素

のモデル構築がシステム化に必要と考えています。

図５ 花王のサプライチェーンモデル

図６ 輸送コストの構造
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１ はじめに

米国は自動車社会である。

自動車登録台数は、１９９０年から２０００年にかけ順

調に伸びている（１億８，８３０万台→２億２，１３０万台

１７．５％増）。個人の移動手段は、圧倒的に自家用

車で９１．２％（公共輸送手段ではバス１．４％、近郊

電車０．４％）。自動車やガソリンの購入など交通関

係の支出は１８．９％と、家庭の消費支出のなかで

３２．６％の住居支出についで大きい（１９９９年労働省

消費者支出調査）。

この自動車社会をささえるものがハイウェイ、

高速道路である。ハイウェイは、幅広いコンク

リートの帯が一直線に伸び、インターチェンジで

は自由奔放にループを描く。全米各地を自由に移

動・移住できるという開放的なメンタリティを米

国民のなかに生みだし、自動車産業を米国の代表

的な基幹産業に押し上げる原動力となった。高速

道路は、２０世紀の米国の社会・経済・文化の発展

や統合の「紐帯」である。

高速道路は、「フリーウェイ」とも言われ、主

要なハイウェイは、米国ハイウェイ網（National

Highway System： NHS）と称される。NHSは、

全米総延長２６万キロにおよぶ。最初に建設着手さ

れたものには、ニューヨークとサンフランシスコ

を結ぶLincoln Highway（５，４５４キロ）、シカゴと

サンタモニカ（ロサンゼルス隣接市）を結ぶNa-

tional Old Trails Highway（「ルート６６」：３，６１８

キロ）がある。

これらの高速道路は、当初、全米各地域で独自

に建設された。しかし、１９２５年、高速道路の計画

的・体系的・持続的な建設のため、「連邦助成ハ

イウェイ法（Federal Aid Highway Act）」がつ

くられた。おおくくりに「連邦助成ハイウェイ

法」といわれる法律は時限立法で、有効期限到来

のたびにその時々の状況を踏まえ立法化された。

有名なものは、

１）アイゼンハワー大統領が成立に尽力した１９５６

年連邦助成ハイウェイ法

２）ハイウェイ建設がほぼ完了し、道路維持管理

や自動車に代替する大量輸送手段の整備などに

軸足を移した１９９１年成立の拠点間陸上運輸効率

化法（Intermodal Surface Transportation Effi-

ciency Act：ISTEA）

３）ISTEAを受け継ぎ１９９８年成立の２１世紀運輸

資産法（Transportation Equity Act of the２１st

Century：TEA―２１）

である。

これらの連邦助成ハイウェイ法が特に力をいれ

て助成する高速道路の大半は「州際（Inter-

state）ハイウェイ」と呼ばれる高速道路で、全

米で７万３，６００キロに及ぶ。代表的なものはI―９５

（Interstate ９５）である。I―９５は、大西洋岸を南

北にフロリダ州からメイン州まで縦断３，０４７キロ

の州際ハイウェイで、マイアミ―リッチモンド―

ワシントンDC―フィラデルフィア―ニューヨー

トピックス

米国の高速道路とハイウェイ信託資金（特別会計）

沖縄総合通信事務所長 大寺 廣幸
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ク―ボストンと主要都市を結ぶ。

来年、TEA―２１は期限到来である。ポスト

TEA―２１の立法化に向けワシントンを中心にさま

ざまな議論が展開されはじめた。わが国の高速道

路整備の手本となり、さらに今後の整備のあり方

に大きな示唆を与える米国の状況、特に州際ハイ

ウェイ建設の歩みとこの建設の資金的裏付けとし

て機能してきたハイウェイ信託資金（Highway

Trust Fund）について紹介してみよう。

２ 米国の道路の概況

２．１ 米国の所有団体別道路延長

全米の道路の７７．４％は、市町村、郡などの地方

自治体が所有している。１９．６％が州の所有で、こ

の小稿でとりあげる州際ハイウェイのほとんどが

州の所有道である。連邦政府が所有する道路はわ

ずかに３．０％にすぎない。ほとんどが、国立公園、

国有林、軍用保留地、インディアン保留地内の道

路である。

州際ハイウェイは、その路線のマスタープラン

や道路延長距離は連邦助成ハイウェイ法で決めら

れ、道路規格も１９５６年に定められた全米共通のも

のにのっとらなくてはいけない。しかし、州際ハ

イウェイの建設計画は各州が決め連邦政府（運輸

省連邦ハイウェイ庁（Federal Highway Admini-

stration： FHWA））がこれを承認する。州は、

連邦法に定めるマスタープランの州際ハイウェイ

の一部に対し、地元の事情を勘案し建設を取りや

めたりルート変更したりすることができる。道路

の建設、維持管理、所有は州が行う。このことが、

米国のハイウェイ建設、維持管理、資金負担のメ

カニズムを日本と異なったものにしているのだ。

２．２ 機能別道路延長

道路は、その道路の用途や交通量によって機能

別に区分される。時代とともに個別の道路の機能

は変化し別の範疇に区分換えされることもあるが、

全米の道路総延長は、最近はわずかな増加にとど

まり、ほぼ新設はストップした。表では、農村地

域の道路延長が減少しているが、これは、都市地

域の拡大と道路の機能区分の見直し（農村→都

市）によるものである。

「州際ハイウェイ（Interstate）」は、州境をこ

えて州と州とを結ぶ無料道（フリーウェイ）で、

将来的な交通需要を見込み主要地域間をつなぎ一

定の道路規格で建設されるものである。州際ハイ

ウェイは、もっともランクの高い地域間道路で、

予測される最大限の交通量をまかない、高速を出

すことができ、信号機など交通をさまたげる障害

物には走行中ほとんど出会わないよう設計されて

いる。「州際ハイウェイ網」は、１９４４年連邦助成

ハイウェイ法で創設された。「The Dwight D.

Eisenhower System of Interstate and Defense

Highways」と呼ばれることもある。この名前の

表１ 米国の道路

農 村 地 域 都 市 地 域 総 計

延長（キロ） 比率（％） 延長（キロ） 比率（％） 延長（キロ） 比率（％）

連 邦 １８６，７５８ ３．８ ２，３７４ ０．２ １８９，１３３ ３．０

州 １，０６２，００８ ２１．５ １７８，４６２ １３．０ １，２４０，４７０ １９．６

市町村等 ３，６９８，０３０ ７４．７ １，１９４，１４６ ８６．８ ４，８９２，１７６ ７７．４

合 計 ４，９４６，７９７ １００．０ １，３７４，９８２ １００．０ ６，３２１，７７９ １００．０

（出典） 運輸省の「Our Nation’s Highways２０００」
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由来はあとに述べるとして、総全長７４，６８３キロ

（４６，６７７マイル）で、全米５０州とワシントンD.C.、

プエルトリコを縦横に結ぶ。全米の総道路延長の

わずか１．２％にすぎないが、この高速道路を利用

する交通量は、全米で２４％以上にのぼると推計さ

れている。

「一般ハイウェイ・高速道」から「支線道」ま

での道路は、大きくは「その他の基幹道（Other

Arterials）」と称されている。他のハイウェイと

の連結が不完全なフリーハイウェイや、２車線の

ハイウェイ、主要都市地域、都市、産業地域を結

ぶ州際ハイウェイを補完する主要道、さらに、国

防関連道、米国の南北国境の主要地点までの道路

などが含まれる。

「域内道（Collectors）は、住宅地域、商業・産

業地域、都心地区等の地域内の交通をまかなうも

のである。

「街路等（Locals）」は、その他の道路である。

３ 州際ハイウェイ建設の歴史

１９３０年代後半、大陸横断高速道路を建設すべき、

との要望が表面化した。ルーズベルト大統領は、

１９２９年の世界大恐慌後の雇用確保プロジェクトと

して、東西南北３本ずつの有料高速道路建設の必

要性を繰り返し主張した。連邦議会もこれに同調

し、１９３８年連邦助成ハイウェイ法で、６本の高速

道路のフィージビリティ・スタディを道路局

（Bureau of Public Roads： BPR）が行うよう決

め た。調 査 報 告 書「Toll Roads and Free

Roads」の要旨は、「全国的な高速道路網を利用

料でまかなうには自動車の通行量が少なすぎる。

既存の道路を整備し、さらに１日の交通量が２千

表２ 機能別道路延長

農 村 地 域 都 市 地 域 総 計

延長（キロ）
’９０―’００の

増減率（％）
延長（キロ）

’９０―’００の

増減率（％）
延長（キロ）

’９０―’００の

増減率（％）
比率（％）

州際ハイウェイ ５３，０４０ －１．４ ２１，６４３ １６．２ ７４，６８３ ３．６ １．２

一般ハイウェイ・高速道 ― ― １４，７１２ １８．９ １４，７１２ １８．９ ０．２

主要道 １５８，４２１ １８．０ ８５，６８６ ２．６ ２４４，１０７ １２．４ ３．９

支線道 ２２０，５７９ －４．９ １４４，４８２ ２０．３ ３６５，０６１ ４．０ ５．８

主要域内道 ６９４，２８３ －０．８ ― ― ６９４，２８３ －０．８ １１．０

支線系域内道 ４３５，９７６ －７．５ ― ― ４３５，９７６ －７．５ ６．９

域内道 ― ― １４２，０７４ １２．８ １４２，０７４ １２．８ ２．２

街路等 ３，３８４，４７５ －１．０ ９６６，３８６ １５．４ ４，３５０，８６１ ２．６ ６８．８

（出典） 運輸省の「Our Nation’s Highways２０００」

表３ ハイウェイ関係予算の財源・支出に関する中央・地方政府の金額、シェア

（単位：億ドル）

１９９０年度 ２０００年度

連 邦 州 市町村等 連 邦 州 市町村等

財源 １４６（１９．３％） ４００（５３．１％） ２０８（２７．６％） ３０８（２４．０％） ６６４（５１．７％） ３１３（２４．３％）

支出 ７（０．９％） ４５６（６０．５％） ２９１（３８．６％） １５（１．２％） ７７９（６１．５％） ４７３（３７．３％）

（出典） 運輸省の「Our Nation’s Highways２０００」
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台以上の道路は片道２車線以上にする。都市環状

線と都心から放射状にのびて環状線と接続する道

路を整備し、他の道路からこれらの道路への接続

箇所は限る。」この報告書は議会に提出された。

ニューディール政策の一環と揶揄する声もあった

が、この政策にはおおむね好意的であった。しか

し、第二次世界大戦への米国参戦で実行には移さ

れなかった。

ルーズベルト大統領は、戦後、復員軍人の失業

や景気後退をおそれ、１９４１年４月には早くも全国

地域間ハイウェイ委員会を設け、大規模なハイ

ウェイ建設の検討を開始させた。この委員会は、

「Toll Roads and Free Roads」をブラシアップ

し、「今後２０年間の交通量をみたすため６万３千

キロの地域間ハイウェイを整備すべき」との内容

の報告書を２年後答申。未来の都市形成の上で無

料の高速道路が果たす役割の重要性を強調した。

しかし、１９４４年連邦助成ハイウェイ法の審議の

過程では、都市と農村のいずれの地域のハイウェ

イ建設を優先させるかで議論は二分した。６万５

千キロの州際ハイウェイ整備を進めることになっ

たものの、特別の財政措置の新設や連邦負担分の

増加は法律には盛り込まれなかった。

公共道路庁（Public Roads Administration：

PRA。BPRが名称変更）は、州際ハイウェイに

組み込むべきルート選定を各州に要請するととも

に、州ハイウェイ担当幹部全米協会（Associa-

tion of State Highway Officials： AASHO）とと

もに、道路規格の策定作業をスタートさせた。

１９４５年に承認された道路規格は、全国統一のもの

ではなく交通量、人口密度、地形などが似かよっ

た地域ごとに道路規格を定めた。この規格は、完

工後２０年間の交通量を見込んだもので、原則とし

て最低４車線とした。交通量がわずかであれば２

車線や鉄道との間の踏切りもみとめた。

１９４７年８月、PRAは、都市内４，６３８キロを含め

６万６４０キロの州際ハイウェイを指定した。３，７３２

キロは都市の環状・放射ルート分として保留され

た。

州際ハイウェイの建設は遅々として進まなかっ

た。多くの州は連邦助成金を他の使途に充てるこ

とを望み、また、道路規格の水準があまりに高す

ぎると不満の声があがった。人口の多い州のなか

には、道路を建設するには連邦助成額があまりに

少なすぎるとして、州際ハイウェイの予定路線に

有料道路の建設を決めるところもあった。朝鮮戦

争勃発によりハイウェイ建設に軍事的観点が加味

されるようになった。

１９５２年連邦助成ハイウェイ法は州際ハイウェイ

に２，５００万キロの支出を認めた。州への助成率は

５０％である。この助成は州際高速道路の建設に特

化した助成としては初めてのものであった。

アイゼンハワー大統領が政権についた１９５３年１

月までに、各州は、１万３２７キロの道路の改良を

９億５５百万ドル（半分は連邦資金）で行っていた。

しかし、その時の交通量でさえ十分にまかなえる

ものは州際ハイウェイのうちわずかに２４％にすぎ

なかった。（BPR（PRAからBPRに名称変更）の

見解）

アイゼンハワーにはハイウェイ建設につながる

二つの体験があった。一つは中佐時代の１９１９年に、

悪路に悪戦苦闘し６２日間かけ陸軍輸送隊を米大陸

横断させたことである。もう一つは第二次世界大

戦のとき見たドイツ・アウトバーンのすばらしさ

である。

アイゼンハワーは、１９５３年は朝鮮戦争の後処理

と戦後の景気後退阻止に努力を傾注した。ハイ

ウェイに関心を向ける余裕はなかった。１９５４年に

なると連邦助成ハイウェイ法制定の年でもあり、

１月の一般教書では「安全で十分な全米ハイウェ

イ網の建設の必要性」をうったえた。

連邦議会は、連邦の負担割合をアップして６０％
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とし１億７５百万ドルの拠出を認めるなどハイウェ

イ建設を加速させる１９５４年連邦助成ハイウェイ法

の可決成立をすみやかに行った。しかし、どこに

重点をおいて助成額を配分するかという各州間の

利害調整は後回しになった。配分のウエイトづけ

につき、人口が集積する都市地域をかかえる州は

「人口を重視すべき」と主張し、広大な農村地域

が広がる州は「州の面積と地域間距離を重視すべ

き」と言い張った。

１９５４年７月の知事会議にアイゼンハワーは出席

できなかったが、代わって出席したニクソン副大

統領が次のように述べた。

「今後１０年間で５００億ドルをかけハイウェイ網を

整備することが必要だ。現在のハイウェイには、

５つの問題点がありこの解決が求められている。

高い交通事故死傷率、回り道や渋滞による多額の

経済損失、交通事故関係の数多くの訴訟、輸送の

非効率、自然災害や他国からの侵略への対応障害

である。ハイウェイ建設のためグランドプランが

必要だ。債務累増を避ける自立的なファイナンス

の仕組みを作るべき。グランドプランの連邦担当

部分を具体化するため、州と連邦との協力関係の

樹立が大切である。さらに、州のハイウェイシス

テム近代化に連邦政府は協力すべきである。」

アイゼンハワーは、全米ハイウェイ計画の検討

を行うため諮問委員会を設置した。委員長Lucius

D. Clayの名前をとって「クレイ委員会」と言われ

た。

クレイ委員会は、想定されるすべてのハイウェ

イを建設するには総額１，０１０億ドル必要だと見積

もった。連邦の負担割合は３割。当面、１０年間で

近代化を急ぐ道路は６万６７０キロで、経費は２３０億

ドルかかり、このほか都市部の道路整備に４０億ド

ルを要するとみた。合わせて総額２７０億ドルがこ

の１０年間に必要であると推計した。この２７０億ド

ルのうち州等の負担分２０億ドル、連邦負担分２５０

億ドルとし、この２５０億ドルは、新設する連邦ハ

イウェイ公社（Federal Highway Corporation）

が債券発行で市場から資金調達し、この債券の償

還にはガソリン税収入をつかって３０年間でおこな

う。３０年間の間には交通量の増加によりガソリン

税収入も増え税率アップは不要だとの前提条件で

あった。

クレイ委員会報告書を議会に提出するにあたっ

て、アイゼンハワーは次のようなメッセージを寄

せた。

「国家としての連帯は、思想の自由交流と

人々・物資の簡便な移動により維持される。情報

の全国切れ目のない流通は、全米を網羅し南北国

境をむすぶ巨大なハイウェイ網を利用する個人、

ビジネスで担保される。通信・交通システムが生

み出す連携の源泉は、まさに「州の連合：

United States」にある。州なくしてはわが国は

単なる個々の部分の集まりにすぎないのだ。」

テネシー州選出の上院議員Albert Goreは、公

共事業委員会道路小委員会の委員長として１９６１年

度まで、７５％連邦負担で１００億ドル拠出し、総延

長６万８４百キロの道路を整備する法案を用意した。

他方、財政委員会委員長のバージニア州選出の上

院議員Harry Flood Byrdは、クレイ報告の債券

発行ファイナンスに反対し、税収入の範囲内で支

出すべきだと主張した。ガソリン税の収入を３０年

間道路整備に固定化させることや公社の債券発行

が議会のコントロールの外になることが反対理由

だった。

上院は、クレイ委員会の構想を否決する一方で

Gore法案には圧倒的多数でこれを承認した。

下院の公共事業委員会道路小委員会の委員長

George H. Fallon（メリーランド州）は、ハイ

ウェイ利用関連の税金を増やしてハイウェイ建設

計画をまかなえるようにし、また、連邦負担割合

を９０％とし１９６８年までの拠出額を盛り込む法案を
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準備した。さらに、国防への州際ハイウェイの重

要性を強調するため、Fallonは、州際ハイウェイ

を「州際・国防ハイウェイ国家システム（Na-

tional System of the Interstate and Defense

Highways）」と呼ぶことを提案した。

下院では、クレイ構想は否決されたが、驚くべ

きことにFallon法案も否決された。トラック、石

油、タイヤ業界が法案反対のロビー活動をおこ

なったからだといわれた。

アイゼンハワーは諦めなかった。１９５６年１月の

一般教書でも近代的な州際ハイウェイ網の重要性

をうったえた。１９５６年は大統領選の年で、議会審

議の時間的な余裕は少なかった。

ところが、事態は好転。１９５５年９月にBPRは、

指定を保留していた残りの３，５００キロを都市部に

集中的に指定。さらに、BPRは、１９４７年指定の州

際ハイウェイと都市周辺のハイウェイ１００路線の

建設予定地域を明らかにした。州際ハイウェイが

都市開発にいかに重要な役割を果たすかが具体的

に理解できるようになったのだ。Fallon法案に反

対したトラック業界なども、高速道路建設の効果

を認識し、それまでの漠然とした反対から条件闘

争へと態度をかえていった。

上院では１９５５年可決されたGore法案がそのま

ま生きていたのに対し、法案を否決された下院で

は、Fallonが１９５６年連邦ハイウェイ法案を提案し

た。６万５千キロを１３年間で建設する。連邦は建

設費の９０％、２４８億ドルを拠出するという内容で

あった。各州への資金配分は、州際ハイウェイす

べての建設費に対する各州の建設費の割合を基準

に（cost―to―complete基準）、予算額を配分する

仕組みであった。

アイゼンハワーは、議会との妥協を迫られ、ク

レイ報告書の仕組みをあきらめ、見積もり税収額

に応じて支出するという原則を採用した。

１９５６年３月、下院予算委員会には、ルイジアナ

州のHale Boggs議員が１９５６年ハイウェイ収入法

案を提案した。１ガロン当たり２～３ドルガソリ

ン消費税をアップし、ハイウェイ利用者が負担す

る税からの税収をハイウェイ信託資金（High-

way Trust Fund）に入れ、ハイウェイ建設計画

に充てる、という案が提案された。

下院予算委員会は、FallonとBoggsの法案をあ

わせ１９５６年連邦ハイウェイ法案とし、この法案は

圧倒的多数で下院で可決された。

この法案は上院に送られた。上院公共事業委員

会は、下院の法案のハイウェイ建設計画の部分を、

Gore法案のそれを一部手直しのうえ入れ替えた。

手直ししたところは、Fallon法案と同じく完成ま

で１３年計画とし助成額は２４８億ドル、助成率を

９０％にしたことである。下院の法案と最も異なる

点は、州への資金配分の方程式で、Gore法案の

ウエイトづけでは３分の２が人口、６分の１が

各々州の面積と道路の距離であった。上院財政委

員会はBoggs法案の資金の調達・配分の仕組みを

おおむね受け入れた。歳出規模が歳入額を上回る

場合の懸念が財務長官から出されたが、財政委員

会のByrd委員長は、「Byrd Amendment」といわ

れる解決案を提示した。それは、歳出額が歳入額

を上回ると財務長官が予想するときは、商務長官

は歳入額に見合うよう各州への歳出額を案分比例

で減らすというものであった。（当時、運輸省は

未設置であり担当省庁は商務省であった。）

下院と上院の法案が相違することから両院協議

会が開かれGoreとFallonの両案の間で調整がはか

られた。

州際ハイウェイは、少し道路距離をのばし６万

６千キロと決まった。連邦助成額は１９５７―６９年の

１３年間で２５０億ドル、助成率は９０％。各州への助

成配分の方法は、最初の３年間はGoreの配分方

式で、その後は、Fallonのcost―to―complete基準

で、というものであった。
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１９５６年法では、１９７５年時点での交通量予測に合

うようなハイウェイの規格を求めた。この１９７５年

基準は、後に「完工後２０年先」に修正された。

BPRは、AASHOの協力を得て、規格の統一化、

完全自由アクセス化、道路・鉄道の立体交差化を

はかった。２車線と道路・鉄道平面交差は交通量

がわずかのケースにのみ認められた。ただ、１９６６

年法では、州際ハイウェイは交通量のいかんを問

わずすべて４車線、立体交差に改められた。

州際ハイウェイを利用する自動車の台数制限は、

もともと当初案で認められていた場合と商務長官

が承認する場合の２つのケースに限って特定のイ

ンターチェンジで認められることになった。サー

ビスステーションなど商業施設の道路サイドでの

設置は、州際ハイウェイでは認められなかった。

ちなみに有料道路ではフランチャイズ制で容認さ

れていた。

連邦助成資金は、民間がすでにもつ道路占用権

を取得し州にそれを帰属させるためにも用いるこ

とができるようにした。また、それまでに建設さ

れていた有料の道路、橋梁、トンネルとは別に、

並行して州際ハイウェイを整備することは非効率

であると考え、これらの既存インフラも州際ハイ

ウェイに組み込むことを可能にした。なお、これ

らのインフラや既設州際ハイウェイの連邦助成が

９割に達していない場合、９割までの差額を連邦

助成の対象にするか、という点については、議論

を先送りにし、１９９１年の拠点間陸上運輸効率化法

（ISTEA）で初めて助成対象になった。

１９５６年６月、法案はアイゼンハワー大統領の署

名によって連邦助成ハイウェイ法として成立した。

その後、予定の州際ハイウェイがほぼすべて完

成した１９９０年１０月、ブッシュ大統領は、アイゼン

ハワーの功績をたたえ、州際ハイウェイの名称を

「Dwight D. Eisenhower州際・国防ハイウェイ

システム」に変更する決定をおこなったのである。

４ ハイウェイ信託資金（Highway Trust Fund）

高速道路建設の財政基盤を確保するため大きな

機能を発揮してきたのが、ハイウェイ信託資金で

ある。この財源調達・資金配分スキームは、１９５６

年ハイウェイ歳入法（Highway Revenue Act of

１９５６）で設けられた。

ハイウェイ信託基金設立の前までは、ハイウェ

イ利用者に関連して集められた税金は、一般資金

（General Fund）に繰り入れられ、この税収と

ハイウェイ建設とのリンクはなかった。１９４４年に

約４万マイルの州際ハイウェイがルート指定され

たが、財政的な裏づけは乏しかったのだ。１９５６年、

アイゼンハワー大統領が、連邦助成ハイウェイ法

と同時に成立させたハイウェイ歳入法に基づき作

られたハイウェイ信託資金は、ハイウェイ利用者

の負担に「最終的に」帰属する税で集められた資

金をハイウェイ建設に投下するという、ハイウェ

イ利用者の負担と受益を基本に組み立てられたも

のだ。このメカニズムによって、１９５６年度の支出

予算額１億７，５００万ドルが翌年には１１億７，０００万ド

ルに、１９６０年度には２２億ドルに膨張していった。

ハイウェイ信託資金は、州際ハイウェイの歴史で

述べた経緯からして、その設立時から借入れで資

金を調達することは認められなかった。あくまで

も支出額の上限は、税収見込み額である（pay―

as―you―go basis）。州に対しては、州の支出に先

だって資金が交付されるのではなく、実際に州が

支出した経費のうち連邦が負担すると定められた

金額を後から支払うスキームになっている。

「ハイウェイ利用者から集めた資金でハイウェ

イ建設を」という原則は今も維持されているが、

税と用途の構造は、当初のそれから大きく変化し

てきている。

１９７０年代なかばには、すでに、州際ハイウェイ

建設に投じられる金額は資金の半分だけで、残り
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の半分はこれ以外のプログラムに投下されるよう

になっていた。１９７３年には、各州はハイウェイ以

外の交通整備プログラムに資金をあてることがで

きるよう制度改正された。１９８２年陸上運輸支援法

（Surface Transportation Assistance Act of

１９８２）は、それまでの１ガロン４セントのガソリ

ン消費税を９セントに引き上げるとともに、ハイ

ウェイ信託資金をハイウェイ勘定（Highway Ac-

count）と大量輸送勘定（Mass Transit Account）

に区分し、大量輸送勘定へは１ガロン当たり１セ

ント繰り入れられることになった。ちなみに、

１９８２年段階までには、当初の州際ハイウェイ建設

計画に盛り込まれたハイウェイの９５．３％の工事が

完了していたとのことである。

ハイウェイ信託資金に繰り入れられる資金は、

自動車燃料消費税（ガソリン、ガソホール、

ディーセルなど）や、タイヤの販売、新車のト

ラック・トレーラー等の販売、さらに車体重量の

大きな車両の使用の際に課せられる税からの収入

である。これらの税は、高速道路を利用する利用

者が直接納税するのではなく、大半は、ガソリン

等の生産・輸入者やトラック等の販売者が納税義

務者で、これらの者から、IRS（内国歳入庁）に

納付される。

現在の自動車燃料消費税は表のとおりであるが、

この課税額と配分は、その時々の政策に応じて変

化してきた。

たとえば、１９７０～８０年代、連邦政府は、石油等

の輸入化石燃料に代替する燃料の使用をうながす

とともに、農家所得を支援する政策をとった。こ

の政策の一つで今も続いているのが、エタノール

のような植物を原料とするアルコール燃料の使用

を促進する税制優遇措置である。ガソリンにエタ

ノールを混合した燃料、ガソホールへの課税は、

ガソリン消費税の税額１８．４セントからエタノール

の混合割合に応じて軽減されている。最も一般的

なエタノール１０％混合の場合では１ガロン当たり

１３．１セントと、５．３セントの軽減である。

また、配分先についても、当初のハイウェイ建

設への重点投下から、道路維持補修、空港・港

表４ ２０００年度のハイウェイ信託資金の原資とそ

のシェア

納 税 額 シェア

自動車燃料 ３０２億８８百万ドル ８６．６％

ガソリン ２０８億０２百万ドル ５９．５％

ガソホール（注） １６億０９百万ドル ４．６％

ディーゼル等 ７８億７７百万ドル ２２．５％

トラック、トレイラー ３３億２１百万ドル ９．５％

重車両 ９億２１百万ドル ２．６％

タイヤ ４億４２百万ドル １．３％

全納税額 ３４９億７２百万ドル １００．０％

（注） ガソリン・エタノール混合自動車燃料
（出典） 運輸省の「Our Nation’s Highways２０００」

表５ ２００１年７月現在の主な自動車燃料消費税の課税額と税収入の配分割合

（１ガロン（＝３．７８５リットル）当たりの課税額（セント））

税 目

課税額 左の課税額の各種資金への配分額

ハイウェイ信託資金
流出地下貯蔵タンク

信託資金
一般資金

ハイウェイ勘定 大量輸送勘定

ガ ソ リ ン １８．４０ １５．４４ ２．８６ ０．１０

ディーゼル ２４．４０ ２１．４４ ２．８６ ０．１０

ガソホール １３．１０ ７．６４ ２．８６ ０．１０ ２．５

液体天然ガス １３．６０ １１．４７ ２．１３
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湾・トラックターミナル等の建設、代替大量輸送

手段の整備、さらに、地下貯蔵タンクからのガソ

リン等の流出防止、連邦財政の赤字補填へと配分

先が拡大してきた。

ハイウェイ信託資金は、当初は他の連邦予算か

ら独立していた（off―budget）。しかし、税収額

の所要支出額を大幅に上回ってきたことから、

１９６６年、大統領は一般資金への繰入れを決定し、

１９６８年には他の連邦予算との連動が決められた

（on―budget）。今では議会が歳出額の上限を決

めている。したがって、資金の年度ごとの歳出額

は、高速道路建設等の計画で承認された所要額を

下回ることもあり、税収額の余剰分は一般資金

（General Fund）に預託される仕組みになって

いる。

さらに、税収が、「一般資金への預託」という

かたちではなく、一般資金へ繰り入れてしまう仕

組みも導入された。ガソリンへの課税は、１９８２年

までは４．００セント／ガロンであった。その後、財

政赤字補填のため引き上げられ、１９９３年１０月から

は現行の１８．４セント／ガロンとなり、各州が独自

に集めるガソリン税（州税）の平均的な税額とほ

ぼ同額になった。（注）９０年代は１９９７年９月まで

１ガロン当たり２．５セント～６．８セントが、財政赤

字補填にまわされていたのだ。ちなみに、ガソリ

ンからの税収分については、財政補填はなくなり、

１９９７年１０月以降は補填に充てていた分を含めハイ

ウェイ信託資金にそのまま入っている。しかし、

財政の赤字補填は、今でもガスホールからの税収

の一部２．５セントの一般資金への繰り入れとして

一部残っている。

（注） 州のガソリン消費税の税率

１９８０年代、州のガソリン消費税の税額は大

きな上昇を示した。９０年代、各州加重平均

での実際の税額は若干上昇傾向で現在では

１８セント／ガロン強である。ただ、ガソリ

ン価格・税額の１９７０年値を基準に調整した

値で見ると、税額は３８％引き下げられたこ

とになる（１９７０年：７．０２セント／ガロン→

２０００年：４．３５セント／ガロン）。

１９９８年成立のTEA―２１は、ハイウェイ利用者に

かかる税金の経理・配分メカニズムとして、ハイ

ウェイ信託資金をそのまま活用することとしたが、

一定のハイウェイ・交通プログラムに対しては支

出水準を保証する仕組みを作った。TEA―２１以前

では、毎年の予算編成過程において、支出が義務

的でない他の裁量的政策プログラムとの間で財源

の確保をめぐって競い合った。TEA―２１は、ハイ

ウェイ・交通プログラムの支出に新規に予算枠を

設けた。これらのプログラムと他の裁量的政策プ

ログラムとの間に予算的な「ファイア・ウォール

（防火壁）」をつくったのだ。具体的には、TEA―

２１に定める６年間の陸上交通プログラムへの拠出

２，１７９億ドルのうち、約１，９８０億ドルはファイア・

ウォールで守られることになった。

ハイウェイ勘定、大量輸送勘定からの資金の使

途は具体的には、どうなっているのだろうか。

主要な予算項目は表のとおりである。主な項目

について簡単に説明すると、

１）全国ハイウェイ網（NHS）プログラムの

予算は、州際ハイウェイなどの全米約２６万キ

ロのNHS道路やこのハイウェイにつながる

空港、フェリー発着場、港湾などの改良に使

われる。

２）州際ハイウェイ維持補修プログラムの予算

は、NHSの中で特に重要な全米約７．４万キロ

の州際ハイウェイの再舗装、復旧、補修など

に使われる。

３）陸上輸送プログラムの予算は、使途が弾力

的で、NHS等の連邦助成ハイウェイや橋梁、

バスターミナル、公共交通輸送プロジェクト

などに投下される。
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４）渋滞緩和・大気汚染改善プログラムの予算

は、クリーン・エア法（Clean Air Act）の

基準値を満たすため行われる道路拡幅工事な

どの運輸関係プロジェクトに充当される。

各州への配分額は、州ごとのハイウェイ利用者

の数やハイウェイ等の資産保有状況、建設・維持

管理所要額などをみて決められる。また、プログ

ラム間の予算の移流用は、一定の枠内で州の判断

で可能になっている。

５ 終わりに

米国では、１９８０年代でほぼ基幹的な高速道路網

の整備は終わり、いわゆる道路特定財源を使って、

高速道路の維持管理や港湾・空港・トラック／バ

スターミナルの整備、さらに、代替輸送手段の整

備など、交通体系全般の整備に充ててきた。来年、

これらの交通体系整備の法的裏づけとなっている

TEA―２１が有効期限を迎える。ポストTEA―２１の

法案のフレームワークをどう組み立てるか、すで

に連邦議会でも議論がスタートした。州際ハイ

ウェイの多くは老朽化が目立ち、再舗装化や橋梁

の取り替えに巨額の費用がかかると見込まれてい

る。また、都市部を中心に慢性的な渋滞が顕著に

なり、この解消の必要性が叫ばれている。これら

の政策を実行に移すため、ガソリン消費税の引上

げやガソホールの軽減税率見直しなどによって財

源を増やす議論が登場してきている。さらに、こ

れまでも法案策定のたびに争われた都市・農村間

の資金配分比率のあり方について議論がまた顕在

化するとの見方もある。

米国の高速道路整備の枠組み、手法は、わが国

とは異なる部分が多いが、わが国の今後の高速道

路整備、さらに公共インフラ整備のあり方を考え

るにあたり、米国の論議の展開は注視するに値す

るように思う。

表６ TEA―２１に基づく主要ハイウェイ助成プロ

グラム（１９９８～２００３年度）とFHWAの連邦

予算配分状況（１９９８～２０００年度）（注）

（単位：百万ドル）

プログラム ’９８～’０３ １９９８ １９９９ ２０００

ハイウェイ建設プ

ログラム

全国ハイウェイ網 ２８，６００ ３，９８９ ４，６０７ ４，６５１

州際ハイウェイ

維持補修

２３，８００ ３，２９４ ３，７５９ ３，７９５

陸上輸送プログ

ラム

３３，３００ ４，６５４ ５，３７７ ５，４２８

橋梁取り替え・

改修

２０，４００ ２，８４５ ３，２１１ ３，２４２

輸送プログラム

渋滞緩和・大気

汚染改善

８，１００ １，１６３ １，３１１ １，３２４

アパラチア開発ハ

イウェイ網

２，３００ ― ４４３ ４４３

最小保証 ３５，１００ ５，３８６ ６，３８７ ６，７１９

総 計 １７１，１００ ２１，３３１ ２５，０９５ ２５，６０２

（注） 次の予算は含まず。周遊トラッキング路、都市
地域計画化、収入・予算調整（RABA）、緊急復旧、
ハイウェイ関連交通安全、連邦所有地域ハイウェ
イ計画、実施義務化プロジェクト、リニアモー
ターカー技術開発、高速陸上輸送開発、ITSシス
テム等。

（出典） 運輸省の「Our Nation’s Highways２０００」
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「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）

「郵便局レベルでみた郵便事業の効率性計測と生産性分析」効率性と生産性に関するアジア会議

（台湾）（７月２０日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトピックス」（適宜）

３ 広報活動

�１ P―sat放映

「デジタルパーク郵政館」（毎週水曜日放映）

「インターネット統計調査―日本の現状とその調査方法―」（６月２４日）

「最近の日本経済・地域経済の動向」（７月）

「大口引受処理のIT化に関する調査研究」（７月１９日）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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」情報通信ジャーナル（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）

「逓信博物館の１００年」NHKラジオ第一放送（６月１４日）

「重要文化財「ブレゲ指字電信機」公開と実演」日本経済新聞、産経新聞他（６月）

「プライマリーバランス」かんぽ資金（７月号）

「３月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（７月号）

「インターネットJPドメインのコンテンツ統計について」情報通信ジャーナル（７月号）

「重要文化財に指定されたブレゲ指字電信機」郵政（７月号）

「切手の魅力について」図書館通信（７月号）

４ ていぱーくの特別展

・「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）ただし、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） ただし、６月２４日（月）～２６日（水）は展

郵政研究所通信
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示替えのため１階特別展示場は閉鎖）

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

書の原画や原版の展示など普段展示しない貴重な資料展示を行います。

５ その他

・「恐竜切手パネル展」八日市場郵便局（７月１５日～７月２８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。

【ご意見等のあて先】

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

TEL：０３―３２２４―７３１０ FAX：０３―３２２４―７３８２

URL http:／／www.iptp.go.jp／

E―mail：www―admin@iptp.go.jp

編集後記

次号から編集担当が代わります。約１年間でしたが未熟な編集にお付き合いいただき、

ありがとうございました。今後とも「郵政研究所月報」をよろしくお願いいたします。

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

なお、郵政研究所では、研究の成果等をインターネットで公開しています。平成１４年

６月６日に開催した「第１４回郵政研究所研究発表会第一部」における特別講演の講演録

等も掲載しておりますので、是非ご覧下さい。

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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今回は、電気通信関係に関する当館の「お宝」展示品（重

要文化財以外）を紹介します。

なぜ当館が電気通信関係の「お宝」を所蔵しているかと言

いますと、明治１８年逓信省新設によって通信・交通・運輸の

全般を管掌したことに遡ります。逓信省は、明治３年の工部

省時代のものを引継ぎ、その後、博物館創設に伴い、当館が

保存・展示するようになりました。昭和２７年日本電信電話公

社が設立されるまでの電気・電信電話・無線に関する資料を

収集してきました。

その主な所蔵品としては、次のようなものがあります。

〈電気関係コーナー〉佐久間象山自製の絹巻銅線・馬蹄形磁

石・電気治療器や徳川斉昭が電気メッキに使用した電気薬品。

シーボルトが所有していた電気治療器など幕末の日本の電気

研究品があります。本邦初公開のものばかりです。

〈通信関係コーナー〉オーストリア国献上の「エンボッサー・

モールス電信機」（日本初のモールス機実用）、明治５年鉄道

開通時に使用の「単針電信機」、日本最古のファクシミリで

「アーリンコート生写電信機」、工部省初製作の「国産１号

電話機」など、最初に使用された通信機器ばかりです。

〈無線通信コーナー〉無線の研究は、明治２８年（１８９５）マルコーニが最初となりますが、日本も明

治２９年から逓信省で研究が行われました。その研究品であるマルコーニ波長計や電気試験所の発明

品TYK無線電話機などがあります。

これらの機器は、当時の歴史や技術を知る上にも、大変貴重な「お宝」と言えます。また、当所

客員研究官若井登氏と通信総合研究所の小室純一氏、三木千紘氏と当館の共同研究によって、部品

の欠損などを修復し、当時を再現する機器として甦りつつあります。

学芸員雑記帳 １００年目を迎える逓信省発行「記念絵葉書」

１００年を迎えるものとして、記念絵葉書の発行があります。

この絵葉書は、万国郵便連合（UPU）加盟２５年の記念式典のため

に、初めて逓信省が「万国郵便連合加盟２５年紀念郵便絵はがき」を発

行しました。明治３５年６月１８日から６種１組、金５銭で発売しました

が、すぐ売り切れとなりました。

刷色は１色刷りですが、当時

としては大変目新しい網目写真

製版法を採用しました。

また、当日は記念局を特設し

て、初めての特殊通信日附印を

使用しました。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介!４

「逓信博物館の１００年」展―博物館の「お宝」―

新旧の横浜郵便局と郵袋

通信関係コーナー

駅逓局とスイスベルンの事務局
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