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「文化的遅滞（cultrural lag）」という社会学用語がある。１９００年代前半に活躍した

アメリカの社会学者、オグバーンは、産業化過程において導入される技術的諸手段の

もたらす帰結に、文化・制度的対応が追いつかず、結果として、たとえば自然破壊が

進んでしまう事態に注目したのだが、このような事態は、今、コミュニケーション・

メディアの領域において、さまざまなかたちで顕在化し、深刻化してきているかに見

える。

アップル・コンピュータは、その時代時代に、コンピュータと社会との関係を予兆

させるTV―CMを打ってきているが、オーディオ処理ソフトと焼付け可能なCD装置

を内蔵した新製品を発売した１９９９年のCMもそのひとつである（このCMはhttp:／／

www.asia.apple.com／hardware／ads／ripmixburn.htmlで視聴可能）。雨の中、ひとり

の青年が駆けつけたところはさる劇場。客席は彼だけ、しかし舞台にはアメリカの有

名なミュージシャン達。彼らに演奏してほしい曲のスタイルや曲名を指定する青年、

それをジョーク交じりで請負うミュージシャン達が描かれるなか、“Rip, Mix, Burn”、

“Think Different”というロゴが現れて溶暗するというのが、このCMの作りになっ

ている。

いうまでもなく、このCMが訴求していることは、青年が劇場という空間で試みた

と同じことを、身近なパソコン上でやれること、すなわち広大な音楽世界から自分の

好みの曲を取り込み（rip）、編集し（mix）、コピーする（burn）ことが可能になっ

ているということにほかならない。このCMには後日談があり、それが放映されて間

もないころ、ディズニーのアイズナー会長は、このCMを名指しし「海賊コピーをそ

そのかすものだ」と非難している。こうした事態がインターネットのブロードバンド

化の進展とともにさらにその深刻度を増していることは、Napster問題に象徴される

P２Pファイル交換の台頭と、それに対する音楽・映画業界等の既存著作権側からの厳

しい対応の内にみてとることができよう。高度かつ安価なディジタル・メディアの普

“Rip, Mix, Burn”時代の文化問題

東京大学社会情報研究所教授 小林 宏一

巻 頭 言
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及がもたらした「複製技術のラジカルな民主化」とでもいえる過程のもとで、目下の

趨勢は、著作権法制の強化、著作権保有者側での「コピー・ガード」の強化というか

たちで、既存制度の「温存」さらにはその「拡張」を図る方向に傾斜しているといえ

る。

しかし、こうした対応は―Lawrence Lessigがその近著“The Future of Ideas”で

主張するように―「引用と継承」により豊饒化するという側面を持つ文化そのものの

不活性化をもたらす可能性があるのに加え、次のような深刻な「遅滞」ジレンマをも

たらしつつある。それは、新しいメディア技術がもたらした可能性に従来型制度（＝

文化）で対処することによって、他ならぬ当の可能性が抑止されるというジレンマで

ある。“Rip, Mix, Burn”行動を「奨励」するパソコンを生産している部門と、それ

を敵対視して止まない音楽部門をともに擁する複合メディア企業を考えてみればよい。

こうした問題状況はかつてビデオ・デッキの普及期にもみられたことだが、その深刻

度は、波及の幅、強さのいずれを取ってみても当時の比ではない。

この６月に開かれた情報通信学会のブロードバンドに関するシンポジウムの席上、

ブロードバンドを介した地上波放送番組の再配信は権利処理のことを考えたばあい、

きわめて困難だとする日本側の見解とは対照的に、韓国から参加された世宗大の金教

授が「韓国では放送番組が放映された後は共有財視され、その自由な再配信は許容さ

れている」との発言をされていた。こうした韓国の状況は、従来なら―そして現在で

も―「著作権後進国」現象のひとつとされるのだが、そうした「後進」性が韓国のADSL

普及の主要因のひとつになったこともまた事実なのである。これまで述べてきた「文

化遅滞」問題に対する新しい理念・発想に立つ「太陽政策」が求められているのでは

ないだろうか。

３ 郵政研究所月報 ２００２．９
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インターネットバンキングを使っている人たち、
使いたいと思っている人たち

―「第７回 金融機関利用に関する意識調査」より―

第二経営経済研究部研究官 倉澤 慶子

４郵政研究所月報 ２００２．９
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１ インターネットバンキングの現状と本稿の概

要

１．１ 情報化の現状

平成１４年７月、総務省は「平成１４年版 情報通

信白書（平成１４年 情報通信に関する現状報告）」

を公表した。これによると、我が国のインター

ネット利用者数は５，５９３万人（平成１３年１２月末現

在、世界第２位）、この１年間でブロードバンド

の普及が４．５倍に進んだ。企業は情報化の基盤整

備の段階を終え、行政は庁内の情報化及びホーム

ページの整備や、申請・届出等手続の電子化を推

進している。個人の利用者にとって、インター

ネットは生活必需品になりつつあり、ネット

ショッピングやネットオークションの利用が大幅

に増えている。一方、個人情報の漏洩や支払処理

に関する不安、セキュリティの問題等は依然とし

て課題である。

情報化は多くの分野を巻き込んで急速に進んで

いると感じられる。本稿では、１４年版白書にある

IT活用型社会の重要な金融インフラの一つと期

待されるインターネットバンキングについて、ア

ンケート調査の結果を基に利用の実態を明らかに

したい。

１．２ 生活におけるインターネットバンキング

情報化社会について、生活の実態に即して見て

みたい。

日曜日、実家に電話をしたが、ずっと話中だ。

何してるんだろうと思って見に行くと、父母がイ

ンターネットのウェブサイトを見て旅行で泊まる

宿を探している（そろそろ２回線にして欲しいも

のだ）。ネット経由で予約すると宿泊料金が安く

なるサイトを見つけ、サイト利用の登録を終えた

ところだった。価格表を見ると確かに安いのだが、

予約に際しては前払い金をクレジットカードで支

払えという指示がある。「インターネットで、ク

レジットカード番号を送って前払いするなんて、

なんか心配だから。」と、結局予約はしなかった。

電話代と接続料と時間と手間がだいぶかかってい

るけれど。

私ならこんなとき、インターネットバンキング

でネット決済を利用するだろう。インターネット

バンキングは、「平日の昼間に金融機関の店舗ま

で出かけなくても取引ができるから」、「手数料が

安いから」、「金利が高いから」という利点がある

が、何よりネットショッピングで買い物をした際

の、現金代引きやクレジットカードでの支払が煩

わしいので、私はインターネットバンキングの即

時決済を利用している。

現時点では、まだまだインターネット上での金

融取引に抵抗がある人は少なくない。「８０代の祖

５ 郵政研究所月報 ２００２．９



母以外全員がインターネットユーザーで、イン

ターネットを日常的に使い、インターネット

ショッピングにも手を出すサラリーマン家庭」で

ある実家は、インターネットバンキングの顧客と

して最適に思われるが、現在のところ使っていな

い。「インターネットは生活の一部になりつつあ

り、ネットショッピング等の利用も増えているが、

支払処理やセキュリティへの不安がある」という

姿である。この点については、平成１４年版情報通

信白書においても言及されている。インターネッ

ト利用者でも、ネットオークションやネット

ショッピングに積極的な人、又は昼間時間がない

等の必要に迫られた人でなければ、インターネッ

ト上の金融取引は利用しないようだ。

インターネットバンキングを利用している、あ

るいは今後利用したいと考えているのはどのよう

な人たちなのだろうか。

１．３ 調査の概要

本稿では、「第７回 金融機関利用に関する意

識調査」の結果を用いて、インターネットバンキ

ングの利用動向や世帯の意識をみることとする。

本調査は、平成元年（１９８９年）から隔年で郵政

研究所が調査会社に委託して実施しているもので、

調査概要は次のとおりである。

�１ 実施時期 平成１３年１２月

�２ 調査対象 全国２人以上 ４，５００世帯

三大都市圏単身 ３００世帯

�３ 抽出方法 住民基本台帳より層化二段無

作為抽出

�４ 調査方法 留置記入依頼法

�５ 調査機関 社団法人 中央調査社

�６ 回収結果 全国２人以上世帯 ３，３７７サ

ンプル（回収率７５．０％）

三大都市圏単身世帯 ３００サ

ンプル（既定サンプル数に達

するまで調査を行う完了調査

方式による）

なお、本稿では特に断わりのない限り全国２人

以上世帯の調査結果について述べることとし、特

徴が見られた項目等については、単身世帯の調査

結果についても言及する。

１．４ 本稿の特徴

本稿で取り上げる「金融機関利用に関する意識

調査」は全国を対象とした世帯の無作為抽出法に

よって実施しており、回収結果を平成１２年国勢調

査と比較したところ、地域、世帯主年齢や世帯人

員構成等の基本的な属性について、大きな偏りは

ないと言ってよい。従って、本調査におけるイン

ターネットバンキングの利用経験率や利用意向等

は、わが国全体の金融行動を信頼に足るレベルで

正確に反映していると考えられる。その一方、相

対的に利用経験者が少なく、経験者の特性を分析

するには母数として不十分な点が否めない。本稿

では各項ごとの分析に際しては、標本数が相当に

少ない場合でもその数を記載した上で、分析を

行っている。

現時点で実施されているインターネットバンキ

ングに関連した調査は、インターネット利用者を

対象にネット上で実施されているものが多く（一

木〔２００２．３〕参照）、回答者がインターネットの

利用者に限られ、かつその中でもヘビーユーザー

に偏りがちである。調査の設計も主にインター

ネットの利用という観点から実施されている。本

調査は、こうした調査と比較して、回答者の属性

に偏りが少なく、また、金融機関の利用という観

点から調査を行っているので、一般的な消費者の

金融行動の１パターンとしてのインターネットバ

ンキングを知るのに有効であると考えられる。

６郵政研究所月報 ２００２．９



１．５ インターネットバンキングの定義

本調査においては、実施にあたり回答世帯に対

してインターネットバンキングを次のように定義

していることを、初めに断っておく。

インターネットバンキング

振込・振替・残高照会など銀行のさまざ

まな手続きが、パソコンや携帯電話を使っ

てインターネット上で行えるサービス。携

帯電話を使用するサービスは「モバイルバ

ンキング」として区別する場合もある。

（本アンケートではすべてインターネット

バンキングとして扱います。）夜間でも利

用可能な金融機関が多く、「いつでもどこ

でも」が特徴。

２ インターネット利用経験及び今後の利用意向

本稿では、調査結果から得られる様々な情報を

紹介するとともに、「インターネット利用経験が

ある世帯」（以下「ネット利用世帯」とする）、

「インターネット上で金融取引の経験がある世

帯」（以下「ネット金融利用世帯」とする）、「イ

ンターネットバンキングを今後利用したいと考え

ている世帯」について、その金融行動の特徴を分

析することとしたい。

なお、本調査は世帯を対象とした世帯調査であ

るが、インターネット関連項目については、設問

方法や注意書きにより、主に世帯主の意識が反映

されるよう構成されている。本稿では、調査結果

＝世帯主の意識であるとして分析をすすめる。

「ネット利用世帯」とは、「インターネットを利

用したことがある（ｉ―mode等携帯電話利用を含

む）」と回答した世帯で、４６６世帯ある。本調査は

世帯主の経験が主に反映されるよう設計されてい

るため、「大学生の長男がインターネットを使っ

ている」といったケースは「利用経験がある」に

は反映されない。したがって、「家族のインター

ネット利用の有無」を把握している「通信利用動

向調査」（総務省）の結果に比べ、利用経験率は

低く現れていることに留意されたい（なお、平成

１４年版情報通信白書は「平成１３年 通信利用動向

調査」の結果を数値として使用している）。

「ネット金融利用世帯」とは、「ネット利用世

帯」４６６世帯のうち、インターネット上で「イン

ターネットバンキング」、「ネット証券」、「その他

の金融取引」のいずれかを利用したことがあると

回答した９９世帯をいう。内訳は、「インターネッ

トバンキングのみ」７６、「インターネットバンキ

ングとネット証券と両方」１３、「インターネット

バンキングとその他の取引と両方」１、「ネット

証券のみ」１８、「その他の取引のみ」５であった。

図表１ ネット利用世帯とネット金融利用世帯及び今後の利用意向の関係

ネット利用世帯（４６６世帯） ネット未利用世帯（２，８８４世帯）
インターネット利用

経験不明（２７世帯）

ネット金融利用世帯（９９世帯）

（
２０１
世
帯
）

今後、インターネットバンキ

ングを利用したい （８２世帯）

今後、インターネットバンキ

ングを利用したい（１１９世帯）

今後、インターネットバンキングを

利用したい（２８１世帯）
（１世帯）

ネット金融未利用世帯（３６５世帯）

金融取引経験不明（２世帯）
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不明　0.9％ 

不明　0.8％ 

全国２人以上世帯 
（N＝3,377） 

インターネット上で金融 
取引をしたことがある 
2.9％ 

 

 

インターネット上で金融 
取引をしたことはない 
96.2％ 

内円：インターネット 
　　　利用経験 

外円：インターネット上での 
　　　金融取引利用経験 

内円：インターネット 
　　　利用経験 

外円：インターネット上での 
　　　金融取引利用経験 

インターネットを 
使ったことがある 
13.8％ 

インターネットを 
使ったことがある 
33.7％ 

インターネットを 
使ったことはない 
66.3％ 

インターネットを 
使ったことはない 
85.4％ 

三大都市圏 
単身世帯 
（N＝300） 

インターネット上で金融
取引をしたことがある
6.7％ 

インターネット上で金融
取引をしたことはない 
93.3％ 

「インターネットバンキングを今後利用したい

と考えている世帯」は４８３世帯で、このうち、

「ネット利用世帯」は２０１、「ネット未利用世帯」

は２８１、「インターネットの利用経験については不

明」が１である。この「ネット利用世帯」２０１世

帯のうち、「ネット金融利用世帯」は８２、「ネット

金融未利用世帯」は１１９である。

以上の関係は図１のようになる。

２．１ ネット利用及びネット金融利用経験率

はじめに、インターネットの利用及びインター

ネット上での金融取引の利用について調査結果を

概観する（図表２）。

全国２人以上世帯では、ｉ―mode等携帯電話の

利用を含めて「インターネットを使ったことがあ

る」（ネット利用率）は、１３．８％となっている。

また、「インターネット上で金融取引をしたこと

がある」（ネット金融利用率）は２．９％となってい

る。これはネット利用経験世帯の２１．２％に当たる。

単身世帯の調査結果を全国２人以上世帯の調査

結果と比較すると、ネット利用率、ネット金融利

用率とも、倍以上となっている。単身世帯の利用

率が高い理由として、一つは単身世帯は比較的

ネット利用率が高い三大都市圏が調査対象地域で

あること、もう一つは、ネット利用率が相対的に

高い世帯主年齢２０歳代及び３０歳代の世帯が５割を

超える単身世帯に対し、全国２人以上世帯では全

体の２割に満たないことが影響していると考えら

れる。

２．２ 今後の利用意向

次に、「インターネットバンキングを今後利用

図表２ インターネット及びインターネット上での金融取引の利用経験率
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25.3

32.7

41.2

29.0

7.5

2.9

4.3

74.7

67.3

58.8

71.0

92.5

97.1

95.7

三大都市圏 
単身世帯（N＝300） 

20～29歳（N＝104） 

30～39歳（N＝68） 

40～49歳（N＝31） 

50～59歳（N＝40） 

60～69歳（N＝34） 

70歳以上（N＝23） 

全

国

２

人

以

上
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帯

 

三

大
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市

圏

２

人

以

上

世

帯

 

三

大

都

市

圏

単

身

世

帯

 

したいと考えている世帯」をみることとする。

世帯主年齢階級別の構成を見てみると（図表

３）、２人以上世帯では２０～４０歳代は「利用した

いと思う」の回答比率が高く、５０歳代以上は年代

が上がるにつれて低下している。

全国２人以上世帯と三大都市圏２人以上世帯を

比較すると、三大都市圏の方が利用意向が高い傾

向が見られる。これは、インターネット及びイン

ターネットバンキングは、大都市での利用率が高

い傾向が見られ（後述）、また大都市に多い都銀

図表３ 世帯主年齢階級別 インターネットバンキング利用意向
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インターネットを使ったことがある（N＝466） 

今後、インターネット 
バンキングを利用した 
いと思う 

利用したいと 
思わない 

56.9％ 

43.1％ 

インターネットを使ったことはない（N＝2,880） 

今後、インターネット 
バンキングを利用した 
いと思う 

利用したいと 
思わない 

90.2％ 

9.8％ 

インターネット上で金融取引をしたことがある 
（N＝99） 

インターネット上で金融取引をしたことはない 
（N＝365） 

今後、インターネット 
バンキングを利用した 
いと思う 

利用したいと 
思わない 

17.2％ 

82.8％ 

今後、インターネット 
バンキングを利用した 
いと思う 

利用したいと 
思わない 

67.4％ 

32.6％ 

がインターネットバンキングの普及に積極的であ

ることから、インターネットバンキングの利用に

関する情報を得やすく、興味を持ちやすいことが

影響していると考えられる。

単身世帯では、三大都市圏２人以上世帯の調査

結果と比較して、２０～４０歳代で「利用したいと思

う」の回答比率が高く、５０歳代以上では低くなっ

ている。２人以上世帯では、子供などすでにイン

ターネットを利用している或いは教えてくれる人

が近くにいる場合が多いのに対し、単身世帯では

そうした人がいない場合があるためと考えられる。

平成１４年版情報通信白書によると、年代によるデ

ジタルディバイド（情報格差）は依然として課題

であり、高齢者がインターネットの利用を始める

に当たっては「近くに教えてくれる人がいるこ

と」が条件のトップ（１８．５％）となっている。

次にインターネットバンキングの今後の利用意

向について、利用経験別に見る（図表４）。ネッ

ト利用世帯では４３．１％が「今後、インターネット

バンキングを利用したい」と答えているのに対し、

ネット未利用世帯では９．８％にとどまった。

また、ネット利用世帯のうち、ネット金融利用

世帯は「利用したい」が８２．８％と大部分を占めた

が、ネット金融未利用世帯では「利用したい」は

３２．６％にとどまった。

ネット利用世帯の方が、ネット未利用世帯より

も利用意向が高く、ネット利用世帯の中でも、

ネット金融利用世帯の方が、ネット金融未利用世

帯よりもさらに利用意向が高い。実際にネット上

図表４ 利用経験別 インターネットバンキング今後の利用意向
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後利用したい 
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0 20 40 60 80 100（％） 
6.0

9.4

12.1

8.5

14.8

17.4

19.2

17.0

30.0

37.6

39.4

33.1

21.6

18.5

17.2

20.9

3.4

4.1

21.3

16.4

6.2

2.0

13.7

10.1

東京都区部 政令指定都市 人口15万以上の市 

人口５万以上の市 人口５万未満の市 町村 

回答世帯全体 
（N＝3,377） 

インターネット 
利用経験あり 
（N＝466） 

インターネット 
上で金融取引経 
験あり（N＝99） 

インターネット 
バンキングを今 
後利用したい 
（N＝483） 

0 20 40 60 80 100（％） 

で金融取引を経験した世帯の今後の利用意向は高

いと言える。

２．３ 属性別に見る特徴

「ネット利用世帯」、「ネット金融利用世帯」、

「インターネットバンキングを今後利用したいと

考えている世帯」について、世帯主年齢階級別、

居住都市規模別等の特徴をみることとしたい。

世帯主年齢別で見ると（図表５）、ネット利用

世帯は４０歳代以下の占める割合が高いが、ネット

金融利用世帯、「インターネットバンキングを今

後利用したい」世帯では、ネット利用世帯と比べ

て５０～６０歳代の比率が高くなっている。５０～６０歳

代はネット利用率が低めにとどまっている割に、

ネット金融利用に対しては積極的である傾向が見

られる。

回答世帯全体の構成と比べると、インターネッ

トの利用、インターネットバンキングの利用とも

２０～４０歳代が積極的であるといえる。

居住する都市規模別で見ると（図表６）、「東京

都区部」、「政令指定都市」、「人口１５万以上の市」

の比較的大都市が、ネット利用率及びネット金融

利用率が高くなっている。

一方で「インターネットバンキングを今後利用

したい」を見ると、都市規模による偏りはあまり

大きくない。現時点でのネット利用率が高くない

割に、「人口５万以上の市」「人口５万未満の市」

「町村」における今後の利用意向は高いといえる。

このことから、現在の利用率は大都市の方が高い

ものの、今後は金融機関の店舗数が少ない地方に

おいて、金融機関店舗の代替としてのインター

ネットバンキングの利用が伸びる余地が大きいと

考えられる。

利用経験別に「最も利用回数が多い金融機関」

を見ると（図表７）、ネット利用率、ネット金融

利用率、インターネットバンキングの今後の利用

意向とも、都市銀行の利用世帯が、回答世帯全体

に占める比率を大きく上回っている。一方、農

協・漁協利用世帯は、利用率、利用意向とも低く、

ネット金融利用世帯はきわめて少ない（本調査結

果ではゼロであった）。

地方銀行の利用世帯は、回答世帯全体の構成に

比べて利用経験率が若干低いものの、今後の利用

意向は高く、利用の伸びが期待できる。

なお、居住する地域によって、利用しやすい金

融機関がある程度決まってくることから（例えば

都市銀行は東京都区部や政令指定都市等の大都市

に多く、町村には少ない等）、前述の「居住都市

図表６ 利用経験別 居住都市規模構成
図表５ 利用経験別 世帯主年齢構成
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規模構成」と「最も利用回数が多い金融機関」に

は相関があると考えられる。

次に、利用経験別にコンビニATMの利用経験

率との関係を見てみる（図表８）。コンビニATM

の利用は、新しいチャネル利用への積極性や、２４

時間利用の需要を反映しているであろう点で、

ネット金融利用と共通していると考えられる。

ネット金融利用世帯は、回答世帯全体と比べて

「コンビニATMの利用経験あり」が２倍以上と

なっているほか、ネット利用世帯、「今後利用し

たい」世帯とも、利用経験率が高くなっている。

インターネット上での金融取引に積極的な人は、

コンビニATMの利用にも積極的な傾向があると

考えられる。

２．４ インターネットバンキングの利用頻度

インターネットバンキングの利用世帯について、

チャネルごとに１ヶ月あたりの利用頻度を見るこ

ととする（図表９）。

インターネットバンキングについては、１ヶ月

あたり１～２回が５６．６％を占め、次いで３～５回

が２１．１％、６回以上が９．２％となっている。イン

ターネットバンキング利用世帯のATM・CDの利

用については、全体と比べて利用頻度が高い傾向

があり、特に１ヶ月あたり６回以上と回答した比

率は２６．３％と倍以上となっている。また、窓口の

利用についても、１ヶ月あたり６回以上の回答比

率は１４．５％と３倍以上となっている。

このように、インターネットバンキングのユー

ザーは他の金融チャネルについても積極的に利用

する傾向が見られる。

図表７ 利用経験別 最も利用回数が多い

金融機関

図表８ 利用経験別 コンビニATMの利用率

図表９ インターネットバンキング利用世帯の

チャネル別利用頻度
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外貨建て商品 
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（Ｎ＝483） 

三大都市圏２人以上世帯 
（N＝204） 

三大都市圏単身世帯 
（N=76） 

（％） 

３ インターネットバンキングで利用するサービ

ス

３．１ 利用したサービス

インターネットバンキングを利用したことがあ

る世帯が利用したサービスについてみると（図表

１０）、「普通預貯金」（４７．４％）の回答比率が最も

高く、以下、「その他の振込・振替・受取」

（４０．８％）、「インターネット上での売買（ネット

ショッピング、ネットオークション等）のための

振込等」（３４．２％）、「定期的な支払い（公共料金

等）の自動引落」（１１．８％）の順となっている。

３．２ 今後利用したいサービス

「インターネットバンキングを今後利用した

い」と回答した世帯が「今後利用したいサービ

ス」として挙げた項目（複数回答）を見ると（図

表１１）、利用経験者が実際に利用したサービスと

比べて大きな違いは見られない。普通預貯金の順

位が実際の利用と比べて低くなっているが、これ

は「利用したい」と意識するものではないが、実

際の利用に際しては普通預貯金の口座開設が不可

欠であるためであろう。

次に、「今後利用したいサービス」を世帯主年

齢階級別に分析した（図表１２）。２０～４０歳代では

「インターネット上での売買のため」「その他の

振込み等のため」が多く、いずれも５割を超えて

おり、インターネットバンキングの魅力とされて

いる「ネット決済の利便性」「振り込み手数料の

安さ」が評価された結果であろうと思われる。

「定期性預貯金」も、２０歳代以外では２割以上が

挙げており、「利率の良さ」を評価したものと思

われる。

図表１０ インターネットバンキングで利用した

サービス

図表１１ インターネットバンキングで今後利用し

たいサービス
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インターネット上での 
売買のための振込等　 

定期的な支払（公共 
料金等）の自動引落 

７０歳代では振込み等を挙げる人は少なく、「公

共料金の自動引落」「定期性預貯金」「コンサル

ティング」等のポイントが高く、金融機関の店舗

の代替手段と位置付けている傾向が見られる。

図表１２ 世帯主年齢階級別 インターネットバンキングで利用したいサービス

図表１３「利用したサービス」ごと「今後利用したいサービス」
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三大都市圏単身世帯（N=300） 

（％） 
ネット上のやりとりだけで決済されるのは不安である 

セキュリティ（防犯対策）上不安がある 

24時間利用できるので便利である 

直接店舗に出向かなくてもサービスを 
受けられるので便利である 

直接顔を合わせないので質問等をしにくい 

直接顔を合わせないので気楽 

口座維持手数料が高い 

手数料が安い 

商品の利率、利回りが良い 

パソコン等インターネットバンキングを利用 
できる機器を持っていない・使わない 

必要と思わない 

不　　　　　明 

３．３ 「利用したサービス」ごと「今後利用した

いサービス」

今後利用したいサービスを、実際に利用した

サービス別に見た結果が図表１３である。このグラ

フについては各項目の標本数が少ないため、あく

まで参考程度であるが、実際に経験した取引につ

いては今後も取引したいと考えている傾向が顕著

である。ほとんどの取引で、取引経験者の今後の

利用意向が８～１０割となっており、インターネッ

トバンキングにおいては、各取引の経験者の満足

度は高いといえる。

４ インターネットバンキングへの考え方

インターネットバンキングについてどのように

考えるかについて（図表１４）、全国２人以上世帯

では、「ネット上のやりとりだけで決済されるの

は不安である」（２７．９％）、「セキュリティ（防犯

対策）上不安がある」（２６．６％）といったマイナ

スの評価と、「２４時間利用できるので便利であ

る」（２６．４％）、「直接店舗に出向かなくてもサー

ビスを受けられるので便利である」（２５．１％）と

いった利便性に対するプラスの評価が同じくらい

の比率となっている。また「必要と思わない」が

５０．８％となっている。

単身世帯では、三大都市圏２人以上世帯と比較

図表１４ インターネットバンキングへの考え方
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インターネット 
を使ったことが 
ある（N＝466） 

インターネット 
上で金融取引を 
したことがある 
（N＝99） 

インターネット 
上で金融取引を 
したことはない 
（N＝365） 

手数料が安い 

必要と思わない 

インターネット 
を使ったことは 
ない（N＝2,884） 

0

40

80 （％） 店舗に出向かな 
くてもサービス 
が受けられ便利 

商品の利率、 
利回りが良い 

口座維持手数料 
が高い 

セキュリティ 
上不安 

直接顔を合わせ 
ないので気楽 

ネット上のやり 
とりだけで決済 
されるのは不安 

直接顔を合わせないの 
で質問等をしにくい 

インターネットを 
利用できる機器を 
持っていない・使 
わない 

24時間利用で 
きるので便利 

して、「２４時間利用できる」（３９．７％）は７．５ポイ

ント、「直接店舗に出向かなくてよい」（３３．７％）

は４．１ポイント高く、「必要と思わない」は９．２ポ

イント、「インターネットバンキングを利用でき

る機器を持っていない、あるいは使わない」はそ

れぞれ４．５ポイント少なくなっている。単身世帯

は特に２４時間利用に対する需要が高いと言える。

４．１ 利用経験別 インターネットバンキングへ

の考え方

利用経験別にインターネットバンキングへの考

え方を見ると（図表１５）、ネット利用世帯は「２４

時間利用できるので便利」、「店舗に出向かなくて

もサービスが受けられ便利」、「手数料が安い」と

いった利便性に対するプラスの評価が高い一方、

「セキュリティ上不安がある」、「ネット上のやり

とりだけの決済は不安である」といったマイナス

の評価も同様に現れている。

ネット未利用世帯はそれらのいずれも回答比率

が低く、「必要と思わない」「機器を持っていない

あるいは使わない」が高くなっている。

ネット利用世帯のうち、ネット金融利用世帯は、

「２４時間利用できるので便利である」、「店舗に出

向かなくてもサービスが受けられ便利」、「手数料

が安い」といった利便性を８割近くが評価してお

り、「セキュリティ上不安がある」といったマイ

ナスの評価も、ネット金融未利用世帯より低く

なっている。ここでも、利用経験者の評価は高い

傾向が見られる。

４．２ 年収別 インターネットバンキングへの考

え方

インターネットバンキングへの考え方には、回

答世帯の年収も影響していると考えられる（図表

１６）。

「２４時間利用できる」「店舗に出向かなくて済

む」といった利便性への評価、及び「セキュリ

ティへの不安」「ネットだけでのやりとりは不

図表１５ 利用経験別 インターネットバンキングへの考え方
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全国２人以 
上世帯 
（N＝483） 

三大都市圏 
単身世帯 
（N＝76） 

安」といった安全性への不安については、年収が

上がるにつれて、ポイントが上がっている。また、

「必要と思わない」の率は年収が高いほど低く

なっていることから、年収が上がるにつれ、イン

ターネットバンキングは必要であると感じている

こととなる。これらのことから、年収が高いほど、

インターネットバンキングに対する興味が高いと

言える。

また、「パソコン等インターネットバンキング

が利用できる機器を持っていない・使わない」率

は、年収が高い世帯ほど低くなっていることから、

年収が高い層ほどインターネットバンキングの利

用環境が既に整っている率が高いと考えられ、今

後の利用が期待できる。

５ 利用上限額

「今後、インターネットバンキングを利用した

いと思う」と回答した世帯に、いくらまでなら利

用したいかを聞いたところ（図表１７）、全国２人

以上世帯では、「１０万円以下」（２８．６％）の回答比

率が最も高く、以下、「１００万円以下」（１３．３％）、

「５０万 円 以 下」（１１．８％）、「３０万 円 以 下」

（１１．６％）の順で回答は分散している。

三大都市圏単身世帯では、全国２人以上世帯の

調査結果と比較して、記すべき点は見られない。

「今後インターネットバンキングを利用した

い」と考えているにも関わらず、金融取引として

は低額である「１万円以下」「３万円以下」「５万

図表１６ 年収別 インターネットバンキングへの考え方

図表１７ インターネットバンキング利用上限額
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インターネッ
ト上で金融取
引をしたこ
とがある 
（N＝82） 

インターネッ
ト上で金融取
引をしたこと
はない 
（N＝119） 

インターネッ
トを使ったこ
とはない 
（N＝281） 

インターネッ
トを使ったこ
とがある 
（N＝201） 

円以下」を挙げる世帯がいずれも１割程度いるこ

とから、店舗等を通した通常の金融取引とは別の

ものと認識していると考えられる。

なお、現在、インターネットバンキングの口座

維持手数料は１０万円以上の利用で無料になるとこ

ろが多い。調査の結果を見ると、１０万円の取引は

「今後、インターネットバンキングを利用した

い」と考えている世帯の過半数が許容する金額で

あろうと考えられ、妥当な金額設定であるといえ

る。

利用上限額に関する調査結果は、インターネッ

トバンキングへの信頼度と、回答者の金銭感覚の

両方が現れたものであると考えられる。すなわち、

インターネットバンキングの利用に際しては、多

くの人が「セキュリティの不安」を挙げるが（図

表１４参照）、この不安をあまり感じない人は比較

的高額の利用にも抵抗がないと考えられるし、逆

に不安が強い人は、低額の利用にとどまるであろ

う。しかし、この「高額」、「低額」の受け止め方

は各人の余剰資金によって異なり、例えば、預貯

金残高が１０万円の人にとって「１０万円」は高額で

あるが、預貯金残高が１，０００万円を超える人に

とっては同じ「１０万円」でも必ずしも高額とはい

えない。

このことから、利用上限額を利用経験別及び貯

蓄総額別に見てみることとする。

５．１ 利用経験別 利用上限額

利用経験別にインターネットバンキングの利用

上限額を見ることとする（図表１８）。

全体では「１０万円以下」の回答比率が高いが、

ネット金融利用世帯では「１００万円以下」の回答

比率が一番高くなっている。

なお、本問は「今後インターネットバンキング

を利用したい」と回答した世帯のみを対象として

いる。図１８における「インターネット上で金融取

引をしたことがない」とは、「インターネットを

使ったことがあるが、（回答時点で）金融取引を

したことはない。今後はインターネットバンキン

グを利用したい」世帯である。この層はネット利

用経験から、インターネット上でのやりとりには

セキュリティの問題があることを認識しているた

め、未経験の金融取引に対する抵抗感が強いので

はないかと考えられる。

一方、「インターネット上で金融取引をしたこ

とがある」世帯が全体に利用上限額が高い傾向が

見られるのは、実際に取引してみて特に問題が起

きなかったことから、インターネットバンキング

におけるセキュリティ対策の効果を実感し、抵抗

感がなくなったのではないかと考えられる。

５．２ 貯蓄総額別 利用上限額

利用上限額を貯蓄総額別に見ると図表１９のよう

になる。「１０万円以下」が大きなピークになって

いるのについで、「１００万円以下」がピークとなっ

ているのがわかる。ほとんどの層で「１０万円以

下」がピークとなっているが、貯蓄総額２，０００万

円以上の世帯では「１００万円以下」がもう一つの

ピークとなっている。このことから、利用上限額

図表１８ 利用経験別 インターネットバンキング

利用上限額
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インターネットを使っ
たことはないが、今後
インターネットバンキ
ングを利用したい 
（N＝281） 

今後インターネットバ
ンキングを利用したい
（N＝483） 

インターネットを使っ
たことはない 
（N＝2,884） 

インターネット上で金 
融取引をしたことがあ 
る（N＝99） 

に対する考え方には、貯蓄総額等回答世帯の金融

資産残高が影響すると考えられる。こうした実態

を踏まえて、預金者の預金残高に合わせて、段階

的にサービスを設定するのも有効であろう。

６ インターネットバンキングの今後の利用者像

６．１ ネット利用経験なし・今後のインターネッ

トバンキング利用意向が強い世帯の存在

本稿では主に利用経験別に分析を試みた。その

中で、ネット利用経験はないが、「今後は利用し

図表１９ 貯蓄総額別 利用上限額

図表２０ インターネットバンキングに対する考え方（ネット利用経験はないが今後利用したい世帯）
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たい」と回答している世帯が２８１世帯あることは

注目すべき点である（図表１）。これは、ネット

未利用世帯の約１割にあたり、「今後インター

ネットバンキングを利用したい」と回答した世帯

の約６割にあたる。

「インターネットを利用したことがないが、イ

ンターネットバンキングを今後利用したい」世帯

について、インターネットバンキングに対する考

え方を見てみると（図表２０）、利便性に対する高

い評価が際立つ「インターネット上で金融取引を

したことがある」世帯に近い形をしている（図表

１５との比較より）。「インターネットを利用したこ

とがない」世帯全体では「必要と思わない」、「イ

ンターネットを利用できる機器を持っていない・

使わない」の比率が高く、興味が薄い傾向がある

のに対し、きわめて特異な形と言える。

以下、ネット利用経験がないにも関わらず、イ

ンターネットバンキングの利用意向が強い層の特

徴を見てみることとする。

「今後インターネットバンキングを利用した

い」と回答した世帯のうちネット利用経験がない

世帯について、回答世帯全体及び「インターネッ

トバンキングを今後利用したい」と回答した世帯

と比較してみる。

はじめに世帯主年齢構成を見ると（図表２１）、

「インターネットバンキングを今後利用したい」

世帯全体と比べて若干２０歳代が少なく、５０～６０歳

代が多いことがわかる。５０～６０歳代は金融サービ

スの利用に積極的であるが、まだインターネット

を使っていない場合が少なくないためと考えられ

る。２０～３０歳代はネット利用経験ありが多いため、

「ネット利用経験はないが今後利用したい」の比

率は低めになっている。

次に居住都市規模構成を見ると（図表２２）、「人

口５万人以上の市」が多くなっていることがわか

る。これは東京都区部や政令指定都市と比べて金

融機関の店舗数が少ない地域であることから、金

融機関店舗の統廃合が進む中で、インターネット

バンキングの有用性に期待しているのではないか

と考えられる。

この他、コンビニATMの利用経験率、窓口や

ATM・CDの利用頻度等の金融行動についても比

図表２１ 世帯主年齢構成（ネット利用経験はない

が今後利用したい世帯）

図表２２ 居住都市規模構成（ネット利用経験はな

いが今後利用したい世帯）
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較してみたが、目立った特徴は見られなかった。

「ネット利用経験がないが、今後インターネッ

トバンキングを利用したい」世帯というのは、今

後のインターネット利用及び金融サービス利用に

意欲がある層であろう、と考えられる。その例と

して、定年前後のサラリーマン等資産運用に対す

る興味が高い世代や、金融機関の店舗数減少の傾

向が見られる地方の居住者が考えられるのではな

いか。

６．２ 現在の利用者層と今後利用が期待される層

以上の結果から、インターネットバンキングの

現在の利用者層及び今後利用が期待される層は次

のような層であると考えられる（図表２３）。

現在の利用者層としては、大都市在住の世帯主

年齢２０～４０歳代の若年世帯の比率が高く、イン

ターネットのヘビーユーザーである場合が多い。

金融行動を見ると、都銀利用世帯が多く、

ATM・CDやコンビニATMの利用に積極的であ

るなど、金融サービスに関してもヘビーユーザー

と言える層である。

一方、今後利用が期待される層としては、２０～

４０歳代に加え、金融取引に積極的な５０～６０歳代の

伸びが見込まれる。また、大都市だけでなく、金

融機関の店舗数が少ない地方において、店舗の代

替手段としての利用を望む傾向が見られ、都銀だ

けでなく地銀利用世帯にも利用意向が高い。また、

高額所得世帯は現在はインターネットを使ってい

なくても、パソコンの所持率が高く、金融サービ

ス利用の意欲も高いことから、環境と需要の双方

が整っているといえる。

この他、興味深いターゲットとして、インター

ネットを使ったことがない層の約１割にインター

ネットバンキングに対する強い利用意向が見られ

る。この層は、現時点で必ずしも積極的な金融取

引を行っていないが、今後の利用意向は強く、イ

ンターネットの利用を促せばユーザーになりうる

と考えられる。この層の基本的な属性に大きな特

徴は見られないが、一例として、５０～６０歳代の小

中都市在住者が挙げられる。

インターネットバンキングに対しては、一度利

用したユーザーの評価は総じて高い。利用に際し

てはセキュリティに関する不安が根強いものの、

実際に経験することで軽減される傾向が見られる。

このことから、インターネットバンキングについ

てはまず一度使ってもらうことが重要であり、そ

の意味で今後利用が期待される層に対する積極的

なアプローチは有効であろう。

図表２３ インターネットバンキングの現在の利用者層及び今後利用が期待される層

現 在 の 利 用 者 層 今後利用が期待される層

世帯主年齢２０～４０歳代の若年世帯
２０～４０歳代＋金融取引に積極的な５０～６０歳代の

世帯

大都市在住
大都市在住＋金融機関店舗の数が少ない地方在

住

都銀利用 都銀・地銀利用

金融サービスのヘビーユーザー 高額所得世帯

インターネットのヘビーユーザー
インターネットバンキングに興味が強い層（イ

ンターネット未利用者にも一定割合存在）
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キーワード

web統計 サーチエンジン

１ インターネットとWebの関係

１―１ インターネットの歴史とWeb

インターネット自体の歴史は古く、１９６９年、米

国のARPANETにおいてホストコンピュータ間

のデータ通信が史上初めて成功した事に端を発す

るとされる。

しかし、インターネットが現在のような機能を

発揮するのは最近の事で、核心となるWorld

Wide Web（以下WWW）とブラウザの原理論が

発表されたのが１９８９年の事である。

インターネットが世に提供してきた主たる機能

によって、インターネットの歴史を整理すると図

１の様になる。

こうして見ると、現在広くイメージされている

インターネットとは、ここ１０年ほどの事象である

事が分かる。８０年代まではメールによるテキスト

データのやり取りが、インターネット機能の主幹

であった。

１―２ 現代インターネットの特徴

現在のインターネットを特徴付けている構成要

素は大きく３つある。マルチメディアデータを取

り扱い、HTML言語によって整理統合された

サーバ上の「サイト」、サイト同士をリンク構造

により結びつける「WWW」、そしてこの２つを

［概要］

インターネットは９０年代に入り、ワールドワイドウエブ（以下WWW）の普及によって、

その社会的経済的重要性と影響度が飛躍的に増大しつづけている。このWWWが、我が国

においてどの程度拡大もしくは変化し、それが何によってもたらされ、どのような波及効

果を持つかを究明する事は、ｅ―Japan戦略を推進する行政サイドにとっても大変重要な

テーマであると言える。

本稿では、郵政研究所での取り組みの成果として、日本のJPドメインの時系列的発展

について諸データを元に報告するとともに、WWW規模調査研究の世の中におけるこれま

での流れを振り返りつつ、郵政研究所の取り組みを評価位置付けし、今後の取り組みへの

展望を述べる。

調査研究論文

インターネットコンテンツ統計に関する調査研究

通信経済研究部主任研究官 中島 睦晴
研究官 島田 博也
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最大限に活用する為のツールである「サーチエン

ジン」である。

（※サイトはブラウザ機能の下位に整理し、

WWWに含めるべきと言う議論もあり得ると思う

が、情報所在の主体（コンテンツ）として、ここ

では敢えてネットワークとは切り離して整理し

た。）

８０年代に比べて、９０年代以降のインターネット

が発展した点は大きく２つある。ひとつは従来構

想のみで普及していなかったオープンなネット

ワーク上でのマルチメディアの活用を現実のもの

とした事である。もう一つは利用者を世界レベル

において一般の市民や組織にまで拡大させた事で

ある。この事は、社会において消費される情報量

を飛躍的に増大させた。インターネットの効用に

ついて、誕生以来一貫しているのは、情報流通に

おける距離と時間と費用の克服である。インター

ネットの主たる機能の時代的変遷は、この効用の

適用範囲、普及範囲の拡大の歴史とも受け取れる。

今日に至ってはその影響は、個人の生活から経済

のあり方にまで及ぶ。

２ インターネットWeb調査の歴史と推移

２―１ インターネットWeb調査の意義

�１ ｅ―Japan戦略に資する情報

今日政府が展開するｅ―Japan戦略は、このイ

ンターネットの効用の大きさを率直に評価し、こ

れを社会、経済の活性化に活用しようとするもの

である。ｅ―Japan戦略は単年度のプロジェクト

ではなく、５年にわたる取り組みを期すものと

なっている。

ネットワークのブロードバンド化は、その施策

面での基幹のひとつであるが、ブロードバンドは

絶対的基準ではなく、あくまで過去との比較にお

ける相対的な概念である。従って施策として見る

場合は普及世帯数に加え「５年以内に能力的にど

の程度までのブロードバンド化を後押しすべきな

のか」という議論が必要であると考えられる。そ

の為には「どの様なコンテンツがどの様に活用さ

れる必要があるか」、というビジョンを描く必要

があるが、これには単年度の取り組みの成果を

ネット上において現れた変化として読み取って利

用動向を把握し、これと利用者の意見を活用して

次のステップを描く作業を進める事が望ましいと

図１ インターネットの変遷とWebの位置

軍事用インフラ時代

（７０年代）組織―組織型

破壊に強い分散ネットワークの実現（米国）

移動通信の条件整備（艦船・航空機の取り込み、TCP／IP）
７２年、電子メール開始

学術用インフラ時代

（８０年代）個人―個人型

距離と時間の克服（電子メール・電子ニュース）

８９年、WWWとブラウザの原理論発表

商用インフラ時代

（９０年代）発信者―閲覧者型

個人が利用できるコストと操作性の実現

特定、または不特定多数を対象とするコンテンツが主役

●安価な接続サービスの普及

●WWWの普及（サーバ・ブラウザ）

●検索エンジンの普及

個人のマルチメディア情報発

信容易に？

（２０００年代）

安価なレンタルサーバの普及

安価なドメイン取得管理代行サービスの普及

IPv６実用化、IPの広範な個人所有可能に

PtoP技術の普及、サーバなしに個人が情報発信可能に
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考えられる。

�２ Web統計の重要性

問題はネット上にあらわれる変化をいかに把握

するかであるが、この為には、Webに関する時

系列的な統計調査が必要となる。２つの指標が重

要である。一つはブロードバンド化が活かせるコ

ンテンツの普及状況、もうひとつはそのアクセス

状況である。

コンテンツの普及状況については、質的側面と

規模的側面がある。質的側面はコンテンツの内容

に関する変化を追う事であり、テキストマイニン

グ等を用いた言語処理的な分析と分類が有効であ

ると考えられる。規模的側面はサイトの数とその

ページ数、そしてそれらを構成するデータの種類

（HTML、画像、動画、音声等）別の量など、

インターネットの規模的な発展を追う事である。

質的側面にしても、社会的経済的効用を発揮する

には然るべき規模的発展が伴う事が前提となるの

で、コンテンツの普及状況をはかる軸となる指標

として、規模的発展の度合いを確認する統計は非

常に重要である。

従い、Webの規模的統計を活用する事は、ｅ―

Japan戦略にとっても大変重要であると言える。

２―２ Web調査研究の分類

�１ 大きく２種類の調査

Webそのものが出現してまだ１０年余りの存在

であるから、その調査研究もまた大変新しい分野

である。この１０年間ほどの間に、主に２種類のタ

イプのWeb調査が登場している。ひとつはWeb

の規模に関する調査、もう一つはWebの構造に

関する調査である（これに加え、最近では新分野

として前述のテキストマイニングを用いた質的側

面の研究が注目され始めている）。いずれも単発

的な研究が中心で、時系列的に定期調査を行って

いる例は極めて少ない。

�２ Webの規模に関する調査の分類

Webの規模に関する調査はそのアプローチに

より主に３つの型が存在する。一つ目は複数の

サーチエンジンの検索結果を活用し、そのアウト

プットの違いから統計的手法を用いてWeb規模

全体を推測しようというものである。二つ目はIP

アドレスのサンプリング結果から推定するもので

ある。そして三つ目は単独のサーチエンジンの走

査結果をもとに線形近似によって推計する手法で

ある。以下にそれぞれの内容について述べる。

２―３ 複数のサーチエンジンの組み合わせを活

用する手法

�１ 手法誕生の背景

この手法の背景には勃興期にあったWeb検索

エンジンの存在がある。多くの検索サイトが設立

され、それぞれが「世界最大の検索規模」を謳い

文句に激しい競争を繰り広げる中、この検索エン

ジンの実力を評価し、Web上の情報とは果たし

て十分に活用できる体制が出来上がっているのか

どうかを検証するのがこの型の研究の問題意識で

ある。従って必ずしもWebの正確な全体像を描

く事にこだわらず、サーチエンジンの実力の測定、

サーチエンジンの改良にむしろ主眼を置くものも

多い。

�２ 手法の仕組み

この手法の原理は以下の様なものである。今こ

こにWebの全ページの集合体Ｎがあるとし、そ

の中にランダムにページを集めた集合体Nbがあ

るとする。Ｎからランダムにページをピックアッ

プすると、それがNb内にヒットする確率は等し

くNb／Ｎである（図２）。そうしてピックアップ

したページを集めてNaという集合体を作ると、
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N：Webのページ全体 

Nb：検索エンジンB Na：検索エンジンA

Nab

N＝Nb×Na/Nab

N：Webのページ全体 

Nb：ランダムな 
    サンプル ランダム抽出 

Nb分25％ 
（＝Nab） 

Na：別のランダム 
　　なサンプル 

その内容もNb／Ｎの比率でNbにヒットするデー

タが混在しているはずである（図２）。と言う事

は、今仮にNaの中でNbにも含まれるデータの割

合が２５％であるとするなら、Nb／Ｎ、つまりＮの

中でのNbのシェアが２５％だという事になる。そ

こでNbの全数がわかっているなら、逆算して全

Webページの数が計算できる。

このNa、Nbの集合体の役割を検索エンジンに

やらせようというのがこの手法である（図３）。

サンプルになるキーワードの集合体をつくり、そ

の検索から推計を行う。比較的手軽に調査が実施

できる為、国内にもこの手法を用いた研究を行う

グループが存在する。

代表的な研究にSteve LawrenceとC. Lee Giles

が１９９８年３月に発表した「Searching the World

Wide Web」があり、これは６つの検索エンジン

AltaVista, Excite, HotBot, Infoseek, Lycos,

Northern Lightの検索カバー範囲を利用してイン

ターネットの総ページ数を推計し、これら検索エ

ンジンがどの程度全体をカバーできるのかを推定

する目的でおこなわれたものである。

�３ 手法の問題点

Webページの全数調査をする上で、この手法

には無視できない問題点が存在する。検索エンジ

ンが保有するデータはWebページの無作為な集

合体ではなく、作為的な集合体である。すなわち、

「利用者に評価してもらう為には如何にWeb

ページのデータを保持していなければならない

か」、という問題意識の元に、事業として集めら

れた情報の集合体である。従って利用者の登録が

よくあるサイトには注意を払っているが、利用者

に人気のないサイトには興味がないという方針の

もとに集められている。。

しかも検索エンジンは、データの収集にあたっ

て主要な手段としてWebのリンクを辿るという

手法を用いる。従ってリンクが密に張られている

ページはあらゆる検索エンジンに見つけてもらい

やすく、リンクが薄いページはあらゆる検索エン

ジンからこぼれやすい。前出のLawrenceとGiles

も１９９９年７月に発表した研究「Accessibility of

Information on the Web」で「検索エンジンはサ

イトから見ると不平等である」としてこの問題を

指摘している。

こうした事から先程の集合体のNabの収集に問

題が生じる。NabはWebのリンクが発達してくれ

ば自動的に膨張し、リンクが衰退していけば自動

的に減少する。また利用者に人気があれば事業者

のオペレーションによりNabに入れるが、人気が

なくなればDBの更新時に消去されていく。つま

り世間の話題の変遷で影響を受ける。そしてリン

クがうすく、人気もないサイトは最初からNabと

の縁が極めて薄いという事になる。すなわちラン

ダムサンプリングによる生成物にはほど遠く、

Nabはランダム抽出された場合と比較して、実際

には大変大きな集合となっていると考えられる。

これが無作為抽出と比較してどれだけの偏りがあ

るかを割り出せない限り、ここから統計的手法に

図３ 複数の検索エンジンの組み合わせを活用し

たWeb測定手法の原理

図２ Naの作成とＮ数の推定
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よってWebページ全体を推計する事には無理が

ある。

国内で消費される全ての日用品の種類数を推定

するのに、コンビニチェーン同士の品揃えの違い

からこれが割り出せるかを考えると、この手法を

Webの規模調査に適用する際の問題点がよく理

解できる。

尚、検索エンジン同士の活動の類似性からNab

が数値的に大きくなる事について、Na／Nabが過

小に算出され、ついてはＮの推定が過小になると

いう議論もみられるが、Na、Nbともランダムサ

ンプルでなく、Nab：Na＝Nb：Ｎが成立してい

ない以上、この主張には根拠がない。すなわち、

下記のケース１にもケース２にもなる可能性があ

る。

この手法はWeb規模調査の分野では大変ポ

ピュラーな存在となっているが、こうした問題点

から、郵政研究所はこの手法の採用を早い段階で

断念し、独自手法の研究に着手した。この手法の

価値は、全数調査よりもむしろ検索エンジンの機

能を測定できる事にある。Nabを知る事でネット

ワークの中心的ページの実態が分かり、各エンジ

ンのユニークな部分がどの程度広がりを見せるか

によって検索エンジンの使い方を提言できる。ま

たリンク構造の解明を通じてネットワークの構造

の変化等を明らかにしていける。全数の把握はこ

の手法のテーマの一部に過ぎないと言える。

２―４ IPアドレスのサンプリングを活用する手法

�１ 手法の概要

これはインターネット上のノード（ネットワー

クに接続されているコンピュータやハブなどの機

器）に対して必ず付与されるIPアドレスをサンプ

リングし、その中でWebサイトにヒットしたも

のの数値を元に、IP中のWebサイトの比率を割

り出し、IPアドレスの総数から計算して推定しよ

うという手法である。Webサイトの総数が分か

れば、サイトの平均ページ数をサンプリングで推

定し、これをかけ合わせる事でページ総数も推定

できる（図４）。

IPアドレスは３２bitのアドレス情報で、IPを用

いて利用されるインターネット上の機器に必ず付

与される事になっている。特に、Internetに接続

される場合、世界レベルで唯一のIPアドレスを割

り当てなければ、インターネットは成り立たない。

このためにIANA（Internet Assigned Numbers

Authority）という国際機構が存在し、アドレス

をトラブル無く世界中に割り当てる任務を遂行し

ている。実ユーザーに対する割り当て業務は、各

国に国別組織（日本ならJPNIC）が存在し、これ

を遂行している。

IPアドレスはその全数が判明していてランダム

サンプルが可能であり、複数の検索エンジンを活

用する手法に比べると客観的な成果が期待できる。

代表的なものにOCLC Research社が１９９７年に

出した論文、「A Methodology for Sampling the

World Wide Web（Edward T. O’Neill、Patrick

D. McClain、Brian F. Lavoie）」がある。また、

図４ IPアドレスのサンプリングを活用する手法
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やはり前出のLawrenceとGilesも、１９９９年７月に

発表した論文「Accessibility of Information on

the Web」でこの手法を用いた調査結果を発表し

ている。

�２ 手法の問題点

この手法は従来は問題のない理想的な方法で

あったが、近年においては各種ネットワーク技術

の進歩が障害となりつつある。すなわち一つのIP

アドレスを複数のサーバが使える様にする技術の

発達（IPマスカレード等）の発達により、あるIP

アドレスの先にドメイン的に独立した複数のサー

バが存在し、しかもいくつ存在するか調べる手立

てがないという問題が生じている。IPアドレスを

一つ取得する事が、いくつのサーバを取得した事

になるのか判断できないとなると、信頼できる

サーバ数やページ数の推定は不可能となる。

２―５ 単独のサーチエンジンの走査結果をもと

に推計する手法

�１ 郵政研究所の取り組み

郵政研究所がシンクタンクのアライド・ブレイ

ンズ�株と共同開発し、４年間実調査を実施してき

たのがこの手法である。この手法により、半年に

一度（２月、８月）日本の代表的ドメインである

JPドメインに関して、統計データを整備し発表

してきた。

これは単独のサーチエンジンの走査結果が、時

間を経るにしたがいリンク構造が均質化して、進

捗グラフが直線を描くようになるのを利用し、最

終的に総数を線形近似で推定する手法である。こ

の手法はユニークなものであり、他に事例を見な

い（特許出願中）。

尚、一部にこの統計データと、商用サーチエン

ジンの発表総ページ数を比較して乖離していると

主張する論文があるが、商用サーチエンジンが

JP以外の日本語サイト（Com、Netなど）の日本

語ページも足し合わせているという基本的な事実

を見逃しており、誤った主張である。

単独のサーチロボットを走査させる事でWeb

のページ数を求める研究としては、他にCyveil-

lance社が２０００年７月に発表した「Sizing the In-

ternet」があり、独自のシステムを４ヶ月走査さ

せる事で収集したリンク情報からWebの総ペー

ジ数を推計している。

�２ 郵政研究所の手法の原理

この手法の原理は以下のようなものである。今

ここにカードの山があるとする。ここから全くデ

タラメに千枚抜き取り、裏に印をつけて山にもど

す。山を良く混ぜ、もう一度千枚抜き取る。この

中には最初に抜き取って印をつけたカードが混

ざっている。印のついていないカードが何枚ある

か数えた上で印をつけ、またこの千枚を山に戻す。

この作業を繰り返し、千枚中印が付いていない

カードが何枚ひけたかを都度数え、グラフを書い

ていく。

やがて一回で引ける印のないカードの数は序々

に減り、グラフの傾きは０、すなわち横に寝た状

態へ、線は曲線から直線へと限りなく近づいてい

く。千枚引いても印済のカードがほとんどを占め

る様になる。この時点で、千枚中に占める印のつ

いたカードのシェアを計算し、過去延々と印をつ

けたカードの合計数をこのシェアで割る。そうす

ると山の正確な合計数が出る（図５）。

この作業を繰り返しつつ、横軸に引いたカード

に印をつけた枚数を足していき、縦軸に引いた

カード中印の付いたカードが混じっていた比率を

とると、図６のグラフＡのように直線を描いてい

く。これは、均質なカードをランダムに抽出した

場合、新規に見つかる無印カードの枚数の低下度

合と印済みカード比率の進捗スピード鈍化度合が

２８郵政研究所月報 ２００２．９



0
200
400
600
800
1,000

（抽出回数） 

9,014枚 ÷ 901/1,000 ＝ 10,004.4枚 

１万枚のカードの山から1,000枚ずつ抽出、裏に印をつけて
戻す事を繰り返す 
23回目の抽出：1,000枚中901枚に印済、22回目までの印の
累計9,014枚 

100％ 

B：一部のページにリンクが集中している場合 

A：ランダムにリンクが張られている場合 
　　（＝カードへの印付け作業の場合） 

既
知
Ｕ
Ｒ
Ｌ
へ
の
リ
ン
ク
が
発
見
さ
れ
る
割
合 

（
引
い
た
カ
ー
ド
に
印
済
が
混
じ
る
割
合
） 

ロボットが発見したファイル数 
（印を付けたカードの合計枚数） 

ＷＷＷ 
総ファイル数 

同じ速度で進む為である。

しかしこの手法で実際のWeb調査を実施する

と、Ｂの様な線を描く。これは前述のカードモデ

ルの場合、ひいたカードはそれぞれ同じく１回の

カウントしか行わないが、Web調査でリンクの

数を数える場合は、その数が数万リンクのページ

もあれば、１リンクのページもあって均一でなく、

確率論的にリンクを多く持つページから出現する

為である。従って最初のうちはたくさんのリンク

を持つページが次々あらわれてカウント数値の伸

びも速く、徐々にリンク構造が小型化していき、

速度が鈍り、リンクが少ないページばかりになる

ので、「均質化」も進み、直線に近付いてくるこ

とになる。そこで直線になったと判断できるとこ

ろで線形近似により、延長線上の総数を推計する。

�３ 郵政研究所手法の今後の課題

単独サーチエンジンの走査結果から線形近似す

る手法は、理論的には正しく問題の無いものであ

る。しかし、走査結果のグラフが線形に至ったか

どうかを実務上見極めるのが大変難しい。日々の

走査結果は実際には微妙に差異があり、グラフは

蛇行線を辿る為、直線となったのか、あるいは微

妙な曲線をまだまとっているのか、判断は非常に

困難である。微妙な曲線が残っていた場合は若干

の誤差が生じる可能性がある。

また、Webの規模拡大に追いつきつつ動作の

安定性を損なわない様な性能の強化も年々困難に

なりつつある。さらに近年ネットワークのトラ

フィックやサーバアクセスの著しい混雑が発生し

ており、データ収集に時間を要しすぎる等、実務

面の課題は多いのが実情である。

課題解決の為には、より高性能のサーチエンジ

ンを採用し、ネットワークの混雑やWeb拡大の

ハンディを克服して、線形と見なせる状況まで十

分なグラフを描く事、そして、線形の判断が正し

かったのかどうか、他の手法による調査でそれを

検証する事が必要である。

３ 郵政研究所の手法に基づく調査結果について

３―１ サーチロボットLokiによるJPドメインの

調査結果

これまでの調査結果から、JPドメインの特徴

について述べてみたい。

�１ ここ１年間の全体的傾向

ページの伸び率、ファイルの伸び率、データ量

の伸び率は、ピーク時に比べると緩やかではある

ものの、現在も堅実に増加しつづけている（表

１）。今年２月の調査ではサーバ数１９．７万台

（２９．６％）、ページ数６５５５万ページ（７．４％）、

ファイル数１７，３８８万ファイル（１３．９％）、データ

図５ 予測の原理モデル

図６ 線形近似に使用するページ発見実績の推移
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量５００２GB（２５．７％）（（ ）内は対前年比伸び）。

サーバ数の伸びのうち、２００１年２月のデータに

は、プロバイダー等のサーバに間借りしていた為

ドメイン的には存在が表に出ていなかったサイト

が、最近のレンタルサーバの普及で多数独立した

影響が含まれる。従いこの時点のコンテンツの本

質的な増加はより緩やかであったと思われる。

図７は９８年２月の数字を１００として、その拡大

を経年で比較したものである。サーバ数で約５．６

倍、ページ数で約６．４倍、ファイル数で約９．２倍、

データ量で約１６．４倍に成長した事がわかる。

�２ 単位あたりのページとデータ量の変化

図８は、単位あたりの情報量の変化（１万ペー

ジの平均データ量とサーバ１台の平均ページ数）

を見たものである。

プロバイダー系サーバに間借りしていたサイト

は小型のものが多い為、その独立によってサーバ

の平均ページ数は過去２年間減少傾向が続いてい

る。

一方、画像やPDFの増加により、単位ページ

数あたりのデータ量は過去２年間増加し続けてい

る。つまりJPドメインのページはどんどん重く

なっている。

図８ JPドメインの平均データ量と平均ページ

数の推移

調査時期
２０００年

８月

２００１年

２月

２００１年

８月

２００２年

２月

１万ページ当たり平均
データ量（GB） ０．５７７ ０．６５２ ０．６８３ ０．７６３

サーバ１台当たり平均
ページ数（ページ） ４６４．２ ４０１．４ ３６７．６ ３３２．７

図７ JPドメインのコンテンツ量発達の推移

（９８年２月を１００とした場合）

表１ JPドメインの統計的推移

サーバ数

（台）

ページ数

（万ページ）

ファイル数

（万ページ）

データ量

（GB）

１９９８年 ３６，０００ １，０２０ １，８９１ ３０５

２月 … … … …

１９９９年 ７５，０００ ２，９５０ ５，８２２ １，０２４

２月 １０８％ １８９．２２％ ２０７．８８％ ２３５．７４％

２０００年 ９５，０００ ４，２５０ ９，６２７ ２，２１４

２月 ２６．６７％ ４４．０７％ ６５．３６％ １１６．２１％

２００１年 １５２，０００ ６，１０１ １５，２６０ ３，９８０

２月 ６０．００％ ４３．５５％ ５８．５１％ ７９．７７％

２００２年 １９７，０００ ６，５５５ １７，３８８ ５，００２

２月 ２９．６１％ ７．４４％ １３．９４％ ２５．６８％

下段％は対前年比
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�３ JPドメインは画像データが基幹

ファイルの数で見ると、HTMLと画像が他の

データに比べ群を抜いて多い。中でも画像の増加

はHTMLよりはるかに早く、年々両者の差は開

いている（表２）。アップされているファイルの

数から見るとJPドメインコンテンツの中心は画

像であると言える。

�４ PDFの増加について

過去４年間の調査の中で特に目立つのはPDF

の増加である（表３）。全データ量に占めるシェ

アは９８年２月で８GB、２．６５％だったものが０２年２

月には１０４２GB、２０．８３％を占めるに至っている。

この間データ量にして１３０倍の増加である。

理由としては

１）データ量が非常に軽い為、ナローバンド

ネットワークでも利用できるマルチメディア

データとして重宝がられている事、

２）過去の紙ベースの情報資産をネット化する

上で、最も手間とコストがかからない方法で

ある事、

３）PDFデータの閲覧ソフト（Adobe Acro-

bat Reader）は無料で配布されていて急速に

普及した事、

などが想定される。

PDF普及のデメリットとしては、現時点では

PDFデータそのものはわざわざHTML変換を行

なわないとキーワード検索ができない為、ネット

の情報活用という観点から、検索しづらいデータ

がネット上で増加している事になる。

この問題についてはAdobe Acrobat Readerの

開発元であるAdobe Systems社が対応を検討し

ている様である。尚、現在AcrobatがPDF形式を

サポートする唯一のアプリケーションとなってい

る。

表３ PDFの占める割合の推移

総 数 Ｐ Ｄ Ｆ 構 成 比

ファイル データ ファイル データ量 ファイル データ

［万Ｆ］ ［GB］ ［万Ｆ］ ［GB］

１９９８年２月 １，８９０ ３０５ ２ ８ ０．１３％ ２．６５％

１９９８年８月 ３，６４８ ６６４ １１ ３１ ０．２９％ ４．６１％

１９９９年２月 ５，８２２ １，０２４ ２２ ６９ ０．３７％ ６．６９％

１９９９年８月 ８，５７４ １，８８９ ５４ １５１ ０．６２％ ８．０２％

２０００年２月 ９，６２６ ２，２１４ ７２ ２３１ ０．７５％ １０．４４％

２０００年８月 １３，２０４ ３，２１２ １２６ ４２０ ０．９５％ １３．０９％

２００１年２月 １５，２６０ ３，９８０ １７９ ６１１ １．１７％ １５．３５％

２００１年８月 １６，７００ ４，４４６ ２２７ ８４１ １．３６％ １８．９２％

２００２年２月 １７，３８８ ５，００２ ２６８ １，０４２ １．５４％ ２０．８３％

表２ データ種類別ファイル数の推移
（万ファイル）

１９９８年

２月

１９９９年

２月

２０００年

２月

２００１年

２月

２００２年

２月

HTML １，０２３ ２，９５３ ４，２５５ ６，１０７ ６，５５８

画 像 ８２７ ２，７２６ ５，１０３ ８，７０４ １０，２８８

PDF ２ ２２ ７２ １７９ ２６９

そ の 他 ３８ １２１ １９６ ２７０ ２７３
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�５ 動画・音声ファイルの推移とブロードバンド

について

動画・音声にはサーチロボットが収集できない

ファイルが多数ある為、部分的な推移しか把握す

る事ができず、この調査では全体的な動向は明ら

かでない。具体的に、以下の様なファイルが取得

できない。

１）フラッシュのファイル

（一部とれるものがある）

２）ページに再生・停止ボタンが埋め込まれて

いるようなもの

３）ストリーミングのファイル（存在は認識で

きるが、データ量を測定できない）

※ウインドウズメディアプレーヤーや、リア

ルプレーヤーのファイルが該当する

４）JAVA・Cgiにより再生されるもの

５）有料サイト、認証サイトのファイル

（無料の会員サイト等も含む）

６）リンク構造をもたないもの

４）５）６）は他の種類のファイルも事情は同

じである。動画・音声に関しては３）４）は特に

該当するものが多いと予想される。

以上から、現在サーチロボットにより取得でき

ている動画・音声ファイルは、単純なリンク構造

のみで使用できる環境になっているもの、という

事ができる。これはサイト側から言えば、ビジネ

スへの関与等の特に強い目的性をもたない、言わ

ば「参照ファイル」的なものと考えられる。

４ 新たな調査手法の開発について

４―１ 既存の各手法の特徴整理

従来の各手法の長所を活かし、または欠点を補

い、第４の手法が構築できないであろうか。

調査手法は大きく２つの部分からなる。すなわ

ち「代表性のあるサンプルとなるデータの収集」

とそれをもとにした「正確な全体の推計」である。

第２章の検討から、各手法はそのいずれか、また

は双方に問題があるという事になる。

今一度各手法の特徴を整理して見る。

１）複数のサーチエンジンを組み合わせる手法

・サンプル収集

サーチエンジンは恣意的なので、ランダム

な収集にならない 代表性×

・全体推計

原理とする式自体が、検索エンジンに当て

はまらない 推計信頼度×

２）IPアドレスのサンプリングを活用する手法

・サンプル収集

ネットワークの進歩が障害。代表性が確保

できない 代表性×

・全体推計

サンプルさえ正確であれば極めて精度の高

い推計が可 推計信頼度◎

３）単独のサーチエンジンの走査結果をもとに

推計する手法

・サンプル収集

対象を限定すれば、ほぼ全数に近いサンプ

ルを確保できる 代表性○

・全体推計

線形近似では見極め難しく、若干の誤差が

生じる可能性 推計信頼度△

４―２ 新たな手法の検討

�１ 新たな手法の具体的手順

こうして見ると、単独サーチエンジンによるサ

ンプルの収集と、IPアドレスのサンプリングを活

用する全体推計の組み合わせが可能であれば、現

状考えられる最も理想的な調査手法を開発できる

事がわかる。
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ロボットで 
リンクを辿りページデータ取得 
（※リンクは全てつぶす） 

10％ランダム抽出 

http://

http://

http://

http://
http://
http://

総ページリスト作成 

ページ数推計１ 

線形近似・関数化 

比　較 

総ページ数 
種別総ファイル数 

総データ量 

ページ数推計２ 

リンクされた 
 

全マルチメディア 
 

ファイル抽出 

/

/

/
/
/
/

/
/

マルチメディアデータ処理 

●サーチロボットによる
調査の精度検証 
●非リンクWeb・認証サ
イトの情報量推計 

IPランダムヒットで割り出した
「リンクWeb内でのサーチロ
ボットのシェア」で補正する 

図９のような手法が成り立つ。これまでの郵政

研究所の手法通り、まずサーチエンジンを活用し

て出来得る限りのリンクを辿り、ページを収集し

てリスト化する（図９では、「総ページリスト作

成」の部分）。作成した総ページリストからラン

ダムサンプリングにより、リンクされているマル

チメディアファイルの数とデータ量を測る。一方、

線形近似により先程の総ページリストのカバー率

を推計する。この数値をもとにマルチメディア

ファイルの総数の推計値も割り出す。

�２ IPアドレスの用い方

次に国内の全てのIPアドレスを収集する。それ

をもとにrandom number generator（乱数発生

器）により、サンプルIPアドレス群を複数作成す

る。サンプルIPアドレスのそれぞれの用途を調査

確認する。そうすると、先程の総ページリストを

サンプルIPアドレス群で打ち抜く様なイメージと

なる（図１０）。Webページに該当したIPアドレス

のうち、作成した総ページリストに該当するもの

（Ｄ）、リンクあるWebページだが総ページリス

トからこぼれたもの（Ｅ）、リンクがない、もしく

はリンクの末端にあるWebページに該当したも

の（Ａ）をそれぞれ集計し、総ページリストの全体

に占めるカバー率を割り出す。線形近似の推計結

果が正しければ、総ページリストのページ数×
D＋E
D の値と一致する事になる。手法の精度を検

証するために、両者を比較する。

この手法を実現させる事により、Web全体規

模の推定について精度の問題はほぼ克服できるも

のと期待される。

図９ 現在のWebを高精度調査する手法の概念
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検査用IPリスト 国内全IPアドレス 

ランダムサンプリング 

打ち込み検査 

非リンクWeb リンクWeb

Ａ Ｂ Ｃ 

認証・拒否 
有料 

サーチロボット未カバー 

サーチロボットカバー 

Ｄ 

非Web（FTP・メールサーバ等） 

集計と特徴分析 

Ｅ 

図１０ ページ数推計２の概念
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１ はじめに

明治維新前夜、伊藤博文らと共に「西洋を良く

知らねば」と英国へ密航した長州藩士５人組みの

一人に山尾庸三がいる。彼は帰国後、殖産興業政

策を推進するべく「工部大学校」（現在の東京大

学工学部）の設立を提言するとともに、「ものを

造ったならば、そのものは美しくなければならな

い」として、「工部美術学校」（現在の東京芸術大

学）の設立を提言したとされる。「美しくものを

造る」とはデザインの基礎である。明治建国の際

にすでにデザインの重要性がこのように明確に認

識されていたということは驚きである。もちろん

デザインという言葉は後になって用いられたもの

であるが、日本初の美術学校がデザインを目的と

して設立されたということはわが国の大きな特徴

の一つと言えよう。

その後、工学はより工学へ、美術はより純粋美

術へと向かったため、山尾の思想は的確には反映

されなかった。山尾の思想を受け継ぐことになっ

たのは大正１０年に設立された「東京高等工芸学

校」（現在の千葉大学工学部）であった。工部美

術学校の出身で、東京高等工芸学校の初代校長と

なった松岡寿は、第１回入学式の校長訓示で『‥

我工産業は大に発達するに至ったけれども、更に

尚ほ一大欠陥の存するものがある。一大欠陥とは

何であるかと云へば、即ち工芸的産業の助長発達

を怠って居ったために、工産業の発達が極めて不

自然になって仕舞ったことである…工業と云へば

機械工業や、電気工業や化学工業の如きものに限

るもの、如く思ひ競って此等の事業に赴く有様で

あって、此等の工業を応用して優良善美なる精製

品を産出する処の工芸技術の発達を顧みるものが

なかった事は、一大欠陥であったと云はねばなら

ぬ』と指摘している。したがって、『本校に入学

するものは将来我国の工芸を双肩に荷って立つ意

気がなければならぬ』と鼓舞している。

戦後我が国は輸出振興を柱として経済成長を遂

げ、先進国の仲間入りを果たしてきたが、デザイ

ンはまさにこの輸出振興に多大の貢献をしてきた

のである。１９５１年松下電器の松下幸之助が米国を

視察し、帰国のタラップを降り立った瞬間、「こ

れからはデザインの時代やで」と述べた話しは有

名であり、直ちに社内に製品意匠課を設けたのが

わが国における企業内デザイン部門の始まりであ

る。製品が世界市場の中で受け入れられるには、

単に機能、性能の向上だけでなく、デザインの国

際競争力もまた重要な要素であったのである。当

時の松下電器内の製品デザインの実状は、「例え

ば冷蔵庫、電気ストーブ、電気コンロ、トース

ターなどは、エンジニアがほとんど最後の姿まで

試作品をつくり、それを宣伝部に持ち込んで、色

彩とか、商標などの位置とか細部の仕上げを依頼

しているという状況であった。」１）ようである。デ

ザインとは、あるいは、ものを美しくすると言う

視 点

「これからもデザインの時代」

千葉大学大学院自然科学研究科教授 杉山 和雄
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部品２ 

部品1

部品3

ことは「化粧をする」程度にしか考えられていな

かったと言えよう。しかし、元が良くなければ幾

ら化粧をしても美しくはならないのが道理で、そ

うした方法では真に美しいものは生まれないとい

うことを理解し、製品意匠課を創設したのであろ

う。Gマーク制度も輸出振興の目的で制定された

ものである。

このように、日本が近代化の道を歩み始めると

共にデザインは重用され、近代化と経済成長に多

大の貢献をしてきたのである。

その間、「美しさ」の概念は、松岡寿が「優良

善美なる精製品」と訓示で述べているように、

徐々に狭い意味でのAestheticsから、材料の素直

な利用、作り易さ、安全性、快適性、使いやすさ、

分かりやすさ等、言わば「真」、「善」をも包含し

た広い概念へと変貌してきた。ことに近年のエコ

デザインとか、ユニバーサルデザインといった語

に見られるように、「美しさ」は単なる美では捉

えられなくなっている。つまりデザインとは、技

術との連携により、まとまりのあるかたちを追求

し、そのもののあるべき姿を創出する行為として

定着してきたのである。

さて、今日のように経済面での閉塞感が強まっ

てくると、いろんな処から、ことに官側の現業に

携わっている部門から「ものを造るのが精一杯で、

とてもデザインまでは…」という声が聞こえてく

る。予算的に苦しいことは理解できるが、いまだ

に『デザイン＝化粧』の認識しか持ち得ていない

ように思える。元東京芸術大学学長澄川喜一は

２００１年の第１０回文化審議会において「技術と芸術

のバランスがとれる人材育成の必要性から、感性

教育をその理念として大学（工部美術学校）が設

置されたが、もう一度そこに立ち返る必要がある

のではないか」と発言しているように２）、経済面

での閉塞感が強い今日だからこそ余計にそれを打

破するため、山尾庸三の思想を具現化し、デザイ

ンの更なるステップアップを図らねばならない。

本稿では、そのための課題を、�１技術との連携、

�２デザイナー教育、�３デザイン部門の組織上の位

置づけの３項目に分けて整理してみた。

２ 技術との連携

松下電器が製品意匠課を創設する前の、化粧と

してのデザインの進め方を図１のように表し、技

術との連携により、部品の配置やサイズまでも変

更して、まとまりのあるかたちを追求し、そのも

ののあるべき姿を創出する行為としてのデザイン

を図２のように表すこととする。

デザイン部門の設置によって、図２のような図

式は描き易くはなったが、それで技術との連携が

全て解決した訳ではない。むしろ図２のような図

式を組織として描くための課題が浮き彫りになる

とともに、常に、より高次レベルの連携に向けて

の探索が今日まで続けられている。

１）真野善一：松下電器産業意匠部、財団法人工芸財団編 日本の近代デザイン運動史、ぺりかん社、p７０、１９９０
２）澄川喜一：意見発表、文化審議会第１０回総会議事要旨、２００１

図２ 技術との連携により、デザイン対象のある
べき姿を追求したデザイン

技術者 デザイナー

図１ 化粧としてのデザイン
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その一つは、議論のための風土づくりである。

議論が、そのもののあるべき姿を創出する行為で

あるためには、互いが互いの専門性をある程度理

解していなければならない。デザイン部門が夢ば

かりを追って、実現不可能な要求ばかりをする訳

にはいかない。技術的な実現可能性を知り、その

範囲の中であるべき姿を模索せねばならない。一

方、開発時の、そのもののあるべき姿とは、デザ

イナーの目にもまだ茫洋としているものである。

よく、デザイナーの思考や言語には飛躍や曖昧さ

があると言われるのもそのためである。したがっ

て、技術もデザインを理解し、既知の実現可能性

の範囲内だけでなくあるべき姿に向けて様々なア

イディアを出す技量が求められる。

理解と同時に互いの専門性を尊重する風土面の

整備はより重要である。後述するデザイン部門の

組織上の位置づけで、デザイン部門が事業部に属

している場合、時として、技術や製作部門の声が

大きくなり、図１の図式になっているように思わ

れる。一般にデザインマインドカンパニーと目さ

れる企業でのこうした面での整備は充実している。

入社して２～３年目の若手がベテランの技術者に、

あるいは逆にベテランのデザイナーに、「これで

は我が社の製品らしくないのではないですか」と

疑問を投げかけると、「生意気な」と思いつつも

持ち帰って検討し直すという風土は一朝一夕に造

られるものではない。

技術との連携における議論だけではなく、デザ

イン部門内での議論においても、如何にそれを生

産的な場とするかも重要な課題である。グループ

リーダーが強い権限を持っている場合は、議論を

通して結論に至ると言うことは少なく、議論はあ

る段階でグループリーダーに委ねられてしまう。

筆者の知る限り、グループリーダーがある権限を

持ちつつも、水平的にグループディスカッション

が行われ、それ自体が個々の研鑽や成長のための

糧ともなっている大手企業は２～３社しかない。

これらの企業のデザイナーは皆、「今日の自分が

あるのは、あのグループディスカッションで鍛え

られたからだ」と述懐している。組織のありよう

と風土がこうしたグループディスカッションを成

立させている。

第二は、開発に関するベクトル合わせに関する

ものである。製品開発においては、まずデザイン

部門がそのもののあるべき姿を描いて（図２の右

図）から技術部門が開発を始めるのか？それとも

やはり技術部門が基本案を提示し、それを元にし

てデザイン部門の検討が始まるのか？あるいはそ

れはケースバイケースとするのかという問題は、

組織として恒常的に製品開発を行う場合には重要

な問題である。ことに日本は、欧州企業のように

現商品の売れ行きが下降線を描き始めてから次の

商品を開発するという、次世代型商品開発ではな

く、現商品の売れ行きに関係なく次年度の商品を

開発する次期商品開発型であるため、開発に関す

るベクトル合わせが行われていないと、どの部門

が先にスタートしても求められる期間内に開発を

終えることは難しい。そこで一般に、図２の図式

を前倒しすることが行われている。すなわち次期

商品開発においてはじめて技術とデザインの連携

が行われても間に合わないので、その前に開発の

方向性を合わせておくことが行われている。した

がって、図２の図式そのものは、やや靄がかかっ

た状態で議論せざるを得ないが、次期商品開発ま

でにそれぞれがその靄が取れるように準備を進め、

次期商品開発においてその靄を取るわけである。

靄の濃さや、靄がかかった状態を組織として正式

決定するか、暗黙の了解とするかは企業によって

異なっている。

次世代型の商品開発の準備においてもベクトル

合わせは重要である。その場として活用されてい

るのは技術展（社外秘のことが多い）である。例

３７ 郵政研究所月報 ２００２．９
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えば冷蔵庫のチームは、デザインも技術も、次世

代の冷蔵庫のありようについてそれぞれ提案する

ことによって、開発のベクトルを合わせるのであ

る。ただ、そのありようが、あまりにも夢であり

すぎたり、３期先程度の予測できる内容で、次世

代とは呼べない内容であったりするため、この技

術展から真の次世代の商品が生まれた割合は意外

に低いと聞いている。提案だけではベクトル合わ

せにならないとすれば、提案をそれだけで終わら

せることなく、それを元に、次世代商品に対する

議論の場を形成してベクトルを合わせる努力が足

らないのかも知れない。

冷蔵庫のような既存の商品と異なり、全く新し

い製品の開発、あるいは既存商品の延長線上に開

発される新商品においてデザインと技術はどのよ

うに連携を計るべきかについての議論は始まった

ばかりである。ある企業ではデザインを要素技術

の開発部門に常駐させ、要素技術の商品への具現

化を日々検討し、それを新商品や次世代商品とし

て事業化に結びつけていこうとしている。技術が

ややもすると技術的興味の追求にのみ陥りがちな

のを、現実の新たな生活提案商品に結びつける役

割としてデザインが活用されている例として興味

深い。また、一般にマイクロチップ等の開発にお

いてデザインは無縁であると思われがちであるが、

デザインの、複雑な要求をひとつのまとまりのあ

るかたちにする能力を活用してデザインが協力し

ている例もある。

３ デザイナー教育

今日のデザイナー教育の課題の一つは、仮説提

示力の強化についてである。図２右図は、あるも

ののあるべき姿とは言え、商品開発においては戦

略性を伴ったものであり、唯一のものではない。

観点を変えればそれは図３のBあるいはCである

かも知れない。仮説提示力の強化とは、あるべき

姿がより真らしくなるとともに、観点を変えたB、

Cをも提示できる能力の強化をさす。前述したグ

ループディスカッションは仮説提示力、造形力の

強化ともに強力な研鑽の場であるが、今日真剣に

取り組まねばならないものにジョブ・ローテー

ションのあり方がある。これまでは、冷蔵庫のデ

ザインを２年行えば次は洗濯機のデザインを行う

と言うように、一つの分野を長く続けるよりも、

様々な経験を積むことによって視野が広がり、仮

説提示力が増すであろうと考えローテーションを

行ってきた。恐らくそれは正しいのであろうが、

どのようなローテーションが有益であるのか、そ

の効果については計測していないのが実状である。

冷蔵庫から洗濯機へのローテーションは同じ白も

の家電として成功するが、白もの家電から情報家

電へのローテーションは必ずしも効果的ではない

とか、インタフェースデザインを充実させるため

かなりの人員をプロダクトデザインからシフトさ

せているが、いきなりだと対応できるのは半数に

も満たないという話しも聞く。B to Bの領域で開

発期間が長く、論理性が求められるデザインソ

リューションを担当していたデザイナーが、生鮮

図３ 様々なあるべき姿
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家電品と揶揄されるほど開発テンポの早い商品の

開発に回ったとしても恐らくついてゆけないに違

いない。しかし、その早さに馴染んだ時点では経

験が役に立つのではないかとも思われる。いずれ

にせよ、こうした経験則を蓄積し、体系化するこ

とによって適切なローテーションを行わねばなら

ない。そもそもローテーションはこれまでのよう

に、デザイン部門の中だけで良いのかという疑問

もある。企画や販売、技術部門へのローテーショ

ンも仮説提示力の強化につながるように思える。

第二は、感性drivenのデザインからデータ

drivenのデザインへの変換に関する教育である。

今日多くの企業で経営改革が行われているが、デ

ザイン部門も経営的な観点からの改革が進められ

ている。そのなかで幾つかの企業はこれまでの感

性を中心に展開してきた感性drivenのデザインか

ら、感性だけでなく可能な限りデータを用い、そ

の分析を通してデザインを行うデータdrivenのデ

ザインへの変換を図ろうとしている。これまでも、

あるべき姿の提示等では、データを駆使し、分析

することは行われていたが、今行われようとして

いる改革は、デザイン行為そのものをデータ

drivenにしようとするものである。すなわちデザ

イン行為そのものをデータ化し、分散分析など統

計的手法を用いて、効率を妨げたり、求められる

質への到達度が低い原因を分析して改善を図ろう

とするものである。複雑に絡み合った要因を解き

ほぐすには科学的手法が有効であることは、デザ

インの論文などでも研究されてきたが、それがそ

のまま現実の場で展開されようとしているのであ

る。もちろんデザインという創造的行為の全てが

データ化できるわけではないので、感性の重要性

が損なわれることはないが、同様に科学的手法の

重要性も認めなければならない。しかし、感性

drivenのデザインに慣れ親しんできたデザイナー

にとっては、デザインという行為を工場の行程管

理のように分析し、改善することには違和感もあ

り抵抗感も強い。したがって、当面は、経営改革

の一環としてデザインもデータdrivenの方向へ変

換せねばならないのだという圧力を必要としても、

デザインが開発の一員としての機能するにはデザ

イナーの意識改革を進めねばならない。

４ デザイン部門の組織上の唖置づけ３）

よく知られているように、欧州の企業には自動

車メーカーを除いて企業内にデザイン部門を抱え

ている所は少ない。それは商品開発が常に次世代

の商品開発であり、次の開発までに時間が空くた

め、開発は外部のデザイン事務所に委託すればよ

く、企業内にデザイン部門を抱える必要がないた

めだとされている。一方、日本は常に次期商品開

発を行い、開発している商品数も多いため、大手

のメーカーではほぼ全社が企業内にデザイン部門

を設置している。欧州に有名なデザイン事務所が

多く、日本に少ないのはそのためである。

４．１ 企業デザイン部門の組織上の位置づけ

日本の企業デザイン部門の組織上の位置づけを

家電メーカーを対象としてみてみると、大きく二

つのタイプに分けることができる。一つはセン

タータイプと呼べるもので、全てのデザイナーが

デザインという一つの部門に所属し、各事業部等

からデザインを受注するかたちで運営するタイプ

である。ほとんどのデザイン部門は企業の組織内

に位置づけられており、重電を抱えているメー

カーは全てこのタイプを採っている。しかし、親

企業が全額出資した子会社として独立していると

ころもある。

もう一つは、デザイナーは事業部に配属され、

３）杉山和雄、金哲浩、小野健太、渡辺誠：家電メーカーにみるデザイン決定プロセス、デザイン学研究、第４５巻６号帳巻１３２号、
pp１１～１８、１９９９
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事業部の業務としてデザインを行う事業部タイプ

である。事業部の大きさによってデザイナーが各

事業部に配属される場合と、２～３の共通項の多

い事業部毎に小さなセンターを置き、そのセン

ターにデザイナーが配属される場合の２通りに分

けられる。どの事業部タイプにも全社的なセン

ター的組織は設けられており、デザイナーの採用

や教育を担当し、全社的なデザイン業務を担当し

ている。関西の家電メーカーにはこの事業部タイ

プが多い。

両タイプにそれぞれメリットとデメリットがあ

る。マネージメントとしてはデメリットを克服し

メリットを伸ばす方策を考えねばならない。まず

センタータイプの最大のメリットの一つは、デザ

イン部門が自立性を有し、主体性を発揮しやすい

点にある。事業部タイプではデザインは完全に開

発の流れに組み込まれ、その役割は固定化する傾

向にある。人数的にもその役割を越えた活動は難

しい。その点センタータイプのデザイン部門は、

各事業部等からデザインを受注するかたちで運営

しているとは言え、各事業部に対し、デザインの

コンサルテーションを行える自立性を有している。

また、技術シーズを寄せ集め、新たなビジネスモ

デルを創る組織の提案やブランドの構築に主体性

を持って行動できるなど全社的な活動もしやすい。

もう一つのメリットは組織としての対応のしやす

さが挙げられよう。デザインにおけるコーポレー

トアイデンティティをうち立てる場合には、一体

となったデザイン組織は対応しやすい。前述した

データdrivenのデザインへの変換やローテーショ

ンもセンタータイプの方が対応しやすい。ことに

活動の一部にデザインソリューションが含まれる

場合には、次世代型商品開発と同様に、次の開発

までの期間が長いため、様々なローテーションが

組めるセンタータイプのメリットは大きい。

センタータイプのデメリットは次期商品のデザ

イン業務において初めて技術との連携が図られる

傾向が強いと言う点にある。前述したような開発

のベクトル合わせのための、「あるべき姿」の前

倒しの議論も行われてはいるが、担当者レベルの

相談程度に止まっている。開発に携わる全ての部

門長が集まり前倒しの議論を正式決定するような

場は設けられていない。これはセンタータイプの

運営が、言わば外部のデザイン事務所と同様で、

事業部から依頼される次期商品のためのデザイン

開発業務に付随した予算に依存していることに起

因していると思われる。なぜなら、もし前倒しの

議論を正式決定するレベルにまで精度を上げよう

とすると、正規の業務としてかなりの予算を伴わ

ねばならないが、そこまでの予算は確保できてい

ない。これが事業部タイプの場合は、事業部が主

体的にこうした予算を確保している。したがって、

センタータイプのデザインプロセスをみると、あ

るべき姿の探索、その代替案の作成、意志決定の

ためのプレゼンテーションと会議、それらが全て

次期商品開発の段階に集中している。事業部タイ

プでは、次々期商品提案で承認された大まかなコ

ンセプトと仕様を次期商品開発段階で煮詰めてい

るだけなので会議も１回だけであるが、センター

タイプでは幾つもの代替案を出し、会議において

それを徐々に絞り込んで行く必要がある。

事業部タイプのメリットとデメリットはセン

タータイプの丁度裏返しである。デザインが開発

の流れに完全に組み込まれ、前倒しの議論ができ

ていることは大きなメリットであるが、反面、デ

ザインは定められた引き出しの中に入れられてお

り、その引き出しから抜け出して自立的な活動を

行うには多大のエネルギーが必要なようである。

したがって、センタータイプでは、いかにあるべ

き姿の議論を前倒しできるか、事業部タイプでは、

いかにデザインの自立性、主体性を発揮できるか

がマネージメントの課題であると言えよう。

４０郵政研究所月報 ２００２．９



４．２ アウトソーシング

一般にアウトソーシングの目的は、�１コスト削

減、�２業務のスピード化、�３本業への集中、�４専

門性の向上、�５新規分野への参入にあるとされて

いる。デザイン部門のアウトソーシングの実状も

ほぼこの目的に沿っており、人員不足を補充する

ための定型業務の委託はほぼ全社が行っている。

ただ、なぜこの業務をアウトソーシングしている

のか？ あるいはなぜこの業務はアウトソーシン

グしていないのか？をインタビューで質問しても、

長年の慣習なのでという答えしか得られず、明確

な方針を持ち得ていない印象を得た。しかし、経

営改革の波が押し寄せている今日、企業内のデザ

イン部門は何を担当し、何を何のためにアウト

ソーシングするのかという方針の策定は急務であ

ろう。しかも、企業全体から見れば、欧州の企業

のように、デザイン自体をアウトソーシングする

という考え方も成立しない訳ではないとすると、

さらにこの作業は重要な意味を持つ。Angela

Dumas等４）は、企業内にデザイン部門がなく、デ

ザイン事務所に依頼して次世代商品開発を行って

いる欧州企業では、技術との連携に時間がかかる

ため、実際にプロジェクトが着手されるまでの時

間（Lead-off time）は日本に比べるとかなり長い

ことを指摘している。また、欧州には企業内にデ

ザイン部門を抱えているところは少ないと述べた

が、携帯電話で大きなシェアを持つ「ノキア」は、

現在２００名に近いデザイナーを抱えている。携帯

電話のように技術革新の激しい分野では、企業内

にデザイナーがいなければ対応できないというこ

とであろう。したがって、デザイン部門の組織上

の位置づけをアウトソーシングの仕方を含めて、

検討することは重要であるが、デザイン全体をア

ウトソーシングして技術との連携を希薄にした場

合には、それは企業経営にとってマイナスでしか

ないことを明記したい。

４）Angela Dumas、Sakakibara、Watanabe：The New Product Trajectory. The Japanese Context of Product Innovation. De-
sign Management Institute Press、１９９３
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日銀短観：２００２年６月調査

○業況判断D.I.は－３２と３月調査から９ポイント改善。先行き（９月）は－２９と３ポイントの改善を見込む。
（後掲トピックス「日銀短観（平成１４年６月）」参照）

業況判断D.I.（全規模全産業）の推移

（出所） 日本銀行７月１日発表

景 気 動 向 指 数

○５月の先行指数は５か月連続で５０％を上回り、一致指数は４か月連続で５０％を上回った（確報値ベー
ス）。

一致指数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。
（出所） 内閣府７月１７日発表

４２郵政研究所月報 ２００２．９



90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110

9 10 11 12 13

80
85
90
95
100
105
110
115
120

14 （年） 

（平成７年＝100） 

在庫率指数 
（右軸：逆目盛り） 

生産指数 
（左軸） 

－20
－15
－10
－5
0
5
10
15
20
25

9 10 11 12 13
－15

－10

－5

0

5

10

15

機械受注（左軸） 

資本財出荷（右軸） 

（前月比、％） 

14 （年） 

－30

－20

－10

0

10

20

30

9 10 11 12 13
－100

－60
－40

－80

－20

20
0

40

80
60

100

新設住宅着工戸数（左軸） 

首都圏マンション 
販売戸数（右軸） 

（前年同月比、％） 

14 （年） 

生 産

○鉱工業生産指数（季節調整値）（確報）……５月は前月比＋４．１％ 在庫率指数……５月は前月比－２．４％
（後掲トピックス「平成１４年５月分鉱工業生産等について」参照）

鉱工業生産・在庫率指数の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 経済産業省７月１５日発表

設 備 投 資

○機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値） ………５月は前月比＋０．２％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……５月は前月比＋１２．３％

機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 内閣府７月８日発表、経済産業省７月１５日発表

住 宅

○新設住宅着工戸数………………５月は前年同月比＋５．８％（３か月ぶりの増加）
首都圏マンション販売戸数……６月は前年同月比－７．０％

新設住宅着工戸数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 国土交通省６月２８日発表、�株不動産経済研究所７月１５日発表
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（前月比、％） 

14 （年） 

消 費

○実質家計消費支出（全世帯）……５月は前年同月比－１．６％
小売業販売額………………………５月は前年同月比－３．２％

実質家計消費支出等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す （出所） 総務省７月５日発表、経済産業省７月１５日発表

所 得

○可処分所得（勤労者世帯）…………………………………５月は前年同月比－１．０％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……５月は前年同月比－２．２％

可処分所得等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す （出所） 総務省７月５日発表、厚生労働省７月１６日発表

雇 用

○完全失業率（季節調整値）………５月は５．４％（前月比０．２ポイント悪化）
有効求人倍率（季節調整値）……５月は０．５３倍（前月比０．０１ポイント悪化）

完全失業率等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す （出所） 総務省６月２８日発表、厚生労働省６月２８日発表

４４郵政研究所月報 ２００２．９
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（前年同月比、％） 

総貸出平残 
（５業態計） 

貿 易 収 支

○貿易収支……………５月は６，１８７億円の黒字
輸出入数量指数……５月の輸出は前年同月比＋１４．８％、輸入は同－２．５％

通関貿易収支・輸出入の推移

（出所） 財務省６月２７日発表

物 価

○消費者物価指数………５月は前年同月比－０．９％
国内卸売物価指数……６月は前年同月比－１．０％

物価指数の推移

（出所） 総務省６月２８日発表、日本銀行７月８日発表

マネーサプライ

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

マネーサプライの伸び率の推移 銀行貸出の伸び率の推移

（出所） 日本銀行７月８日発表

４５ 郵政研究所月報 ２００２．９



日経平均株価（左軸） 
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５年利付金融債利回り 10年最長国債利回り 

無担保コール 
翌日物金利 

CD３ヶ月 
物金利 

公定歩合 

（％） 
（％） 

国 内 金 利

○無担保コール翌日物金利は実質ゼロ金利継続。
１０年最長国債利回りは、１．２％台後半まで低下。

国内金利の推移

国 内 株 式

○日経平均株価は１０，０００円台前半まで低下。TOPIXは１，０００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１１０円台半ばまで円高が進行。対ユーロは１１０円台後半を推移（終値ベース）。

為替の推移

４６郵政研究所月報 ２００２．９



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（季節調整費、前月比） �１ －３．０ ４．４ ０．６ －３．２ ５．７ ５．２ ４．３ ２．６ ７．８ ５．０ ３．２ ４．９ ０．２
有効求人倍率（季節調整比、前月差） �２ ０．０２ ０．０２ ０．００ ０．０２ ０．０２ ０．０１ ０．００ ０．０１ ０．０２－０．０１ ０．０２ ０．０２ ０．０１
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比） �３ －１．８ －３．６ －３．１ －２．６ －２．１ －０．５ －１．０ －１．６ －３．１ －０．３ １．３ ０．０ －２．０
新設住宅着工戸数（前年比） �４ １１．５－１０．８ －８．２－１７．３ ７．５ １０．２ －５．０ １５．８ １４．６－１３．４ ２１．５ －６．６ －０．６
建築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）�４ ６５．３ １．５ ７．８－４４．０－４７．０－２４．２－１１．８－１４．２ ２０．７ １３．５－１５．２－４１．４ －７．６
新車販売台数（乗用車、前年比） �５ －３．２ －３．７ １０．０ ５．１ ０．２ ５．５ ８．６ ７．１ ３．８ ６．２ ７．９ １３．９ ６．０
実質家計消費支出（前年比） �６ －１．３ １１．２ ７．７ １．２ ９．９ １５．６ －８．１ ２．４ ７．２ －３．１ －７．９ ７．６ １．０
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） ８０．９ ６７．６ ６４．９ ６４．０ ５４．６ ５８．２ ５９．９ ６９．３ ６７．０ ７２．６ ７１．５ ９４．１ ６５．１
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） －１．５ １．３ －０．５ －０．８ １．３ １．２ ０．５ ０．６ １．７ ０．０ １．１ ２．０ 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、各都道府県別データをもとに郵政研究所にて集計

総合的な指標の動き

《４月の動き》
・上昇傾向の管内：東北、北陸、東海、近畿、中国、沖縄
・横ばい傾向の管内：信越、四国、九州
・下降傾向の管内：北海道、関東、東京
※ 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７月９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）

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 ４月
北海道 × × × × ― ― ― × ― ○ ○ × ×
東 北 × × × × × × × × × × ― ― ○
関 東 × × × × × × × × × × × × ×
東 京 × × × × × × × × × × × × ×
信 越 × × × × × × × × × × × × ―
北 陸 × × × × × × × × × ― ― ○ ○
東 海 × × × × × × × × × × × ― ○
近 畿 × × × × × × × × × × × ― ○
中 国 × × ― ― × × × × × × × ― ○
四 国 × × × × × × × × × × × ― ―
九 州 × × × × × × × × × × × × ―
沖 縄 × × × ― ○ × × × × ○ ○ ○ ○
全 国 × × × × × × × × × × × ― ○

４７ 郵政研究所月報 ２００２．９



米国経済・金融市場 
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雇 用

○５月の非農業部門雇用者数（季節調整値）は前月比＋３．６万人。失業率（季節調整値）は５．９％と前月か
ら０．１％悪化。時間当たり賃金（季節調整値）は前月比＋０．４％。
（後掲トピックス「２００２年６月の米国雇用統計」参照）

雇用関連統計の推移

（出所） 米国労働省７月５日発表

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値、国際収支ベース）……５月は３７６．４億ドルの赤字。
輸出は前月比＋０．７％、輸入は同＋１．８％。

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省７月１９日発表

４８郵政研究所月報 ２００２．９
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物 価

○消費者物価指数（季節調整値）……６月は前月比＋０．１％、コアは同＋０．１％。
卸売物価指数（季節調整値）………６月は前月比＋０．１％、コアは同＋０．２％。

物価指数の推移

（出所） 米国労働省７月１９日、７月１１日発表

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、４％台半ばまで低下。

米国金利の推移

米 国 株 式

○NYダウは９，０００ドルを、NASDAQも１，４００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

４９ 郵政研究所月報 ２００２．９



月例経済報告（７月）

○基調判断は２か月振りに上方修正 （内閣府：７月１１日発表）

７月１１日に発表された７月の月例経済報告では、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、輸出は大幅に増

加していること、生産は持ち直しの動きもみられること、業況判断は全体として改善がみられ、設備投

資は減少しているものの、先行きについて下げ止まる兆しもみられること、公共投資はこのところ平成

１３年度第２次補正予算の効果がみられることを取り上げた上で、景気に対する判断を「依然厳しい状況

にあるが、一部に持ち直しの動きがみられる」と総括し、２か月振りに基調判断を上方修正した。一方、

先行きにおいて、このところの世界的な株安やドル安により世界経済の先行き不透明感が高まっており、

我が国の最終需要が下押しされる懸念がある、ことを指摘している。

主要項目では、設備投資、公共投資、輸出、生産、業況判断を上方修正した。

また、政策態度については、「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

営と構造改革に関する基本方針２００２（６月２５日閣議決定）を早期に具体化する」、という文言が新たに

加わった。

今回基調判断は上方修正となったが、持ち直しているのが企業部門に限られ、消費、雇用は相変わら

ず弱い動きが続いている。円高、株安、米国経済の先行き不透明感など底入れ→回復軌道へとスムース

に移行させない要因が懸念される。

マクロ経済トピックス

５０郵政研究所月報 ２００２．９



７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）

６月 月例 ７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

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。

景気は、依然厳しい状況にあるが、一部に持ち直し

の動きがみられる。

・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。

・輸出は大幅に増加しており、生産は持ち直しの動

きがみられる。業況判断は全体として改善がみら

れ、設備投資は減少しているものの、先行きにつ

いて下げ止まる兆しもみられる。

・公共投資は、このところ平成１３年度第２次補正予

算の効果がみられる。

先行きについては、輸出の大幅な増加や生産の持ち

直しの影響が、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、こ

のところの世界的な株安やドル安により世界経済の先

行き不透明感が高まっており、我が国の最終需要が下

押しされる懸念がある。

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
弱含みとなっている。 同左

設備

投資
減少している。

減少しているものの、先行きについて下げ止まる兆

しもみられる。

公共

投資
総じて低調に推移している。

総じて低調に推移しているが、このところ平成１３年

度第２次補正予算の効果がみられる。

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。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。

同左

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。

中小企業を中心に依然厳しさがみられるものの、全

体として改善がみられる。

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。

輸出は、アジア向けを中心に大幅に増加している。

輸入は、横ばいとなっている。貿易・サービス収支の

黒字は、増加している。

物価
国内卸売物価は、横ばいとなっている。消費者物価

は、弱含んでいる。
同左

５１ 郵政研究所月報 ２００２．９



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

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。

７月

景気は、依然厳しい状況にあるが、一部に持ち直しの動きがみられる。
・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。
・輸出は大幅に増加しており、生産は持ち直しの動きがみられる。業況判断は全体として改善がみられ、
設備投資は減少しているものの、先行きについて下げ止まる兆しもみられる。
・公共投資は、このところ平成１３年度第２次補正予算の効果がみられる。
先行きについては、輸出の大幅な増加や生産の持ち直しの影響が、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、このところの世界的な株安やドル安により世界経済の
先行き不透明感が高まっており、我が国の最終需要が下押しされる懸念がある。

（資料） 内閣府

５２郵政研究所月報 ２００２．９
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平成１４年５月分鉱工業生産等について

○５月の鉱工業生産指数は４か月連続で上昇 （経済産業省：６月２８日発表）

経済産業省が６月２８日に発表した生産・出荷・在庫指数速報によると、５月の鉱工業生産指数は事前

の市場予想（前月比＋２．９％）を大幅に上回る前月比＋３．９％と、４か月連続で上昇した。（尚、前年同

月比では－２．２％。）

出荷は前月比＋４．８％で１０１．２となり、６か月連続の上昇となる一方、在庫は前月比＋０．２％の８８．９と、

９か月ぶりの上昇となった。

同日に発表された製造工業生産予測調査結果によると、６月は前月比０．０％の横ばい、７月は同－

０．３％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＋３．７％と見込

まれ、１―３月の前期比＋０．７％から急上昇する

可能性が出てきた。

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、４月の判

断を据え置いた。

生産指数を業種別にみると、電気機械工業が前

月比＋７．８％、一般機械工業同＋７．７％、輸送機械

工業同＋５．１％、非鉄金属工業同＋３．５％、プラス

チック工業同＋３．４％、鉄鋼業同＋２．４％などが生

産の上昇に寄与している。特に、電気機械工業、

鉄鋼業、輸送機械工業などの、IT、輸出関連の

業種が生産回復を牽引している。その一方で、繊

維工業が－０．２％と低調であった。

在庫指数については、前述の通り若干上昇に転

じた。電気機械工業、輸送機械工業、石油・石炭

製品工業が上昇に寄与している。５月単月で判断

するのはやや時期尚早ではあるが、IT関連、輸

出関連業種の好調が生産を押し上げ、出荷のため

の在庫を積み増し始めた可能性がある。また、在

庫率指数は前月比－２．２％と引き続き低下してお

り、３か月連続の減少となっている。在庫循環図

からみても、在庫調整は概ね終了し、意図せざる

在庫減局面に移った公算が大きい。

在庫循環（鉱工業全体）

（出所） 経済産業省

鉱工業生産指数等の推移

（出所） 経済産業省

５３ 郵政研究所月報 ２００２．９
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鉱工業生産は、足元については堅調である。しかし、頼みの米国経済も、４月以降の統計をみれば、

今後の持続性にやや疑問を持たざるを得ないし、我が国内需の自律的回復も心もとない。従って、今後

生産の回復ペースがやや鈍る可能性がある。

日銀短観（平成１４年６月）

○業況判断DIはほぼ横這い （日本銀行：７月１日発表）

・業況判断

（カッコ内は変化幅）

最 近：大企業製造業－１８（＋２０）、大企業非製造業－１６（＋６）、

全規模全産業－３２（＋９）

先行き：大企業製造業－１１（＋７）、大企業非製造業－１２（＋４）、

全規模全産業－２９（＋３）

日本銀行が７月１日に発表した日銀短観によると、現状の業況判断DIは、前回３月の調査と比較し

て大きく改善している。大企業では、製造業が－１８、非製造業が－１６となり、前回からの変化幅はそれ

ぞれ＋２０、＋６である。中堅・中小企業でも大きく改善しており、変化幅も＋５～＋１６となっている。

大企業・製造業の変化幅＋２０は過去最大のものとなった。全規模全産業では－３２で、変化幅は＋９と

なっている。

今次短観では、企業規模に関わらず軒並み業況

判断が改善していることを示している。

業種別にみると、大企業・製造業では石油・石

炭製品と非鉄金属を除く全業種で改善している。

IT関連産業や輸出産業のみならず、その他の産

業でもDIの改善が見られるなど、景況感の改善

が広がりを見せている。大企業・非製造業でも建

築を除く各業種で改善または横ばい傾向にある。

中堅・中小企業・製造業では全業種で改善してい

D.I.の推移

企業規模別D.I.の推移

製造業 非製造業

５４郵政研究所月報 ２００２．９



る。中堅・中小企業・非製造業では建築、通信、

電気・ガス、リースを除く業種で改善している。

先行きについては、全規模全産業は－２９で、

変化幅は＋３を見込んでいる。中小企業・非製

造業が－３８と変化幅として－１の悪化を見込ん

でいる以外は、企業規模に関わらず改善予想を

示している。

・設備投資計画は減少

２００２年度の設備投資計画は、全規模全産業で

は－５．１％と、前回より２．３％上方修正している。

規模別では大企業は１．１％の下方修正となって

いるが、中堅企業と中小企業は上方修正してい

る。

・底打ちしたが、持続性には懸念

今回の日銀短観は、景気の現状に関して、輸

出の好調を背景にした改善が進展し、業態や企業規模に関わらず改善見通しにあることを示している。

今後については、いくつかの懸念材料がある。景気回復を牽引してきた輸出については、米国経済の回

復の持続性にやや疑問を持たざるを得ない。また、２００２年度の想定為替レートは１２５．７３円と、足下の円

高の動きが十分に反映されていない。こうした外部要因が景気に対してマイナスに働く可能性がある一

方、世界的な株安傾向がマインドを更に下押しすることも考えられ、業況判断が見込み通り改善するか

否か予断を許さない状況にある。

２００２年６月の米国雇用統計

（米国労働省：７月５日発表）

○６月の失業率は５．９％と前月比０．１％悪化。非農業雇用者数は前月比＋３．６万人の増加。

米国労働省が７月５日発表した６月の雇用統計によると、６月の完全失業率（季節調整値、軍人除

く）は５．９％と前月比０．１％の上昇となった。一方、非農業雇用者数（季節調整値）は、同＋３．６万人と

２ヶ月連続の増加となった。雇用者が増加傾向にある一方で、失業率は依然として高止まりしている状

況となった。

産業別の雇用動向をみてみると、製造業が前月比－２．３万人、小売業が同－１．８万人と減少が続いてい

るのに対して、サービス業が同＋３．３万人、公共部門が同＋２．３万人、建設業が同＋１．４万人と雇用の増

加に寄与した。特に、サービス業は堅調な個人消費を背景として、健康関連サービスが同＋３．４万人と

なるなど、雇用の改善が続いている。また、製造業は２３ヶ月連続の減少となったが、電気・産業機械、

金属などが減少する一方で、自動車は堅調な国内需要を反映して増加となった。

設備投資計画 （前年度比、％）

２００１年度 ２００２年度

（計画） 修正率 （計画） 修正率

製 造 業 －９．２ －２．７ －８．９ －３．２

大 企 業 非製造業 －８．６ －３．１ －５．２ ０．３

全 産 業 －８．９ －３．０ －６．７ －１．１

製 造 業 －１０．９ ２．７ －１３．４ ３．７

中堅企業 非製造業 －２．０ ０．７ ０．１ ２．１

全 産 業 －３．２ １．０ －１．５ ２．３

製 造 業 －１４．７ ０．８ －１７．４ １０．７

中小企業 非製造業 －０．４ ４．３ －６．７ １２．３

全 産 業 －４．３ ３．４ －９．３ １１．９

製 造 業 －１０．５ －１．２ －１１．１ －０．２

全規模計 非製造業 －４．２ －０．１ －３．０ ３．１

全 産 業 －５．９ －０．４ －５．１ ２．３

５５ 郵政研究所月報 ２００２．９
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週平均労働時間（季節調整値）は前月比＋

０．３％の３４．３時間となった。特に、製造業が同＋

０．５％と高い伸びを示しているが、この要因とし

ては残業時間が同＋０．１時間と増加したことが大

きく寄与している。製造業は、生産自体は回復基

調にあるが、雇用の削減は継続しており、雇用者

の減少分を残業時間の増加によって補っていると

みられる。

また、時間当たり賃金（季節調整値）は同＋

０．４％の１４．７６ドルとなり、昨年１１月以来の高い伸

び率となったが、単価の高い残業が増加したこと

を伺わせる結果となった。

失業率は、５．９％と前月に比べて０．１％上昇した

が、内訳は成人男性が前月比＋０．２％の５．４％、成

人女性が同－０．１％の５．１％、１０代が同＋０．７％の

１７．６％となった。米国景気は昨年底を打ったとみ

られるものの、失業率は依然として高止まりして

おり、景気の回復が雇用の増加に結びついていな

い状況となっている。

景気が底を打ったとみられるにも関わらず雇用

情勢が好転しない理由として、先行きの企業収益

についての厳しい見方がある。大手通信会社ワー

ルドコムが巨額の粉飾決算の発覚により経営難に

陥るなど、IT関連企業の業績の先行き不透明感

が、新規雇用を慎重にさせている大きな要因と

なっている。NYダウ１万ドルを割込むなど、米

国景気の先行きに不安が広がる中で、企業は新規

雇用よりも残業の増加や雇用流動性の高い労働力

の雇用で対応しており、今後も雇用情勢は厳しい

状況が続くものと考えられる。

米国失業率推移（季調済）

米国非農業雇用者数推移（前月比、季調済）

注：財生産部門は製造業、建設業などを含む。
サービス生産部門は小売業、サービス業、政府部門など
を含む
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○２００２年６月 米国雇用統計概要（数値は全て季節調整済）

５月 ６月 前月比増減 摘 要

失業率（％） ５．８ ５．９ ０．１

成人男性 ５．２ ５．４ ０．２

成人女性 ５．２ ５．１ ▲０．１ ２ヶ月連続の低下

１０代 １６．９ １７．６ ０．７ ４ヶ月連続の上昇

非農業雇用者数（千人） １３０，７０４ １３０，７４０ ３６ ２ヶ月連続の増加

財生産部門 ２３，８６９ ２３，８５９ ▲１０ ２０ヶ月連続の減少

鉱 業 ５５８ ５５７ ▲１ ３ヶ月連続の減少

建設業 ６，５３８ ６，５５２ １４

製造業 １６，７７３ １６，７５０ ▲２３ ２３ヶ月連続の減少

サービス生産部門 １０６，８３５ １０６，８８１ ４６ ７ヶ月連続の増加

交通・公共施設 ６，７９６ ６，８０２ ６

卸売業 ６，６８２ ６，６８１ ▲１

小売業 ２３，３２３ ２３，３０５ ▲１８ ２ヶ月連続の減少

金融・保険・不動産業 ７，７３７ ７，７４０ ３

サービス業 ４１，０９５ ４１，１２８ ３３ ４ヶ月連続の増加

公共部門 ２１，２０２ ２１，２２５ ２３ ２ヶ月連続の増加

週平均労働時間（時間） ３４．２ ３４．３ ０．１

時間あたり平均賃金（ドル） １４．７０ １４．７６ ０．０６ １８ヶ月連続の増加
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あれは、私が政策課の課長補佐をしていた頃だ

から、１４、５年ほど前のことだ。その頃、政策課

は狭くて窮屈で、肩越しによく見えた風景は、靴

下を脱いだ足を机の上に乗せて水虫の手入れをす

る高田課長の姿だった。

そんな課長がある朝、新聞を持ってふらっと

やって来て、「こういうの、どう？」とボソッと

おっしゃった。

運輸省かどこかの設備投資統計の記事だった。

「情報通信産業の設備投資統計を作れ。」という

ことだなと理解し、早速準備に取りかかった。

当時、私の部下には、北東公庫から出向してき

ていた佐竹さんという大変有能な人がいて、彼の

活躍で、大蔵、統計局に対する要求・説明もうま

くいき、承認統計として通信産業設備投資等実態

調査がスタートした。

その後、我が国の情報通信産業は目覚ましく発

展し、その設備投資額は、鉄鋼、自動車、電力等

の重厚長大産業を追い越し、平成１３年度計画額は

４兆３千億円に達し、その動向が我が国経済を左

右するほどまでに成長した。高田さんの先見の明

には驚く。

現在、郵政研究所では、インターネット空間に

おける情報生産量に関する統計づくりに取り組ん

でいる。我が国Web空間における情報のフロー

とストックを調べようとするもので、ネット上の

「国民総情報生産」の把握が夢だ。新日鉄から出

向している島田研究官が精力的に調査ロボット作

りに取り組んでおり、昨年の調査では、いわゆる

JPドメインで、総ページ数６，５００万、総ファイル

数１億６，７００万、総データ量４，４００ギガバイトとい

う数字が出た。

高田さんのお葬式には出ることができなかった。

米国勤務を終え帰国し、事情を知らず官房長室に

ご挨拶にいったが会えず、待命期間を自宅待機し

ていた私は訃報を見逃した。

２、３ヶ月して、高原さんの所に行けば話が聞

ける思い、関東郵政の局長室を訪ねた。僧侶資格

も持つ高原さんは、ご自宅でお経をあげさせても

らったが、そのお顔が微笑んでいるように見え、

度肝を抜かれた、と語った。いかにも高田さんら

しいと思った。

光の加減か何かじゃないかという人もいるが、

私は、高田さんが郵政省を代表する政策官僚とし

て堂々たる人生を歩まれ、微笑みながら逝かれた

ような気がしてならない。

小 径

高田さんの思い出

通信経済研究部長 宮�順一郎
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キーワード：公益企業、ブランド、経営理念、ビジョン

１ はじめに

右肩上がりで経済が成長していた時代には、も

のは作れば売れたため、シェア重視、売上重視の

もと、企業にとっては製造力や営業力が重要で

あった。しかし今や経済全体が成熟化してきてお

り、市場にはモノ・サービスが溢れ、消費者に

とっての選択肢が非常に増えてきている。消費者

の嗜好は多様化してきており、同質のものを売る

ためには価格を引き下げざるを得ず、企業にとっ

ての利益率はすぐに低くなってしまうため、従来

のシェア重視、売上重視のセールスプロモーショ

ンでは安定的に利益を上げることができなくなっ

てきた。こうした経営環境の変化に直面し、近年、

多くの企業がブランド戦略に積極的に取り組み、

また、ブランド・マネジメントを担う組織を置く

ようになっている。

筆者は我が国の航空、通信、エネルギー業界お

よび旧公社企業の各企業がどのようにコーポレー

ト・ブランド戦略に取り組んでいるかについて８

社を対象にヒアリング（平成１３年１２月上旬～平成

１４年５月中旬）を実施した。そのうち、全日本空

輸�株、日本エアシステム�株、日本たばこ産業�株の

３社について以下にその取り組み事例を紹介する。

なお、ここに記述しているブランド戦略の取り

組み内容は基本的に上記ヒアリングを基にしてい

るが、判断に及ぶ部分は筆者の主観によるもので

あり、誤認等があれば筆者の責に帰すものである

ことを付言しておく。

２ 公益企業のブランド戦略への取り組み

２．１ 全日空の取り組み

�１ 企業理念の検討・策定

近年、会計制度にグループ連結会計が導入され

るなど、グループ全体での経営がより重視される

ようになってきているが、全日空でもグループ全

体での経営を統一的な価値観のもとで行っていく

べきという考えが出始め、企画室が中心となって

社内の全事業部門及び主要な関連会社が参加した

検討委員会を作り、企業理念の再構築を行ってき

た。そして平成１３年の約１年間をかけて「信頼」

「安全」等をキーワードとした全日空グループ全

体の経営理念が策定された。全日空ではすでに平

成９年からブランド戦略に取り組んでおり、現在

はマーケティング室で全日空のコーポレート・ブ

ランド戦略が構築されているが、全日空グループ

全体の経営理念策定については、中心企業となる

全日空のコーポレート・ブランド価値と整合性が

保たれるよう配慮された。

トピックス

「我が国企業におけるブランド戦略への取り組み」
―全日空、日本エアシステム、JTの事例―

前第一経営経済研究部研究官 中川 豪
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�２ 全日空（ANA）ブランドの価値規定

○ブランド戦略導入の契機

全日空では、これまでにも創立３０周年、国際線

就航１０周年といった節目・節目において、お客様

への様々な謝恩企画やキャンペーン等を実施して

きたが、平成９年に創立４５周年を迎えるに当たり、

従来型の一過性の企画とは一線を画した、より長

期間に亘ってお客様にANAらしさを浸透させて

いけるよう、‘ブランドづくり’を意識したプロ

ジェクトを営業・客室・空港３部門連携の下にス

タートさせた。

○ブランド戦略の沿革

全日空では国内線における参入・運賃規制緩和

による競争の激化に対応して、平成９年４月に

「新中期経営計画 SPEED２１」を策定し、従来

から全日空が旅客に提供してきた価値である「安

全性」「定時性」「利便性」「快適性」を再認識し

つつ、さらに踏み込んで「お客さま重視」を実践

し、競争を勝ち抜いていくことを宣言した。その

後社内でコーポレート・ブランド戦略に対する意

識が高まる中で、同年１２月には「お客さま第一主

義」を基本理念に「ALL FOR YOU」というフ

レーズをコーポレート・ブランド・スローガンと

して掲げ、旅客に対するさまざまなサービスレベ

ルを向上することでコーポレート・ブランドの強

化を目指し、翌年１月から企業として本格的にブ

ランド戦略に取り組むことを発表した。

一方、平成１０年３月には、「新中期経営計画

SPEED２１」のもとで経営再建プランが発表され、

そのなかの重点施策のひとつとして顧客重視の

マーケティング強化および販売体制の再構築が掲

げられた。そして平成１１年３月に、マーケティン

グ室内に、営業・客室・空港・整備等の各部門の

スタッフから構成されるサービス企画部（現在の

プロダクト・サービス推進部）が６人体制（現在

は１３名体制）で発足した。

このサービス企画部において全日空のブランド

戦略が行われることとなったが、まずサービス企

画部が行ったのは平成１０年１月から取り組んでき

ている「ALL FOR YOU」の実績等についての

検討であった。検討を進めていくなかで「ALL

FOR YOU」という言葉だけが一人歩きしている

のではないか、実際に旅客が得るベネフィットが

ないのに、コーポレート・ブランドが強化される

ことなどありえない、ただの自己満足ではないか、

といったような意見が出された。つまり「ALL

FOR YOU」では全日空自身が価値と考えている

ことを一方的に社外に打ち出しているだけであり、

本当の意味で旅客との長期的な絆を構築するため

には双方が価値と認めるものを全日空が提供し、

かつそれが旅客に受け入れられなくてはならない

のではないか、と考えたのである。

ただし、社外向けには「ALL FOR YOU」の

取り組みはあまり具体的な成果を生み出さなかっ

たかもしれないが、社内向けには一定の効果が

あったという結論になった。というのは、「ALL

FOR YOU」のかけ声のもとでほとんどの社員が

お客さま第一主義を強く意識するようになってき

ていたからである。

このような検討を経て、サービス企画部では

マーケティング戦略の一環としてまず競争力強化

につながるプロダクト・ブランドの強化が急務で

あると判断した。本当に旅客が必要としているも

のを提供することが旅客と全日空との信頼関係を

構築し、結果的にコーポレート・ブランドの価値

向上につながると考えたのである。そこで旅客の

セグメンテーションを行い、いろいろなカテゴ

リーにおける旅客がそれぞれどういうサービス・

商品を望んでいるのかを調査し、また同時にどの

ようなサービス・商品を提供できるのかについて

検討した。こうして平成１１年３月のサービス企画

６０郵政研究所月報 ２００２．９



部発足以来プロダクト・ブランド強化を中心とし

た競争力強化を図ってきたが、約半年ほどたった

ころ、社外のコンサルティング会社からプロダク

ト・ブランドだけでなく、コーポレート・ブラン

ドも強化するというトータルな見方が必要なので

はないか、という提案があった。この提案を受け

てサービス企画部においても、コーポレート・ブ

ランドの強化も含めたグランドデザインのもとで

ブランド戦略に取り組むべきであると考えるよう

になった。

○ブランド価値規定

プロダクト・ブランド戦略とそれを包含した

コーポレート・ブランド戦略への取り組みとして

最初に行ったのは、全日空（ANA）ブランドの

価値規定作業であった。この作業では社外のコン

サルティング会社を通じてあらゆる側面から情報

収集が行われた。自社の強み・弱み、これからど

の分野に集中的に経営資源を投入すべきか、過去

からの実績の推移、トップインタビュー、CI・

VIのマネジメント、航空業界における他社との

比較、社内外の全日空に対するイメージ、企業広

告で過去から統一性・一貫性のあるメッセージを

発してきていたか、といったような項目について

調査・分析が実施されたのである。

この調査によって、全日空が従来から持ってお

り、今後も維持し続けるべき価値として「親しみ

やすさ」「信頼」「安心」といったキーワードが抽

出された。また全日空は国内航空市場を中心とし

て一定の実績を残してきているものの、競争の激

化など企業を取り巻く環境が激変するなかで従来

どおりの経営では生き残っていけないという結論

に至り、進歩的に生まれ変わる必要があるとの考

えから、今後全日空が実現していくべき価値とし

て「顧客志向の徹底」「商品・サービス開発にお

ける積極性の向上」が抽出された。

価値規定の作業では、サービス企画部の中でブ

ランド戦略を専門に担当する人間が５人体制であ

たり、最終的な価値規定までに約３ヶ月を要した。

外部コンサル会社を活用したのは、当時はまだブ

ランド構築に関するノウハウが社内に蓄積されて

いなかったということ、及び全日空という企業が

持つ価値やトップインタビューで得られる情報に

ついては、社内の目で見るよりも外部の目で客観

的に調査した方が偏りのない情報が得られると考

えたからである。

�３ コーポレート・ブランド価値の周知・浸透

○社内向けの取り組み

こうして抽出された今後全日空が提供していく

価値および企業価値を高めるために、どのように

ブランド戦略に取り組んでいくかについて、社内

への周知活動が開始された。周知方法としてはイ

ントラネット、担当者の全国行脚（２回）、ブラ

ンド専門機関誌の発行、社内報などがある。全国

行脚では、ブランド戦略の担当者２名が約３ヶ月

をかけて全国の拠点となっている空港をプレゼン

テーションして回り、全日空のブランド戦略と今

後全日空ブランドが提供していくべき価値につい

ての周知を行った。この周知活動では、主に拠点

空港のフロントライン（旅客と直接コミュニケー

ションをする職種）のスタッフがとりわけ重点的

な対象とされた。全日空では、ブランド戦略とは

全日空が提供すべき価値についてすべての社員が

正しく認識し、そうした価値に基づいて個々の業

務が実施されることでコーポレート・ブランド価

値が向上するということを社員が理解することが

最重要であると考え、社内でのブランド戦略のア

ピールが繰り返し行われている。

○社外向けの取り組み

コーポレート・ブランド戦略の社外的なアピー

ルとしては、現段階ではまだ本格的な実施には

至っていない。しかしプロダクト・サービス推進
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部ではマーケティング戦略の一環として、顧客の

ニーズを取り込み、新しい商品・サービスを開発

して積極的に打ち出すなど、プロダクト・ブラン

ド戦略としての取り組みは始めている。この新商

品・サービスの開発については、プロダクト・

サービス推進部がコーポレート・ブランド戦略に

も携わっていることから、常にコーポレート・ブ

ランドに基づいたプロダクト・ブランドの構築と

いう考え方が定着している。

�４ 全日空のブランド戦略に対する考え方

全日空では、コーポレート・ブランドが持つ価

値は常に一貫性を持って維持し続けられるべきも

のであり、経営者の交替などでころころ変わるも

のではいけないと考えている。そして全社員が全

日空ブランドの価値を共有することでその価値は

長期的にぶれることなく保たれ、さらに基盤とな

る考え方が全社員に浸透することによって非常に

強い組織の形成につながるとしている。

いわゆる「航空憲法」のもとで国際線・国内線、

国内幹線と国内ローカル路線というように国内大

手３社の事業領域の棲み分けがなされてきた経緯

および、従来から国内線では一定の実績を積み重

ねてきていることにより、もともと全日空では競

争という観点からの自社の強み・弱み、他社との

違い等についてそれほど強く意識することがな

かった。しかし国際線ビジネスの不振や国内航空

市場の規制緩和によって競争が激化しているなか

で、「顧客第一主義」を理念とした「ALL FOR

YOU」のブランド戦略への取り組みを開始した

ことで、社員の顧客重視の姿勢が改善した。さら

に、「ALL FOR YOU」での取り組みの欠点を見

直し、直接的な競争力強化を目的としたプロダク

ト・ブランド強化と、それらを包含した統一的な

コーポレート・ブランド戦略に取り組んできたこ

とで、どのように他社との違いをアピールしてい

くか、といったことを多くの社員が意識するよう

になってきている。競争環境がますます厳しく

なってくる状況下で、全日空も競争に勝ち残って

いかなくてはならないが、そうした競争力を下支

えするのがコーポレート・ブランドであり、その

基盤となるのが人材である。全日空がブランド戦

略に取り組んできた実績として現在挙げられるの

は、社員のモチベーションが高まってきているこ

とだといえる。

２．２ 日本エアシステムの取り組み

�１ 企業ミッション

昭和４６年、日本国内航空株式会社と東亜航空株

式会社の合併により発足した東亜国内航空株式会

社は、昭和６３年４月１日、社名を「株式会社日本

エアシステム」に変更した。日本エアシステムで

は東亜国内航空時代から「安全運行」を企業とし

ての最重要課題として掲げており、航空機の運航

に直接携わるパイロット（運航乗務員）、整備士、

キャビン・アテンダント（客室乗務員）および地

上ハンドリング・スタッフをそれぞれ管轄する運

航本部、整備本部、空港・客室本部を中心として

安全運航を確保する施策を積極的に実施している。

また日本エアシステムグループのすべての役職員

は「安全の誓い」という心得カードを携帯するな

ど、「安全運行」が、日本エアシステムグループ

が旅客に提供する最大の価値であるということが

全社員に共有されている。

�２ 日本エアシステム（JAS）ブランドの価値規定

○ブランド戦略導入の契機

「航空憲法」のもと、日本エアシステムの事業

範囲は国内線に限られており、主として地方路線

で就航し、一部の幹線にしか参入が認められな

かった。これは国内定期航空会社の経営安定化と

航空市場の健全な発展をはかるために、大手３社
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の事業領域の棲み分けをおこない、基本的に過度

な競合が避けられるように配慮されたものであっ

たが、昭和６０年から６１年にかけての規制緩和に

よって３社の区分けが廃止されたことで日本エア

システムも国際線および国内幹線への参入が認め

られることとなった。これにより同社は国内の主

要な幹線に参入していったが、同時に他社も日本

エアシステムのみが運航していた路線に参入して

きたことで、航空会社は互いに強く競合を意識す

るようになってきた。

昭和６０年代の規制緩和以降、国内航空業界にお

ける日本エアシステムの位置づけを把握するため

に継続して調査してきた結果からは、その他の大

手２社にくらべて旅客からの指名率の低い路線が

多数あることや、企業としての印象が薄いという

ことなどが分かっていた。このような規制緩和に

よる競争の激化と競合意識の高まり、航空業界で

第３位のポジションにいること、指名率の低い路

線が多数あるという現状といったさまざまな事象

を背景として、平成８年、日本エアシステムのブ

ランド戦略への取り組みが当時の営業本部（現在

のマーケティング本部）を中心として開始された。

この取り組みは社外のコンサルタント会社も加

わって行われた。

○ブランド価値規定

ブランド戦略の検討体制としては、営業本部の

各課から横断的に人員を集めたプロジェクトチー

ムが立ち上げられた。当時の日本エアシステムに

とっての競争環境は、規制緩和によって国内幹線

にも増便できるようになったとはいえ、空港利用

の枠が決まっているためすぐに先行大手２社に匹

敵するような便数を就航させることはできず、輸

送量で追いつくことは非常に困難であった。そこ

でブランド戦略に取り組んでいたプロジェクト

チームは、日本航空や全日空と同程度の指名率を

獲得するための方策として、「輸送量は３位でも

会社としてのイメージを１位にしよう」という長

期的な目標を立てた。この目標のもと、ブランド

戦略への取り組みの第一歩として、まず社内外の

アンケート調査によって日本エアシステムという

企業が持っている価値の洗い出しを始めた。この

調査は自社および社外の調査会社によって行われ、

日本エアシステムがおかれている現状を把握する

のに約半年を要した。

そのつぎに、今後会社がどのように変化してい

くべきかについて検討がなされ、企業概念や機体

のペイント、ロゴ、コーポレート・ステートメン

トといったブランド戦略上のさまざまな方策が決

定された。そしてそうした方策を実際に実施する

かどうかという財務的な検討および、実施するブ

ランド戦略をどうやって外部にアピールしていく

かなどが議論され、こうした取り組みが約１年間

かけて行われた。

こうした検討を経て、日本エアシステムは新し

い企業概念、「Good Speed Always（グッド・ス

ピード・オールウェイズ）」をコーポレート・ス

テートメントとして採用した。この「グッド・ス

ピード・オールウェイズ」とは、「より速く、よ

り安全に」と「ゆったりと豊かに」という旅客の

ニーズに応えることを企業として約束するコミュ

ニケーション・キーフレーズである。日本エアシ

ステムはこのフレーズを掲げ、あらゆる業務活動

をとおして旅客に価値を提供することで旅客の日

本エアシステムに対するロイヤリティを高め、選

択してもらえる企業となることを目指すことを宣

言している。

�３ コーポレート・ブランド価値の周知・浸透

○社内向けの取り組み

まず社内向けの取り組みとしては、日本エアシ

ステムのコーポレート・ブランドの形成過程や

コーポレート・ステートメントとして掲げられた
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「グッド・スピード・オールウェイズ」というフ

レーズがどのように個々の従業員の業務と関わる

か、そしてそれがどのようにお客さまと関わるの

かを明示したリーフレットが作成され、全社員に

配賦された。さらに社内用ビデオも作成され、社

内周知のプロモーションが全国展開された。

日本エアシステムでは従来から社内のすべての

職種（運航乗務員、整備員、客室乗務員、空港職

員、予約センター職員、営業職員、スタッフ）で

行っている業務が、直接お客さまと接する機会の

ない職種においても最終的にお客さまへの価値提

供につながっているという意味でのお客さまとの

関係を目指しており、それぞれが提供する価値の

レベルを向上することでお客さまの満足度が上が

り、最終的に日本エアシステムのコーポレート・

ブランド価値が高まるという考え方が周知徹底さ

れてきた。企業内でこうしたインターナル・サー

ビス運動に取り組んできたことで、日本エアシス

テムでは従業員の顧客志向の考え方はかなり浸透

していたといえる。その上で、それぞれの職種の

業務を通じてお客さまに提供する価値が明文化さ

れ、さらにそれらと「グッド・スピード・オール

ウェイズ」とが密接に関連することが示されるこ

とによって、そのコーポレート・ステートメント

が単なるフレーズではなく実質的なものとして社

内に認知され、浸透していった。

○社外向けの取り組み

日本エアシステムが今後「グッド・スピード・

オールウェイズ」を掲げて、あらゆる業務活動、

マーケティング活動の基本コンセプトとして使用

し、ブランド戦略に取り組んでいくことを社内的

に発表した直後の平成１０年７月１７日、対外的なプ

ロモーションとして日本経済新聞朝刊に「グッ

ド・スピード・オールウェイズ」の企業広告を実

施した。また名刺や社外向けポスター、電車の宣

伝広告、空港カウンターのポスターなど、人々の

目に付きやすいあらゆるところにこのコーポレー

ト・スローガンを掲げた。さらに具体的な取り組

みとしては、９月１日からは羽田空港において

SCM（自動チェックイン機）を導入し、出発ロ

ビー内に案内担当職員「ウェルカムスタッフ」を

配置してロビーサービスの強化を図るなど、日本

エアシステムの顧客第一主義を目に見える形で表

現する新しいサービスが開始された。

�４ 日本エアシステムのブランド戦略に対する考

え方

実際にブランド戦略の諸方策を実行し始めてか

らは、日本エアシステムではブランド戦略を継続

していくことで必ず企業の価値を高めることがで

きるという強い信念を持つようになっている。ま

た中期的な効果として認められるのは、社員のモ

チベーション向上効果であった。平成１０年の新聞

広告以来、国内航空市場における輸送量でずっと

３位というポジションにいる日本エアシステムで

あるが、現状に甘んじることなく、確かに変化し

ようとしている姿勢を、ブランド戦略のもとで一

貫性を持って社内外に対してアピールしてきてい

る。このように企業が従業員に対して夢や希望を

与えることで従業員のモチベーションを高めるこ

とにつながり、そういう目に見えない力がコーポ

レート・ブランドを下支えする重要な要素となる

と考えている。

２．３ JTの取り組み

�１ 企業理念・ミッションの検討・策定

日本たばこ産業株式会社は昭和６０年の株式会社

化後、昭和６３年にCI活動に取り組み、企業のコ

ミュニケーションネームとして「JT」を採用し

た。平成２年には２１世紀を展望した長期経営計画

「JT２０００」を策定、平成７年のJT経営ビジョン

では次の１０年を展望し、事業の選択と集中を進め、
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新たに「株主、顧客、従業員、社会の４者の満足

度を高めていく」ことを企業ミッションとして宣

言。その翌年には「JTの想い：出会いを大切に

する企業でありたい」という企業としての考え方

を発表し、「ディライト」をコミュニケーション

ワードとして掲げた。

このようにJTは民営化後の中期・長期経営計

画策定の機会をとらえ、何度か企業理念やミッ

ションを見直してきているが、これらは企業とし

て進むべき方向を大きく転換させるものではなく、

それまでの理念やミッションを進化・深堀したも

のであった。

平成１０年に中期経営計画「プラン２００１」を策定

したあと、JTはコーポレート・ブランド戦略の

導入についての検討を開始した。そして平成１４年

４月、最新の中期計画「プラン２００４」を策定、同

時に新しいグループミッションとして「JTブラ

ンディング宣言」を発表している。

�２ JT企業ブランドへの取り組み

○ブランド戦略導入の契機

平成１０年の「プラン２００１」発表から一年たち、

JTの経営企画部において同社のこれまでの取り

組みを見直した。その中でステークホルダー（利

害関係者＝顧客、従業員、株主など）に対して、

JTの企業ブランドが提供する価値を明確に伝え

られていないなどといったいくつかの問題点が浮

かび上がった。そうした問題について、JTでは

コーポレート・ブランド価値を向上させる必要が

あるのではないかと考えた。また、これらの問題

以外にも独自にアンケート調査を行った結果、認

知度と好意度の間に大きなギャップがあったこと、

JT社員に「まじめだが積極的に欠ける」という

傾向があることなどの問題点があった。そこで同

社では本格的にJTグループのコーポレート・ブ

ランド戦略に取り組むこととし、平成１１年、企画

グループの経営企画部と広報部（現コーポレー

ト・コミュニケーショングループ）から数人ずつ

スタッフを集め（実質５名程度）、ブランド戦略

のプロジェクトチームを発足させ、検討を開始し

た。

JTはたばこ以外に食品分野、医薬分野の事業

も中核を担う事業として育成を図っているが、当

時、それぞれの事業活動がバラバラに価値を提供

するのではなく、JTグループ全体として共有す

る価値観や目指す方向性を打ち出す必要性を感じ

ていた。また、もともとたばこ事業はそれぞれの

プロダクト・ブランド戦略が非常に重要であるた

め、９０年代の前半からすでにファミリー・ブラン

ド（マイルドセブンやセブンスターなど）ごとに

ブランド・マネジャーを設置していたことなど、

経営トップがコーポレート・ブランドの重要性を

十分認識していたといえる。

○ブランド価値規定

検討チームはJTブランドの現状把握のため、

外部のコンサルタント会社と共同でブランド価値

規定作業を実施した。平成１２年には行った社内外

向けのアンケート調査からは、「大企業ではある

が、社内外から方向性が見えていない」、「認識は

されているが理解・共感が少ない」といったJT

の現状イメージが浮かび上がった。これは社内外

ともにおおむね同様の結果となり、「JTは何者か

を明確化する」ことが最大の課題と認識された。

JTグループの価値とは差別性が高く、JTグ

ループが社会から生かされている理由であり、同

時にお客さまがJTグループの商品を買いたい、

従業員・人材がJTグループで働きたい、株主・

投資家がJTに投資したいと思ってくれる決め手

とならなければならない。そのためJTグループ

の価値＝JTグループの存在意義＝JTグループの

コア・コンピタンスであるとの考えから、グルー

プのコア・コンピタンスの抽出を開始した。結果
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としてJTグループのコア・コンピタンスとは

「ブランドを構築し、育て上げ、改善しリフレッ

シュさせていく能力」であると規定された。この

能力を「Brand・ing」と名付け、より広い意味

で「単なる満足（Satisfaction）を越えるかけが

えのない歓喜（Delight）を全てのステークホル

ダーに約束・実現すること」と定義し、これを

JTのグループミッションと位置づけた。

�３ JTグループミッションの周知・浸透（社内

向けの取り組み）

JTではJTグループミッションがすべての社員

に正しく理解され、個人の日常業務のレベルまで

影響を与えるほどに浸透することがもっとも重要

であると考えている。つまり、「ブランディン

グ」が社員の行動や商品・サービスなどに体現さ

れてはじめてJTのコーポレート・ブランド価値、

ひいてはJTの企業価値が向上するという考えで

ある。現在、社内向けの浸透策についてこれから

本格的に講じていこうとしている段階であり、社

外向けの方策等については今のところ考えていな

い。

現時点で実施している社内向けの具体的な浸透

策として、平成１４年４月の「ブランディング宣

言」の報道発表と同時に、本社に全国から約３００

人の経営幹部を集め、社長がJTグループミッ

ションの内容を説明した。また副社長を筆頭に検

討グループのメンバーが全国の８つの主要事業所

を訪問し、現地の全管理職を集めて同様にJTグ

ループミッションについての説明を行った。この

ようにJTグループミッションの浸透策について

は経営トップや管理職が率先垂範して強力に遂行

していくことを基本とし、それを支えるツールと

して社内報・イントラネット等による継続的な発

信を行うほか、人事システムへのビルトインなど

についても検討している。

�４ JTのブランド戦略に対する考え方

JTでは、ブランドとは目に見えない資産であ

り、ブランド価値を高めることで企業価値の向上

に結びつく、そしてこれは長期的に見た場合の株

価上昇や安定化というかたちで必ず成果となって

現れてくるものと考えている。ただし、ブランド

戦略と短期的な株価変動を関連させて考えるべき

ではなく、継続的にブランド戦略に取り組んでい

く必要があるとの認識から、定期的なレビューお

よび定量的な評価は必須であるとしている。

３ まとめ

今回の調査でブランド戦略への取り組みを開始

しているとした企業では、ブランド価値規定のプ

ロセスを通じ、今後どのような価値を提供してい

くべきか、どのような企業像を目指すかというこ

とを明確にしており、それに基づいて各ステーク

ホルダーに対するさまざまなアクションプランを

検討している。またそうすることによって企業が

目指すべき姿に向かってぶれずに進化することが

できるとしている。

コーポレート・ブランド価値規定の過程では、

市場における自社の競合ポジショニング分析、社

内外から持たれている企業イメージ、企業として

のこれまでの歴史などを詳細に調査することで自

社の強み・弱みといった現状を把握することがで

きる。このようなプロセスによって当該企業がこ

れまでに蓄積し、今後も守り続けていくべき価値

および今後新たに実現していくべき価値が抽出さ

れ、それを元にして将来目指すべき企業像・ビ

ジョン・将来の事業ドメインなどが決定される。

こうして抽出された価値を基盤として各ステーク

ホルダーに対するアクションプランが策定される

ため、それぞれのステークホルダーが企業に対し

て抱くイメージは分散化されることなく、一元的

に当該企業の総合的な企業価値向上に還元される
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ことになる。

２００３年４月、新たに日本郵政公社が「日本郵政

公社法」に基づき設立されることとなっているが、

本公社が中期経営計画等で明らかにする公社像・

ビジョン等を広く国民に知っていただき、実現し

ていく過程において、コーポレート・ブランド戦

略はひとつの重要な示唆を与えうるものだと思わ

れる。
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テレンス・オリバー［１９９３］『ブランド価値評価の実務』ダイヤモンド社

野中郁次郎、竹内弘高［１９９６］『知識創造企業』東洋経済新報社

藤江俊彦［１９９５］『現代の広報―戦略と実際―』電通

マイケル・Ｅ・ポーター［１９８５］『競争優位の戦略』ダイヤモンド社
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はじめに

郵政研究所では、今後の郵便事業の在り方

を検討するため、物流業界の有識者をお招き

し、「物流連続講演会」を開催しています。

第三回目は、平成１４年５月３０日（木）に�株日

立物流 関山哲司システム開発営業本部次長

をお招きし、「日立物流における３PL事業の

展開」と題し、ご講演をいただきました。

今回は、関山次長ご了解のもと、講演抄録

を掲載します。

１ 日立物流における営業戦略と３PL（サー

ド・パーティー・ロジスティクス）の展開

当社の創業は１９５０年２月、資本金が１６８億、従

業員数１３，４００人ですが、そのうち、正社員数は約

３，２００人、それ以外は、海外と関連会社、パート

で構成されています。国内ネットワークとしては、

日立物流が１１１拠点、関連会社が１６１拠点、海外の

ネットワークが１５か国１９社７０拠点となっています。

まず、�株日立物流における営業戦略と３PLに

至るまでの歴史について、紹介させていただきま

す（図１）。１９５０年に、�株日立製作所の物流子会

社として発足し、保管・輸送・包装それぞれが�株

日立製作所の指示に従っての単体事業として運営

されていました。昭和４０年台の半ばから「一貫元

請け」（工場の検査までが親会社の仕事であって、

それ以外の全ての物流は日立物流に任せる）を中

心にしてきました。

�株日立製作所には物流戦略の立案を担当する物

流部門というのがないので、物流に関しては全て

当社に任せていただいています。そのため、生

産・販売と連動した物流情報システムの構築につ

いても当社で開発するようになっています。

１９８５年のプラザ合意が当社の転換点でした。こ

の後に、生産の海外シフトが進展して、�株日立製

作所の海外進出に併せて海外拠点を設置、同時に

国内の物量が減少してきたため、�株日立製作所以

外の受注に計画的に取り組みました。

その後、平成９年に物流政策大綱が閣議決定さ

れまして、これがきっかけになり（当時は我々は

『３PL』という言葉ではなく、『システム受注』

と呼んでいたのですが）、３PL事業に取り組んで

まいりました。その結果、現在では３PL事業が

順調な伸びを見せています。

２ ３PLによる顧客のメリットと３PL業者の要

件

９０年代以降、メーカー、流通業等の各業界でコ

ア事業への選択と集中が進んでいます。その中で

物流事業については、３PL事業者へのアウト

ソーシングが進展していますが、３PLを円滑に

トピックス

物流連続講演会「日立物流における３PL事業の展開」

�株日立物流ロジスティクスソリューション統括本部
システム開発営業本部次長 関山 哲司
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・生産･販売と連動した情報システム構築 

・物流拠点の投資と技術の開発 

・輸送品質への管理能力と責任 

・輸送 
・移転引越 
・機工作業 
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3PLへ 
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グ
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シ
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一
　
般
　
顧
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■提案力 

■情報力 

■運営力 

■資金力 

お客様のロジスティクスをフルサポート 

■顧客サービスの向上 

■物流コスト低減 

現　状 3PL導入後 

お客様メリット 

3PL業者の特長 

アウトソーシング 

コア 
事業 

物流 
管理 

保管 

流通 
加工 

輸入 

　 輸配送 

情報の共有化 

コア事業への特化 

パートナーシップ 

コア事業 

物流事業 

IT

お

客

様

 

３
Ｐ
Ｌ
業
者
 

構築していくためには、顧客と３PL事業者との

間での「パートナーシップ」、「情報の共有化」が

重要であると考えています（図２）。また、３PL

事業者側では提案力、情報力、運営力、資金力が

問われることになります。

もう少し具体的にお話しますと（図３）、従来

図１ 日立物流の営業戦略と３PL

図２ ３PL事業への取組み �１３PL事業とは

６９ 郵政研究所月報 ２００２．９



荷主は「物流を自社でコントロールし、 
物流サービスを複数業者から購買する」 
ことでコストダウンを図る 

より高度なロジスティクスやSCM（サプラ 
イチェーンマネジメント）を構築する為、 
専門性の高い3PL業者に一括委託する 

お 客 様 メ リ ッ ト  

■ 物流コスト低減 

・物流コストの明確化 

・物量の増減に対応したコスト 

■ 顧客サービスの向上 

・リードタイム圧縮 

・多様化する納入ニーズへの対応 

■ コア事業への特化 

・本業への資源集中（人・物・金） 

・商物分離による効率向上 

3 P L 業 者 の 要 件  

■ 顧客の物流システムを設計・改善する能力 

■ 物流情報システムのソフト力・開発力 

■ あらゆる物流業務をコントロールできる運営力 

■ リスクを負担できる企業体力 

・物流会社 

・商社、卸売り業者 

・コンサルタント会社 

・情報システム会社 

・コンピューターメーカー 

・物流機器メーカー 
  

　  

（あらゆる企業に参入の可能性） 

3PL導入後 従　来 
更なる 

改　善 

日 本 の 3 P L 業 者  

は荷主は「物流を自社でコントロールし、物流

サービスを複数業者から購買することでコストダ

ウンを図る」という考え方でしたが、コア事業へ

の集中が進んだ結果、「より高度なロジスティッ

クスやSCM（サプライ・チェーン・マネジメン

ト）を構築するため、専門性の高い３PLの業者

に一括委託する」という流れになっています。

３PLを導入することによる顧客のメリットと

しては、物流コストを明確化することでコスト削

減が可能になり、特に自社で物流インフラを持つ

必要がないため固定費がかからず、販売の増減に

応じてコストが変動費化できます。また、「ヒ

ト・モノ・カネ」を本業へ資源集中することがで

き、商物分離による効率向上を図ることができま

す。

３PL業者の要件としては、「顧客の物流システ

ムを設計・改善する能力」「物流情報システムの

ソフト力・開発力」「あらゆる物流業務をコント

ロールできる運営力」「リスクを負担できる企業

体力」。この４点が重要となります。

３ 日立物流における３PL事業の推進体制

日立物流の３PL事業の推進体制ですが（図４）、

３PL事業への強化を図るため、ロジスティクス

ソリューション統括本部を設置して、統括本部長

の意思決定の中で全て動けることを目指して営業、

情報技術、物流技術の部隊を一本にした形で取り

組んでいます。

次に、３PL事業を受託するにあたり、コンペ

の中で価格競争というのがどうしても出てきます。

そのため、ローコストオペレーション体制の構築

が必要になりますが、当社とある玩具メーカーと

の受託事例で紹介しますと（図５）、自家人員と

いうのはほとんどいません。全体で１０４名で運営

していますが、自家人員は物流事務を中心とした

９名。それに地域別賃金を導入した関連会社が１２

名で主体となって物流を行います。

それからパート・アルバイトが６５名で、大きく

依存しています。それから、「顧客からの受入」

というのがあります。物流部門を当社に全てアウ

図３ ３PL事業への取組み �２顧客のメリット、３PL業者の要件
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全国６営業本部 

本社 
3PLビジネスの強化を図る為、システム営業・IT（情報技術）・ 
LE（物流技術）を一本化しロジスティクスソリューション統括本部を設置 

ロジスティクスソリューション統括本部 

本社ロジスティクスソリュー 
ション統括本部と連携 

02.3末　290人 

02.3末　40人 

各本部の営業開発部、LEグループ、情報システムグループ 
が個別案件毎にプロジェクトチームを編成し推進 

システム開発営業本部 

日立物流ソフトウェア（株） 

エンジニアリング開発本部 

流 通 シ ス テ ム 部  電力・産機システム部 

材料・商事システム部 

重 量 機 工 部  

環 境リサイクル部  

L E 部  

計 画 部  

産 業 シ ス テ ム 部  

情報・通信システム部 

家電・DMシステム部 

輸 入 シ ス テ ム 部  

輸 送 シ ス テ ム 部  

I T 部  

―ローコストオペレーション体制の構築― 

玩具メーカーの事例 

運営責任者 

物流事務 構内作業 

物流事務 
自　　　家 

（内、顧客からの受入） 
関　　　連 
パ　ー　ト 
アルバイト 

合　　　計 

構内作業 配　送 合　計 

17 78 9 104

6 2 1 9
（2） 
3

（3） 
8 1

（6） 
12

7 58 0 65

専属車配送 路線配送 

配　　送 

外　　　注 1 10 7 18

（1） 

トソーシングすることになると、当然アウトソー

シングする以前には、そこに物流部門があるわけ

で、その方達を受け入れてくれという話が多くあ

り、その人達を受け入れるといったことが最近、

３PLの中での特徴となっています。

４ 日立物流における３PL商品メニュー

それでは今まで体制などの話をしてきましたが、

３PLを進めるにあたって当社がどういったツー

ルあるいは商品を持っているのか紹介したいと思

います。日立物流は、ロジスティクス・エンジニ

アリング（LE）、ITを売り物としています。それ

でLEサービスとしてはどういったことをやって

いるかというマップです（図６）。

物流コンサルティングとか物流VEあるいは自

動制御の技術を使う。あるいはもっとハードレベ

ルのものにいきますと包装技術、または機器の開

発といったことを行っています。

次に、物流情報システムとして、どういうもの

を用意しているのかということのご紹介をします。

最近は、SCMが物流改革のキーワードとなっ

ておりますが、我々は、SCMのソフトウェアと

いうことを考えた時に計画系と実行系とに分かれ

ると考えています。実行系の中で物流情報システ

ムの役割が非常に大きい位置を占めます。当社と

しては入出庫管理、在庫管理、作業支援、フォ

ワーディングあるいはワールドワイドなトレーシ

ングシステムといったものを荷主の受注・生産・

販売管理・決算等に対応した形でシームレスなシ

図４ ３PL事業の推進体制 �１営業・開発体制

図５ ３PL事業の推進体制 �２運営体制
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個別作業レベル 

ロジスティクス・エンジニアリング（LE：Logistics Engineering）：物流ニーズの解決のため、各種手法やツールを駆使した技術的アプローチ 

総合システムレベル 
お客様ニーズ 

LEツール カタログタイトル 

01―01 物流コンサルティング 
01―02 物流拠点計画 

1．物流コンサ 
　 ルティング 

01―03 輸送・配送 
01―04 構内作業改善 
01―05 物流システムシュミレーション 

2．物流VE 02―01 物流VE
3．採算分析・投資計画 03―01

04―01 インターネットによるトレース情報 
4．情報システム 04―02 配車管理システム 

04―03 自動FAX送信システム 
05―01 無線ハンディーターミナルシステム 

5．FA・自動制 
　 御技術 05―03

C/Sによる自動制御 05―02
パソコンによる自動制御 

05―04 バーコード検査システム 
6．情報端末利用技術 06―01 フォークリフト無線システム 
7．物流センター建設計画 07―01 物流センター建設計画 
8．自動化機器・システム 08―01 自動化機器･自動化システム 
9．特殊品輸送技術 09―01

10―01 電動立架機能付き階段昇降装置 10．マテハン機 
　　器開発 10―02 ネスティング台車 

10―03 自走式けん引台車 
11―01 包装設計と包装改善提案 

11．包装技術 11―02 製品強度・包装機能評価 
による物流コスト低減 

11―03 食器梱包資器材（しきりくん） 
12．物流環境測定 12―01 物流環境測定サービス 

L
og
is
ti
cs
 E
ng
in
ee
ri
ng

13．特殊装備車両開発 13―01 特装車トータルサービス 
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ステム連携を目指した形でご提供をしていくとい

う考え方です（図７）。

次に、当社における物流システムの体系につい

て、物流工程に合わせてご説明します。工場で物

を作るということを中心に考えますと、最初に調

達物流、工場での生産・発送という形での生産物

流、ストックポイントあるいは工場から直接に需

要家への販売物流。それと、輸入物流、輸出物流。

廃棄回収に伴う廃棄物流（一般的には静脈物流と

言う）。そういった物流工程に対応したソフト

ウェアとして当社のSCMソフトは作られていま

す。「調達物流」に対応した「納入代行システム」、

「生産物流」に対応した「発送物流システム」、

「販売物流」に対応した「販売物流システム」。

輸出入を取扱う「国際物流システム」、それとこ

の物流工程を共通的にサポートする「配車運行管

理システム」「入出荷検査システム」「自動化シス

テム」、管理系として、物流費計算、経理等を行

う「事務支援システム」、全体をネットワークす

る情報インフラ、という形で情報システムを体系

化しています（図８）。その中の代表的なシステ

ムをいくつかご紹介します。

まず、「販売物流システム」ですが（図９）、こ

れは、情報、保管、輸配送各機能を一体化した全

国ネット物流システムです。適用状況としては、

ファッション、食品、トイレタリー、家電等にな

図６ ３PL商品メニュー（LEサービス）
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基幹システム ERP

EDI

EDI

顧客 

生産･在庫・販売計画 
SCPシステム 

入出庫 在庫管理 作業支援 フォワーディング トレーシング 

シームレスなシステム連携 

物流 
販売 生産 廃棄 

回収 

当社担当 
SCEシステム EDI

SCM
荷　主 

資材 
メーカ 

調達 

納入代行システム 
（NDS） 

作業系 

管理系 

情報系 

販売物流 

納入センター 

生産物流 

代理店 

輸入物流 輸出物流 

工場 ストックポイント 工場 需要家 

調達物流 

情報インフラ 

廃棄回収物流 

事務支援システム 

配車運行管理システム 

国　際　物　流　シ　ス　テ　ム（HIGLOS） 

販売物流システム 
（TRINET他） 

発送物流システム 

収計（物流費計算） 経理 人勤 車両管理 

入出荷検査システム 自動化システム他 

現法システム 

物
流
経
路
（
S
C
M
） 

国
　
内
 

国
　
際
 

当
社
S
C
M
ソ
フ
ト 

営
　
業
　
系
 

国
内
 

国
際
 

図７ 物流情報サービス �１SCMと物流情報システム

図８ 物流情報サービス �２物流工程と物流情報システム
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適用状況 

・生活関連NET 
　ファッション 
　食品 
　トイレタリー 
　家電 
・メディカルNET 
・建材NET

HB―TRINET

（new TRansport & new Inventory system NET） 

全国ネットワーク 

TRINETセンター 
サテライト 

TRINET情報センター 
HB物流センター 

顧　客 
（本社・支店・営業所） 

入出荷報告 
返品報告 
発注報告 

出荷指示 
発注手配 
各種問合せ 

納品先 
（量販店・問屋） 

発　注　管　理 受　注　管　理 

在　　庫　　管　　理 

出　　荷　　管　　理 

返　品　管　理 

収　計　管　理 

物流戦略支援 

販　売　管　理 

輸入業務支援 

請求書支払管理 

通関処理 
受注代行 
業　　務 

入庫処理 
返品処理 

ピッキング 
流通加工 
出荷伝票 

・情報、保管、輸配送各機能を一体化した全国ネット
物流システム。 
 
・受注代行システムを基本とし、受注･在庫出荷管理 
　等荷主代行を行う各業界向けシステム 

ります。システム構成としては、TRINET情報セ

ンターがあって、受発注管理、在庫管理、出荷管

理、請求書支払管理、販売管理、輸入業務支援、

返品管理、収計管理といった機能を持っています。

当然、各業界によっての特性があり、様々な特性

をもったシステムとして構築されています。当社

のHB物流センターでは、通関処理、受注代行業

務、ピッキング流通加工出荷伝票、入庫処理、返

品処理といったものを担当しています。

次に「グローバル物流情報システム」ですが

（図１０）、海外からの納品クイックレスポンスシ

ステムとして、�１売れ筋商品のスピーディーな供

給体制�２物流費コストダウンを図るといったこと

をターゲットとしてシステム化を図っています。

海外の工場出荷から共同保管、混載ドレージ、

現地からの輸出、日本への輸入、通関ドレージ、

保管・出荷、納品を全体としてコントロールでき

るシステムを構築するものです。

次に、「作業支援システム」（図１１）。検査以後

の仕分け、搬送、格納、保管、取出、搬送、ある

いは検品、積込、出荷といったものをそれぞれに

支援できるソフトを開発しています。具体的には、

「自動倉庫システム」、「デジタルピッキングシス

テム」、品質の管理面を支援する「バーコード検

品システム」。あるいはフォークリフトに無線端

末機を積んで、一々事務所に戻らなくても作業指

示ができる「積込システム」といった様々な作業

支援システムを用意しています。

次に配車支援システム（図１２）、これは昨年、

日刊工業新聞の流通システム大賞を取りました。

これは、販売在庫管理、発送管理システムと連動

して、当日の出荷を地図上にプロットします。そ

れをコンピュータ的に例えば江東区なら江東区と

いったコースを割り付けますが、江東区の隣の区

に１件卸し地があった場合に、単なる表ではわか

りにくいので、地図上にプロットすると川一つ向

こうに荷物が１個ありますということがわかるよ

うになります。こういった形で高積載率を目指し

図９ 販売物流システム（HB―TRINET）
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コンピュータ 

自動倉庫システム 

入庫コンベア 

・設備制御 
・在庫管理 
・ロケーション管理 
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国　内　拠　点 海　外　拠　点 

海外からの納品クイックレスポンスシステム 
　①　売れ筋商品のスピーディな供給体制 
　②　物流費トータルコストダウン 

メーカー 

ベンダー 

輸出・輸入 

グローバル物流情報システム（HIGLOS） 

通関 
ドレージ 

混載 
ドレージ 

工場 
集荷 

共同保管出荷・ 
バンニング 

保管 
出荷 

納品 
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ね
ら
い
 

ト　レ　ー　ス　シ　ス　テ　ム 

H B 海 外  
物流センター 

HB物流 
センター 

図１１ 作業支援システム

図１０ グローバル物流情報システム

７５ 郵政研究所月報 ２００２．９



運賃自動計算  

納　期　管　理 

車　両　割　付 

コ ー ス 設 定  

請求明細 

受注在庫管理 

入出荷管理 

物流収計管理 

Geography―Transport & Delivery Control System

出荷指示 
データ 

運賃計算 
データ 

配車済 
データ 

出荷伝票 

販 売 在 庫 管 理 地 図 配 車 支 援 
［システムの特長］ 

・運行ルートのリアル表示 

・運賃自動計算処理 

たシステムとして作られています。併せて、コー

ス設定、車両割付、運賃自動計算といった機能を

持っています。

それから、当社における情報インフラ（ネット

ワーク）です（図１３）。国内のネットワークとイ

ンターネットと書いてありますが、ここはVPN

（Virtual Private Network）です。それと併せ

て、日立グループのWAN（Wide Area Net-

work）を使用して、海外現地法人、顧客に使っ

ていただくという形です。サーバー３３８台、パソ

コン４，０７３台、こういった機器が装備されたネッ

トワークを組んでいます。

５ ３PL事業の展望と課題

まとめになりますが、今後、SCMはますます

進展して、アウトソーシングが指向され、３PL

の更なる高度化が進むであろうと思われます（図

１４）。しかもこれはグローバルでということにな

ると思います。当社の顧客を見ましても、ほとん

どが中国を中心にした輸入物が多くなっており、

グローバルな３PLという展開になっています。

ただ、SCMの急速な展開の中で一方では、在庫

量・輸送量が減少してきて、物流業の収益の圧迫、

業界の再編ということも進められています。それ

から環境問題や交通混雑等の社会的問題に取り組

むことにより、社会的責任の完遂を行い、これは

ある意味、希望になりますが、最終的には物流を

夢のある事業にもっていければなと願っておりま

す。

日立物流における３PL事業の課題ですが（図

１５）、「WIN―WINの関係になるビジネスモデルの

完成」。「グローバル３PLの高度化」、特に中国に

対する取り組みを強くしていく必要があると考え

ています。「お客様同志の協調による新サービス

の開発」ですが、現時点ではなかなか共同物流と

いうのは進んでおりません。ようやく、我々の方

の経験が蓄積され、我々から顧客に対して、“こ

の業界とこの業界”、あるいは、Ａ社、Ｂ社、商

品で競争して、物流は一緒にやりますというよう

な提案ができるようなベースができてきたかなと

図１２ 配車支援システム

日刊工業新聞社 第１１回流通システム大賞（奨励賞）
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SCMの急速な展開 

メーカー起点→消費者起点 

流通在庫の削減 

海外生産・輸入の拡大 

アウトソーシングを指向 
（3PLの更なる高度化） 

物流業の3PL事業拡大 

在庫量・輸送量 
の減少 

運賃料金の低減 

物流業の収益の 
圧迫 

業界の再編 
（提携・合併） 

社会的問題への取組み 

深刻化する環境問題 

慢性化した交通混雑 

労働力不足（少子高齢化） 

国民の暮らしと 
　産業活動を支える 
『物　　流』 

社会的責任の完遂 

夢のある事業 

　 

事業所 
（111） 

関連会社（29社） 

海外現法（19社） 顧客・業者 

日立Gr－WAN

本　社 

HB－WAN
ＩＮＴＥＲＮＥＴ 

―社内全事業所・全関連会社・全海外現法を結ぶ情報ネットワーク― 

磯子バックアップ 
　　　　　センター 

本　社 
AU200

本　部 
AU200

本　部 

専用線 
0.5～1.5Mbps 

M 860/210

64～128kbps 
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64～128kbps 

リモートアクセス 

汎用コンピュータ（台） 

パソコン　　　　（台） 

専用端末機　　　（台） 

サーバー　　　　（台） 

IT機器設備状況 
9.6～64kbps 

顧　客 

20

338

4,073

65

図１４ ３PL事業の展望と課題 �１今後の物流業界

図１３ グローバル情報インフラ
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（1）「WIN―WINの関係」になるビジネスモデルの完成 

（2）グローバル3PLの高度化 

（3）お客様同志の協調による新サービスの開発 

（4）同業他社との協調による物流実務サービスの強化 

いう感じで、これから重点的に取り組んでいきた

いと思っております。

最後に、「同業他社との協調による物流実務

サービスの強化」ということで、当社の弱点とし

ては、小口配送や低温物流が挙げられます。そう

いったお互いの弱いところをアライアンス等に

よって補完しあえる総合的な展開をしていきたい

と思っております。

図１５ ３PL事業の展望と課題

�２３PL事業の課題
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１ はじめに

一昨年（２０００年）夏、カリフォルニア州では、

停電が頻発し、大手電力会社が破産し、州政府が

自ら電力を購入する非常事態が発生した。幸い、

昨年夏の気温上昇は平年なみで、電力消費量の急

騰はなかったので、危機の再発はなかった。しか

し、２０００年危機の引き金には、倒産したエンロン

の電力卸売市場での価格操作があったのではない

か、との疑いが浮上し、また、この夏は暑くなる

との天気予報もあり、危機の再来を危惧する声も

出てきている。

カリフォルニアの電力危機は、１９９０年代から進

められている電力事業の再編、規制緩和と密接に

関連している。

電力事業は、発電―送電―配電の３部門を一体

的に事業経営し、地域独占で電力をあまねく公平

に提供する公益事業の典型であった。ところが、

廃熱利用のガスタービン発電など低廉なコストの

発電設備を用いることで、電力事業以外の化学、

パルプ製紙などの企業から電力が生み出されるよ

うになった。この電力を活用できれば電力料金の

引下げができるのではないか、と自然独占を見直

す動きが、カリフォルニア、ニューヨークなど特

に電力料金の高い州を中心にでてきた。

８０年代からはじまった航空、金融、運輸、通信

など各産業界での規制緩和、競争市場形成という

大きな潮流に、電力業界もさらされることになっ

たのである。

我が国でも、電力事業の規制緩和、電力市場自

由化の議論が行われている。日米間には電力事業

の産業構造、電力融通の仕組みなどに大きな相違

があるものの、電力以外の企業の余剰電力活用、

電力料金低廉化の達成など、共通する課題もある。

米国の電力業界は、課題山積である。例えば、

ストランディド・コストの回収、送電設備の所有

と運用の分離、企業合併買収（Ｍ＆Ａ）の増加、

再生可能エネルギー源活用の促進、エネルギー効

率化投資の促進、安定的な電力供給の確保、小売

市場競争化の時期など。

この小稿では、米国電力事業の改革の流れとカ

リフォルニア州の電力危機について概観してみた

い。

２ 米国電力事情

２．１ 電力産業のプレーヤー

電力システムは機能的には発電、送電、配電の

３つに分かれる。法規制の受け方によって、電力

事業者は、公益事業者（utilities）と非公益事業

者（nonutilities）に区分される。

�１ 公益事業者

これまで電力会社は「公益事業者」として扱わ

れてきた。各社は、発電、送電、配電のすべての

機能ないしその一部の機能を担ってきた。

所有形態の違いで次の４つのタイプに分類され

トピックス

米国の電力事業改革とカリフォルニア州の電力危機

沖縄総合通信事務所長 大寺 廣幸
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る。

民間出資（investor―owned utilities：IOUs）、

連邦所有（Federally owned）、その他公的所有

（other publicly owned）、協同組合所有（coop-

eratively owned）の４つである。

公益事業者は、一定の地域の営業権を独占し

（フランチャイズ）、そのかわり州や連邦から規

制を受ける。数多くの郡や市町村をサービス区域

とするものもあれば、一つの市町村や郡の一部地

域だけを対象とするものもある。

高圧送電網が、発電所から最終電力需要者への

配電網まで、また、地域間電力融通のため、全国

を大きく３地域にわけて整備されている。この送

電網を所有・運用しているのは、少数の巨大民間

電力会社である。

１９９８年時点で全米３，１６９の公益事業者のうちわ

ずか２７％が発電を行っているに過ぎず、多くの事

業者（６７％）は、他から電力を購入し最終需要者

へ供給する、配電事業だけを行っている。これら

配電専門事業者の大半は、州、市町村、協同組合

の所有にかかるものだ。

�２ 非公益事業者

非公益事業者は、民間所有で、もっぱら発電事

業を行っている。

分類すると、１）廃熱利用発電（cogenera-

tor）施設と、２）小規模発電の施設で、１９７８年

の公益事業規制政策法（PURPA）の基準に合う

適合施設（Quality Facilities：QF）か否かでさ

らに細分類されている。また、１９９２年のエネル

ギー政策法（EPACT）によって生まれた適用除

外卸発電事業（Exempt Wholesale Generators：

EWGs）がある。これは連邦エネルギー規制委員

会（Federal Energy Regulatory Commission：

FERC）が事業指定する。

また、発電を行うそもそもの産業で分類するこ

表１

民間公益事業者

（investor―owned utilities：

IOUs）

○全米の発電量の４分の３を占める。

○１９９８年段階でネブラスカ州を除く全米各州で２３９社が事業展開。

○地域独占が認められ、ユニバーサルサービス提供義務を負う。

○州、連邦の規制を受ける。（発電所建設許可、公正報酬率に基づく料

金認可等）

○多くが、発電、送電、配電の３機能をすべて担う。

連邦所有公益事業者

（Federally owned utilities）

○北東部各州、中西部北部、ハワイを除く全米で９機関がサービス提供。

○一般的には専ら発電を行い、電力は卸売市場で販売。ただし、最も有

名なテネシー渓谷開発（TVA）は配電（小売）部門ももつ。

その他公的所有公益事業者

（other publicly owned utili-

ties）

○州、市町村、発電区、灌漑区等の所有。全米で２，００９機関。

○市町村所有事業体→規模の大きな事業体は発電・送電機能ももつが、

多くが配電機能のみを担う。

○発電区事業体→ネブラスカ、ワシントン、オレゴン、アリゾナ等。

○州事業体→ニューヨーク州電力庁、サウスカロライナ公益事業庁等。

協同組合所有公益事業者

（cooperatively owned utili-

ties）

○コネティカット、ハワイ、ロードアイランド、ワシントンD.C．を除

く全米各州に９１２機関。

○農村電化事業の事業主体として設立。

電力再販事業者

（Power Marketers）

○最近登場した事業形態で、全米で１９４社が事業展開。一部はIOUsの子

会社であるが、多くはIOUs系列ではなく独立。

○発電、送電、配電設備を所有せず、卸市場での電力の売買を行う。

（企業数等は１９９８年段階の数字）
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とも可能だ。１９９８年現在、非公益事業者の発電量

の５２％は、製造業からである。このうち７０％は、

化学、製紙、石油精製からだ。その次に続くのが

電機、ガス、廃棄物処理の業界である（３業界で

２３％）。

�３ 最近の動向

１９９８年時点の公的所有の電力公益事業者の数は

２，００９と、IOUsの２３９に比べて圧倒的に上回る。

しかし、IOUsは、発電能力で６６％、発電実績で

６８％と、シェアは大きく逆転する。他方、非公益

事業者は、発電量で１２％程度とまだ少ないものの、

伸びは著しい（１９９２年７％→１９９８年１２％）。公益

事業者の動向で注目しなければならない点は、発

電設備を非公益事業者に売却する動きが顕著に

なっていることだ。また、１９９２年以来、IOUsの

数は、合併買収（Ｍ＆Ａ）により８％減少した。

電力市場の規制緩和、競争導入をはかるEPACT

の成立が、一層の事業拡大を求める戦略へと経営

転換を促し、これらの動きの契機になったのだ。

さらに、大口送電網の開放を指示したFERCの命

令８８８が、この動きを加速している。

２．２ 電力市場の概況

�１ 卸売市場

発電量の約半分は、卸売市場で取引され、市場

を経て最終需要者に販売される。この卸売市場は

多くのメリットをもたらしている。IOUs等は、

自ら発電所建設の投資コストの増加を避けること

が可能で、供給元の選択肢を増やすことができた。

自然災害などで電力供給ストップという緊急事態

に陥った場合には、卸売市場での電力融通により、

電力業界全体で協力しあって電力の信頼性を保つ

仕組みになっている。発電所と都市・農村地域の

配電網とを結ぶ超高圧送電網で構成される大口電

力融通システムは、全米で大きく３つに分かれて

いる。米国東部地域、西部地域、そしてテキサス

州である。

�２ 小売市場

小売市場は最終需要者別に４つに分けることが

できる。

○家庭（個人）向けは、一戸建住宅、集合住宅な

どへの電力供給で、暖房、空調、照明、調理、

洗濯などに使う。

○商用向けは、製造業等以外の事業者への電力供

給で、ホテル、モーテル、レストラン、卸売問

屋、小売店、医療機関、教育機関などである。

○産業向けは、製造業、建設業、鉱業、農林水産

業向けである。

○その他向けとしては、道路の照明など社会イン

フラの電力利用、官公庁機関などへの電力供給

がある。

表２ １９９８年、発電所所有者別の電力卸市場の電力取引
（単位 十億キロワット時）

公益事業者の卸売市

場への電力供給

１，６６４bkWh

８０５bkWh→ IOUs ←２３７．５bkWh 非公益事業者の卸売

市場への電力供給

２４９bkWh
１１．８bkWh→ 連邦機関 ←１．６bkWh

４２４．７bkWh→
その他の公的公益事

業者
←６．５bkWh

４２２．５bkWh→
協同組合方式の公益

事業者
←２．９bkWh
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２．３ 電力産業のレフェリー（電力に関する規制

の枠組み）

米国は、連邦主義（Federalism）と州権主義

（Anti―Federalism）が拮抗する連邦国家である。

公益事業への規制も連邦と州の両者が分担してい

る。

通信事業では、連邦通信委員会（FCC）と州

公益事業委員会がレフェリーになっているが、同

じように電力事業では、連邦エネルギー規制委員

会（Federal Energy Regulatory Commission：

FERC）と州公益事業委員会がそうである。

�１ 連邦エネルギー規制委員会（FERC）

連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、５名

の委員で構成される独立行政委員会である。１９７７

年、連邦電力委員会（Federal Power Commis-

sion）が発展して誕生した。電力分野は、連邦政

府以外の者の水力発電施設の許可や、電力公益事

業者の料金規制その他の事業への規制を行う。ま

た、天然ガスパイプラインの敷設許可、パイプラ

イン使用料の規制も行っている。

水力発電は、委員会の前身での規制が１９２０年か

らと、もっとも古くから規制されている分野であ

る。州際通商の一環として水力発電所の建設を許

可しその運用、安全性を監督している。委員会は、

現在、約２，０００のダムを所管し、これらのダムか

ら全米で５％の電力が生まれている。

１９３５年以来、委員会は連邦電力法（Federal

Power Act：FPA）に基づき電力公益事業を規

制している。委員会は、電力公益事業者による州

境を越えて行われる電力再販、送電サービスの料

金その他の条件を監督する（FPA２０５、２０６条）。

委員会は、これらの料金等の条件が公正妥当で不

当に差別・選別されたものでないことを確保しな

ければならない。また、委員会は、公益事業者が

絡む合併買収や資産譲渡をチェックする（FPA

２０３条）。FPA２０３、２０５、２０６条の規制対象となる

公益事業者は、主に民間企業である。テネシー峡

谷開発（Tennessee Valley Authority：TVA）

や連邦発電事業体の電力を販売する連邦エネル

ギー・マーケティング庁、州電力庁など公的所有

の公益事業者や組合所有の公益事業者は、例外は

あるもののおおむね委員会の規制の枠外である。

�２ 州公益事業委員会等

FPAは、電力の小売や州域内の配電に関する

権限は、連邦政府ではなく州にあると規定してい

る。また、水力発電所以外の火力発電所等や送電

施設の建設の認可も、連邦政府ではなく、州や市

町村が所管している。

３ 電力事業の歴史

米国電力業界は、現在、市場競争化への移行期

にある。これまで発電―送電―配電と垂直的に統

表３ １９９８年、電力小売市場の電力取引

小 売 取 引

（十億キロワット時）

売 上 げ

（百万㌦）

キロワット時当たり収入

（セント）

家 庭 向 け １，１２８bkWh ９３，１６４ ８．２６

商 用 向 け ９６９bkWh ７１，７６９ ７．４１

産 業 向 け １，０４０bkWh ４６，５５０ ４．４８

その他向け １０４bkWh ６，８６３ ６．６３

総 計 ３，２４０bkWh ２１８，３４６ ６．７４
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合されていた電力産業は、少なくとも機能的に異

なる発電、送電、配電の３部門に分割されようと

している。

現在の産業構造は複雑に絡まりあった出来事の

積み重ねの結果である。例えば、１９３０年代のルー

ズベルト大統領のニューディール政策、１９６５年の

北東部各州の大停電、１９７３年の中近東諸国の石油

禁輸、１９７９年のスリーマイル島原発事故。また、

電力業界への規制の枠組みを大きく変えた法制度

は、１９３５年の公益事業持ち株会社法（Public Util-

ity Holding Company Act）や１９７８年の公益事業

規制政策法（Public Utility Regulatory Policies

Act：PURPA）、１９９２年のエネルギー政策法

（Energy Policy Act； EPACT）をあげること

ができる。

電力事業は、その萌芽期、一定の地域に独占的

に電気を供給する地域独占であった。多くは自治

体が電力事業を経営していた。地域独占は地域の

家庭、事業所すべてにあまねく電気を提供する義

務（ユニバーサルサービス提供義務）を電力事業

体に課した。州公益事業委員会は、１９０７年の

ジョージア、ニューヨーク、ウィスコンシン３州

をはじめとして２０以上の州に設けられた。１９００年

代には各州でフランチャイズ許可、料金・サービ

ス認可、電力事業特有の会計システムの強制など

の規制もはじまった。

独占は、シャーマン反トラスト法で一般的に違

法とされ、「この例外として電力事業に自然独占

を認めるのだから事業規制は当たり前だ」とみな

された。法規制は、公正報酬率による料金規制な

ど、電力事業への信頼性醸成、消費者保護の観点

から行われた。

２０世紀はじめ、電力持ち株会社がつくられ支配

を広めていった。１９２０年代後半には１６の持ち株会

社が全米の発電量の７５％をおさえるまでになった。

当初は多数の電力事業を行う子会社の株式を集中

化して収益を増やそうとした。次第に、規制を受

けない持ち株会社は、子会社の経営に過度の干渉

を行い、消費者へ負担を押し付けるという弊害を

生みだした。州をこえて事業展開する持ち株会社

については、州の権限は及ばなかった。そこで、

連邦取引委員会（FTC）の調査結果を踏まえ、

１９３５年、公益事業持ち株会社法がつくられ、証券

取引委員会（SEC）が持ち株会社を監督すること

になった。さらに、州際の電力卸、送電を行う子

会社の電力会社は、連邦電力委員会（Federal

Power Commission：FPC）から規制を受けるこ

とになった。

１９２１年段階で、９４％の電力はIOUsが生みだし、

残り６％が公営事業体であった。ルーズベルト大

統領は、ニューディール政策の一環として連邦政

府が所有・運営する４つの水力発電プロジェクト

に着手し、１９３７年から順次、連邦電力マーケティ

ング機関を設立（現在、連邦エネルギー・マーケ

ティング庁に集約化）。これらの発電所が生み出

す低廉なコストの電力はしだいに増え、自治体や

協同組合などへ供給されていった。１９３３～１９４０年

の新規増加電力の半分は連邦政府などの公的部門

からであった。１９４１年末には公的部門のシェアは

総発電量の１２％に達した（連邦政府のみでは

７％）。

１９３０年代なかば、農村地域の多くの家庭、農場、

牧場は、いまだ電力の恩恵を受けていなかった。

IOUsが配電網を農村にのばすにはあまりに投資

額が大きすぎた。そこで、連邦政府は、助成金を

出して農村の電力協同組合の設立を勧めた。１９３６

年農村電化法（Rural Electrification Act）により

農村電化庁（Rural Electrification Administra-

tion）からは人口２，５００人以下の地区の電化事業

には、融資、技術支援がおこなれたほか、さらに、

課税や電気事業規制の免除などの電化促進策が講

じられた。この結果、農村地域の家庭への電気普
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及率は、１９４１年には、１９３２年の３倍強にあたる

３５％に達した。

電力事業は、長年にわたり電気料金を引き下げ

る一方で増大する電気需要にこたえてきた。発電

能力の拡大、技術革新、コスト圧縮を通じ、「規

模の経済」を達成してきたのである。この傾向は、

１９６０年代後半まで続いたが、しだいに単位あたり

の原価が膨らむ一方で電力需要の伸び率が小さく

なっていった。さらに、電力業界にとり暗雲とで

も言うべき出来事が多発してきた。１９６５年起こっ

たニューヨーク等の北東地域での大停電は、電力

産業への信頼を損なわせた。１９７０年クリーン大気

法（Clean Air Act）は、大気汚染対策を強いる

ことになった。１９７３―７４年のOPEC諸国の石油禁

輸は、石油等の化石燃料の調達コスト引上げをも

たらした。さらに１９７９年のスリーマイル島の原発

事故は、原子力発電にコスト増、規制強化、不安

定性惹起といったダメージを与えた。また、忘れ

てはならないのは、産業経済全体をおそったイン

フレで、このため、借入れ金利は３倍以上になり、

電力設備建設に大きな負担となった。

電力業界がこのような多種多様な難題に取り組

んでいる同じころ、連邦議会では、海外原油への

依存を減らし、再生可能な代替エネルギーを開発

し、経済の持続的発展をはかり、また、化石燃料

の有効利用を促すための仕組みを次々に立法化し

ていった。

その一つが、カーター政権下でつくられた１９７８

年公益事業規制政策法（PURPA）である。

PURPAは、OPECの石油禁輸を受けて立法され

た。原油備蓄を進め、エネルギーの過度の海外依

存をなくして国内資源の活用をはかり、また、エ

ネルギーの効率使用を促すものであった。この立

法は、電力業界への競争原理導入の呼び水になっ

た。国内の潜在的なエネルギーの有効活用をはか

る観点から着目されたのが、化学、製紙、石油精

製等の製造過程で副産物として生まれた電力で

あった。「市場開放が十分なされれば、電力供給

は一層効率的、経済的に行うことが可能だ。」と

いう考え方に大きく潮流がかわったのである。連

邦エネルギー規制委員会（FERC）の定める所有、

運用、効率性の各基準を満たせば、電力公益事業

以外の者（nonutiities：非電力公益事業者）が電

力卸の市場に入ることを認めたからだ。IOUsは、

自社の発電原価に相当するコストを織り込んで州

が定める価格で、この電力を購入する義務を負っ

た。はじめ、IOUsは、この措置を歓迎しなかっ

た。しかし、発電所建設投資に見合うだけの収益

が得られない可能性を考えると、適格施設

（Quality Facility：QF）から電力を調達するこ

とも経営リスク分散化にとって適当ではないか、

と考えをかえていった。

１９９２年のエネルギー政策法（EPACT）は、大

口電力市場の競争加速化を行い市場開放の幅を広

げた。EPACTは、新たな発電事業者として適用

除外卸発電事業者（Exempt Wholesale Genera-

tors：EWGs）という範疇をつくった。CalPineや

Dynergy、NRG Corp.などである。EWGsは、

PURPAの組織的、地理的規制の適用を除外され

る。QF同様、EWGsは電力卸のみで、電力の小

売は行わず、送電網は所有しない。また、

PURPAで適格性を付与された非電力公益事業者

（nonutiities）とは異なり、規制を受けず市場の

実勢に即した料金を設定できる。その一方で、電

力公益事業者には、EWGsから電力を購入する義

務はない。

電力分野の構造改革は、連邦エネルギー規制委

員会（FERC）が１９９６年４月２４日出した命令８８８、

８８９ではずみがついた。この２つの命令は電力卸

の競争化を促した。

命令８８８は、送電網へのアクセス自由化と利用

者に転嫁できない費用、ストランディド・コスト

８４郵政研究所月報 ２００２．９



（stranded cost）の取扱いを定めた。命令８８９は、

電力会社が送電能力情報を関係会社にもオープン

にすることを求めた。

現在、EPACTに基づき、FERC、２４の州、ワ

シントンDCは、電力会社の「地域独占」から既

存電力会社、新規参入事業者がプレーヤーとして

参画する「市場競争」へ、と電力市場の再編を進

めているところである。

４ 電力事業改革をめぐる最近の動き

産業界をはじめ多くの電力利用者は、信頼性・

効率性に富み安価な電力供給が可能な電力会社を

自由に選択できることを望んでいる。電気料金の

州間の高低格差は歴然としている。カリフォルニ

ア州や北東部各州のように割高のところでは、料

金低廉化のため競争導入に積極的である。カリ

フォルニアやニューヨーク、ニューイングランド

の多くの州では１９９８年に小売市場に競争導入の道

を開いた。独立系の発電事業者は、参入障壁が少

なくなることで業容拡大、利潤追求のチャンスが

あるとみて、事業展開をはじめた。州公益事業委

員会の中には、規制のあり方の見直しに着手した

ところもある。例えば、これまでの公正報酬率に

基づく料金算定の規制では有効な事業運営ができ

ないとして、事業効率をもとに料金を決める方法

に規制のあり方をかえる試みが始まった。その一

方で、既存の電力会社には、新規参入発電企業へ

の有利な取扱いや電力持ち株会社への規制を定め

る法令への不満がたまっている。

大手のIOUsは、従業員削減、リストラを行う

とともに石炭購入にスポット契約を増やすなどの

措置を講じてコストの削減をはかり、１９９５年換算

価格で、１９８６年キロワット当たり４．５㌣を１９９５年

には３．５㌣に下げた。また、電力会社は、１９９０年

代、エネルギー関連サービスや石油・天然ガス探

査・開発・生産、通信などの分野へ投資を積極的

に進め、さらに電力会社間の合併買収（Ｍ＆Ａ）

を活発化した。

他方、自治体所有や協同組合所有の電力施設は、

このような電力業界の動向から影響を受けてきて

いる。これらの施設は、IOUsより操業コストは

割安で、売り手有利な価格で電力を販売している。

しかし、IOUsや電力再販事業者からのサービス

競争の攻勢により、これらの自治体等の所有電力

施設は、従業員削減などのコスト削減を強いられ

てきている。これらの電力施設は、一部に合併の

動きはあるものの多くは資機材の相互融通など業

務提携で合理化をはかろうとしているようだ。大

手IOUsの合併買収に対しては、発電部門の寡占

化など市場支配力強化につながるとして反対の意

向を示している。

電力業界に最近、新しいプレーヤーが登場して

きた。まず、電力再販事業者（power marketer）

である。電力の購入・再販、送電サービス受託な

どを業務とする企業である。電力取扱量としては、

１９９５年で電力卸の５％程度と、まだ比較的シェア

は小さいが、電力再販事業者は今後伸びていくと

表４ １９９５年の上位・下位１０州における平均電気

料金 （㌣／kw）

ニューハンプシャー １１．７ ワシントン ４．１

ハワイ １１．３ アイダホ ４．１

ニューヨーク １１．１ ケンタッキー ４．１

コネティカット １０．５ ワイオミング ４．３

ロードアイランド １０．４ モンタナ ４．７

ニュージャージー １０．４ テネシー ５．２

アラスカ １０．２ インディアナ ５．２

マサチューセッツ １０．１ ウエストバージニア ５．３

カリフォルニア ９．９ ユタ ５．３

メイン ９．５ ウイスコンシン ５．４

ネブラスカ ５．４

（出典） Energy Information Administration: Electric
Power Annual１９９５
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みられる。また、電力のスポット市場が幾つかの

地域で動き出している。IOUsなどは、この市場

で電力購入を行っている。California―Oregon

Border（COB）とPalo Verde電力切替センター

は、スポット市場としてよく知られている。電力

先物商品は、電力取引のリスク緩和に役立つ金融

商品である。１９９６年３月COBとPalo Verdeでス

タートした。さらに、独立系のシステム運営組織

（Independent System Operator：ISO）を忘れ

てはいけない。これは、一ないし複数の発電事業

者が所有する送電線設備を管理受託するもので、

今後、電力卸の有効競争を進めるうえで大きな役

割を果たすとみられている。カリフォルニア公益

事業委員会が行った「電力会社に対しその主要な

送電設備の運用管理をISOにゆだねる」要請は、

この流れに沿ったものである。ISOの推進につい

ては、ニューヨーク、ウイスコンシン、マサ

チューセッツ、テキサスなどでも議論されている。

ストランディド・コストは、IOUsを筆頭に多

くの関係者で大きな問題になっている。このコス

トは、電力供給力を増すため設備投資をおこなっ

たIOUsが負担した支出である。この費用は、利

用者が他の電力事業者を選択すれば回収できない。

ある調査によれば、現在回収不能な資産は８８０億

㌦にのぼるという。見積もりは大きくブレており、

１００～２００億㌦という人から５兆㌦に達すると想定

する人までいる。IOUsはストランディド・コス

トの圧縮を模索し、規制当局では負担すべき者は

誰がふさわしいか検討中だ。電気料金支払い者、

株主、会社乗り換え利用者、納税者、IOUs以外

の電気事業者などが負担の選択肢の俎上にのぼっ

ている。１）電力小売の競争開始時期を遅らせる、

２）乗り換え利用者に脱退料を賦課する、３）管

理運営費を削減する、４）一定条件を満たす施設

のエネルギー支払いを割り引く、といったアイデ

アが考えられている。これらの措置によりストラ

ンディド・コストの２５％以上削減が可能だとの試

算もある。命令８８８で、FERCは、送電設備への

オープンアクセスを認めて有効競争が働く電力卸

市場を作るには、ストランディド・コストの回収

は不可欠の措置だとして認められるべきだと述べ

た。ストランディド・コストは電力卸で利用を取

りやめる者から回収されるかもしれない。

５ 電力事業改革を受けての３州での発電所建設

の取組み

連邦会計検査院（GAO）に対し、連邦議会は、

市場再編後の電力需給の状況を、特に発電所建設

が順調に進んできたかについて、カリフォルニア、

ペンシルベニア、テキサスの３州をケーススタ

ディに調査するよう要請した。この結果が本年５

月発表された。３州にある発電所の発電能力は

１９９９年、全米の２１％、１６．６万メガワットである。

（米国では１メガワットは７５０世帯分の電力を賄

う）。電力市場改革がどのように民間電力公益事

業の経営（発電所建設等の設備投資）に影響を与

えたか、また、３州規制当局の行動パターンはど

う異なるか、を考えるのに格好のレポートである

ので紹介してみよう。

電力事業再編、規制緩和は、効率性アップ、料

金低廉化をはかり、競争の加速化や消費者の選択

肢拡大をねらったものである。電力事業再編を

行った州では、電力供給を増やす発電所建設は、

個々の企業が自主的に判断して行い、州公益事業

委員会の規制を受けなくとも済むようになった。

電力供給が十分かどうか判断するため、電力会

社の業界組織である北米電力安定供給協議会

（North American Electricity Reliability Council）

は、将来の電力需要を満たす発電能力を予測して

いる。

連邦、州の環境法制は、石炭、石油、天然ガス

を燃料とする化石燃料発電施設を最も厳しく規制
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してきている。これらの発電所は汚染物質を空中

や水中に排出し、野生動物や自然環境への悪影響

を与えるおそれがある。発電所は、着工許可や運

用開始許可に際し、大気・水質基準を満たし、絶

滅・減少のおそれのある生物を保護する措置を講

ずることが必要だ。米国環境保護庁（Environ-

mental Protection Agency：EPA）は、クリーン

大気法（Clean Air Act）と ク リーン水 質 法

（Clean Water Act）の遵守につき州に権限委任

している。開発事業者、州政府、米国水産・野生

生物庁（Fish and Wildlife Service）は、発電施

設が絶滅・減少の危険にさらされている生物に悪

影響を与えないように措置する義務を負っている。

規制緩和された電力市場で新設の発電プラントが、

環境保護にかかる許可申請条件に合致しているか

を、州や市町村は、チェックしなければならない。

電力再編問題は、２０００年５月全国的な脚光を浴

びた。カリフォルニアの電力料金が平均して４倍

にも急騰したからだ。この価格上昇の理由の一端

は、電力の需給があまりにタイトになったためで

ある。カリフォルニア州内での発電所新設が抑制

された点に電力危機の一要因があり、危機が遠の

いた今もこの点に替わりはない。カリフォルニア

の状況をみて、電力市場への競争導入を延期、中

止した州もあり、他方で、電力市場再編を推進す

ると決めた州もある。

１９９５年、テキサス州は、北米電力安定供給協議

会が２００４年までに充足すべきと試算した発電量の

２倍以上の発電能力を２００１年までに増やす決定を

行った。これと対照的な動きをしたのがカリフォ

ルニア州で、２００４年までの電力増加必要量のわず

か２５％しか増やさなかった。ペンシルベニア州も、

発電所建設による増加電力量見込みは想定の５０％

未満であるが、それでも他州に電力を移出する余

力があった。１９９５～２００１年、３州で完工、建設中

の発電所の発電能力は、４．９６万メガワットで、う

ちテキサス５９％、カリフォルニア２４％、ペンシル

ベニア１７％である。

３州とも発電所建設、運用の承認手続きはほぼ

同じである。州と市町村の各レベルで、環境保護、

土地利用などの法令、基準に則っているかを着工、

運用の前に審査される。さらに、カリフォルニア

州では、州エネルギー委員会が、個々の発電所建

設計画ごとに、その発電能力増加と環境等への悪

影響との比較考量を行う。１９９５～２００１年、これら

の行政手続きに要した期間は、カリフォルニア、

ペンシルベニアで平均１４ヶ月、テキサスで平均８

ヶ月であった。なお、カリフォルニアでは行政手

続きに長期間かかる事例は、他の２州に比して多

かった。中・大規模プロジェクト２１のうち５つが

１８ヶ月以上を要した。テキサスと異なり、カリ

フォルニアとペンシルベニアの多くの発電プロ

ジェクトが、連邦政府が定める大気汚染防止基準

を超える地域に立地を計画した。この結果、カリ

フォルニア、ペンシルベニア両州で承認されたプ

ロジェクトの６割までもが、大気汚染防止装置の

設置を義務づけられた。（テキサスでは１８％）

テキサスの新設発電所の送電網への接続は、他

の２州にくらべ発電事業者のコスト負担は少なく、

また、事務手続きも簡便だ。テキサスでは、発電

事業者へは接続の直接費用の負担のみ求め、接続

による追加的送電量を受け入れるための送電網能

力アップコストは、電気の利用者それぞれが支払

う電気料金に加算され応分に負担する仕組みに

なっている。これに対し、カリフォルニアやペン

シルベニアなど多くの州では、連邦エネルギー規

制委員会が承認した市場ルールにしたがって、発

電事業者は、送電能力アップのコストも負ってい

る。この結果、送電能力アップコストについては、

発電事業者と送電網所有企業（IOUs）との間で、

送電能力アップの必要性やそのアップの規模、さ

らにコスト分担割合を調整することが必要になっ
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てくるのである。発電事業者は、当然このコスト

を売電価格に転嫁する。他方、テキサスでは、発

電事業者と送電網所有者との間で、発電所・送電

線網接続の双方の権利義務を定めた標準約款の使

用を義務づけている。この標準約款は、送電網所

有者が、自社、他社いずれの発電所も差別せず同

等に取り扱う効果をもつ。発電事業者と送電網所

有者の接続協定締結に要する時間は、テキサスは

他の２州の半分以下である。ちなみに、昨年

（２００１年）１１月、連邦エネルギー規制委員会は、

接続協定にかかる標準約款の作成についてパブ

リックコメントを求めると発表した。

発電所建設計画を決定するにあたり、独立系の

事業者からは、市場リスクや州公益事業委員会の

規制の不安定さを危惧する声が調査の過程で

GAOに寄せられた。例えば、独立系の事業者は、

一定の収益を確保するため電気料金の下限を定め

る長期契約を可能にする市場ルールを望んでいる。

ペンシルベニアやテキサスは、これらの要望に配

慮した透明度が高くリスク管理が容易なルールを

設けているので、合理的な収益を見込めるようだ。

ところが、２０００年夏の電力危機の前のカリフォル

ニアでは、発電所建設投資には積極的にはなれな

い環境だった。その主な理由は次の２つである。

１）発電事業者は長期電力販売契約を締結するこ

とが認められていなかったし、その他のリスク管

理措置も講じることができなかった。２）電気小

売料金が低く抑えられていた。なお、電力危機へ

の対策として、カリフォルニア州が電力購入の主

体として市場に直接的に参加した点については、

電力関係者の反応は否定的で、市場参入リスクが

増大し将来的な発電所建設投資の延期、取りやめ

になるのでは、と見ているようである。

６ カリフォルニア州の電力危機

カリフォルニア州の電力産業を再編した１９９６年

州法は、州人口の７０％の人々に電気料金引下げの

恩恵を与える第一歩を目指したものであった。

２０００年夏に至る電力危機の事態を予想した人はほ

とんどいなかったに違いない。再編の目的である

家庭向け料金の引下げ、他州に負けない競争力の

ある事業所向けの料金の実現は達成されていない。

６．１ 電力市場の発展

カリフォルニア州の電力市場の再編は１９９４年に

本格化した。１９９６年、州内の大手IOUs３社１）の電

力調達と電力料金の仕組みをかえる再編計画が具

体化した。この３社で州内の４分の３の電力利用

者に給電していた。この再編計画の前提は、独立

した発電事業者の間で競争が高まれば電力卸価格

が引き下がるというものであった。この前提は、

西部各州の発電量が需要を２０％上回っていた９０年

代なかばでは合理的であった。

しかし、２０００年夏まで数年間で事情は急変した。

好景気に支えられて電力需要が急増し、水不足か

ら水力発電所の稼動率が落ち込み、需給バランス

が崩れたのである。結果として電力卸市場での取

引価格は急騰。

大手電力３社の財務内容は急速に悪化し、電力

供給が途絶えてしまうのではないかとの危惧が広

がった。州公益事業委員会の監督下の独占体制の

ほうがうまく電力供給がいっていたのではないか、

と指摘する人さえ出てきた。再編計画の対象地域

外のロサンゼルスやサクラメントや、さらに他の

西部各州では、このような深刻な事態に立ち至っ

ていない、という声も出てきた。電力会社１社が

倒産し、電力卸価格が高騰し、頻繁に停電を繰り

１）Pacific Gas and Electric（PG & E）, Southern California Edison（SCE）, San Diego Gas and Electric（SDG & E）
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表５ １９９０、１９９４、１９９９各年のカリフォルニア州の電源別発電量
（単位 万メガワット時）

１９９０年 １９９４年 １９９９年
年平均増減

（％）

１９９０年

シェア

１９９４年

シェア

１９９９年

シェア

公 益 事 業 １１，４５３ １２，６７５ ８，７８７ －２．９ ６７．０ ６７．３ ４５．９

石 油 ４３９ １８６ ５ －３８．９ ２．６ １．０ ０．０

天 然 ガ ス ４，５２２ ６，１５３ １，３９２ －１２．３ ２６．５ ３２．７ ７．３

原 子 力 ３，２６９ ３，３７５ ３，３３７ ０．２ １９．１ １７．９ １７．４

水 力 ２，３７９ ２，２８５ ３，８８４ ５．６ １３．９ １２．１ ２０．３

そ の 他 ８４３ ６７５ １６９ －１６．４ ４．９ ３．６ ０．９

非公益事業 ５，６４４ ６，１４５ １０，３７１ ７．０ ３３．０ ３２．７ ５４．１

石 炭 ２５４ ３４３ ２３８ －０．７ １．５ １．８ １．２

石 油 １２３ １５９ ２１３ ６．３ ０．７ ０．８ １．１

天 然 ガ ス ３４１３ ３，６４１ ７，６６０ ９．４ ２０．０ １９．３ ４０．０

水 力 ― ― １５１ ― ― ― ０．８

そ の 他 ― ― ２，１１０ ― ― ― １１．０

総 計 １７，０９７ １８，８２０ １９，１５８ １．３ １００．０ １００．０ １００．０

石 炭 ２５４ ３４３ ２３８ －０．７ １．５ １．８ １．２

石 油 ５６２ ３４５ ２１８ －１０．０ ３．３ １．８ １．１

天 然 ガ ス ７，９３５ ９，７９４ ９，０５２ １．５ ４６．４ ５２．０ ４７．２

原 子 力 ３，２６９ ３，３７５ ３，３３７ ０．２ １９．１ １７．９ １７．４

水 力 ― ― ４，０３５ ― ― ― ２１．１

そ の 他 ― ― ２，２７９ ― ― ― １１．９

表６ １９９９年カリフォルニア州の５大電力公益事業者の電力小売状況
（単位 万メガワット時）

総 計 家 庭 商 用 産 業 用 そ の 他

PG & E ７，０１９ ２，７４３ ３，０５７ １，１６０ ５９

SCE ６，７２１ ２，３９８ ２，２８１ １，９７１ ７１

SDG & E １，４７２ ６３３ ６２８ ２０３ ７

ロスアンゼルス水道・電力局 ２，００６ ５８１ １，１４０ ２４０ ４５

サクラメント市公益事業局 ９２８ ３９４ ７９ ４４７ ８

合 計 １８，１４５ ６，７４８ ７，１８７ ４，０２０ １９０

公益事業全体に占める割合 ８６％ ９１％ ９２％ ８１％ ２０％

８９ 郵政研究所月報 ２００２．９



返す２０００年なかばには、規制緩和はカリフォルニ

アを危機に追いやったのではないか、とさえ声高

に主張された。

６．２ 電力再編の役割

カリフォルニア州の電力危機への非難の多くは、

州の再編計画に集中し、電力の規制緩和自体への

批判は少ない。もともと州の計画は政治的に支持

されたものだった。ただ、その前提が誤りだった。

この計画は２０００年夏に至って予想以上の電力需要

とこれに追いつけない供給という結果をもたらし、

真に危機的事態に追いやってしまった。カリフォ

ルニアの大手IOUsは、利用者が望むだけの電力

を購入できなくなったのである。

再編計画は、需給両サイドとも、競争の活性化

をさまたげる障害を十分取り除くことはできな

かった。計画を作成した州議会も州公益事業委員

会も、また、計画を承認した連邦エネルギー規制

委員会も、迅速かつ完全な電力市場の規制緩和を

計画に盛り込む意図はなかった。そのかわり、利

用者への電気料金を一定期間、低水準に凍結、据

え置くこととした。

さらに再編計画に組み込まれていないところは

多く規制下に置かれたままであった。州公益事業

委員会には、州内の自治体が運営する電力事業や

隣接州の電力事業、連邦政府管轄下の電力事業、

州際送電事業を規制することはできない。これら

の電力事業は、各々、他州や連邦政府などの規制

下に置かれているのだ。これら再編計画の対象に

なっていない電力事業者が電力危機に巻き込まれ

た事業者に対し、また危機に直面した地域へ電力

をどの程度どのような価格で供給するか、経営判

断した。このことが、電力危機に間接的に影響し

たといえよう。

たとえ再編がなくとも、カリフォルニアの

IOUsは、電力需要の充足や料金引下げに関し、

２０００年難しい対応を迫られたであろう。しかし、

危機に直面して打開策の模索に当たり、再編計画

が電力市場の需給逼迫緩和に対し大きな障害に

なったことは事実である。再編計画のもとでの電

力卸価格は、伝統的な規制市場や、より完全に規

制緩和された市場での卸価格より、割高であった

とみられる。

供給サイドでいれば、再編計画での小売価格凍

結は、３大IOUsに大きな財務負担を負わせた。

ほぼ供給電力の半分を調達したスポット市場での

卸価格は、凍結価格の水準を上回り大きな逆ざや

を生んでしまったのだ。再編計画がもともと

IOUsのスポット市場重視の経営で期待していた

のは、１）化石燃料発電所で生み出された電力が

この市場で活発に取引される狙いと、２）相対で

の長期供給契約によって危惧される卸価格の高止

まりを阻む狙いの二つであった。

IOUsのユニバーサルサービス提供義務と卸・

小売価格の逆ざやに直面し、IOUsには損失がた

まっていった。金融機関や証券会社など融資、社

債発行に関与する資金調達サイドは、IOUsの格

付けを下げざるをえなくなった。IOUsは不利な

条件でも資金調達せざるをえない羽目に陥った。

独立系の発電事業者は、需給逼迫をみて卸価格の

引上げを要求し、さらにIOUsの支払い遅延や債

務不履行を危惧し電力供給ストップの動きさえ示

した。この卸市場の混乱の要因の一つとして考え

られるのは、スポット市場でオークションを導入

しようとする再編計画の企図が、供給サイドに、

卸価格を戦略的につり上げようという思惑を生ん

だことである。幾つかの発電事業者は、価格引上

げのため供給をあえてストップしたとのことであ

る。

需要サイドでは、二つの問題が発生した。高温

という異常気象と力強い経済成長が、大きな電力

需要を生み出した。同時に、小売価格の低水準で
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の凍結がなければ、電力利用者は利用を抑えたで

あろうが、小売価格は低水準凍結である。これが

電力需要の増大に拍車をかけ、卸価格高騰にリン

クしたのである。サンジェゴで、実際、価格凍結

の一時解除のとき電力消費量は落ちたのだが、わ

ずかでも消費量が落ちたならば、これほど電力危

機は深刻にならなかったのでは、と指摘する者も

多い。

６．３ 州の対応

カリフォルニア電力市場の発展と再編計画の失

敗は、政治危機を誘発した。知事の指示により、

州は、２００１年１月、将来的な電力供給の安定確保

と卸価格の安定化のための措置を講じた。州は、

IOUsにかわって卸市場での電力購入で新たな役

割を果たそうとした。州は、電力購入のみならず

送電網を所有し発電所建設をおこなう州立の電力

会社を作ろうとの決定をおこなった。さらに、電

力消費者はその消費量に応じ適正なコストを負担

すべきだとして、小売価格凍結を廃止する政策の

方向転換した。

州は、最長２０年の長期調達契約を締結した。と

ころが、州関与によるコストの顕在化が２００１年夏、

明らかになった。スポット市場での電力価格が、

温暖な気候と電力需要低下で値下がりし、州の長

期契約で定めた支払い価格を下回ってしまったの

だ。この状況が今後とも続けば、カリフォルニア

州は、割高の電力購入により、州財政に悪影響を

及ぼす危険性も指摘されている。

６．４ 将来への教訓

カリフォルニアの電力危機は、他の多くの州が

電力市場の再編に着手したり再編の適否を議論し

ている時に起こった。カリフォルニアの経験は、

他の各州が直面している市場再編や安定的・合理

的な電力価格・電力供給という課題にとって大き

な教訓となった。幸い、昨年夏、カリフォルニア

州に電力危機は再来しなかった。経済成長率の低

下、温暖な気候、天然ガスの価格低下などが好影

響したからだ。しかし、西部各州の電力市場の脆

弱性は、河川水量の低下による水力発電量の減少

といった新たな事態が生じれば、ただちに表面化

する。「州公益事業委員会による規制」より「市

場メカニズム」のほうが、電力需給や電気料金の

決定に対し好ましい有効な仕組みか否かが問われ

ているのである。

�１ 供給サイドの教訓

市場が価格シグナルにより自由に反応できるよ

うになっていれば、電力市場の再編はよりスムー

ズに行われたのではないか、と見る人もいる。カ

リフォルニアは再編を試みたが、電力卸市場には、

他州や連邦などの規制下にある発電事業者など州

の再編計画に含まれず州規制当局の関与が及ばな

いプレーヤーも参加している。自由競争メカニズ

ムが働くけれども行き過ぎには自己規制の歯止め

がかかる電力卸市場にする必要があるのではない

か、との指摘がある。また、IOUsには、自由競

争市場での価格変動リスクのヘッジの手段として

相対長期電力調達契約が認められるべきであった

という識者もいる。電力需要予測に応じ発電の予

備量をどの程度確保すべきか、また、そのための

発電所建設計画は発電事業者の経営裁量に全面的

にゆだねるべきか、については、議論が分かれて

いる。

電力卸市場が十全に機能するには、価格変動に

応じ電力が自由に行き来する仕組みが不可欠で、

そのためには、送電網の建設、運用についての現

在の規制をどうするか、を考えなくてはいけない。

送電網の新設・増力の前提となる需要見込み計画

と現実の需要増とにはミスマッチがあり得る。こ

れでは卸市場の自由な価格メカニズムは機能しな
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い。また、他州の発電事業者が生産する割安の電

力が自由に供給できる体制ができれば電気料金の

低廉化につながる。ただ、注意しなくてはいけな

いのは、送電網のフリーウェイ化は、電力の州を

越えての往来自由化であり、電力の長期安定供給

に場合によっては相反する事態も想定される点で

ある。

電力自由市場で送電部門がボトルネックになら

ず、送電網の新規整備が進むためには、送電サー

ビスは、どのように規制され送電コストはどう算

定されるべきか、がポイントである。FERCは、

非営利の地域送電法人を新設し送電網の大半を運

用する方策を提案している。

再編は、IOUsに電力需給の経営リスクをヘッ

ジする手段を許せば、成功するかもしれない。リ

スクを軽減する手段の一つが固定価格での長期電

力調達契約であり、他の一つが電力先物取引であ

る。これらの手段によって、電力価格の予想を超

える大幅な変動は緩和され将来的な価格変動をコ

ントロールする可能性が増し、また、電力会社の

価格決定へのバーゲニングパワーは増すであろう。

ただ、この手段が高値安定につながらないよう、

注意が必要だ。

大きな発電余力の存在は、規制から市場競争へ

と電力業界が再編するに際し重要な条件であるこ

とが明らかになった。また、カリフォルニア州内

で１９９０年代前半に発電所建設を積極的に推進し電

力需要を大幅に上回る供給能力をもっていたなら、

２０００年夏の需要急騰に対しあれほど右往左往しな

かったであろう。その代わり、再編計画が本質的

にもつ欠陥を覆い隠したかもしれない。また、電

力価格安定のための大幅な予備発電能力の確保は、

巨額の投資を必要とする。そもそも州が競争原理

を導入しようとした理由の一つは、自由市場が、

需給を均衡させ、電力料金の適正化、電力供給量

の安定につながり、この結果、巨額投資が抑えら

れ電力料金の低廉化に資するという効果を期待し

たためである。

�２ 需要サイドの教訓

カリフォルニア州の電力小売価格の凍結は、電

力供給問題を真剣に考えさせる機会を電力利用者

から奪ったのではないだろうか。これが電力危機

の要因になったのだ。やはり電力利用者は、電力

にかかる本当のコストを知る必要がある。電気料

金の高低の変動は、消費者の電力使用の抑制、拡

大に大きな効果をもつ。この仕組みがなければ電

力コスト、需給にかかる問題は、すべて供給サイ

ドにしわ寄せされてしまうのだ。

なお、価格シグナルの効用としては、単に短期

的な需給量を調整するだけでなく、将来的な需給

を考えた電力インフラ投資をも左右することも忘

れてはいけない。

７ 終わりに

米国のおける電力事業の再編、規制緩和は、な

お同時進行中で今後も紆余曲折があるであろう。

昨年９月の米国同時多発テロは多くの課題を私

たちにつきつけた。米国では、ブッシュ政権が国

土安全保障省の新設を議会に求めているが、この

事件を契機に、通信、電力などの重要インフラを

テロからしっかり守ることが最重要課題に浮上し

ている。これが電力事業の再編、規制緩和に微妙

な影響を与えるかもしれない。従来の電力料金低

廉化よりもむしろ電力の安定確保に、電力事業再

編の目的、意義の力点がおかれる可能性があると

思う。

また、米国の電力事業改革をはばむ障害として、

明示的な指摘はないが見え隠れする問題がある。

連邦政府と州政府の二重管轄、さらに各州での規

制の差異である。この憲法論議に結びつく課題を

解決しないかぎり安定的で安価な電力供給は難し
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いかもしれない。

これまで、電力事業と通信事業は、ネットワー

ク型の公益事業として同列に扱われてきた。米国

の州公益事業委員会が両事業の規制をいっしょに

行ってきたことがその証左である。しかし、１９９０

年代から今日に至る両事業の再編、規制緩和の動

きを比較すると、「電気」と「情報」という扱う

サービスの違いや、ネットワークの構成、地理

的・産業的広がりの相違などの点から、同列で扱

うことがふさわしいといえないのではないか。

米国の電力事業改革、再編をめぐる動きは、カ

リフォルニア州の電力事業再編のつまずきをはじ

めとして、さまざまな点で示唆的であり、今後と

も注視していく必要があるであろう。

表７ カリフォルニア州の電力再編の歩み

１９９４年 １９７８年公益事業規制政策法（PURPA）と１９９２年エネルギー政策法（EPACT）に基づき、

カリフォルニア州公益事業委員会（PUC）は、電力市場の再編が本格的に開始。

１９９６年 カリフォルニア州法（AB１８９０）は、PUCが以下の措置を講じることを定める。

１）州内の大手民間電力公益事業３社（Pacific Gas and Electric（PG & E）、Southern

California Edison（SCE）、San Diego Gas and Electric（SDG & E））は、化石燃料発

電所の半分を売却（注１）

（注１） 結果的にすべての施設を売却。

２）送電施設の管理を新設の非営利法人、カリフォルニア独立網運用（California Inde-

pendent System Operator：CAISO）に移管

３）電力卸段階のオークションを行う非営利法人、カリフォルニア電力取引（California

Power Exchange：PX）を設立

４）２００２年まで電力小売料金を凍結（注２）

（注２） それまでの間に電力公益事業が一定の費用を回収する場合は、凍結解除。

カリフォルニア州監査部門は、「西部各州は、全体として電力需要量より供給量は約２０％

上回っているとの調査データを公表。

１９９８年 カリフォルニアPXは、３月末に運用開始。PX、CAISOは、カリフォルニア州の電力卸

市場の機能不全につてレポートを公表。

１９９９年６月 CAISOは、民間電力公益事業に長期契約を認めるべき、と勧告。

１９９９年７月 SDG & Eは、発電資産価額の圧縮や長期電力調達契約の見直しによって、ストランディ

ド・コストを回収。この結果、電力小売料金の凍結が解除され、料金の市場実勢価格へ

の引き上げが可能になった。

２０００年 カリフォルニアやその周辺の州の経済成長が加速化し電力需要が増大。カリフォルニア

では個人所得は、一年前より約９％アップ。

２０００年４月 カリフォルニア発電事業者の天然ガス調達コストが上昇を始めた（３．５㌦／千立方フィー
トが１１月には６㌦強に）

２０００年５月 夏季の異常気温上昇（５～６月の平均気温は過去１００年間で１５番目に高い）

２０００年６月 電力卸価格は、常時、凍結された小売価格を上回る。この結果、PG & EとSCEは、調達

した電力を損失を出しながら販売。他方、SDG & Eは、市場実勢価格で電力を販売。

SDG & Eの小売価格は、前年夏の３倍に。

６月１４日、PG & Eは、その社史ではじめてサービスを中断。（サンフランシスコ１０万利

用者が影響を受ける）

２０００年８月 発電事業者の大気汚染防止負担が３倍に。１２月には８月の１．５倍にアップ。

２０００年９月 カリフォルニア州は、SDG & Eの電力小売価格を１９９６年水準に引き下げ、この水準に凍

結させる法強行措置を講じる。
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２０００年１０月 PUCは、電力卸市場での電力購入に充てるため、SCEの短期借り入れ枠を７億㌦から２０

億㌦に引き上げることを承認。

PG & EとSCEは、卸・小売間のコスト逆ざやを解消するため、電力小売価格の引き上げ

を申請。

連邦エネルギー規制委員会（FERC）は、カリフォルニア州の市場設計と規制政策の欠

陥が電力料金の高水準化を招いたとの内容のレポートを公表。

２０００年１２月 CAISOは、電力不足緊急事態（Stage３）を頻繁に宣言。ピーク時の電力供給余力が

１．５％以下に落ち停電のおそれが高いことを警告。

連邦エネルギー省は、カリフォルニア州以外の発電事業者に対し、カリフォルニア州の

電力卸市場に電力を売却することを命令。

FERCは、緊急事態に限って規制する「緩い」価格規制を行い、また、カリフォルニア

の民間電力公益事業に対し長期供給契約の交渉を行うとともに、卸市場への依存度を減

らすよう命じた。

２００１年１月 PUCは、PG & EとSCEの電力小売料金引き上げを承認。

CAISOは、しばしば対象地域を順次かえつつ計画的な停電を行うことを命令。

カリフォルニア州知事の緊急命令によって、州水資源局は、民間電力公益事業３社の財

務窮乏化を踏まえ、電力を購入。

PXは、業務を停止。

２００１年２月 州は、買電長期契約を締結。これは、電力公益事業の財務健全性を確保する戦略に基づ

くもので、この戦略には州による送電網の購入も含まれる。

２００１年３月 州内全域で、対象地域を順次かえつつ計画的な停電を行う。

FERCは、１３の電力供給事業者に対し、１月、受け取り過ぎたとして、電力公益事業者

へ６，９００万㌦の償還を命令。

PUCは、小売料金の即時引き上げを承認。

２００１年４月 PG & Cは、破産法１１章倒産（会社更生）を宣言。

S & Pは、電力危機に対応して州の借り入れが増加すると見込んでカリフォルニア州債

の格付けを引き下げ（AA→A―）。

２００１年５月 カリフォルニア州は、電力購入資金捻出のため、１３０億㌦の債券発行を承認。

北米電力安定供給協議会は、カリフォルニア州がこの夏２６０時間の停電に直面すると警告。

２００１年６月 FERCは、西部州すべてに対象とする電力価格低廉化プランを公表。この中には、カリ

フォルニア州の最も高水準の発電コスト卸価格を反映した卸価格のキャップ制も含まれ

る。

２００１年７月 夏季の低い気温のおかげで、電力需要は昨年に比して減少。水力発電のための水量は昨

年に比して少なかったが、電力需要の減少と天然ガス価格の低下により、電力卸価格は、

昨年春以来、もっとも低水準になった。スポット価格も州が長期契約に基づき支出する

価格より低くなった。

９４郵政研究所月報 ２００２．９



１ はじめに

ユビキタスという言葉がコンピュータの世界で

初めて使われたのは、１９８８年、Xerox PARCにお

ける「Ubiquitous Computing」の研究において

である。かれらはユビキタス、すなわち物理世界

のいたるところでコンピュータが利用される未来

世界について考察し実験したが、その最大の特徴

は利用者がそれを意識しないで済むようにするコ

ンセプトにある。これを実現するために、チップ

や端末（ポストイットのようなTab、ノートサイ

ズのPad、黒板のようなBoard）などのハード

ウェアからネットワーク、ユーザインタフェース、

アプリケーション、プライバシー、キャッシュ方

式などあらゆる側面を研究対象にした（http:／／

www.ubiq.com／weiser／researchreports.htm）。

近年、この言葉は研究の世界でなく実業の世界

で使われるようになってきた。最大の理由はワイ

ヤレスネットワークと端末の進歩である。ｉモー

ドに代表される携帯電話網を経由したインター

ネット接続サービスの成功に続き、３Ｇ携帯電話

の登場で静止時で２Mbps、移動時でも３８４kbps

の広帯域が利用できるようになってきた。さらに

高速な接続環境を求めるユーザーのためには屋外

無線LAN環境が導入されつつある。またバッテ

リーの進歩により携帯電話も２００時間を超える待

ち受け時間が当たり前となり、さらにビジネス

ユーザーの要求を満たす軽量かつ高機能なPDA

が普及し始めている。この驚異的な技術革新は生

活のあらゆる分野に拡大し、いつでもどこでも誰

でもコンピュータを意識せずに情報にアクセスで

きるようになると予想されている。

これはネットワークコンピューティングのパラ

ダイムにおける第三の波である。第一の波は言う

までもなくメインフレームコンピュータとオンラ

インネットワークである。この波は１９８０年代に終

焉に向かい、代わってクライアント・サーバーシ

ステムとLAN、インターネットという現在われ

われがその中で生活しているパラダイム―Web

コンピューティング―に移行していく。これを第

二の波とすれば、第三の波はすべてがIPネット

ワーク化（IPコンバージェンス）していく先に存

在するユビキタスコンピューティングである。

２ ユビキタス情報社会とユビキタスカード

ユビキタスコンピューティングのパラダイムが

支配する世界、すなわちユビキタス情報社会では、

人々はコンピュータをコンピュータと意識するこ

となく、オフィスや家庭といったホームポジショ

ンから離れた場所、例えば、自動車の中や公共施

設、商店、街路等でも利用して情報をアクセスす

る。端末もPCや携帯電話だけでなくPDA、ITS

連携車載情報端末、キオスク端末、自販機、ゲー

ム機、セットトップボックスなど、多種多様にわ

シリーズ

ユビキタスカード

�株日立製作所MMCソリューションセンター長 村松 晃

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」第８回

９５ 郵政研究所月報 ２００２．９
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たる。したがって、どんな場所からでもネット

ワークに正しく接続してサービスを受けることが

できなくてはならない（図１）。そのために必要

となるのがユビキタスカードである。

３ ユビキタスカード

ネットワークに接続して情報にアクセスする場

合、通常何らかの認証が行われる。ダイアルアッ

プの場合はISP（インターネットサービスプロバ

イダー）が契約者に付与しているIDとパスワー

ドで認証される。また、構外から企業のイントラ

ネットにリモートアクセスするためには、上記

ISPによる認証とは別にRADIUSサーバー（リ

モートアクセスサーバー）によるID・パスワー

ド認証が必要である。

一般にID・パスワード認証は低セキュリティ

であると言われているが、それは運用面において

特に顕著である。パスワードに短い数字列や誕生

日、恋人の名前などを用いることの危険性はつと

に指摘されているが、改善されていない。なぜな

ら人はID・パスワードを記憶しなければならな

いからである。長い数字列や記憶しにくい文字列

を採用する場合ふつう手帳などに記録するが、こ

れを紛失したら一大事である。中にはポストイッ

トに書いて机上のディスプレイに貼っておく人す

らいて、これでは事実上ノーセキュリティである。

また、ID・パスワード認証はキーボード入力が

要求されることもユビキタスというコンセプトに

そぐわない。これを解決すると期待されているの

がユビキタスカードである。

ユビキタスカードは利用者本人の認証情報を格

納した耐タンパー性のあるデバイスである。情報

をアクセスするための端末にこれを挿入し、本人

でなくては入力できない情報を入力してユビキタ

スカード内で本人認証（User Verification）を行

い、その結果をネットワークに送出して端末認証

（Authentication）を行う。一般論としては、端

末が信用できるものであれば端末における本人認

証で十分であるが、２で述べたような多種多様な

端末からネットワークに接続することを想定する

とその仮定は成り立たない。そこで信用できない

端末と信用できるカードとの組み合わせが求めら

れることになる。本人認証のための情報として

もっとも簡便かつ間違いの少ないものは指紋など

図１ ユビキタス情報社会

９６郵政研究所月報 ２００２．９



の生体情報であることから、理想的なユビキタス

カードは生体情報認証機能を持ったものとなるで

あろう。しかし本稿においてはこのような技術的

側面でなくビジネス的側面について議論すること

としたい。すなわち、現実問題としてどのような

カードが社会に受け入れられていくか、を以下で

は考察していきたい。

まず、ユビキタスカードの概要についてまとめ

ると、これは本人認証と端末認証のための耐タン

パーデバイス（ハッキングに抵抗する性質のある

デバイス）であることから、ICカード用チップ

が使用されるものと考えられる。また、いつでも

どこでも利用できなくてはならぬことから、常に

身に付けておける形状でなくてはならないし、対

応する端末も自身が携帯できるものでなくてはな

らないであろう。英国の大学教授が自身の身体に

チップを埋め込んで常にネットワークに接続でき

るようにしたという報道が先日なされたが、これ

は極端としても、携帯電話や腕時計などのモバイ

ル用具と組み合わせて使えるものであることは当

然であろう。このように見てくると、現時点では

次の３点がユビキタスカードの候補であると思わ

れる。

１）ICカード（ID１と呼ばれるフルサイズの

もの）

２）SIMカード（ID０と呼ばれるGSM携帯電

話用のもの）

３）セキュアメモリカード

ICカードはクレジットカード、銀行カード、

住基（住民基本台帳）カードなどとして今後日本

社会の情報インフラを形成するカードである。ま

た、すでに一部の企業では社員証などに応用され

ている他、JR東のSuicaカードのような交通系

カードとしても導入が始まっている。身分証、金

融カード、交通カードとして誰もがパスケースや

財布の中に入れて持ち運ぶICカードは、たしか

にユビキタスカードの有力な候補である。しかし、

いくつかの疑問点も存在する。第一は、いくらイ

ンフラが整備されても、ICカード端末が世の中

に満ち溢れるわけではないから、いつでもどこか

らでもアクセスできるためには前記したように携

帯電話などと組み合わせて使えなくてはならない。

しかしICカードはその条件を満たす大きさでは

ない。また、本人認証情報とともに持ち運ぶであ

ろう様々な個人情報を格納するには、数十キロバ

イトというメモリ容量はあまに小さい。

SIMカードについては日本ではあまりよく知ら

れていないが、実は発行されたすべてのICカー

ド中最大の枚数はこの形態が占めている。その理

由は欧州やアジアで利用されているGSM携帯電

話が採用しているからで、今後次世代携帯電話に

移行していくと日本でも普及していくと見られて

いる。この大きさは携帯電話や腕時計など小型の

端末と相性がよく、メモリ容量が小さいという問

題はあるが、ユビキタスカードの候補として最有

力である。しかしながら、SIMカードには一つビ

ジネス面で大きな課題がある。それはカードの発

行者が携帯電話サービス事業者（MNO：Mobile

Network Operator）に限定されるという点であ

る。利用者の認証をMNOに依存しなくてはなら

ないことには、欧州の金融機関などから異論の声

が上がっている。このため、欧州の携帯電話ベン

ダーのノキアは、ビザインターナショナル、ノル

デア銀行と組んで二枚のSIMカードを利用する携

帯電話を開発した。彼らによれば、モバイルコ

マース用携帯電話には�１すべてをSIMカードで行

うSWIM方式、�２ID１のICカードを挿入できる

デュアルスロット方式、�３二つのSIMカード用ス

ロットを持つデュアルチップ方式の三種類があり、

金融機関など独自に利用者認証を行いたいと考え

るサービスプロバイダーにも受け入れられるもっ

ともエレガントなソリューションはデュアルチッ

９７ 郵政研究所月報 ２００２．９
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プ方式である（図２）。

４ 日本におけるユビキタスカードの展開とセ

キュアメモリカード

しかしながら、日本においてはすべての携帯電

話端末はMNOブランドであり、かれらが端末ビ

ジネスを支配しているために、デュアルチップ方

式あるいはデュアルスロット方式の端末が登場す

る可能性は小さいと言わねばならない。なぜなら、

このような端末は携帯電話を単なる土管（con-

duit）として利用するものであり、MNOに付加

価値をもたらさないからである。そこで注目され

るのがセキュアメモリカードである。

携帯電話が単なる通話装置からパーソナル情報

端末に変貌していくにつれ、端末で保持される

データは着メロ、壁紙、Javaアプレットなど有償

無償を含め増大の一途である。とくにＪフォンの

写メールにはじまって、KDDI、NTTドコモと日

本の主要なMNOはデジカメ付携帯電話を市場に

投入した。このため端末に搭載される高価なフ

ラッシュメモリの容量も増大し、端末コストの上

昇を招いている。日本においては携帯電話端末は

販売奨励金を付加して仕入れ値より安く売られる

ので、このコスト上昇分をそのままストレートに

実売価格に転嫁することができない。そのため、

メモリ増大のコストを契約者に負担させるべく、

メモリカードのスロットを付した端末が登場した。

この動きはまだ初期段階にあるが、おそらく２００３

年モデルからは多数のメモリカードスロット付携

帯電話が市販されるようになると思われる。

一方、メモリカードにセキュリティ機構を搭載

する動きが始まっている。マルチメディアカード

の普及団体であるMMCA（MultiMediaCard As-

sociation）を例に取ると、２００１年６月にｅコマー

ス用SecureMultiMediaCardの仕様が、２００１年１２

月にコンテンツ保護用SecureMultiMediaCardの

仕様が発表されている（http:／／www.mmca.org／、

図３）。前者は従来ICカードに実装されてきた

WIM（WAP Identity Module）をマルチメディ

アカードに実装するもので、これはハードウェア

的にはメモリカードにICカードチップを導入す

ることと同義といってよい。日本はデジカメの発

達に伴ってメモリカードでは世界の先端をいって

おり、メモリスティック、SDメモリカード、マ

ルチメディアカードなどが大量に流通しているが、

ここに上記のようなセキュリティが入ってくると、

携帯電話がオープンなVPN（Virtual Private

Network）端末と化することが予想される。

５ ユビキタスカードの応用

先に述べたように、本人認証と端末認証のため

の耐タンパーデバイスであるユビキタスカードは、

その中に認証のためのキーや証明書が格納される

が、メモリカードベースのユビキタスカードでは

数メガバイトから数百メガバイトもの不揮発性メ

図２ モバイルコマース用携帯電話の方式

図３ SecureMultiMediaCardの実現例

（日立製作所）

９８郵政研究所月報 ２００２．９
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モリが別途格納用に利用できる。人がつねに持ち

運ぶものといえば財布や定期入れ、時計、手帳な

どが思い浮かぶが、これらの中には鍵や印鑑のほ

か種々の個人情報やセキュリティデータ、生活記

録などが含まれている。住所や生年月日は言うに

及ばず、名刺、家族の写真、クレジットカードや

ポイントカード、領収書、クレジット使用履歴、

預金通帳、ポートフォリオなど、種々雑多ではあ

るが常に持ち運び大切に管理されるこれらのデー

タが、恐らくユビキタスカードに安全な形態で格

納されることになるであろう。また、業務用途で

は、業務固有の基本データをこのカードに入れて

持ち運ぶことが可能である。SecureMultiMe-

diaCardでは、フラッシュメモリ領域にこれらセ

キュリティが必要なデータを暗号化して格納し、

PIN（暗証番号）認証の後、カード内の鍵で復号

化される。仮に落としても、暗証番号がなければ

読み出すことができない。

また、メモリカードはすでにPC、PDA、デジ

カメ、プリンタなどの様々な情報機器で利用され

ているが、今後携帯電話、自動車、セットトップ

ボックス、キオスク端末などにも展開されていく。

したがって、これら機器間でデータを安全に移動

させるブリッジ機能も重要な用途になるであろう。

このように、認証、秘密通信、暗号化コンテンツ

管理、セキュア・ブリッジングなどの特性を活か

して、いまコンシューマ用途向け、業務用途向け

にユビキタスカードの様々な応用が開発されつつ

ある（図４）。

６ おわりに

誰もがいつでもどこでも手軽にネットワークに

接続してサービスを受けることができるユビキタ

ス時代の必須デバイス「ユビキタスカード」につ

いて考察し、日本市場においてはMNOが発行す

るSIMカードとならんでセキュア・メモリカード

がユビキタスカードの有力候補であることを述べ

た。セキュア・メモリカードはWIM認証機能を

備え、VPNを構築するための基本機能を具備し

ているとともに、大容量メモリを活用して様々な

個人情報や業務情報を安全に格納し、携帯し、ブ

リッジングすることができる。２００３年以降、徐々

にこのようなユビキタスカードの導入が始まるで

あろう。

図４ ユビキタスカードの応用イメージ

９９ 郵政研究所月報 ２００２．９



１ 学会・大学・講演会等での発表

「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）

「効果的な展示」千葉県郵趣連合・習志野郵便局（８月２４日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトピックス」（適宜）

「公益事業のブランド戦略に関する調査研究報告書」

「政府系金融機関による新しい資金提供サービスに関する調査研究報告書」

「国債市場の動向に関する調査研究報告書」

「メディア・ソフトの制作および流通実態に関する調査報告書」

「公衆利用型情報端末の活用の在り方に関する調査研究報告書」

３ 広報活動

�１ P―sat放映

「デジタルパーク郵政館」（毎週木曜日放映）

「最近の日本経済・地域経済の動向」（７月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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）

「中日春秋」中日新聞（７月９日）

「よみうり寸評」読売新聞（７月６日）

「景気の山谷」かんぽ資金（８月号）

「４月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（８月号）

「通信回線などの商品化・市場化と金融取引化について」情報通信ジャーナル（８月号）

「インターネット技術と郵便技術」通信文化新報（８月）

「原爆の悲惨さをいち早く伝えたはがき」郵政（８月号）

「甦った重要文化財の実演」博物館研究（８月号）

４ ていぱーくの特別展

・「親子で作ろう！電波工作・電波利用環境展」（８月９日（金）～８月１１日（日））

郵政研究所通信
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親子で「AMラジオ」を作って、身近な電波を体験する電波工作や電波に関するパネル展示、電

波利用環境保護ビデオの上映などを行った。

・「夏休み！ファミリーランド 世界名作人形劇フェスティバル」（８月１７日（土）～９月１日（日））

臨場感あふれる舞台で繰り広げられる世界名作ぬいぐるみ人形劇、幻想的な世界で観客を魅了す

る音楽影絵劇、手作りを楽しめる工作教室など、子ども達の想像力を掻きたてる盛りだくさんの

催し物を開催。

・「２００２NHK学園オープンスクール作品展」（９月６日（金）～１０月１４日（月・祝））

東京都内のNHK学園スクールから絵画、書道、写真、手工芸などの作品を出品して日頃の学習

の成果を発表。

５ その他

・「恐竜切手パネル展」八日市場郵便局（７月１５日（月）～７月２８日（日））

・「復帰３０周年記念 沖縄関連大切手・はがき展」沖縄逓信博物館（８月９日（金）～８月２５日（日））

◆ Opinion ―読者の声― ◆

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

ていきます。あて先は下記のとおりです。所属先及び氏名を明記の上、お送り願います。

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

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

【御意見等の宛て先】

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

TEL：０３―３２２４―７３１０ FAX：０３―３２２４―７３８２

URL http:／／www.iptp.go.jp／

E―mail：www―admin@iptp.go.jp
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編集後記

今月号より編集を担当することになりました、紺野と申します。よろしくお願いいた

します。

春先に真新しいスーツを身にまとった社会人一年生の姿を、見かけたことをふと思い

出しました。最近は、秋口にも入社式を行なう会社があるそうです。私も新人という冠

が似合わない歳になりつつありますが、編集担当の新人として、社会人一年生の頃を思

い出し頑張ろうと心に誓いました。

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をお願いいたします。Ｅ

メールアドレス、FAX番号は次のとおりです。

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

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

さい。

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

（紺野）
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博物館創設以来１００年間の収集品の中で、今では
購入困難で、ぷれみあむが付いている郵便に関する
貴重資料を特別に展示しました。今回は、普段見ら
れない郵便の「お宝」資料をご紹介します。
来館者に一番人気があったのは、世界最初に発行

された切手ペニーブラック（１８４０年）、日本最初に
発行された竜文切手シート（１８７１年）や桜切手・半
銭シート、日本最初の葉書などの切手類とその原版
や手彫切手のエンタイヤでした。また、橘天敬が博
物館新築記念に描いた「日暖かし帝城の春」は、桜
を主題とした６曲の屏風絵で、見るものを引き付け
る日本画の美しさが表現されていて圧巻でした。
扇子原画のコーナーでは、横山大観が描いた「富

士雪景」や川合玉堂「緑陰投網」など有名画家が描
いた扇子の原画と扇子の展示をしました。簡易保険
局が大正１３年より事業功労者への贈呈用として制作したものです。
再現展覧会のコーナーでは、明治３５年「万国郵便連合加盟２５年記念祝典」記念展覧会出品目録の中から

当時を一部再現しました。その主な展示品は、最初の切手や葉書の原版、郵便創業時の郵便行李・創業時
の通信日付印である検査済木印や賃銭切手済印、駅鈴・駅鈴型香合、絵符などです。

学芸員雑記帳 「小型記念通信日付印」
公の式典や催物を記念するため、関係地の郵便局で特定の期間使用される通信日付印のことで、昭和９

年（１９３４）５月２２日から２４日まで「徳島県小松島築港竣工記念」のために使用されたのがその初めです。
直径３２mmで特殊通信日付印より印面がやや小さいことから「小型記念」の名称が付けられました。
この印の形式は、印面上部２／３の部分に図案・記念事項の名称、下部１／３の部分に年月日と局名を上

下２段横書きで表示することとされています。
では、当館が特別展を開催した時の最近の小型印をご紹介します。皆さんもこのような小型印収集をさ

れてみてはいかがでしょうか。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介�５

博物館の「ぷれみあむ」コーナー―「逓信博物館の１００年」展より―

「緑陰投網」昭和９年 川合玉堂画

「日暖かし帝城の春」昭和３９年 橘天敬画
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