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ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版!３０）

東海道五拾三次之内 浜松 冬枯ノ図

街道の大きな木の下で人足達が焚き火で暖をとっており、道中合羽に三度笠姿の旅人も火を

借りて一服しています。
わろ でん ぽ

その木を挟んで、左側には冬枯れの木立と藁におの残る刈入れのすんだ田畝が、右側には浜

松城と名所「ざざんざの松」が描かれています。冬枯ノ図とありますが、小春日和の穏やかな

風景に見えます。

ていぱーく所蔵資料紹介!４３

北条家伝馬文書

街道の宿場に人馬を常駐させ、継ぎ送りして運ぶ伝馬制

において、伝馬朱印状はその制度を利用するための証明書

でした。

この文書は、天正１１年（１５８３）頃の小田原北条氏の伝馬

朱印状で、馬の形に「常調」という文字の朱印が押してあ

ります。

内容は、北条氏が小田原から倉内（群馬県沼田市）まで

の各宿に「沼田総二郎を派遣するので北条氏の伝馬として

一疋ずつ提供するように」と命じたものです。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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この１０年来、グローバル化、情報化といったドラスティックな環境変化と新興工業

国の急激な追い上げを背景として、世界、とりわけアジアにおける日本のリーダー

シップが厳しく問われている。これを受けて政府は、世界の模範となる住みよい国の

実現を目指して循環型社会や高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する基本法な

ど、よりどころとなる法律の整備をおし進め、もって産業構造の再編強化や地球環境

の保全、さらには新たな競争力を生み出すための基盤を与えようとしている。また、

競争の激化と不況の長期化という厳しいビジネス環境下におかれている多くの企業に

おいても、競争力強化が唯一の生存条件との認識からそのレベルアップを実現する方

法を模索している。

組織の競争力を高めるにはまず、１）自社の競争優位性を的確に把握し、２）強み

を維持しつつ弱みを改善、解消するためのアクション・プログラムを検討し、３）必

要な施策を正しく実行しなければならない。１）については、通常、性能測定指標

（Performance Measures）の設定とその数値化及び、ベンチマーキング手法などに

よる競争性分析（Competitive Analysis）を要する。２）及び３）については、組織

によってアプローチは多様であるが、一般論として、日本の製造業界で開発適用され

てきた性能改善スキームなどは有効であろう。これには、TQM（Total Quality Man-

agement）やTPM（Total Productive Maintenance）など、多くの定評あるスキーム

がある。

ところで、上述の性能測定にかかわって、以前、筆者は包絡分析法（DEA：Data

Envelopment Analysis）と呼ばれる組織体の効率性評価手法を用いて、郵便集配業

務の効率性測定を行ったことがある。これは、組織体の効率性を使用資源関数（Input

Function）と成果関数（Output Function）の比によって評価しようというものであ

るが、入力項目、出力項目ともに複数であることが多いので、一般に多変量入出力モ

デルとなる。ここでは詳細は省かせていただくが、集配業務の場合、入力項目である

「組織の競争力について想う」

早稲田大学理工学部経営システム工学科教授 片山 博

巻 頭 言

郵政研究所月報 ２００２．１０ ２



使用資源には集配業務担当局員数や労務費、区分機、押印機などの台数や設備投資費

用、事務経費などがあり、出力項目である成果には、普通通常郵便物処理数、特殊通

常郵便物処理数やそれらの郵便物収入金額などがあげられる。これらについて東京２３

区内の４３の集配普通局を対象にし、データ収集を経て包絡分析モデルとクラスター分

析法を併用した分析を行ってみると、４３の局がいくつかの群に分類され、群間の効率

値の差は予想外に大きなものであった。効率値の高い局は、取扱い郵便物の数が局員

数の割に多く、相対的に少ない資源で多くのサービスを提供していると判定され、効

率値の低い局は、逆に局員数が取扱い郵便物数に比して相対的に過剰で非効率と判定

されたのであった。この一見単純な結果はわれわれに様々な事柄を考えさせてくれる。

例えば、公共性の強い郵便事業の評価を効率性という競争力指標のみを用いて行うこ

とに対する疑義であり、これは郵便物数が業務エリアと住宅地、人口過密地域と過疎

地域のような立地条件によって大きく左右され、経営努力によって制御することが難

しいという事実に基づいている。他方、公共的資源を消費してサービスを提供してき

た郵便事業においては、省資源努力と高度な郵便サービスの提供という２つの目標に

ついての正当性も厳然として存在する。いずれにしても、来るべき郵便事業への民間

参入の拡大を控えて、後者の視点は今後ますます重みを持ってくると予想される。こ

のことを念頭におくと、一般企業が取り組んでいるような性能測定指標の体系化や競

争性分析をサポートするベンチマーク・ロジックの開発、評価事例の整備などには今

から取り組んでおいたほうがよさそうである。

３ 郵政研究所月報 ２００２．１０



［要約］

１ 情報通信産業の通信インフラ分野において、１９９０年代後半より特に欧米を中心にして、

以前にはみられなかった新しい取引形態が生じてきている。以前は、取引は通信事業者

などのごく限られたプレーヤーの間で、お互い顔の見えた取引慣行いわゆる相対取引を

ベースにしたものであったが、９０年代後半より特にエネルギー産業より参入してきた新

興の通信事業者が牽引役となり、いわゆる“市場取引”の動きが生じてきている。主に

「ボイス・ミニッツ」、「IPトランジット」「帯域幅」の３つの形態で、商品化・市場化

の試みがなされている。特に、２都市間の通信回線等を商品化した「帯域取引」が発生

したことは注目すべきことである。

２ この市場化の動きは、まず第一局面として、中立的な仲介者がより取引を円滑にする

仕組みを作ったところから始まった。その仕組みはWeb上での商品取引プラット

フォームやブローカーの手法等であるが、特に前者は一種の「市場」とも呼べる状態を

作ったこととして画期的なことであり、次のステップへの大きな契機となった。第二局

面は、エネルギー系企業が参入し、エネルギー分野で培ったモデルを通信インフラの取

引に応用しようとした。これは、帯域などをコモディティ化して本格的な市場取引を目

指し、その先にデリバティブを始めとする金融取引化を志向した。この試みは道半ばで

停滞しているが、「方向性を付けた」意義は決して小さくない。

３ この通信インフラの「コモディティ」化（商品化）と金融取引化の試みは、穀物など

の一次産品から始まり、次に為替や金利などの金融関連を経て、電力のようなエネル

ギー関連へと受け継がれ、今日では天候や排出権といった“環境”まで商品化・金融取

引化していくという一連のコモディタイゼーションと金融取引化の流れの中に位置付け

られる。

４ 帯域取引は、本格的市場化には未だ様々な課題があり、ITバブルの崩壊も相俟って、

ここ１～２年で急速に停滞しており、今後の展開は未知数である。しかしおそらく遠く

ない将来に、課題を克服して本格的市場化や金融取引化が実現していくことになるだろ

うと思われる。その際、金融工学によるリスクマネジメント手法の果たす役割は大きく

なるだろう。日本においては、供給者が少ないことを主因にまだこうした新しい取引形

態は殆どみられないものの、方向性としての可能性はあり、欧米の動向は先行するもの

として十分参考にしたい。

調査研究論文

通信回線などの市場形成と金融手法の活用に関する調査研究

前通信経済研究部研究官 加藤 力也

４郵政研究所月報 ２００２．１０



１ はじめに

情報通信産業の通信インフラ分野において、

１９９０年代後半より特に欧米を中心にして、以前に

はみられなかった取引形態が生じてきている。以

前は、取引をする事業者は通信事業者のごく限ら

れたプレーヤーの間で、お互い顔の見えた取引慣

行、いわゆる相対取引をベースにしたものであっ

たが、９０年代後半より、他産業より参入してきた

新興の通信事業者を筆頭に、プレーヤーの種類や

数も増え、そして多数の参加者が顔をみせずに集

まって取引をする、いわゆる“市場取引”の動き

が生じてきているのである。それは、まず「ボイ

ス・ミニッツ」（Voice Minutes）という通話や音

声を商品化した取引から始まり、次に「IPトラン

ジット」（IP Transit）というIPトラフィックを

中継することを商品化した取引が出てきた。さら

に９９年頃より、２都市間の通信回線を商品化した

取引、いわゆる「帯域取引」が発生し、未だかな

り未熟な“市場取引”ではあるものの、以前の形

態から変化の兆しが窺え、今後の進展が大いに注

目されるものといえる。

この市場化の動きは、Web上で売り手と買い

手が集う掲示板のスタイルから、「売り」と「買

い」を自動的にマッチングするシステムへと進化

してきている。当初は取引を円滑にするところか

ら始まったものだが、次第に、穀物取引やエネル

ギー取引のように、匿名性の保たれた場所で「価

格」を取引の重要な根拠にし、あたかも「商品」

を市場で取り扱うかのような取引形態へと進展し

つつある。すなわち、「コモディティ」化（商品

化）や市場取引に近い取引が形成されつつあるの

である。さらには、穀物取引やエネルギー取引も

そうであったように、いわゆる先物・スワップ・

オプションのような金融取引化する動きも生じつ

つある。

この「コモディティ」化（商品化）と金融取引

化は、以下のような流れと軸を一にするものと捉

えることが出来る。まず、穀物や貴金属などの一

次産品が商品化し、そして商品先物市場のような

金融的側面を持った市場が出来、次に為替や金利

などの金融関連のデリバティブ化を経て、石油や

ガス、電力のようなエネルギー関連の商品化・金

融取引化へと受け継がれ、そして今日においては

従来では考えられなかった天候や排出権といった

“環境”を商品化・金融取引化するところまで進

展してきている。まさに商品化・金融取引化出来

ないものはないといえる程にまでなってきており、

この一連のコモディタイゼーションと金融取引化

の流れの中に、音声やIPトランジット、さらには

通信回線容量の売買等取引は位置付けられるもの

といえる。

帯域取引は、本格的市場化には未だ様々な課題

があり、ITバブルの崩壊も相俟って、現在のと

ころ当初の市場化への盛り上がりが冷め、ここ１

～２年で急速に停滞しており、今後の展開は未知

数である。未だ本格的市場化への道のりは遠いも

のの、今までの取引慣行から大きく変化してきて

いることは非常に注目に値し、また今後の発展に

ついても相応に期待できうるものである。日本に

おいては、まだこうした新しい形は殆どみられな

いものの、こうした新しい動きを先行して調査す

ることは、将来を見据え、政策の在り方を考えて

いく上で極めて有効に資することと考え、以下調

査の成果の概略を記すこととする。

２ 通信回線の取引とは？

２．１ 「何」を取引しているのか？

図１が、これから述べる取引の対象となる物の

概念図である。通信回線などやそれに類するもの、

及びその周辺物について並べてある。上から下に

いくにつれ、より物理的になっている。９０年代後

５ 郵政研究所月報 ２００２．１０
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半より顕著に商品化や市場化の動きがみられるの

は、冒頭にも述べた「ボイス・ミニッツ」（Voice

Minutes）、「IPトランジット」（IP Transit）、そ

して通信回線などの「帯域幅」（Bandwidth）の

大きく３つの形態に分類される。こうした商品化

や市場化の動きのあるこの３者をひとくくりにし

て「Bandwidth」と捉える考え方もあるが、ここ

では「Bandwidth」（帯域幅）は主として、「Capac-

ity, Circuits」（容量、回線）、「Wavelengths」（波

長）、「Dark Fiber」（ダーク・ファイバー）、

「Ducts」（ダクト）の４種類をまとめた言葉と

して使うこととする。

以下では、紙面の都合上、特に「帯域取引」と

呼称される「Bandwidth」（帯域幅）の取引に焦

点を当てて述べることにする。

２．２ 「帯域幅」（Bandwidth）

「ボイス・ミニッツ」（Voice Minutes）や「IP

トランジット」（IP Transit）は、音声やIPのト

ラフィック量を取引の対象としているのに対し、

「帯域幅」（Bandwidth）は回線や波長、管と

いったより物理的なものを取引の対象にしており、

前二者は後者よりも上位のレイヤーとして位置づ

けられる。買い手にとってみれば、前二者の方が

後者よりも、ネットワークの装備や維持に手間や

支出をかける必要がなくなるという利点を持って

いる。トラフィック量の少ないルートでは、わざ

わざネットワークを作る後者よりも前二者の方が

コストは安くなりやすい。

図２が帯域幅（Bandwidth）の概念図である。

「帯域幅」（Bandwidth）の取引の対象は、長距

離バックボーン回線が主体であり、例えばニュー

ヨークとロサンゼルス間、或いはニューヨークと

ロンドン間といったような２都市を結ぶ中継回線

が主な取引の対象となっている。顧客はそれぞれ

プーリング・ポイント（Pooling Point）とよばれ

る接続ポイントにつなげ、そこから先の都市間の

中継回線について、供給者が帯域の容量や価格な

どを提示して、売買や賃貸取引をするものである。

「帯域幅」（Bandwidth）として分類される、

「Capacity, Circuits」（容 量、回 線）、「Wave-

lengths」（波長）、「Dark Fiber」（ダーク・ファ

イバー）、「Ducts」（ダクト）の４種類について

詳述することは省略する。イメージとしては、

「Capacity, Circuits」（容量、回線）は回線とし

ての完成形であるのに対し、波長やダーク・ファ

イバー、ダクトは回線の一部の要素であり、回線

として利用するには追加的な装備を必要とする。

回線→波長→ダーク・ファイバー→ダクトの順で

より原始的、物理的なものへと移行する。買い手

の中には、「Capacity, Circuits」（容量、回線）の

ような完成形を好む買い手もいれば、逆に波長や

ダーク・ファイバー、ダクトのような形態を好む

図１ 何を取り引きするか 図２ 帯域等

６郵政研究所月報 ２００２．１０



A社 B社 

A社のファイバー２本 B社のファイバー１本 

この場合、A社の大陸ファイバー
２本をB社の海底ファイバー１本
を同価値として、両者が交換する
ケース。 

大西洋を横断
するファイバ
ーを所有する
が、アメリカ
大陸上をつな
ぐネットワー
クが欲しい。 

アメリカ大陸を
横断するファイ
バーを所有する
が、大西洋をつ
なぐネットワー
クが欲しい。 

買い手もいる。一般に、稼働させるために更なる

追加的な装備に投資することを望まない買い手や、

比較的少量のBandwidthを望む買い手にとっては、

前者の方が望ましい。しかし、回線上に自分の望

まないプロトコルをつけられることを嫌う買い手

にとっては、むしろ後者の方が望ましいことにな

る。

〈商品の典型的な形態〉

・ニューヨーク―ロンドン間の××期間の○○

Mbps１）の帯域幅

・ニューヨーク―ロサンゼルス間の××期間の○

○Mbpsの帯域幅

帯域幅の購入形態としては、主に、「直接所有」、

「IRU２）」、「リース」、「スワップ」、「その他」の

種類に分かれる。大まかなイメージとしては、直

接所有やIRUは「所有」に近い形態であり、短期

リースは「賃貸」である（キャピタル・リースと

呼ばれる長期のリースは、IRUに近い）。以下で

は、近年重要度を増しつつあり、特徴的な「ス

ワップ」について簡単に紹介したい。また、「そ

の他」の購入形態についても簡単に触れる３）。

○スワップ

スワップは「交換」を意味し、金融手法のメ

ジャーな１つである。金融手法としてのスワップ

の定義は、「取引時点において、現在価値の等し

いキャッシュフローをお互いに交換すること」で

あり、変動金利と固定金利のスワップや異なる通

貨間のスワップなどがよく使われる。

帯域の場合の購入形態として用いられるスワッ

プは、あるエリアで自分の余った帯域と他のエリ

アでの他者の余った帯域について、お互いが交換

して必要性を充足する取引のことを意味する。商

品同士の物々交換である「バーター取引」とも呼

べるかもしれない。

例えば図３のように、アメリカ大陸にネット

ワーク網を持つが、大西洋を横断する自前のネッ

トワークがない業者と、逆に大西洋を横断する

ネットワークを持ちながらアメリカ大陸のネット

ワークを持たない他の業者がいたとする。この場

合、お互いが自分のネットワークに余った帯域が

あってそれを同価値とみなせば、それを交換する

ことでお互いの必要性が充足され、新たに投資を

する必要がなくなる。２０００年度にもこうした取引

が何件か確認される。

○その他

当初はリース取引だが、ある時期が来るとIRU

に変換出来るという、リースとIRUを組み合わせ

た「Convertible leases」というものもある。

また、「フォワード」（forward）という金融用

語では先渡しを意味する形態も出てきている。例

えば、TFS Telecomsは、２００２年１月スタート

図３

出所：SIMON ROMERO, and SETH SCHIESEL“The Fi-
ber Optic Fantasy Slips Away”The New York Times ,
１７February２００２を基に作成

１）「bps」は通信回線などのデータ転送速度の単位。ビット毎秒。１bpsは１秒間に１ビットのデータを転送できることを表して
いる。１kbps（１キロbps）は１，０００bps、１Mbps（１メガbps）は１，０００kbps（１，０００，０００bps）である。

２）「indefeasible right of use」（破棄し得ない使用権）の略。関係する当事者すべての合意がない限り、破棄したり終了させるこ
とができない永続的な回線使用権であり、一般の賃貸借契約による使用権に比べ、使用権者の権利を強く保護し、建設者の所
有権による使用権とほとんど同じ力がある。１５～２５年くらいの期間のIRUが一般的である。

３）参考：TeleGeography, Inc.（２００１）, INTERNATIONAL BANDWIDTH ２００１ Electronic Edition SIMON ROMERO, and SETH
SCHIESEL“The Fiber Optic Fantasy Slips Away”The New York Times ,１７February２００２

７ 郵政研究所月報 ２００２．１０



中立的な立場で取引をするモデル 

自ら売買の当事者になるモデル＝“market maker” 

“market maker” 

“お見合い業者” 

〈売り手〉 

〈売り手〉 
〈買い手〉 

〈買い手〉 
4,300＄ 

4,500＄ 

5,000＄ 

4,500＄ 

3,500＄ 

5,000＄ 

4,800＄ 
200＄のもうけ 

5,300＄ 

5,500＄ 

5,000＄ 

5,500＄ 

6,000＄ 

売

り

手

 

買

い

手

 

Offer！ Bid！ 

仲
介
者 

（将来時点）の「ニューヨーク―ロサンゼルス間

の期間１年のDS―３４）」を、２００１年１月のそれの価

格より２２％ディスカウントして提供した。

２．３ 「誰が」取引しているのか？

主な「売り手」は、キャリア（carrier）とよ

ばれる自前の通信設備（特に回線網）を所有して

いる通信事業者や、キャリアズ・キャリア（car-

riers’carrier）とよばれる通信事業者のために回

線を貸与したり、卸売りする事業者である。エン

ロン、ウィリアムズ、ダイナジーといったエネル

ギー系企業がキャリアズ・キャリアに参入したこ

とが特徴的であり、プレーヤーの数や層の厚みを

もたらしただけでなく、彼らがエネルギー業界で

培った市場取引のスキルを通信分野にもたらして

市場取引化への方向付けをし、また主要な取引の

担い手として流動化を促進した。新しい取引形態

をもたらす中心的な役割を果たしたといえる。

主な「買い手」は、キャリア、キャリアズ・

キャリア、ISP（Internet Services Provider）と

よばれるインターネット接続事業者、企業ユー

ザーを始めとするエンドユーザーである。

また、９０年代後半より出てきた新しい取引形態

は、「仲介者」があらわれたことが大きな特徴で

ある。従来は、売り手と買い手の二者間で取引が

完結したのだが、売り手→仲介者→買い手という

ように、仲介者という第三者を介した取引がなさ

れるようになってきたことは、エネルギー系企業

のキャリアズ・キャリアへの参入と同じく、市場

化への動きに大きな役割を果たした。

以下に仲介者のモデル分類について述べる。仲

介者のモデルとしては大きく分けて以下の３つの

タイプがある。

ａ．中立的な立場で取引を仲介するモデル

ｂ．自 ら 売 り 手 や 買 い 手 と な る「market

maker」のモデル

ｃ．物理的な接続ポイント（POI、プーリングポ

イント）の運営

ａは、Web上での商品取引のプラットフォー

ムの運営やブローカーのイメージであり、条件が

合致する売り手と買い手を引き合わせる「お見合

い業者」としての役割をするモデルである。

ｂは、９０年代に活発化したエネルギーセクター

（特に電力）での市場取引経験を武器に通信市場

に参入してきたエネルギー系企業や或いは投資銀

行などの金融セクターのモデルであり、自ら売買

取引の当事者となることが特長である。自らネッ

トワークを構築してネットワークを売買したり、

また売買によるさや取りや裁定取引により収益機

会をとらえている。

ｃは、帯域の物理的交換を可能にする設備の運

営、管理や帯域の容量・質の監視を行うものであ

り、これに特化する業者もいる。

以下、ａ、ｂの分類についてもう少し細かくみ

るとともに、図４にモデルの概念図を示す。ｃに

ついては、後述部分を参照されたい。

４）通信速度４５Mbpsのデジタル専用回線の規格。正確には４４．７３６Mbpsの通信容量を持つ。日本や北米で使われる仕様であり、よ
く用いられる回線として、大企業の拠点間接続や通信事業者間の相互接続などに用いられる。

図４
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買い手 
売り手 

低価格 
価格透明性 
ワンストップ・ 
ショッピング 
柔軟性 

インフラ有効 
活用 
余剰容量処分 
取引先開拓 

低い取引コスト 
（リスク管理） 

ａ．中立的な立場で取引を仲介するモデル

�）B２B bulletin board Web based commodity

trading platform

Web上に設けた独自の取引専用ページにて、

売り手と買い手双方が「売り」と「買い」を提

示し、マッチングさせるシステム。参加者の匿

名性を保つことが可能。

イメージ）Web上でのB２B市場、ｅ―マーケッ

トプレイス

ex）Band―X, RateXchange, Bandwidth.com

�）Broker

�）が主としていわば「場」の提供であるのに

対し、Brokerは売りと買いが成立するように

働きかけ、より積極的に売り手と買い手をつな

げようとする。電話での交渉、bulletin board

の価格チェックなど。こうした業者は商品流動

性に欠ける場合に力を発揮する。

イメージ）町の不動産業者

ex）Prebon, Chapel Hill

ｂ．自ら売り手や買い手となる「market maker」

のモデル

�）売買の当事者（principal）

自前の設備、ネットワークを持ち、また構築し

つつある場合が多い。自ら売買取引の当事者と

なることで、設備構築の補完、過剰設備の処分

をする。通信市場に参入したエネルギー系企業

が、このカテゴリーに入るケースが多い。イ

メージとしては、売買目的でネットワークを構

築、販売している。但し、下記�）の投機的売

買のように実需に基づかない売買差益を目的と

している場合もあると思われる。

イメージ）電力などエネルギーの市場取引をす

る米系エネルギー企業

ex）エンロン、ダイナジー、ウイリアムズ

�）投機者（speculator）

目的は売値と買値の差額による売買差益（“さ

や取り”）や裁定取引であり、実需とは無関係

である。（アメリカの）電力市場においても、

市場の成熟に従って�）から�）へと発展して

いくケースも見受けられる。市場の流動性を増

加する作用も持つ。

イメージ）投資銀行、証券会社

２．４ 「なぜ」取引するのか？～「目的」と「経

緯」～

２．４．１ 「目的」

図５に、売り手と買い手の目的について簡単に

まとめた。また、少々下記に補足しておく。

○売り手の目的

インフラ有効活用、余剰容量処分について

・余剰設備を処分して、資産効率を高めたり、

現金化することが出来る。余剰部分の切り売

りが可能に。

・通信設備の場合、技術進歩により設備の陳腐

化が進みやすく、早期に処分をすることで価

値の劣化による損失を回避出来る。

・将来の需給見通しが不確実な中で、設備の敷

設計画が立てやすくなる。

○買い手の目的

柔軟性等について

・需要のピーク時に備えて常時容量を確保して

おくことは非効率。ピーク時にあわせて容量

を調達出来ると効率的だ。

図５ 目 的
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Bandwidth Trading

1995？（それ以前）～ 
Voice minutes

90年代末 
IP Transit 
Bandwidth（1999～） 

・取引によって調達が可能になれば、自前で設

備を敷設せずともネットワーク化が可能にな

る。

・将来の需給見通しが不確実な中で、予測不能

な需要の拡大や縮小に対処しやすくなる。

２．４．２ 「経緯」

図６に、Bandwidth Tradingのタイムテーブル

を示す５）。

以下に、伝統的な取引形態から新しい取引形態

が生じる過程について概略を述べたい６）。

伝統的な取引形態

価格や契約の特徴について、非常に長い交渉プ

ロセスが必要。合意まで６ケ月以上を要すること

も多かった。また、たいていの契約は１回きりの

単独のものであり、新たに契約をするときにはま

た同じ長い期間の交渉を要した。

○それゆえ、テレコム企業は、この相対の取引を

するために多くの時間とお金を使い、これは決

算上、高い販管費率に反映される。

（テレコム企業の販管費率 ２５％ ＞

アメリカの平均的企業の同比率 １６％）

○さらに、売り手にとって都合のよい契約になり

がちである。

・買い手は、例えば５年など長期間の契約を締

結せざるをえなくなる。

・売り手は、商品を「on a best effort basis」

で届ければよい。

こうした状況は、テレコム業界が置かれた歴史

的土壌によるものであり、Bandwidthは長い間、

独占や寡占状態の巨大テレコム企業であるごく少

数のプレーヤーによってのみ取引されてきた。そ

こでは競争や価格の透明性が欠如しており、既存

キャリアの意図で価格の設定が出来、サプライ側

が利潤を極大化することが可能になる一方で、社

会経済的にはデッドウェイトロスが発生した。

新しい取引モデルの発生～PhaseⅠ～

１９８４年 の「the Bell break―up」や１９９６年 の

「the Telecommunications act」によって競争が

促進されるようになり、既存キャリアや新規参入

者の間で競争がおこり、価格低下がもたらされた。

また、DWDMのような新技術によって供給量が

急速に増加し、さらに価格が低下した。

ブローカーたちは、テレコムマーケットにおい

て、より需給の一致を促す方法があるのではない

かと考え、より洗練した仕組みを作る動きへ発展

した。Band―XやRateXchangeなどが、ミニッツ

取引を皮切りにオンライン取引を構築した。売り

手が匿名で余剰のキャパシティを処分できる簡単

なbulletin board（掲示板）が登場。

新しい取引モデルの発生～PhaseⅡ～

その後、エンロンのようなエネルギー系企業が、

テレコム市場の規制緩和の流れを電力やガス市場

の自由化の流れとよく似ていることに目を付けた。

Bandwidthは既に市場化した電力と似ており、

また電力市場よりも儲ける余地は大きいのでは

ないか？

５）尚、ここで「Bandwidth Trading」という場合、「ボイス・ミニッツ」（Voice Minutes）、「IPトランジット」（IP Transit）、
「帯域幅」（Bandwidth）の３つの形態を包括的にとらえ、それらを仲介者介在の取引や市場に近い取引といった新しい取引
モデルで取引をすることを意味する。

６）参考：Filippo Ilardi（２００１）“BANDWIDTH TRADING: MARKET ANALYSIS AND PRICE VOLATILITY MODELING”
THE FLETCHER SCHOOL OF LAW AND DIPLOMACY

図６ Bandwidth Tradingのタイムテーブル
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〈Bandwidth Market, LtdのHPを参考にしたイメージ図〉 

ロサンゼルス～ニューヨーク間　容量DS―3
売買の別 詳細情報 価格 

売り 
買い 
売り 
買い 

＄6,204 
＄6,044 
＄6,800 
＄6,500

（しかし、どちらの業界も長い間規制下におか

れ、既存企業は自分の製品の「コモディティ化」

を望まなかったことを付言しておく。）

新技術や多くの投資により、更に洗練された取

引へと至った。

・リアルタイムでの取引を可能とするトレー

ディングプラットフォーム

・プーリングポイントのような物理的な接続ポ

イント

など

１９９９年１２月エンロンは、グローバルクロッシン

グとの間でニューヨーク―ロサンゼルス間の

Bandwidthの取引を初めて自動的な取引によって

成立させた。

３ 帯域取引～PhaseⅠ～

先述したように、帯域取引の形成・進展には２

つの局面があると考える。

第一局面は、従来の事業者同士の顔の見えた相

対ベースでの伝統的スタイルから、主に中立的な

仲介者の介在する、取引を円滑にする仕組みが登

場したところである。

規制緩和などにより新規参入者が増え、既存事

業者と新規参入者の間で競争が生じた。そうした

流れの中で、Band―XやRateXchangeのような中

立的な仲介者が、より需要と供給を円滑に一致さ

せる仕組みを作った。それは、Web上での商品

取引プラットフォームであったり、電話などによ

るブローカーの手法であったりするのだが、共通

するのは、中立的な仲介者が需給の一致を円滑に

見い出せるような仕組みをもたらしたことである。

特に、Web上での商品取引プラットフォームは、

Webのもつオープンな特性を利用して、多数の

参加者が一同に会し価格を提示し合うという、一

種の「市場」とも呼べる状態を作ったことは画期

的なことであった。これは、Bandwidthが商品

化・市場化していく上での重要な要素であり、大

きな契機をもたらしたといえよう。

図７に、Web上での商品取引プラットフォー

ムのイメージ図を示す７）。「ニューヨーク―ロサン

ゼルス間の期間１年のDS―３の帯域」という商品

に対し、売り手と買い手が「売り」「買い」の別

と価格を掲示板に書き込み、その画面を見た売り

手ないし買い手が自分の条件と一致する業者と

（仲介者を通じるか直接に）契約をするというも

のである。条件の細部については個別交渉をする

シーンがあるかもしれない。

４ 帯域取引～PhaseⅡ～

４．１ PhaseⅡ概観

以下、帯域取引の第二局面について述べる。第

二局面は、エネルギー系企業の参入の局面である。

彼らは、エネルギー分野で培ったトレーディン

グ・スキル、金融スキルをもって、通信分野に

キャリアズ・キャリア（或いはキャリア）として

参入し、通信回線などの取引に自らのスキルやフ

レームを応用しようとした。これは、エネルギー

が“コモディティ”として市場で取引されるのと

図７ Web上での商品取引プラットフォーム

７）参考：（http:／／www.bandwidthmarket.com）
尚この例については、筆者がWeb上で見た範囲に多少推測が入っていることを付記しておく。
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同じような効果をもたらそうとしたものといえ、

「通信回線などについてもコモディティとして市

場で取引する」ことを目指そうとしたものであり、

まさに商品化・市場化への極めて重要な局面で

あったといえる。

もちろん、第一局面も帯域取引の形成・進展に

は欠かせないものだが、実は第二局面こそが

Bandwidthが本格的に商品として市場取引される

上で、更に大きな意義のある局面といえる。極論

すれば、第一局面は単に円滑に取引をする局面で

あるのに対し、第二局面はBandwidthをコモディ

ティとして流動的に市場取引をすることを試みた

局面といえよう。ここで、「試みた」と述べたの

は、以下にも述べるように、やや志半ばで倒れか

けつつ現在に至っているからである。また更に後

述するように、完全に倒れたわけではない。立ち

直って志が軌道に乗るにはいくつかの課題を克服

することが必要である。

１９７０年代後半から１９９０年代にかけて特に欧米に

おいて、天然ガスや電力のエネルギー分野で、厳

しい規制環境から自由な競争市場へと規制緩和が

おこなわれた。この規制緩和により競争が促され、

市場参加者が増え、供給者と需要者をつなぐ仲介

者が出てくるようになった。

天然ガスでは、トレーディング市場でマーケ

ターが圧倒的なシェアをもち、彼らが供給者から

購入して需要者に販売することにより、以前はパ

イプライン会社が担っていたマーケティングの役

割を果たすようになった。また、電力においても

「パワーマーケター」と呼ばれるプレーヤーが、

供給者から買い集めて需要者に販売し、以前は発

電事業者が行っていたマーケティングの役割を果

たすようになった。このパワーマーケターは、燃

料、天候、電力コスト、需給などについて独自の

予測を立て、自らリスクを引き受けて売り買いを

して、取引の差益などあらゆる利益機会をとらえ

ることを目的とした、まったく新しいビジネスス

タイルをとるプレーヤーであり、電力自由化の象

徴ともいえる存在である。これは、単に供給者と

需要者を引き合わせて自らは基本的にリスクをと

らないブローカーやマーケットプレイスのような

中立的な仲介者とは、大きな違いがある。

実は、こうしたエネルギー分野で活躍したエネ

ルギー系企業が通信分野に参入し、エネルギー分

野で培ったモデルやスキルを通信分野に応用して

いった。こうすることにより、天然ガスや電力を

コモディティとして市場でトレーディングしたの

と同様に、Bandwidthについてもコモディティ化

して市場取引ないし市場でトレーディングをしよ

うと試みたのである。彼らは積極的に市場の作り

手になり、さらに市場の流動化、活性化を促そう

とした。実際彼らの存在なしには、市場としての

立ち上がりのドラフトは描かれなかったであろう

し、ある程度まで流動性をもたらすことすら困難

であっただろう。

ここで彼らが目指したものは、１つ目は帯域の

コモディティ化、日常商品化である。例えば電力

取引所ならぬ帯域取引所の創設や帯域幅上場

（ex. 銘柄：「ニューヨーク―ロサンゼルス間の

期間１年のDS―３」の上場）等を実現することで、

いつでも価格がクリアーになっており、そこで

売ったり買ったりすることが出来る状況を作り出

そうとした。２つ目は、これはさらに先の話にな

るが、「エネルギー・デリバティブ８）」、「エネル

ギー・リスクマネジメント」ならぬ「帯域デリバ

ティブ」、「帯域リスクマネジメント」を作り、彼

８）通貨、債券、株式、商品などの本源的資産に対して、その価格変動を対象とした取引契約を派生商品（デリバティブ）という。
資産価格の変化にともなうリスクを管理する目的で開発されたものである。金融用語としては「金融派生商品」を意味し、具
体的には先物やオプション、スワップが代表的なものである。
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らがエネルギー分野で磨き得意とする金融スキル

で、さらにビジネスチャンスの拡大を図ることに

ある。この２つ目のデリバティブ市場は、１つ目

のいわゆるスポット市場つまり現物市場よりも、

一般に取引規模が大きく巨額の資金が動くため、

リスクも大きいが収益機会やビジネスチャンスも

大きい。

後にも述べるように、スポット市場の発展とデ

リバティブ市場の発展は、お互い表裏一体、相互

補完の関係にあり、どちらの発展もお互いの発展

があってこそ達成されるものである。但しデリバ

ティブ市場は、スポット市場がきっちりしてない

と成立すら難しくなるものであり、発展の順番と

しても、スポット市場からデリバティブ市場へと

発展していくものである。そしてデリバティブ市

場が発展することにより、スポット市場も厚みが

出来、さらに発展していくことになる。

以上彼らが目指そうとしたものを述べたが、試

みはどの程度達成しただろうか。初期はそれなり

に熱気を帯び、彼らの意図が反映されたところも

ある程度認められるものの、ここ１～２年程度で

急速に市場は停滞、冷めており、現時点では試み

は総じてあまりうまくいっていないという評価が

適当だろう。後述するように、この状態を脱する

には大きなステップアップが必要である。具体的

にどの程度まで彼らの試みが実現しているかはい

ろいろ意見があろうが、少なくとも２つ目のデリ

バティブ市場にまでは至っていないし、１つ目の

帯域のコモディティ化、市場化についても、方向

性としてはその方向にあるが、実現に関しては道

半ばであるといえよう。なぜうまくいっていない

かについては後述するが、彼らの功績として少な

くとも「方向性を付けた」ということはいえ、そ

の意義は決して小さくないと考える。

４．２ PhaseⅡにおいてもたらされたもの

PhaseⅡにおいてもたらされたものとして、特

徴的なこと３点について以下に述べたい。

４．２．１ 物理的な接続性、迅速な提供

Bandwidthにおいては、特にインフラであるが

ゆえに接続や交換を柔軟にするのは難しいが、こ

の接続や交換の柔軟性を解決する「画期的な」仕

組みがプーリング・ポイント（Pooling Points）

である。プーリング・ポイントは、元々はエンロ

ンが名付けた言葉であり、Point of interconnec-

tion（POI）を意味する言葉として広く使われる

ようになり、Bandwidth Traderの物理的接続を

可能にするポイントとして不可欠なものとなって

いる。

伝統的なコロケーション施設は、変化する

Bandwidthの取引をしたり、商品の質を計るよう

には出来ていない。また伝統的な接続施設では、

匿名での取引はたいてい不可能であった。これに

対し、プーリング・ポイントは物理的交換を匿名

で、リアルタイムかつ自動的に、また遠隔から可

能にならしめるものである。また、接続された

Bandwidthの質を監視する機能も持っており、

QoS（サービスの質）の問題を解決する一助にも

なる設備である。

当初エンロンがこのプーリング・ポイントを作

り、Bandwidth市場の発展スピードを早めようと

各地にプーリング・ポイントを作った。実は、こ

のプーリング・ポイントの考え方は、電力の取引

市場である「プール市場」とよく似ている。売り

手となる供給者と買い手となる需要者が各々、接

続地点であるプーリング・ポイントにつなげてお

くことにより、需要者は価格の状況等に応じてリ

アルタイムで供給者を変えることが出来るように

なる。つまり需要者は、低い価格を提示する供給

者がいた時に、即座に高い価格の供給者の帯域か
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〈電力プール市場の概念図〉 

〈帯域取引プーリング・ポイント（pooling point）の概念図〉 

発電所 発電所 発電所 発電所 

需要者 需要者 需要者 需要者 

プール市場 

キャリアAの 
ネットワーク 

プロバイダー１ 
のネットワーク 

プロバイダー２ 
のネットワーク 

キャリアBの 
ネットワーク 

キャリアCの 
ネットワーク Switch！ 

プーリングポイント 

NY迄 
４千＄ 

NY迄 
５千＄ 

Los迄 
７千＄ 

ら低い価格の供給者の帯域に乗り換えることが出

来るのである。これは、電力のプール市場におい

て需要者と供給者が価格に応じて柔軟に組み替え

られる仕組みとよく似ており、おそらくこの概念

を通信分野に持ち込んだのであろう。先述したよ

うに、仲介者のタイプの１つとしてプーリング・

ポイントの運営を挙げたが、中立的に運営するこ

とに特化した仲介者もあらわれている。

図８に、電力のプール市場と帯域取引のプーリ

ング・ポイントについての概念図を示す。

４．２．２ 「マーケット・メーカー」のモデル

天然ガスや電力において、「マーケター」と呼

ばれる仲介者がトレーディング市場で主要な役割

を持っていることは先に述べた。特に電力におい

ては、「パワーマーケター」と呼ばれるプレー

ヤーが自らリスクを引き受けて、取引の差益など

あらゆる利益機会をとらえるべく売買をしている。

こうしたモデルは、この帯域取引の世界では

「マーケット・メーカー」（market maker）と呼

ばれる形で受け継がれている。先に仲介者のとこ

ろで、中立的な立場で取引を仲介するモデルと自

ら売り手や買い手となる「market maker」のモ

デルの違いを説明した。

「マーケット・メーカー」のモデルとして、「売

買の当事者（principal）」と「投機者（specula-

tor）」を挙げたが、帯域取引においては、純粋に

売買差益や裁定取引のみを目的にした「投機者」

のタイプは、未だ明確な形では殆どないのではな

いかと推測する。主たる「マーケット・メー

カー」は、主にエネルギー系企業がとる「売買の

当事者」のモデルであり、販売することを目的に

自らのネットワークを構築して不足するものや

余ったものを売買し、また売買差益が見込めると

ころでは差益を取りに行くスタイルをとるものが

主流だろう。しかし、市場が成熟・発展していけ

ば、「投機者」のモデルが出てくることになろう。

４．２．３ コモディティ化、トレーディング化

彼らが目指したものは、帯域のコモディティ化

でもある。要は、いつでも価格がクリアーになっ

ており、自由に売ったり買ったりすることが出来

る状況を作り出そうとした。ガス、電力を「コモ

ディティ」として市場で取引したように、Band-

widthについても「コモディティ」として取引す

ることを意図した。彼らは、ガスパイプラインに

ファイバ網を持つケースが多く、それに購入した

Bandwidthを加えてネットワークを構築して販売

したのだが、これはあくまでBandwidthをコモ

ディティとして扱おうとするものである。

しかし、Bandwidthの場合難しいのは、コモ

ディティとして扱う反面、それはインフラでもあ

るということだ。電力の場合、あくまで電力がコ

モディティなのであり、それを作る発電所なり送

電線のようなインフラとは違う。電力価格が下が

り採算に合わなくなれば、インフラを処分すれば

よい。それにより、設備負担を減らすことが可能

であり、負担を減らして採算の合う発電所でのみ

電力を作っていけばよい。しかし、Bandwidthの

場合コモディティでもありインフラでもあるとい

うことは、Bandwidthの価格が下がり採算に合わ

図８ プーリング・ポイント
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なくなったとしても、それはそのままインフラが

凍り付き身動きがとれなくなるということを意味

する。

このコモディティ化の試みは、この分野におい

ては試み自体が革新的であったのだが、ある程度

はそれらしく反映されてきているものの、まだコ

モディティにはなっていない。リアルタイムで需

給をマッチングさせるシステムなどは、コモディ

ティ化の一つであろう。コモディティになってい

ない理由については、市場化への障害の項で述べ

たい。

４．３ PhaseⅡで目指そうとしたもの

先述したようにPhaseⅡで目指そうとしたもの

は、帯域のコモディティ化と帯域取引における金

融手法の活用である。以下、コモディティやデリ

バティブなどの金融手法、リスクマネジメントの

観点から、その意味を考えたい。

４．３．１ 商品（commodity）の特性

先 述 し た よ う に、商 品（commodity）に は

「fungible」（代替可能な）という性質が必要で

ある。つまり、区別しえない同等なものがあると

いうこと、代替可能なものがあるということが必

要である。そうした場合、選択が唯一価格

（price）のみに基づいて決められることになる。

完全に効率的な市場では、多数の買い手・売り

手の間で取り引きされる。価格を影響するほどの

大きな存在はおらず、非対称情報も存在しない。

利得幅（profit margin）は、取引コスト（trans-

actions costs）に等しくなる。高度に効率的な市

場の例は、穀物市場や短期国債市場である。

Bandwidthのコモディティとしての性格として

は、特徴的なものとして以下の点がある。

�１ 貯蔵できない、腐りやすい

（「cannot be stored」、「perish」）

帯域がある時点に持つ経済的価値を保存する

ことは出来ない。ある特定の一瞬におけるある

特定の帯域は、それを使用しなければ、価値を

享受せずに終えてしまう。

この性質は航空席やホテルの空室とよく似て

おり、また基本的には貯蔵が困難な電力とも似

ている。穀物はある程度まで貯蔵がきくので、

やや異なる。

貯蔵が出来ないという性質は、価格のボラ

ティリティ（変動可能性）が高くなることをも

たらす。

�２ 地理的制約

すなわち、点と点を結ぶ直線は唯一つである

ように、ある地点とある地点を結ぶ帯域も極論

すれば唯一つで、完全に同一の商品はないとい

える。

“品種の異なるとうもろこし”のようなもの

といえ、「not fungible」の性質にいきついてし

まう。

�３ インフラの陳腐化→「安定的でない」

通信業界は技術進歩のスピードが早く、さら

に新技術の開発により旧技術によるインフラが

無価値になってしまうこともある。こうした

「商品自体が消える、陳腐化する」特性は

「no static」（安定的でない）として、安定的

なエネルギー商品とは対照的である。

�４ 質の問題

Bandwidthの場合、同じ条件の帯域であって

も品質にばらつきがあることが多く、質につい

ての合意が必要になる。こうした問題はQoS

（Quality of Service）の問題と言われるが、
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質についての基準作りや質の保証が必要になる。

しかし、現在のところ未だ試みは途上であり、

この解決は次のステップへの必須事項である。

同質性が保証されないと、「fungible」でなく

なってしまう。

�５ 接続性（コネクティビティ）の問題

商品がfungible（代替可能）になる為にも、

相互接続が必要である。プーリング・ポイント

が解決の糸口だが、数はまだ少ない。また

Bandwidthの場合、質の異なるネットワークを

相互に接続しあった場合、うまく機能するかど

うかの問題がある。

Bandwidthは、商品化に必要な「fungible」で

あることを難しくする特性を固有に持っているこ

とは興味深い。また、「not static」である点は電

力やガスと大きく異なる点であり、電力などと似

ているものとして並び称せられるBandwidthも電

力とは異なる点があることに注目する必要がある。

つまりここで述べたいことは、Bandwidthはその

固有の特性があるために、その性質を十分踏まえ

た上でそれに応じた商品化をする必要がある。単

に電力の考え方をBandwidthに当てはめればすむ

わけではない。

４．３．２ リスクマネジメント

経済活動においては多くの不確実性が存在する。

「不確実にしか予見できない事象によって被る損

失の可能性」のことを「リスク」という。一般に

ボラティリティ（変動可能性）が高いほど「リス

ク」は大きい。リスクに大きく業績が左右されて

しまう状況では、安定した経済活動を行っていく

ことが出来ない。そこでリスクを測定・把握した

上で、適切な取り組みを考えることが必要になり、

この取り組みの過程を「リスクマネジメント」と

いう。そこに「金融工学」という学問が貢献して

いる。

それでは、「リスク」にどう対処するか。基本

的には「分散」と「移転」に大別される。リスク

の分散は、「大数の法則」にもとづき、多数のも

のを組み合わせてリスクを減少させようというも

のであり、分散投資はこの原理に従っている。ま

たリスクの移転は、人によってリスク選好度が異

なることから、リスクを回避しようとする者から

リスクを負担しようとする者へリスクを転嫁する

ことである。先物やオプション、スワップのよう

なデリバティブ（金融派生商品）の活用は、この

原理にもとづくものである。

４．３．３ 帯域取引におけるリスク

では、帯域取引においてはどのようなリスクが

考えられるだろうか。

売り手

�１ 余るリスク、腐るリスク

帯域の性質として、貯蔵できず腐りやすい

性質があるという点について先述した。帯域

がある時点に持つ経済的価値を保存すること

は出来ないゆえ、売り手としては、帯域が余

ることのないように最大限に売りさばいたり

貸しさばくニーズがある。つまり、「空いて

いる設備を眠らさずに資金化」しようとする。

�２ 価格低下のリスク

供給過剰による価格低下のリスクがあり、

また技術進歩による価値低下、価格低下のリ

スクがある。

買い手

�３ 不足するリスク

・ピーク時に帯域が不足するリスク

確保した帯域では、利用がピークに達し

た時などに不足するリスクがある。

・将来急激な需要増加に伴い不足するリスク

トラフィックのデータ容量の増加、イン
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穀物、貴金属など一次産品 

為替、金利など金融取引 

石油、ガス、電力などのエネルギー商品 

通信帯域幅、天候、排出権などニューコモディティへ 

ターネット人口の増加などにより、見込み

で確保した帯域では間に合わなくなるリス

クがある。

�４ 価格上昇のリスク

超過需要により、価格が上昇するリスクが

ある。

�２や�４の価格変動のリスクは、デリバティブ取

引によってリスクをヘッジ（回避）することが可

能になる。�１や�３は流動的な取引市場が出来て、

またデリバティブを適宜活用することによりリス

クの解決が可能になる。

４．３．４ 金融工学的な考え方の応用について

先に述べたデリバティブなどによるリスクマネ

ジメントは金融工学の主要なテーマである。金融

工学は、近年デリバティブにまつわる負の事件が

相次いだため、ややマイナスのイメージをもたれ

ることもあるが、少なくとも以下の２つの重要な

役割を提供する。

�１ デリバティブに代表される金融手法の活用に

より、リスクのヘッジを図る。

�２ リスク管理体制の整備

リスク管理の指標（ex. バリュー・アッ

ト・リスク）を整備し、社内リスク管理体制

を構築する。

会社は多くのリスクにさらされている。またデ

リバティブを使用してリスクヘッジを図った場合

でも、過去リスクヘッジ目的の取引においても損

失事例があるように、デリバティブ自体にもリス

クがあり、また使い方次第では大きなリスクにも

なる。そこで、逐一いまどのくらいのリスクを背

負い、それは会社として適当な水準か否かを把握

し、対処方法を準備しておくことは非常に需要で

ある。

またすべてのリスクを回避することが必ずしも

望ましい訳ではなく、手数料等でむしろコスト高

になる面もある。またリスクをとらないことでリ

ターンの機会を逸し、価格競争力の低下につなが

ることもある。よって、「企業としてどの程度の

リスクまでなら許容できるか」を決め、管理する

ことが重要になる。

４．３．５ 「コモディティ化」と「デリバティブの

活用」の潮流

コモディティ化、さらにそこから先のデリバ

ティブなど金融手法の活用は自然な流れであり、

エネルギー系企業が意図した目的地でもある。実

際、コモディティ化され市場取引がなされるよう

になると、供給者にしても需要者にしても、刻一

刻と価格が変動するリスクにさらされ、リスクを

マネジメントするニーズが生じる。リスクを回避

したいと思えば、例えばリスクを「移転」するべ

く、デリバティブを活用するということになろう。

古来より穀物を始めとした一次産品から始まり、

石油・ガス・電力などエネルギーを経て、今日、

Bandwidthや天候・排出権のような環境に至ると

ころまで、コモディティ化とデリバティブの活用

の流れがある。大まかに概念化すると、まず１対

１の相対取引から始まり、それがコモディティと

しての性格を帯びてくると、市場取引がなされる

ようになり、さらにデリバティブなどを活用して

リスクマネジメントをするようになる（図９、１０、

１１参照）。

図９ コモディティ化とデリバティブ等の金融手

法の活用の潮流
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４．３．６ 帯域取引におけるデリバティブの基礎的

活用例

それでは帯域取引において、デリバティブの活

用としてはどのようなものが考えられるだろうか。

基礎的には、他の商品でもそうであるように、先

物・先渡し、スワップ、オプションの３種類であ

り、そこから発展系、融合系などに派生していく。

帯域取引では現在までのところ、先述した「資産

の交換」という形でのスワップ取引がなされ、ま

た先渡し取引がごく一部において発生しているよ

うである。他のデリバティブについては、リスク

マネジメント手法を提供する企業が個別・相対的

に実現させている可能性はないとはいえないが、

現段階ではたとえあったとしてもごく限られた存

在であろう。いずれにしても帯域取引におけるデ

リバティブの活用の実例は、スポット市場（現物

市場）すら道半ばである現状において、「資産の

交換」という形でのスワップ取引を除けば、殆ど

表面化していないようである（企業が広告でデリ

バティブを掲げているケースは散見される）。

�１ 先物（フューチャー）、先渡し（フォワード）

将来の帯域の価格を現時点で決める取引である。

先物取引と先渡し取引は、基本的な原理、機能

は同一であるが、前者が契約内容が標準化されて

いる取引所での取引であるのに対し、後者は特定

の相手との間の相対取引であるところが大きな相

違点になっている。

先物取引については現在存在しない。しかし近

い将来、銘柄：「ニューヨーク―ロサンゼルス間

の期間１年のDS―３、１年後渡し先物」の上場が

実現するという可能性はある。先渡し取引につい

ては、ごく一部において発生しているようである。

例えば先述したように、TFS Telecomsは、２００２

年１月スタート（将来時点）の「ニューヨーク―

ロサンゼルス間の期間１年のDS―３」を、２００１年

１月のそれの価格より２２％ディスカウントして提

供したようである。

�２ スワップ

お互いの手持ちの「資産の交換」という形は既

図１０「コモディティ化」と「デリバティブの活

用」の潮流

相対取引

店頭取引
→

取引所取引

市場取引
→

デリバティブなどの金

融手法の活用、デリバ

ティブ商品の発生

米 相対・店頭取引→堂島米会所 先物取引の発

生（１７３０～）

石 油 メジャー・OPECの価格支配→ニューヨー

ク・マーカンタイル取引所（NYMEX）での

先物上場（１９７８）

電 力 独占企業など→英国市場（１９９０）、ノルド

プール（１９９３）、北米市場（９０年後半）→先

物・オプション・スワップ取引NYMEXで先

物契約上場

通 信 独占企業など→オンライン上での市場（１９９０

s後半）→先渡し（フォワード）取引、ス

ワップ取引

天 候 「天候に関わるリスクを商品化」

１９９７年米にて初取引→１９９９年 シカゴマーカ

ンタイル取引所（CME）で天候デリバティ

ブ上場

排出権 「有害等物質の排出権を商品化」

SO２（二酸化硫黄）の排出権取引（１９９０s後

半）→デリバティブ市場

CO２……２００２年４月に英国国内取引開始

図１１ エネルギー・テレコム産業における取引形
態推

店頭取引
先物市場

デリバティ

ブ市場当事者間 仲介者介在

石 油 １９７０年代後半 １９７８年 １９８５年

ガ ス １９７０年代
前半

１９８０年代
半ば １９９０年 １９９１年

電 力 １９６０年代
後半

１９９０年代
前半

１９９０年代
半ば

１９９０年代
半ば

テレコム １９８０年代
後半

１９９９～２０００
年半ば ？（注１） ？

（注１）「市場」という形ではないが、相対・店頭での先渡
し取引は発生しているようである。

出所：Williams CommunicationsのSharon T. Crow氏の２０００
年６月のプレゼンテーション資料を参考に作成

１８郵政研究所月報 ２００２．１０



に発生している。将来的には、金利の場合によく

用いられる変動金利と固定金利のスワップと似た

手法で、変動するリース価格の固定化や固定リー

ス価格の変動化といった取引が出てくるかもしれ

ない。

�３ オプション

オプションは「選択権」を意味するものだが、

特徴的なことは、選択権そのものを売買すること

にある。具体的には、プットオプション（売る権

利）、コールオプション（買う権利）を売り買い

する。オプションを買う側は、オプションはあく

まで権利なので、権利を行使するかしないか選択

することが可能であるが、権利の対価としてオプ

ション料を支払う必要がある。逆にオプションを

売る側はオプション料を獲得出来る一方、オプ

ションを行使された場合、損失がかなり大きくな

る可能性がある。オプションの売買の持つ意味は、

価格の上がり下がりのリスクを買い手が売り手に

転嫁するということにある。

電力などにも登場しているオプションではある

が、帯域取引においては、現段階ではオプション

取引の実例はほとんどないようだ（企業が広告で

掲げているケースは散見される）。

・売り手の行動……プットオプションの買い、

コールオプションの売り

・買い手の行動……コールオプションの買い、

プットオプションの売り

�１、�２、�３の発展系、融合系として、オプショ

ン取引を組み合わせたカラー（collar）やスワッ

プとオプションを組み合わせたスワップションな

どがある。

５ 帯域取引～現状と将来～

５．１ 帯域取引市場の現状

帯域取引は、ここ１～２年ほどの間に急速な価

格の低下と市場の停滞・硬直化がみられる。ルー

トにもよるが、価格は低下傾向にあり（いくつか

のルートでは急激に低下）、また低下の仕方も概

ね一方向の低下をしている。

こうした状況下では、売り手は余剰のキャパシ

ティを売ることが更なる価格の低下を招くため、

売るインセンティブを欠く。また、買い手は価格

の低下が続くものとして、積極的に買うことを控

える。このため、市場が機能不全をおこし、取引

が沈滞化している。ITバブルの崩壊とITドット

コム企業の破綻などにより、ますます市場は沈滞

化しており、初期の帯域市場形成の盛り上がりが

冷め切った状況になっている。帯域取引のような

市場取引は成立しないという見方と今後市場が復

活して成熟していくという見方が両端にあり、現

状はその間で揺れて確たる将来像は分からないと

いうところであろう。ただし、（何年かかかるも

のの）将来的に帯域の本格的な市場取引が実現す

るという見方は多いようだ。

５．２ 市場が硬直化している要因、本格的市場化

への障害

以上、現状の市場が停滞・硬直化・非流動的で

あることを述べたが、その要因はどこにあるのだ

ろうか。以下に主な要因を簡単に記す。

�１ キャリアとトレーダーの協力の欠如

Bandwidth固有の性質（たとえば質の問題や接

続性の問題）から、トレーダーだけの観点からの

市場作りでは行き詰まる。市場作りにはキャリア

とトレーダー両者の協力が欠かせない。

しかし現在のところ、特にキャリア側が価格の

透明性が高まることを嫌うため、市場の創設に消

極的であり、両者の対話は乏しいようである。従

来の手法を好むキャリアをいかに市場に呼び込ん

でいくかが重要になる。
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�２ 需給のインバランス９）

アメリカでは、帯域はlocal loop（地域網）で

は需要超過であり、供給の遅れが需要の増加を抑

え、ひいてはlong haul（長距離網）に需要が波

及しなくなっている。つまりlocal loopでは、帯

域需要は高まる一方なのに対し、既存の通信網は

データ通信に不向きな古いSONETのネットワー

クであり、またラストマイルのブロードバンド化

もコストが高いため、供給が不足して需要超過の

状況である。それに対しlong haul（長距離網）

では、回線の敷設コストが安く敷設が簡単である

ため供給は多く、需要はlocal loopがボトルネッ

クになっている。価格の「一方向的な」低下は、

このlocal loopとlong haulにおける需給のインバ

ランスから説明されうる（１９９８年以降、Band-

widthの供給の増加は４００倍であるのに対し、需

要の増加は２０倍であると一般に言われている。）。

local loopのボトルネックがlong haulの需要を抑

え、価格を低下させているのだ。ちなみに、市場

取引や価格の透明性の高まりは価格低下の「ス

ピード」を高めたにすぎず、価格の一方向的な低

下の理由の説明にはならない。需給のインバラン

ス解消には、local loopのボトルネック解消が必

要である。

�３ 標準の欠如……質の基準、標準契約の欠如

質の基準や標準契約を作る試みは始まっている

ものの、きっちりした業界標準の成立はまだまだ

先の話である。

質や契約等の標準、規則を作る業界組織として、

主に中立的な仲介者に分類される業者で構成され

る「eBTO」と主にマーケット・メーカーに分類

される業者で構成される「BTO」があり、各々

独自に標準を作ろうとしており、現状互いに対立

している。master agreementのような標準契約

については、「eBTO」、「BTO」、キャリアの三者

が三様に作っており、このままでは流動的な市場

は出来ないだろう。

�４ Bandwidthの商品としての特性

特に「not fungible」である点と「not static」

である点により、コモディティ化が難しい性質を

持っている。

�５ 接続インフラが限定的、相互接続の欠如

プーリング・ポイントは画期的な仕組みで、接

続の問題を解決してリアルタイムな取引を可能に

するが、現状ではプーリング・ポイントの数が不

足している。

�６ 迅速な提供→改善の方向

迅速で柔軟な提供については、プーリング・ポ

イントによりリアルタイムでの提供が可能になり、

改善の方向に向かっている。例えば、Yipesは現

在３時間でBandwidthを提供出来るが、最終目標

は３秒にまで縮めるとしている。しかし、上述の

ようにプーリング・ポイントの数は未だ不足して

いる状況にある。

�７ 資本市場の収縮→資金調達困難、信用リスク

の問題

ITバブルの崩壊などにより資本市場は収縮し

ており、IT関連企業は資金調達が出来ず、供給

サイドも需要サイドも意気をそがれている。また、

新興企業などの信用リスクの低下が取引の成約を

困難にしている（契約事項を果たせるかどうかの

懸念があるため）。

９）参考：Filippo Ilardi（２００１）“BANDWIDTH TRADING: MARKET ANALYSIS AND PRICE VOLATILITY MODELING”
THE FLETCHER SCHOOL OF LAW AND DIPLOMACY
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５．３ キャリアが市場取引に参加したがらない問

題

５．２で市場が硬直化している要因を述べたが、

その最大の要因は、最大のプレーヤーグループで

あるキャリアが価格の透明性が高まることを嫌い、

市場に参加したがらないことだと考える。従来の

相対での取引（価格交渉力を維持した形での取

引）のメリットを積極的に放棄したくなく、市場

化には抵抗的である。実際、現在のBandwidthの

市場取引の約３分の２はエネルギー系企業に代表

されるマーケット・メーカー間での取引にとどま

り、キャリアの参加は非常に限定的であるとの意

見もある。

しかし帯域取引が進展するに従って、買い手は

よりよい選択肢の提供を求めるようになるだろう

し、新しい需要層（ex. コンテンツプロバイ

ダー）の需要に対して仲介者のみで解決出来るよ

うになれば、キャリアのポジションが取って代わ

られる可能性もある。こうした市場の圧力が高

まっていけば、キャリアも従来の態度のままでい

られることは難しく、自分の得意分野・専門分野

に特化する戦略（ワンストップショップからの転

換）や、或いは市場に参加する戦略など、戦略の

転換を迫られるのではないかと思われる。

５．４ Bandwidth glut？（帯域は過剰か？）価

格は今後も下がり続けるのか？

現在のところ、主要ルートでは価格が低下する

傾向にあり、一部ルートでは供給過剰感は否めな

い。しかし、今後の帯域需給はどうなるのかにつ

いては、下記のような要因等により予測が困難で

あり分からない。

○供給側の要因

・技術革新による急激な帯域容量の拡大の可

能性がある（例：DWDM）。

・先述したlocal loop（地域網）のボトル

ネックが解消されれば、long haulの需給

は引き締まっていくだろう。

○需要側の要因

・idle capacity（余分の容量）の問題

需要側は、不慮の事態の時にもネット

ワーク・アベイラビリティを確保するため

に、余分の容量をもつ傾向にある。また特

に従来は、契約の成立からデリバリーまで

時間がかかっていたために、将来の必要量

が不確実な中で一時に調達しようとして、

余分の容量をもつことにつながった。こう

した購入したが未使用である容量が相応に

存在するため、将来の需要予測を困難にし

ている。

・将来のインターネット人口やデータ容量の

指数的増加により、供給を上回る需要の可

能性もある。

価格は永遠に下がり続けることはないが、帯域

は技術革新の要因もあり中長期的に下降トレンド

になる可能性は否定出来ない。しかし市場化への

障害が解決されれば、帯域需要の莫大な増加も予

測されるために、価格が上下変動するだろうとい

う見方もある。遠くない将来に流動的な市場

（liquid market）が到来する可能性はある。但

し繰り返しになるが、そのためには市場化への障

害を克服することが必要である。

５．５ 価格が低下している局面で、デリバティブ

は有効か？

例えば、現在のように価格が低下している局面

において、デリバティブはリスクヘッジに有効な

のだろうか？

価格が低下している局面において、主に以下の

リスクがあると考えられる。

Ａ．価格が変動するリスク

Ｂ．価格が下がる程度が見込みはずれになるリス

２１ 郵政研究所月報 ２００２．１０



変動コスト 固定料金 

為替 

NY LDN

東京 

キャリア 顧客 帯域取引 
市　　場 

先物やオプションを利用すれば、現時点での回線調達 
コストを固定することが可能。 

東京、ニューヨーク、
ロンドンの拠点を結ぶ
ネットワークを一括固
定料金で求める 

東京―ロンドン、ニュー
ヨーク―ロンドンは、回
線を持たないので、市場
より調達 

キ
ャ
リ
ア 

キ
ャ
リ
ア 

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー 

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー 

金
融
機
関 

金
融
機
関 

変動リース料 変動料金 

固定料金 

変動料金 

固定料金 固定リース料 

（１）貸し手 → 変動料金の固定化 

（２）借り手 → 固定料金の変動化 

ク

・「予想より価格が大きく低下してしまうリス

ク」

・「予想ほどには価格が低下してしまわないリ

スク」

以下、基礎的なデリバティブを用いてどのよう

にリスクをヘッジするかを、他のコモディティで

使われているデリバティブを帯域取引にあてはめ

る形で簡単に説明したい１０）。

Ａ．価格が変動するリスク

このリスクのヘッジには、先物、オプション、

スワップの３つが考えられる。

○先物、オプション

図１２のように、多国籍企業がグローバルに社内

網を築く場合、提供者たるキャリアに対し、一括

固定料金による支払いにより、パッケージでの調

達を求めることが考えられる。今後はグローバリ

ゼーションの進展とともに、こうしたケースは結

構出てくるのではないだろうか。

もしキャリアが自前の回線を一部所有していな

い場合、帯域取引市場から調達してくることが考

えられる。その場合、時々刻々に価格が変動する

中で調達すれば、多国籍企業からの受け取りは固

定料金で受け取るのに対し、支払いは変動料金と

なり、キャリアは変動リスクにさらされ、へたを

すると逆ざやにもなりかねない。この変動リスク

を避けることは、先物やオプションにより、支払

い価格を確定したり、支払い価格をいくらにする

という権利を購入したりすることで可能になる。

○（価格低下局面での）スワップ（図１３参照）

貸し手は、受け取りが変動のリース料である場

合、変動料金を固定化することにより、将来の

リース料の低下を回避したいと考える。また借り

手は、支払いが長期固定のリース料である場合、

固定料金を変動化することにより、長期固定に縛

られずにリース料低下を享受したいと考える。こ

れは、金融機関などが間に入ることにより、各々

「変動料金を固定料金に」「固定料金を変動料金

に」スワップすることが可能になる。

Ｂ．価格が下がる程度が見込みはずれになるリス

ク（図１４参照）

価格が低下することは予測できても、価格の下

がり方の勾配までは予測しづらい。そこで、「予

想より価格が大きく低下してしまう」ことや「予

１０）もちろん先述したように、現状では未だデリバティブの領域までほとんど到達していないのだが、電力等エネルギー商品や金
利・為替に用いられるデリバティブを帯域取引にあてはめる形を想定して話を進める。また、もし価格見通しについて全員が
同じ見方を持っているような場合、例えば一方向に価格は下落すると全員が考えている場合は、リスクの移転やヘッジが成立
しにくいことも付け加えておく。価格が上がるという見方の人もいれば、逆に下がるという見方の人もいてこそ、リスクをや
り取りすることが成立しやすくなる。

図１２ Ａ．価格変動リスクのヘッジ～先物、オプ

ション～

図１３ Ａ．価格変動リスクのヘッジ～（価格低下

局面での）スワップ～
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売り手（貸し手）のリスクヘッジ手法 

フロアー（Floor） カラー（Collar） 

価格 

時間 
時間 

価格 

a
a

b Cap

Floor
Floor

フロアー取引 
〈プット（売る権利）の買い〉 

カラー取引 
〈コール（買う権利）の売りと 
プット（売る権利）の買い〉 

フロアー（下段）の設定 
価格がa以下にはならない キャップ（上段）とフロアー（下段） 

の組み合わせ 
価格がaとbの間に限定される効果 

想ほどには価格が低下してしまわない」ことが生

じることになる。こうしたリスクは、オプション

によりヘッジが可能である。ここでは、売り手

（貸し手）のリスクヘッジ方法を考えたい。

基本的には、「プットオプション（売る権利）

の買い」をすることにより、価格の下限が設定さ

れ、それ以下に価格が低下するリスクをヘッジす

ることが出来る。この手法は、下限（floor）を設

けるため、フロアー（floor）とよぶ。

売り手がフロアー取引をする場合は、オプショ

ン料を支払う必要があるのだが、出来ればオプ

ション料を安く抑えたいニーズがある。その場合、

逆にオプションを売ることも合わせて組めば、オ

プション料の受け取りと支払いが相殺されて、少

額のオプション料の支払いで済んだり、或いは全

くオプション料の支払いがなくなるケースもある。

この際のオプションの売りは、「コールオプショ

ン（買う権利）の売り」であり、価格の上限

（Cap）を設け、その上限を超えて売る権利は放

棄することになる。よって、価格の上限と下限を

設けその範囲内に価格変動を抑えることにより、

「ある最低ラインは確保するが、あるラインより

利益を出すことも出来ない」ことになるが、オプ

ション料はフロアー取引に比べ一般に安くてすむ。

このような手法をカラー（collar）という。

５．６ エンロンのビジネスモデルとその失敗

先日破綻したエンロンは、この帯域取引の分野

において大きなプレーヤーであったにとどまらず、

市場を作るフロンティアであり大きな牽引役でも

あった。市場化が思ったように進まず、志半ばで

挫折した形になったが、現在この牽引役を失って

市場はさらに停滞しているようにみえる。

エンロンの破綻には様々な要因があると思われ

るが、エンロンが参入したこの通信事業に関して

も赤字続きで失敗しており、通信事業の失敗の観

点から、エンロンのビジネスモデルの問題点に関

して少し見解を述べたい。

�１ マーケット・メーカーとして、自ら売買をす

る当事者であったこと

マーケット・メーカーのモデル自体がいけな

いのではなく、このモデルはリターンも大きい

可能性がある反面、リスクも大きい可能性があ

ることに留意すべきだ。これはリスクを背負う

モデルであり、こうしたモデルを取る場合には、

相当に厳格なリスク管理体制が必要である。中

立的な仲介者に比べ、格段にリスクが大きく、

管理などを誤ると企業が吹き飛ぶことにも繋が

りかねない。

�２ 金融技術への過度の傾斜

エンロンのビジネススタイルは、ガスや電力

にしても当初は設備を所有して供給する形で

あったが、規制緩和の流れの中で次第に、「市

場で買ってそれを売る」という市場取引の方に

軸足を移していった。そして採算の合わない設

備などは売却していった。その究極的な姿は、

設備なしで市場取引のみでやっていく姿である。

地道で生産的な活動より、市場取引や金融技術

に過度に傾斜をしてしまった。

デリバティブはリスクヘッジの手段であり、

上手に使えば有用であるものの、デリバティブ

自体にもリスクはあり、使い方を誤ると大きな

図１４ Ｂ．価格が下がる程度が見込みはずれにな

るリスク～オプション～
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損失をもたらす可能性があることにも留意した

い。

�３ 設備をもった参入

ガスや電力で当初設備を所有して参入したよ

うに、帯域取引においても自らネットワーク設

備を築きつつ参入した。Bandwidthの場合、商

品でもある反面設備でもあり、価格が下がり採

算に合わなくなったとしても、電力のように設

備を売却して採算や投資効率を高めるというこ

とは出来ない。それはそのまま設備が凍り付き

身動きがとれなくなるということを意味する。

市場価格が急低下し、市場が機能しなくなる状

況で、多くの投資をしたネットワークがそのま

ま凍りついてしまい、処分をすることも難しく

なってしまったと推測される。

�４ 「空いているものを商品化する」という発想

を様々な商品に応用した。その際、金融技術を

活発に活用した。例えば、帯域についても空き

容量の考え方からきており、船の積み荷スペー

スなどもそうである。

こうした視点自体はユニークでいいと思うが、

帯域はその性質より金融やエネルギーの視点だ

けでなく通信事業者の視点も必要であり、そう

した視点や対話が不足していたのではないか。

但し、マーケット・メーカーのところでも述べ

たように、エンロンの事業は失敗したとはいえ、

この分野にもたらした意義は非常に大きく、それ

は今後につながるものとして決して否定されるも

のではない。つまり、エンロンのビジネスモデル

は教訓として今後に生かすものであって、決して

エンロンの破綻が電力や通信帯域取引の否定に繋

がるものとはいえない。

５．７ まとめ

５．７．１ 帯域取引はどのような流れの中にあるの

か

帯域取引はどのような流れの中にあるかについ

て、簡単に以下まとめておきたい。

リスクマネジメント手法は、農畜産物→金属→

金融商品→エネルギー商品→様々の物へと領域を

広げてきており、特に１９９０年代の電力取引をス

テップアップにして、環境など様々な商品に適用

されてきている。この「コモディティ化」と「デ

リバティブに代表されるリスクマネジメント手法

の活用」の潮流は今後も進展していくことだろう。

１９９０年代後半より発生した、「Bandwidth」の

コモディティ化とデリバティブの活用もこの潮流

の中にあるものである。しかし、帯域取引は未だ

未熟な段階で、且つ市況は硬直化している状況に

あり、本格的市場化にはいくつかの障害を克服し

なければならない。エンロンは市場の流動化を図

ろうとしたが、そのビジネスモデルなどの問題も

あって、市場の流動化を見る前に挫折した。市場

化への障害を克服した段階で、本格的市場化さら

にはデリバティブ等の金融商品への派生が見込ま

れるものであり、この段階への到着には暫くの時

間を要するが、遠くない将来、例えば数年後ぐら

いに到来するのではないかと思う。

但し、電力でもそうであったように、市場取引

は相対取引と併存・補完する関係であり、完全に

それのみに取って代わるものとはいえない。また、

スポット市場の発展なくしてデリバティブ市場の

発展はないが、逆にデリバティブ市場の存在なく

してスポット市場の発展もない、ということも付

言しておく。

５．７．２ 帯域取引のシナリオ～現在迄と今後～

以下に、帯域取引のシナリオについて、現在ま

での概略と今後の予測に分けて、簡単にまとめる。
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〈現在までのシナリオ概略〉

（直接での）相対取引

→仲介者の介在する形態の登場（ｅ―マーケッ

トプレイスなど）、商品化・市場化への試み

による方向付け

ｅ―マーケットプレイスについても、一種の

“市場取引”と呼べる。現在はこの段階に至り

将来への方向付けがなされるも、様々な市場化

への障害があり、市場が硬直化。更なる発展に

は、障害の克服が必要。（→本格的市場化を見

る前にエンロン挫折）

〈今後のシナリオ予測〉

障害の克服→流動的な市場・信頼できる直物・

現物価格→価格変動性（ボラティリティ）が高

まる→リスクマネジメントの必要性増大→先

物・オプション・スワップなどデリバティブ商

品の発生、リスクマネジメントツールの定着→

市場参加者の増大→更なる市場活性化

５．８ 日本の現状と将来について

帯域取引について、日本の現状や将来について

若干の考察を試みた。

現状は相対取引ベースであり、徐々に商品や価

格に幅が出て来つつあるが、欧米のような市場

（に近い）ベースでの取引は殆ど見られない。ア

クセス回線はブロードバンド化の競争が進み、低

価格化が進行して供給・需要ともに盛り上がって

きているのに対し、バックボーン回線に関しては、

大手の寡占により供給プレーヤーが少数であり、

価格が高く、ブロードバンド実現にはバックボー

ン回線の高速化・低価格化が必須との指摘がある。

欧米のような市場化に至らない理由は、供給プ

レーヤーが少数であることが主要な要因とみられ

る。

供給者が少ない点をどうするか。他からの参入

者をどう市場に呼び込んでいくか。公益事業者等

の参入が見込まれるものの、さらに参入者の裾野

を広げていくためにも、線路敷設権（rights of

way）をより使いやすくすることで、他からの参

入者がネットワークをもちやすくすることも必要

だろう。供給プレーヤーが増え、プレーヤー間で

の価格競争がおこり市場化に向かうことによって、

価格の低廉化や市場の実勢を反映した時々刻々と

移ろう価格形成がもたらされるところになり、需

要者側ひいてはエンドユーザーにメリットがもた

らされることが期待される。

制度面に関しては、以下のような流れにあり、

より自由な市場取引に合う環境が一層整う方向に

あるといえる。また、市場の実勢を反映した価格

形成が実現することが期待される流れにあると考

えられる。こうした状況において、制度面で市場

化実現を困難にする要素は殆ど見当たらないもの

と考えられる。

・１３年１１月に卸電気通信役務制度導入

・１４年４月に専ら卸電気通信役務を提供する第

一種電気通信事業者の参入許可手続について、

添付書類の簡素化等の措置１１）

・１４年６月に情報通信審議会 IT競争政策特

別部会が、第一種・二種の事業区分を廃止し、

料金やサービス体系、参入規制などを大幅に

緩和する最終答申（草案）を発表した。

最後に、背景として以下のような点も指摘して

おきたい。

○企業風土の違い

アメリカは、自分の得意なところをコアビジ

ネスに据えて特化し、それ以外のところはアウ

トソーシングしたり、市場から調達するなど外

から持ってくる発想がある。そのため、お互い

１１）審査基準を６項目から４項目に簡素化。これに併せて添付書類を１９書類から７種類に簡素化。
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に得意分野を取引し合ってモノの取引が起こり

やすいし、プレーヤーの数も増える。よって帯

域に関しても、なくても市場から調達してこよ

うという発想や、帯域取引に特化しようという

発想が出てくる。それに対し日本では、伝統的

には全て自前主義でやろうとする風土があり、

アメリカのような形にならず、プレーヤーの数

も限定的になる。しかし、日本でも最近ではア

ウトソーシングしてコアビジネスに特化する戦

略も見られる傾向にあり、流れとしてはアメリ

カ型の方向になっていくように思われる。

○日本の地形

アメリカは東西南北に広がった四角い地形で

あるのに対し、日本は南北に長い縦長の地形で

ある。電力でも送電・配電の関係で、この縦長

の地形では市場が成立しにくいという話がある

が、似たようなことが通信でもいえる。アメリ

カでは、広く四角い地形の中に多数の有力都市

圏が散在し、これを結ぶバックボーン回線はい

ろんなルートで網の目のように張り巡らされて

いる。そうなるとバックボーン市場には様々な

商品があり、厚みが出てくる。これに対し、日

本は南北に縦長の地形で一極集中型である為、

都市圏網を結ぶバックボーン回線は東京を基点

とした単線型のラインが主体であり、バック

ボーン市場としては品揃えも少なく厚みに乏し

くなる。
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バティブの世界』東洋経済新報社

山田 聡［２００１］『電力自由化の金融工学』東洋経済新報社

総務省 総合通信基盤局（２００２）「電気通信事業分野におけるブロードバンド競争政策の在り方」情報

通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方に関する研究会 最終報告書

Filippo Ilardi（２００１）“BANDWIDTH TRADING: MARKET ANALYSIS AND PRICE VOLATILITY

MODELING”THE FLETCHER SCHOOL OF LAW AND DIPLOMACY

Tamsin Pert with Anupam Banerjee（２００１）, The Bandwidth Exchange : Herald of a New Carrier Age , An-

alysys Research Limited

TeleGeography, Inc.（２００１）, INTERNATIONAL BANDWIDTH ２００１ Electronic Edition

SIMON ROMERO, and SETH SCHIESEL“The Fiber Optic Fantasy Slips Away”The New York

Times ,１７February２００２

新保 豊「エンロンモデルは否定されたか？」『NIKKEI NET BizPlus』２００１年１２月６日
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（http:／／bizplus.nikkei.co.jp／genre／it／rensai／index.cfm?i＝i_shimbo０６）

杉本 幸太郎「通信の未来～エンロンの事業モデルから考える」情報通信総合研究所 ２００１年９月

（http:／／www.icr.co.jp／newsletter／report／２００１／s２００１BF００６.html）

（http:／／www.icr.co.jp／newsletter／report／２００１／s２００１BF００７.html）

Joanna Glasner「エンロン破綻：帯域幅ビジネスへの影響」（日本語版：多々良和臣・柳沢圭子）

『WIRED NEWS』２００１年１１月３０日（原書名：Enron: A Bandwidth Bloodbath）

（http:／／www.hotwired.co.jp／news／news／business／story／２００１１２０４１０６.html）

（http:／／www.wcg.com）

（http:／／www.bandwidthmarket.com）

（http:／／www.enron.com）

（http:／／www.ratexchange.com）

（http:／／www.invisiblehand.net）

（http:／／www.bandwidth.com）

（http:／／www.level３.com）

HP上で閲覧可能な資料・記事等 他多数
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１ 他と比較されるホームページ

日本においてインターネットが普及し始めた頃、

ホームページは回線の速度や、利用時間に対する

従量制料金制度のために、より専門性に特化した

情報を掲示する場となっていた。一般的な情報は

無駄な時間と容量を取るためであり、極力そう

いった部分が削られ、「見ればわかる」人のため

のものであった。しかし、徐々に通信回線と料金

の改善がなされ始め一般家庭にもインターネット

が普及してくると、ユーザーの層は広がり、利用

目的、情報の発信目的も多岐にわたるようになっ

た。それに伴い「見るだけではわからない」ユー

ザーがサイトを閲覧すると同時に、これまで比較

されることの無かった公共機関のホームページが、

一般企業など競争原理の中にあるホームページと

比較評価される事となった。それはサービス内容

の向上を望む一般ユーザーの、オンライン窓口と

しての評価である。

インターネットの特性は、時間や場所を選ばず、

かつ、インタラクティブなサービスの提供を可能

にする媒体であるところであり、どの深度まで

サービスをオンライン上で完結できるかは、ホー

ムページの有用性を考える上で最も重要な要因と

言える。そこで本稿では，インタラクティブ度＝

相互性のレベルを「手続き説明型」すなわちサー

ビスの受け方など、情報の掲示に留まるもの、料

金の表示といったサービスを利用する上で必要な

情報を掲示し、ユーザーをサポートするものを

「手続き補助型」、サービスの方法の掲示から書

類のダウンロードなどユーザーの目的を達するこ

との出来るものを「手続き完結型」として三段階

に大別し，各国の郵便のホームページを比較し

て，郵便のホームページのあり方を検討してみた。

２ 各国のホームページ

世界的に見るとわが国よりインターネットの普

及が早かった地域には、より洗練されたホーム

ページが存在しており、インターフェースは明確

なコーポレートアイデンティティ（CI）に基づ

いた設計がなされ、独自性を持ち美しくまとめら

れている。加えて多くはインターネットの特性と

も言うべきインタラクティブ性に富んだサービス

を提供している。こういったサイトは単なる宣伝

に終わらず、確かな集客力を発揮している。ここ

では調査対象郵便サイトとして以下の五つを取り

上げ，比較した。

・ゆうびん

・United States Postal Service（USPS）

・Royal Mail

・Canada Post

・New Zealand Post

このうち前者３者が国営であり、後者は公社、

民営による郵便事業を行っている。

視 点

郵便窓口のひとつとしてのホームページ

千葉大学大学院自然科学研究科教授 杉山 和雄
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郵便局の主なサービスとして「一般郵便サービ

ス」「商品販売」「金融業務」「行政サービス」「地

域サービス」の５項目を取り上げ、それぞれのイ

ンタラクティブ度を調査し評価のよいものについ

て考察した。

２．１ 一般郵便サービス

一般郵便サービスの一つに郵便料金検索がある。

これをいち早くシステムとして構築したのは

RoyalMailである。ユーザーは画面を閲覧しなが

ら案内に従い、利用者形態（一般、又は商業）、

郵送物の種類（手紙、小包など）、発送先（国内、

国外）、サービス（普通、速達、配達記録便）と

いった項目を入力することでかかる費用を調べる

ことが出来る。日本のゆうびんのホームページで

は最近「郵便料金シミュレーター」と称するもの

が登場している。以前は料金一覧があるだけで、

ユーザーにとってあまり使い勝手のよいものでは

なかったが、RoyalMailと同様に各種情報を入力

することで自動的に料金を計算、表示するように

なっている。特に「くらべて計算」では、送りた

い物品の情報を一度入力するだけ複数あるサービ

スそれぞれの料金を全て表示するようになってお

り、ユーザーはこれを簡単に比較検討し、自分が

利用したいサービスを円滑に選択できるように工

夫されている。また、郵便日数検索、郵便物追跡

においても、日本のシステムは「世界メール賞」

を受賞し、優秀な評価を得ている。

こういった個々の検索システムサービス等につ

いて、日本のゆうびんホームページは高いインタ

ラクティブ度を有している。しかし、サービスの

種類が多く（例えば検索サービスのカテゴリの中

に６種類の項目がある）ホームページ上ではサー

ビス名の表記となっている。

この点をNew Zealand Postと比較してみると，

New Zealand Postでは、トップページは非常に

小 さ く ま と め ら れ て お り 大 き く「Solution

Finder」の文字がある。ここをクリックすると

小ウィンドウが開き「手紙を送る」、「（公共）料

金を支払う」、「住所変更」…といった項目が現れ

る。目的に従い、例えば「手紙を送る」を選択す

ると「市内」「国内」「海外」というように、順次

項目が現れる質問形式で画面が進む。全ての入力

が終了すると、大きな画面に料金などの情報が表

示され、ユーザーは得たい情報を閲覧できるよう

になっている。

このようなSolution Finder形式は日本のように

一般郵便サービスの種類が豊富な場面でこそ威力

を発揮する。オンライン窓口の形式としては、郵

便局のように係員が丁寧に応答してくれる状態で

あり、この観点からSolution Finder（問題解決）

形式は誰にでも優しく有用と言えよう。

２．２ 商品販売

商品販売に関して最も充実したラインナップを

持つのはUSPSである。

USPSはツール・ド・フランスのスポンサーに

なっているため、アパレルの販売まで行っている。

ファンも多いため強力な購買力を持ち、そのため

のホームページも充実している。

USPSのような強力な宣伝効果をもつ部分の無

い日本においては、文房具などの需要はあるもの

の郵便関連商品の購入意向はやはり低い１）。加え

て文房具などに関しては殆どの専門の企業がオン

ライン上での販売を行っているため、これを伸ば

すことは難しい。

郵便ならではの商品販売サービスについては

「ふるさと小包」が上げられる。各地に必ずある

郵便局の特性とインターネットの広告力を組み合

わせたこのようなサービスを更に充実させるべき

であろう。
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２．３ 金融業務

金融業務に関して各国で行われているのが

「ebill（electric bill system）」と呼ばれる電子決

済システムで、公共料金等の支払いをインター

ネット上で可能にするサービスである。

サービスの具体的内容は、振込先企業の選択・

設定、引き落としをする金融機関の設定、支払い

履歴の閲覧、請求と請求書のプリントアウト等で

ある。利用登録に関しては、一般利用者がサービ

スを受けるための登録と、企業がebill上に支払い

フォームを作るための登録があり、利用者は住所

などの個人情報をebillに登録してサービスに加入

する。一括して登録することで支払い先も効率的

に管理することが出来、また新たな金融機関を利

用する際も一度システムを利用してあれば基本事

項は既に設定されているため最低限の手間で登録

を完了出来るなど、メリットが多い。

また、支払い履歴の管理も簡単に出来る。ユー

ザーは支払いの入力を済ませるだけで、自動的に

保存される履歴をオンライン上で閲覧できる状態

になるため、収支管理が容易である。また、請求

書などを振込先からPDF形式で簡単にダウン

ロード、プリントアウト出来る。このことは企業

側から見ても請求書郵送などに関するコストの大

幅な削減に繋がる。

日本のゆうびんホームページにおいてebillを行

う場合、各国のサービスは、銀行、クレジット会

社などがそれであるのに対し、金融機関として

「ゆうちょ」との連携が考えられる。ユーザーに

たいして「ゆうちょ」の信頼性をアピールし、企

業間に発生する手数料の削減を実現することで

ebill事業に大きな効率化を得られる。ホームペー

ジ上での有料サービス（行政サービス、ふるさと

小包など）との連携も可能になるのでそれぞれの

行政サービスの円滑な利用のサポートも合わせて

実現できる。

現在、各国のebill利用履歴は単なるデータで終

わっている。これに対し、データを統計的に処理

することで、次の月、次の年へのアドバイス機能

をサービスとして提供するなどの展開も考えられ

る。

２．４ 行政サービス

公的申請書類のダウンロードはUSPSを例に取

ると、自動車、引越し、郵便…などいくつかのカ

テゴリがあり、それぞれ自動車登録書類や、パス

ポート、ビザの書類等がダウンロードできるよう

になっている。

日本においても郵便局で住民票の写しが端末に

よって交付されるサービスが行われているが、そ

の認知度は低く、調査では「知らなかった」と答

えた人が全体の８０％近くにのぼっている１）。

国民の利便性の向上や効率的な行政の実現のた

めにもきわめて重要であるのが、情報ネットワー

クを利用し、１つの窓口で一括して行政手続を行

図１ NZPost登録フォーム
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うことのできる「ワンストップ行政サービス」で

ある。

「ワンストップ行政サービス」は、住居地にと

らわれず、自分にもっとも都合の良い窓口１カ所

（郵便局２４，０００カ所、コンビニエンスストア

４８，０００カ所、あるいは行政書士事務所３６，０００カ所

など）に設置された情報端末により、住民票の写

し、登記簿謄抄本、課税証明、所得証明、印鑑証

明などの申請手続や交付が可能となる行政サービ

スで、わが国以外でも同様の構想が進められてお

り、アメリカでは１９９６年に「WINGS」と名づけ、

郵便局のほか、図書館や学校に情報端末を設置し

て実験を進めているほか、マレーシアやシンガ

ポールでも、同様の計画が進められている。

ただし、日本の現状では最終的な書類の交付は

郵送で行われており、調査（「郵政研究月報」

２００１．３）では、交付方法が郵送である場合より

即時交付の場合の方がユーザーの利用意向が高く、

スピードを求める結果となっている。このことか

ら「ワンストップ」からさらに踏み出した「ノン

ストップサービス」を検討する必要がある。

「ノンストップサービス」は、２４時間・３６５日、

年中無休の行政サービスで、情報端末の配備や通

信ネットワークの活用により、国民はいつでもど

こでも必要なときに行政サービスを受けることを

めざすものである。最終的にインターネットなど

に媒体を求めることが想定されるが、実行するに

は金融業務にある程度信頼性を持ち、かつ、行政

の窓口としての性質を必要とされるため、一般企

業や各行政機関より、この受け口としてゆうびん

のホームページは有効なものと言える。

２．５ 地域サービス

海外ではあまり目立たないこの分野であるが、

郵便局では「活き活き情報交流サービス」として

情報カタログを配備し、申し込めば、パンフレッ

ト、ビデオテープ等が郵送されてくるサービスを

平成５年１月から実施している。しかし地方自治

体においても、観光名所や特産品の紹介など同様

のサービスを行っているところもある。ユーザー

は、様々な目的に基づいて利用しようとしている

が現在のシステムだと単に市町村レベル（あるい

は観光名所）での分割に留まり地方自治体のそれ

と差別化は難しい。加えて利用に際し料金がかか

る場合もある上、郵送で申し込んで手元に届くま

で７～１０日ほどかかるのが現状である。

観光名所など対外的な対応は地方自体が開発計

画なども絡め検討すればよく、郵便局としては各

地に支局が点在している性質をより効率的に発揮

するために、対内的なサービスを展開するべきで

あろう。すなわち各地域の人のために郵便局のロ

ビーにパソコンを起き、そこから情報を発信、地

域のポータル的な存在とする。このようなサービ

スに関しての利用者傾向は、健康診断日時、イベ

ント情報、休日の当番医といった地域密着型の情

報に対して要望がある。また、各地に点在する郵

便局としては、「ひまわりサービス」のような地

域に根ざした分野での活躍がやはり期待されてい

る。「ひまわりサービス」は郵便局、地方自治体、

社会福祉協議会等が協力して生活サポートシステ

ムを構築し、在宅支援サービスを推進することに

より過疎地域における高齢者が安心して暮らせる

図２ ひまわりサービス
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地域社会づくりを進め、高齢者福祉の向上を図る

目的で実施されており、利用意向は３人に２人の

割合に上る１）。

ここにインターネット上でゆうびんホームペー

ジからの申し込みシステムを追加すれば、障害者、

高齢者に対する、買いづらい商品（大人用オムツ

など）の代替購入や消耗品の管理といったサービ

スの円滑化が図れる。高齢者などインターネット

の操作に不慣れな人が直接行わなくても、端末の

PCさえあれば、高齢者に関わる人が時と場所を

選ぶことなく注文、管理を行えるし、あるいは

「ひまわりサービス」時に局員が操作してもかま

わず、複数人による管理に際しても履歴等あれば、

購入物品の重複も避けられる。

注目すべきは、こういったサービスを過疎地域

でなく大規模都市においても積極的に求める声が

あることで、今後一層増加すると思われる。

３ ユーザー評価

利用者にとって好印象を与えるホームページの

デザインとはどのようなものであろうか。郵便局

のホームページとしてふさわしいデザインとは何

かを調査するため、調査対象とした各国の郵便事

業のホームページを日本語化し、ゆうびんのホー

ムページとともに利用者に閲覧して貰い、アン

ケートによる評価調査を行った。

質問内容は以下の通りである。

・郵便局のホームページとして好ましいか？

・サービスが充実していると感じられるか？

・信頼性が感じられるか？

・親しみやすいかどうか？

・格調高さを感じるか？

・分かりやすそうな構造であるか？

これをそれぞれ、６段階評価してもらい総合点

数からサイトの順位付けを行った。

その結果、海外のホームページでもっとも評価

の高かったのはRoyal Mailで次にNew Zealand

Postであった。ゆうびん、CPC、USPSは同レベ

ルの評価であった。これを質問項目別に見てみる

と、以下のような傾向が出た。

高い評価のRoyal Mail、New Zealand Postは信

頼性、格調高さに突出しており、親しみやすさな

どは低い値を示していた。逆に親しみやすさに高

い評価を受けているにもかかわらずCPCは全体の

順位は低くなっている。ゆうびんのホームページ

は「使ってみたい機能ある」という意見もあり

サービスについてかなり高い評価を得た。しかし

図３ NewZealandPostを日本語化した例

表１ ユーザー評価（項目別）

３２郵政研究所月報 ２００２．１０



テキストの多さが「格調高さ」と「わかり易さ」

という点でポイントを下げたようだ。

ユーザーは郵便局に格調高さや信頼性を求めて

おり親しみやすさなどはそれほど評価のポイント

にはなっていないことがわかる。

４ 郵便局のホームページ

郵便のホームページに限らず、何らかのサービ

スを提供しているホームページでは，オールイン

ワン的な「よろず屋」サイトは自らの方向性を確

立できないばかりか情報ばかり詰め込まれた前時

代的な様相を呈している。多種多様なサービスが

店頭に陳列されていれば一見どんな分野に対して

も対応できるように思われるが、よろず屋にとっ

ての優秀性である情報量が多ければ多いほど、

ユーザーには選択の知識を要求し、さらには目的

の明確化をも迫っている。どうしたらいいかわか

らないユーザーに「何でも出来ます」はユーザー

を混乱させるばかりである。

しかし，完結すべきサービスはそのサイト内で

完結していなければならない。例えば他のホーム

ページへリンクすることによってサービスが完結

するとすれば，実際のサービス自体も他に依存し

て行われていることを意味している。つまり、郵

便事業としてのサービスの完結性とサイト内での

サービスの完結性は同じでなければならないので

ある。

先述の通り、ユーザーは郵便局のホームページ

に対し「格調」「信頼性」を求めている。トップ

ページは色調を統一し、写真などわかりやすく落

ち着いたイメージを使うことでシンプルに抑え、

かつ、対話型のシステムへ導入するリンクなどを

置くに留めるべきである。

一般郵便サービスには優秀なシステムが既に開

発されているため、導入を対話型とすることでさ

らに使いやすくユーザーフレンドリィなインター

フェースとなる。

その他のサービスについては、郵便局の特性を

最大限に引き出す地域対内サービスに重点をおき、

地域のポータルとしての役割を持つべきであろう。

「ひまわりサービス」などはユーザーが求めてい

る分野であり，また郵便局にしか出来ないサービ

スである。そこに「ゆうちょ」との連携を入れる

ことではじめて「ふるさと小包」など独特のサー

ビスが有効に働く。「ふるさと小包」はこれまで

の通販とは違い、よりローカルからローカルへの

商品購買ルートを確立できる可能性がある。その

ためには検索システムをより強化し、利用者の曖

昧な目的に対応できるようにするなど、課題はあ

るが、郵送と金融に高い信頼性を持ち、全国にあ

る郵便局は、インターネットのシステムを整理す

ることで非常に強力な媒体となろう。

以上、ゆうびんホームページはアイデンティ

ティを小さなコミューンに求め、サービスはサイ

ト内で完全完結をめざす対話型にすることで、よ

り「ゆうびん」らしいホームページ、サービスを

構築できると考える。

参考文献

１）「郵政研究月報」２００１．３
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日本経済・金融市場 
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法人企業動向調査：２００２年６月調査

○２００２年４―６月期の設備投資（全産業・実績見込み・季節調整値）は、前期比－１０．４％と、大幅減少。

（出所） 内閣府８月９日発表

景 気 動 向 指 数

○６月の先行指数は６か月連続で５０％を上回り、一致指数は５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８月１６日発表
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３．３％ （後掲トピックス「平成１４年６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８月１４日発表

設 備 投 資
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機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）等の推移
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新設住宅着工戸数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 保証事業会社協会８月１５日発表、国土交通省８月９日発表
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消 費

○実質家計消費支出（全世帯）……６月は前年同月比＋２．８％
小売業販売額………………………６月は前年同月比－３．８％

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８月２日発表、経済産業省８月１３日発表

所 得

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

可処分所得等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 総務省７月２６日発表、厚生労働省８月１５日発表

雇 用

○完全失業率（季節調整値）………６月は５．４％（前月同）
有効求人倍率（季節調整値）……６月は０．５３倍（前月同）

完全失業率等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 総務省７月３０日発表、厚生労働省７月３０日発表
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輸出入数量指数……６月の輸出は前年同月比＋１０．４％、輸入は同－２．２％

通関貿易収支・輸出入の推移

（出所） 財務省７月３０日発表

物 価

○消費者物価指数………６月は前年同月比－０．７％
国内卸売物価指数……７月は前年同月比－１．２％

物価指数の推移

（出所） 総務省７月２６日発表、日本銀行８月８日発表

マネーサプライ

○マネーサプライ……７月のM２＋CDは前年同月比＋３．３％
民間銀行貸出………７月は前年同月比－４．５％

マネーサプライの伸び率の推移 銀行貸出の伸び率の推移

（出所） 日本銀行８月８日発表
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国 内 金 利

○無担保コール翌日物金利は実質ゼロ金利継続。
１０年最長国債利回りは１．３％台まで上昇後、８月に入り１．２％台に低下。

国内金利の推移

国 内 株 式

○日経平均株価は１０，０００円を、TOPIXも１，０００ポイントを割込む水準まで下落（終値ベース）。

平均株価等の推移

為 替

○対ドル、対ユーロとも概ね１１０円台後半を推移（終値ベース）。

為替の推移
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地　域　経　済 

上昇傾向の管内 

横ばい傾向の管内 

下降傾向の管内 

主要経済指標の動き

北海道 東北 関東 東京 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国
鉱工業生産指数（季節調整値、前月比） �１ ４．４ ７．６ ３．５ ５．３ ６．６ １６．５ ５．４ ２．３ １．０ ３．７ ３．７ ２．６ ３．９
有効求人倍率（季節調整値、前月差） �２ ０．００ ０．０１ ０．００ ０．０１ ０．０１ ０．０１ ０．０１ ０．０１－０．０１－０．０１ ０．０１ ０．００ ０．０１
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比） �３ １．７ －２．０ －１．８ －２．６ －２．６ －０．４ －２．８ －１．５ －２．７ －１．４ ２．２ ４．６ －１．６
新設住宅着工戸数（前年比） �４ ４．６ ７．３ －４．４ ３３．７ １．８ －４．８ －８．２ １０．２ ２２．５ １２．５ ４．３ －２．４ ５．８
建築着工床面積（商工業・サービス用、前年比）�４ ２０．６ ２１．７ ６．７ ６９．９ ２９．１－２０．６ ８．２ ５３．３ ２０．７－４６．５－２０．９－１４．０ １２．２
新車販売台数（乗用車、前年比） �５ ２．６ －０．４ １０．７ ８．０ ２．２ ２．０ ９．８ ４．７ ６．６ ８．５ ７．８ ３．９ ７．０
実質家計消費支出（前年比） �６ －１８．２ ７．６ －７．９ ６．７ ０．５ ２．９ －９．４ －５．７ ５．５ １６．３ －５．２ －７．２ －０．４
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均） ８１．３ ６９．６ ６５．４ ６４．８ ５６．０ ６０．７ ６０．８ ７０．４ ６８．７ ７３．５ ７２．９ ９４．９ ６６．０
CI（平成３年＝１００、後方３か月移動平均、前月比） ０．５ ３．０ ０．８ １．３ ２．６ ４．３ １．５ １．６ ２．５ １．２ ２．０ ０．９ １．４

（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

《５月の動き》
・上昇傾向の管内：東北、信越、北陸、東海、近畿、中
国、九州、沖縄

・横ばい傾向の管内：北海道、関東、東京、四国
・下降傾向の管内：なし
※ 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）

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 ５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 × × × × × × × × × × ― ○ ○
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米国経済・金融市場 

（前期比年率、％） 

1997 1998 1999 2000 2001 2002（年） 

10

8

6

4

2

0

－2

－4

－6

－8

個人消費 設備投資 
住宅投資 在庫投資 
純輸出 政府支出 
実質GDP

－6

－4

－2

0

2

4

6

99 00 0197 98 02 （年） 
－400

－300

－200

－100

0

100

200

300

400財・サービスの純輸出（右軸、億ドル） 
財・サービスの輸出（前月比、左軸、％） 
財・サービスの輸入（前月比、左軸、％） 

２０００年４－６月期GDP

○４－６月期の実質GDP（季節調整値）は前期比年率＋１．１％と前期の同＋５．０％から大幅に減速。
（後掲トピックス「米国GDP統計速報値（２００２年４－６月期）」参照）

実質GDP需要項目別寄与度

（出所） 米国商務省７月３１日発表

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値、国際収支ベース）……６月は３７１．６億ドルの赤字。
輸出は前月比＋１．７％、輸入は同＋０．５％。

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省８月２０日発表
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ナスダック指数（右軸、ポイント） 

物 価

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

物価指数の推移

（出所） 米国労働省８月１６日、８月８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％台前半まで低下。

米国金利の推移

米 国 株 式

○NYダウは８，０００ドルを、NASDAQも１，３００ポイントを一時割込むも、その後上昇（終値ベース）。

NYダウ等の推移
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月例経済報告（８月）

○世界的株安やドル安による不透明感への懸念 （内閣府：８月８日発表）

８月８日に発表された８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等を取り上げた上で、景気に

対する基調判断は「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」という前回の判断を

据え置いた。一方、先行きに関しては、世界的な株安やドル安の進展により世界経済の先行き不透明感

が一層強まっていることから、我が国の最終需要が下押しされる懸念を指摘している。

なお、主要項目では、公共投資については「総じて低調」と若干下方修正し、輸入については「緩や

かに増加」と上方修正した。

また、政策態度については、「１５年度予算編成については、歳出改革を加速すると同時に、経済活性

化を目指した本格的かつ一体的な税制改革について具体化を進める。」という文言が新たに加わった。

今回、基調判断は据え置きとなったものの、世界的な株安やドル安に対する懸念は前月の表現に比べ

強調される形となった。今後、これらに関しては、輸出主導による景気回復シナリオに対する強い下ぶ

れリスクとして、一層留意する必要があろう。

マクロ経済トピックス
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８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）

７月 月例 ８月 月例

総括

判断

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。

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。

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、世

界的な株安やドル安が進展したことにより、世界経済

の先行き不透明感が一層高まっており、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

減少しているものの、先行きについて下げ止まる兆

しもみられる。
同左

公共

投資

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。

このところ平成１３年度第２次補正予算の効果がみら

れるものの、総じて低調に推移している。

生産 持ち直しの動きがみられる。 同左

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、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

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。
同左

国際

収支

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。

輸出は、アジア向けを中心に大幅に増加している。

輸入は、緩やかに増加している。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
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（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

１４年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。

８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。
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、世界的な株安やドル安が進展したことにより、世界経
済の先行き不透明感が一層高まっており、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
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平成１４年６月分鉱工業生産等について

○６月の鉱工業生産指数は５か月ぶりの低下 （経済産業省：７月２９日発表）

経済産業省が７月２９日に発表した生産・出荷・在庫指数速報によると、６月の鉱工業生産指数は事前

の市場予想（前月比－０．３％）を若干下回る前月比－０．７％と、５ケ月ぶりに低下した（尚、前年同月比

では－２．９％）。

ただし、４―６月期で見ると、鉱工業生産は前期比＋３．６％と、１―３月期の同＋０．７％に引き続きプ

ラスの伸びとなった。

出荷は前月比－２．２％で９９．０となり、７ケ月ぶりの低下となる一方、在庫は前月比－１．７％の８７．３と、

２ケ月ぶりの低下となった。

同日に発表された製造工業生産予測調査結果に

よると、７月は前月比＋１．６％、８月は同＋１．８％

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（９月は８月比で横ばいと仮定）、７

―９月期は前期比＋３．４％と見込まれ、４―６月

期同様にプラスとな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、

生産は緩やかながら上昇傾向にあると見られるも

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、５月の判断を上方修正した。

生産指数を業種別にみると、プラスチック工業

が前月比－２．６％、非鉄金属鉱業同－２．３％、電気

機械工業同－１．７％、輸送機械工業同－１．６％など、

８業種でマイナスとなった。特に、電気機械工業、

輸送機械工業などの、IT、輸出関連の業種は、

前月の大幅増に伴う反動的要因からの落ち込みが

大きい。

その一方で、化学工業が＋４．９％と好調であっ

た。

在庫指数については、前述の通り２ケ月ぶりに

低下したが、輸送機械工業、精密機械工業など１０

業種がマイナスとなっている。４―６月期で見る

と前期比－３．２％と、平成１３年７―９月期以来４

四半期連続のマイナスとなった。アジア向けを中

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

４５ 郵政研究所月報 ２００２．１０



個人消費 設備投資 
住宅投資 在庫投資 
純輸出 政府支出 
実質GDP

98 99 00 01 02（年） 

10

8

6

4

2

0

－2

－4

－6

－8

（前期比年率、％） 

心とした輸出の好調を反映したものとみられる。

在庫率指数は前月比＋２．７％と４四半期ぶりに上昇したが、４―６月期で見ると前期比－８．９％と大幅

に低下している。

在庫循環図からみても、在庫調整は概ね終了しているが、在庫積み上がり局面にはまだ至っていない

模様である。

鉱工業生産は、堅調に回復を続けている。しかし、４月以降の急速なドル安円高の進展や、不正会計

問題に端を発した米国経済への不信感に起因する米国の景気減速懸念から、我が国の景気底入れを牽引

してきた輸出が減速する可能性がある。従って、今後生産の回復ペースが鈍る可能性もある。

米国GDP統計速報値（２００２年４―６月期）

○４―６月期の米国実質成長率は前期比年率＋１．１％ （米国商務省：７月３１日発表）

米国商務省が発表した２００２年４―６月期の実質GDP成長率（季節調整済）は前期比年率＋１．１％と１

―３月期の同＋５．０％（改定後）から大幅に減速した。市場予想では同＋２．２％を予想していたが、市場

予想をも下回る低い水準となった。米国経済は昨年後半から回復基調にあるが、今回減速に転じたこと

で米国経済に不透明感が広がる結果となった。

GDPの減速は在庫調整が鈍化したことに加えて、個人消費が伸び悩んだことと貿易赤字が拡大した

ことが大きな要因である。個人消費は前期比年率＋１．９％と前期の同＋３．１％に比べて伸び率が低下した。

所得税減税の効果などにより消費は昨年末から一時的に回復したものの、今回伸び率が低下したことで

消費に息切れの兆しがみられる。項目別にみると自動車などの耐久財は同＋２．４％、サービスが同＋

３．０％と前期に比べて増加したのに対して、食料、衣服など非耐久財は同－０．６％と減少に転じた。今後

の消費動向について、コンファレンスボードが発表した７月の米消費者信頼感指数によると前月比９．２

ポイントの低下となった。これはワールドコムなど企業の会計疑惑に端を発する株価の下落により、消

費者の将来不安が高まったためとみられる。低

迷する株価の一方で住宅価格は比較的堅調に推

移しており、住宅ローンの借換えなどを活用し

た資金調達も活発に行われていることから消費

を下支えするであろう。ただし、住宅価格は一

部で鈍化の兆しもみられることから、こうした

傾向が続くと逆資産効果により消費が息切れす

る恐れがある。

住宅投資については同＋５．０％と前期の同＋

１４．２％から伸び率を低下させたものの、低金利

が続いていることから堅調に推移している。

貿易赤字は、輸入が前期比年率＋２３．５％と輸

米国GDP項目別寄与度の推移

（出所） 米国商務省
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出の同＋１１．７％を大きく上回ったため、成長率を押し下げる結果となった。貿易赤字は４月、５月と過

去最高の水準を更新しており、こうした傾向を反映する結果となった。

政府支出は前期比年率＋１．８％と前期の同＋５．６％から伸びが鈍化した。テロ関連の支出が一段落し国

防関連が同＋８．０％と前期の同＋１１．６％から鈍化したほか、地方政府分が同－１．１％と減少に転じたこと

が要因となっている。

設備投資は前期比年率－１．６％と前期の同－５．８％から回復傾向にあるものの、依然としてマイナス成

長となっている。特に建物など構築物が－１４．０％と減少幅が依然として大きいことが設備投資を下押し

している。一方、機械設備・ソフトウェア投資は同＋２．９％と増加に転じており、生産の回復を反映し

て企業が設備投資を活発化させる兆しもみられる。ただし、IT関連を中心に企業収益が低迷しており

過剰設備のストック調整が長引く傾向がみられること、株安により企業の資金調達が支障をきたす可能

性があることなど設備投資を冷え込ませる要因も観察される。

さらに、今回１９９９年以降のGDP統計の確定値が発表された。それによると、改定前のGDP成長率で

は、マイナス成長が２００１年７―９月期のみであったが、確定値では１―３月期、４―６月期もマイナス

成長となり、３四半期連続のマイナス成長となった。これは、２００１年の景気後退が３四半期に渡り、考

えられていたよりも長かったことを示している。その結果２００１年のGDP成長率は年率＋１．２％から同＋

０．３％に下方修正された。

今回のGDP発表を受けて、オニール米財務長官は「国内経済がしっかりとした成長軌道にあり、景

気回復が予想通り進んでいることを示している」と述べたうえで、年内の成長率は３－３．５％の順調な

軌道にあると強気な見方を示した。また、ブッシュ大統領は「国内経済はポジティブな基調にあるが、

十分に強い成長ではない」と述べ、米国経済の先行きに対して、緩やかな回復基調であるとの見方を示

した。このような強気な見方の一方で、ニューヨークダウは９０００ドルを割込むなど株安が続いており、

株安による逆資産効果が個人消費や設備投資を冷え込ませる恐れがある。このように米国経済は回復基

調にあるものの、資産価格の下落や企業収益の低迷などの景気下方要因も一部で観察されることから、

しばらく予断の許さない状況が続くであろう。
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○米国GDP需要項目別成長率・寄与度の推移

９９年 ００年 ０１年

２００１年

７―９月 １０―１２月

２００２年

１―３月 ４―６月

（参考）

構成比

実質GDP （前期比年率） ４．１ ３．８ ０．３ －０．３ ２．７ ５．０ １．１ １００．０

個人消費支出（前期比年率）

（寄与度）

４．９

３．３

４．４

２．９

２．５

１．７

１．５

１．０

６．０

４．１

３．１

２．２

１．９

１．３

６９．９

設備投資 （前期比年率）

（寄与度）

８．１

１．０

７．８

１．０

－５．２

－０．７

－６．０

－０．７

－１０．９

－１．３

－５．８

－０．７

－１．６

－０．２

１０．８

住宅投資 （前期比年率）

（寄与度）

６．７

０．３

１．１

０．１

０．３

０．０

０．４

０．０

－３．５

－０．２

１４．２

０．６

５．０

０．２

４．５

在庫投資 （寄与度） －０．２ ０．１ －１．２ －０．１ －１．４ ２．６ １．２ ０．０

政府支出 （前期比年率）

（寄与度）

３．９

０．７

２．７

０．５

３．７

０．７

－１．１

－０．２

１０．５

１．９

５．６

１．０

１．８

０．３

１８．９

純輸出 （寄与度） －１．０ －０．８ －０．２ －０．２ －０．３ －０．８ －１．８ －４．２

輸出 （前期比年率）

（寄与度）

３．４

０．４

９．７

１．０

－５．４

－０．６

－１７．３

－２．０

－９．６

－１．０

３．５

０．３

１１．７

１．１

９．８

輸入 （前期比年率）

（寄与度）

１０．９

－１．４

１３．２

－１．８

－２．９

０．４

－１１．８

１．７

－５．３

０．７

８．５

－１．１

２３．５

－２．８

１３．９

GDPデフレーター（前期比年率） １．４ ２．１ ２．４ ２．２ －０．５ １．３ １．２

（注） 四捨五入のため、必ずしも計算が一致しない場合がある。前期比年率の年次値は前年比。構成比は直近
四半期の値。

（資料） 米商務省
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「余力」というと何を連想するだろうか？ 人

間で考えると、体力や知力でまだ使い切っていな

い「ため」の部分が思い浮かぶ。経済の分野なら、

個人生活での貯蓄や所有している財産等がそれに

当たるだろう。建築でいえば、「余力」とは構造

計算でも把握しきれない強度の余裕部分を指して

いる。また、「遊び」とは読んで字の如くである

が、機械等では部材同士の隙間のことを指してい

る。

現代における技術発展は目覚ましいが、古代に

おいてはどのような技術が使われていたのだろう

か？ 古代の建築は石や木・土もしくは煉瓦など

の単純な材料で造られていたが、ギリシャのパル

テノン神殿は約２，４００年前の建築で、大理石の柱

は高さ約１０m、直径約２mを有している。柱は１

本石では無理なので、約９０cm毎に輪切りされた

ドラムを積み重ねてあるが、以外にもその中心に

は木のダボが入れられ、全体を繋いでいたのであ

る。これは接合部材としてのほか、地震時にドラ

ムのずれを防ぎ、かつダボが破壊することで地震

エネルギーを吸収する役目を果たしていたようだ。

石に柔らかい木を組み合わせることで、「余力」

と「遊び」を確保していたのである。

日本においては木材が豊富であったため、木造

建築が主流となった。最近になり、出雲大社の境

内から当初の本殿の遺構が見つかったが、それは

直径１m余の大木を鉄輪で３本束ね計３mの複合

柱とし、その複合柱９本で社殿を支えるという途

方のないものであった。これによる復元建物は、

平安時代の伝承による高さ１６丈（約４８m）の建物

を想定するに十分なものであった。もっともこの

高さは尋常ではなく不安定であって、記録にも大

風でたびたび転倒した事が残されており、その都

度再建されたものである。（現在の社殿は高さ約

２４mであり、半分の高さとなっている。）柱の強

度は十分だが、横力に対して「余力」が無かった

ようだ。

伝統的高層建築としては、このほか五重塔が思

い浮かぶ。寺院建築は飛鳥時代に仏教伝来ととも

に大陸から導入され、当時のハイテク技術を駆使

したものであった。日本には地震が多く台風の襲

来もあり、高層の五重塔は倒壊の危険性が大きい

と一見思われる。しかし、現実には意外と耐力が

あり、長年月にわたり自立している例が多い。こ

れは、中央の心柱とその周囲にある各層の柱・組

み物が外力に対し別々の挙動を示し、「余力」を

生かしているとともに、木組みに「遊び」があっ

て力を分散して逃がしていたからである。１９９８年

の台風では室生寺五重塔の庇が倒木により破壊さ

れたが、塔身そのものは無傷であった。

現代では構造解析技術が進み、伝統的木造建築

も計算可能であるが、それでも「余力」と「遊

び」を数式化することはなかなか難しく、長年の

経験・蓄積による技術の深みを再認識することが

多い。

小 径

「余力」と「遊び」

郵政事業庁総括専門官 安永 三郎
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１ はじめに

筆者は平成１４年６月５日（水）から６月８日

（土）にかけてドイツのポツダム市で開催された

「第１０回郵便と配達の経済学に関する会議

（Conference on Postal and Delivery Economics、

以 下、CPDE）」に 参 加 し た。CPDEは 平 成２

（１９９０）年以降ヨーロッパ諸国もしくはアメリカ、

カナダにおいて概ね年１回の割合で開催されてお

り、欧米を中心とする諸外国の学識者、規制当局

あるいは郵便事業体の調査関係職員、コンサルタ

ント会社の調査員、小型物品送達会社の調査担当

者等が参加して郵便事業を取り巻く諸問題（ユニ

バーサルサービス義務、規制、競争、費用、生産

性、サービス基準等）について研究発表および議

論がなされる場である。本稿ではCPDEの概要、

第１０回会議で発表された主な論文について報告す

るとともに、本会議に出席した感想を今後制度改

革が予定されているわが国郵便事業の観点からま

とめることとする。

２ 「郵便と配達の経済学に関する会議（CPDE）」

の概要

２．１ 会議の主催者・協賛機関

CPDEは米国ラトガース大学（ニュージャー

ジー州）ビジネススクール規制産業研究センター

（Rutgers Business School: Center for Research

in Regulated Industries）の主催により平成２

（１９９０）年からほぼ毎年開催されている郵便の国

際会議である。規制産業研究センターの所長であ

るマイケル・Ａ・クルー（Michael A. Crew）教

授は第１回会議からCPDEの総括議長として会議

の企画・運営・進行に中心的な役割を果たしてい

るほか、国際的、学術的な隔月の出版物として公

益事業における規制の経済学に関する質の高い論

文が掲載されていることで定評があるJournal of

Regulatory Economics（JRE）誌のエディターも

務めている。同センターは経済学、ファイナンス、

制度の観点から「規制」に関する調査研究を行う

ことを目的としている研究機関であり、出版物、

セミナー、ワークショップ、講義などは大学関係

者、経営者、コンサルタント会社、規制当局のス

タッフによって活用されているという。CPDEの

協賛機関としては第１回会議からのクルー教授の

共同研究者でありJRE誌のアソシエイト・エディ

ターの１人でもあるポール・Ｒ・クラインドル

ファー（Paul R. Kleindorfer）教授が所属するペ

ンシルバニア大学ウォートンスクールのほか、

USPS（米国郵便庁）、ドイツポスト、コンシグ

ニア（旧英国郵便公社）、仏ラ・ポスト、カナダ

ポスト、フィンランドポスト、ポステ・イタリ

アーネ、ニュージーランドポストなどの郵便事業

体、米国郵便料金委員会（PRC）、英郵便委員会

（Postcomm）などの規制監督当局のほかフェデ

トピックス

欧米における郵便市場を巡る最新動向
―「第１０回郵便と配達の経済学に関する会議（ドイツ、ポツダム）」から―

第一経営経済研究部 主任研究官 丸山 昭治
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ラル・エキスプレス、UPSなどの民間運送会社、

プライスウォーターハウス・クーパーズなどのコ

ンサルティング会社を含めて全２９の大学、政府関

係機関、会社が名を連ねている。

２．２ これまでの開催状況

これまでのCPDEの開催状況は図表１の通りで

ある。開催国の決定はスポンサー機関から派遣さ

れるメンバーから成る実行委員会でなされている

模様である。詳細については不明であるが、概ね

スポンサーが所属する国の持ち回りとなっている

ことが予想される。なお、郵政研究所からは第２

回会議から毎回主任研究官等が参加しており、筆

者は昨年のイタリア会議では研究発表者として今

回のドイツ会議ではディスカッサント（討論者）

として参加した。

３ 「第１０回郵便と配達の経済学に関する会議

（ドイツ、ポツダム）」の概要

３．１ 開催場所

第１０回会議は、１８世紀にプロイセンのフリード

リヒ大王により建造されたサン＝スーシ宮殿や第

二次世界大戦中にポツダム会談が開催されたツェ

ツィーリエンホフ宮殿があることで名が知られて

おり、ユネスコの世界文化遺産都市にも登録され

ているドイツ、ポツダム市にあるドリントホテル

にて平成１４（２００２）年６月５日（水）から６月８

日（土）にかけて開催された。

３．２ 会議出席者

今年の会議出席者は１７２名であり、国別では米

国からの参加者が最も多く５５名と約３割を占めて

いる。以下、ドイツ３３名、英国２３名、フランス・

ベルギー各１０名、カナダ９名、ポルトガル６名な

どとなっている。欧米以外ではニュージーランド

からの参加者もみられたが、アジアからは筆者の

みの参加であった。出席者の顔ぶれは多彩で、郵

便事業に関する調査研究を行っている学識者（大

学、研究機関）だけでなく、郵便事業体あるいは

規制当局の調査セクションにいる職員、コンサル

ティング会社のコンサルタント、労働組合関係者、

民間物品送達会社の社員、政府機関（財務省等）

職員などであった。

図表１ これまでのCPDE開催状況

統一テーマ 開催時期 開催都市 開催国

第１回 （統一テーマなし） １９９０年７月 Rugby 英 国

第２回 郵便と配達サービスの特性と発展体質 １９９２年３月 Le Londe les Maures フ ラ ン ス

第３回 郵便と配達サービスの商業化 １９９４年５月 Stockholm スウェーデン

第４回 郵便と配達産業の経営変化 １９９６年５月 Monterey 米 国

第５回 郵便と配達産業の発展構造 １９９７年６月 Helsingor デ ン マ ー ク

第６回 郵便と配達分野での競争の出現 １９９８年６月 Montreux ス イ ス

第７回 郵便改革の現在の方向性 １９９９年６月 Sintra ポ ル ト ガ ル

第８回 郵便改革の将来の方向性 ２０００年６月 Vancouver カ ナ ダ

第９回 郵便・配達サービスの挑戦と発展 ２００１年６月 Sorrento イ タ リ ア

第１０回 郵便と配達サービス ２００２年６月 Potsdam ド イ ツ

（注） １９９３年、９４年、９５年にコンファランス（会議）に準じたワークショップが計３回、ドイツ、日本、フィ
ンランドで開催されている。
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３．３ 発表論文

会議では合計４２本の論文が発表され、それぞれ

のセッションにおいて各論文に対するコメント、

討論、フロアからの質疑応答が行われた。会議の

セッション、発表された論文の一覧は図表３～図

表５のとおりである。なお、セッション名のうち

網掛け部分は筆者が今回出席したセッションを表

している。６月６日（木）、６月７日（金）は２

つのセッションが別の部屋で同時に開催される同

時セッション形式のため出席可能なセッションは

全体の半分となっている（６月８日（土）は統一

セッションのみの開催）。以下では、それぞれの

日程で発表された発表の中から示唆に富むと思わ

れるいくつかの論文を取り上げて内容を説明する

こととしたい１）。

３．４ 会議での発表から

３．４．１ ６月６日の発表論文

初日（６月６日）は開催された６つのセッショ

ンのうち「戦略」、「コスト分析Ⅰ」、「コスト分析

Ⅱ」セッションに参加し、筆者は特に「コスト分

析Ⅱ」セッションの発表論文「１７ イタリアにお

ける郵便窓口業務の費用弾力性について」の発表

に対してコメントを行った。

コスト分析セッションのうち「１０ 一般的な郵

便事業の費用関数構築に向けて（Robert Cohen

ほか２））」では、欧米先進国の郵便事業は業務内容、

技術水準に共通点が多いことに着目し米国郵便庁

（USPS）のコストデータから導出される費用モ

デルが他の主要先進国（ドイツ、英国、フランス、

カナダ、イタリア、ポルトガル、フィンランドの

７か国）に適用可能であるかを検証することを目

的としている。その結果、国民１人当り郵便物数

が中位から高位の国々（フランス、英国、ドイツ

など概ね年間約２００通以上３））においてはUSPSコ

ストモデルを使って推計されたモデルと現実の

データがほぼ一致すること、国民１人当りの郵便

物数は郵便事業の総費用および平均費用の構造を

図表２ 第１０回会議が開催された会場外観

１）論文の日本語への翻訳および本稿への引用にあたっては、論文著者（発表者）からの許可を得た論文またはすでに別の場で公
表されている論文を対象としている。

２）以下、発表論文名のあとの人名は会議における発表者または論文の第一著者であることを示す。
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決定する最も重要な要因であることを示している。

「１７ イタリアにおける郵便窓口業務の産出弾

力性について（Gennaro Scarfiglieriほか）」は郵

便局の規模別に産出弾力性を算出し、とりわけ小

規模郵便局の規模効率性に改善の余地があること

を示した実証分析である。筆者からは主として費

用弾力性ではなく産出弾力性を計測するモデルを

分析の対象としたことによって生産物を郵便物取

扱のみに制約せざるを得なかったことに関連した

コメントを行った。郵便局窓口における生産物と

しては他の欧州諸国と同様に郵便だけでなく金融

業務も考慮することが望ましく、特にわが国の郵

便局におけるワンストップサービスの取り組みを

紹介しつつ窓口業務における多様な生産物の可能

性について言及した４）。

「１８ 自 由 化、コ ス ト 非 均 一 性、脆 弱 性

（Robert Cohenほか）」は配達コストが地域に

よって異なることの影響を米国とフランスで比較

したものである。配達コストを規定する要因とし

て配達人が１時間で配達できる配達箇所数で表さ

れる「郵便密度」の考え方を導入したところ、郵

便密度の分散はフランスで大きくなっていること

３）１９９９年におけるわが国の国民１人当りの郵便物数は２０７通（世界で１８番目）の水準である。Cohenらのモデルによれば国民１人
当りの郵便物が２００通の場合、配達コスト及び区分コストの全体のコストに占める割合はそれぞれ約４５％、約２０％であるという。

４）郵便局のワンストップサービスとは、地方公共団体との協定により戸籍謄本・抄本、住民票等各種証明書の交付請求の受付、
引渡し事務を行うほか、地方公共団体からの委託により公営バス回数券、ごみ処理券等の販売を行うサービスである。平成１４
年７月３１日現在で７５９の市町村、１，５９４の郵便局で実施されている。

図表３ ２００２年６月６日（水）の発表

セッション名 発 表 論 文 国 名

戦 略 １ 郵便物の発展？新しい潮流と戦略 米 国

２ 郵便局の変革：料金支払者と税金支払者の問題 米 国

３ 成功する変革：ドイツポストのケーススタディ ド イ ツ

需 要 ４ 郵便物の地域別需要：ポルトガルは単一の郵便市場か ポ ル ト ガ ル

５ 郵便需要の計量経済学：横断的および時系列データの比較 フ ラ ン ス

６ 郵便配達業務のモデル化に向けての比較アプローチ 英 国

国 際 ７ UPU傘下の下での新しい競争形態の検証 米 国

８ 発展途上国における退出、意見、郵便事業 英 国

９ 治外法権的な交換業務局 カ ナ ダ

コスト分析Ⅰ １０ 一般的な郵便事業の費用関数構築に向けて 米国、イタリア

１１ 価格規制におけるLRICモデルの利用について ポ ル ト ガ ル

１２ 郵便事業における市場を基準とした費用配分原則 米 国

変 革 戦 略 １３ 自由化市場における独占事業体の競争戦略 ド イ ツ

１４ EUおよびドイツ競争法における郵便部門の反トラスト市場 ド イ ツ

１５ 二段階の自由化：欧州郵便市場の自由化 ド イ ツ

コスト分析Ⅱ １６ 郵便事業のコストモデル：地域アクセス費用の変数 ポ ル ト ガ ル

１７ イタリアにおける郵便窓口業務の産出弾力性について イ タ リ ア

１８ 自由化、コスト非均一性、脆弱性 米国、フランス

（注） 表中の太字で示された論文は以下で概要を説明していることを表す。
国名は発表者または論文の著者あるいはその所属する機関が属する国であることを示す。
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が配達コストの非均一性、ひいては参入に対する

脆弱性をもたらしているという。また、高コスト

地域における郵便密度が米国の方で高くなってい

るのは、米国では地方での配達は配達人が配達用

自動車に乗車したまま道路脇の郵便受箱に配達す

るなどの方法が一般的であることによることを明

らかにした。このようにサービス品質を低下させ

ることによって郵便密度の水準を低下させない水

準で維持することが可能であることから、配達コ

ストは郵便事業体にとって操作可能な郵便密度を

通して変動させ得ることを示している５）。

これらの発表の他にも郵便市場における料金設

定についてサービス提供市場の観点から理論的な

アプローチにより分析を行った「１２ 郵便事業に

おける市場を基準とした費用配分原則」や、ドイ

ツポストにおける９０年代初めからの改革の歩みと

その成果について発表を行った「３ 成功する変

革：ドイツポストのケーススタディ」など制度改

革を内容とする発表もみられた。

３．４．２ ６月７日の発表論文

２日 目（６月７日）はUSO（ユ ニ バ ー サ ル

サービス義務）に関する発表が多く見られ、筆者

も主としてこのテーマを扱ったセッションを中心

に参加した。「２０ ユニバーサルサービス提供者

にとってのUSO便益数量化（Paula Ramadaほ

か）」は、過去の調査研究であまり分析されるこ

とがなかったユニバーサルサービスを提供するこ

図表４ ２００２年６月７日（木）の発表

セッション名 発 表 論 文 国 名

Ｕ Ｓ Ｏ Ⅰ １９ 英国郵便サービスにおける競争 英 国

２０ ユニバーサルサービス提供者にとってのUSO便益数量化 英 国

２１ 欧州競争法の原則はなぜ問題を生じさせるのか ド イ ツ

職 員 ・ 顧 客 ２２ 集約的な取引と郵便改革 米 国

２３ USPSにおけるESOPモデルの構築 米 国

２４ 郵便改革プロセスにおける顧客の役割 米 国

Ｕ Ｓ Ｏ Ⅱ ２５ 郵便窓口における帰属コストモデル フ ラ ン ス

２６ 郵便市場と参入：なぜ参入は制限されるのか？ 英 国

２７ USO―サービスレベルおよび費用の戦略的見方 ノ ル ウ ェ イ

革 新／競 争 ２８ フィンランドポストにおけるダイレクトマーケティングの規制 フィンランド

２９ 新しいサービス：郵便市場における電子商取引の発展 ド イ ツ

３０ 誰が有利か？米国における小包競争の評価 米 国

革 新／参 入 ３１ ドイツにおける郵便分野へのプライスキャップ規制 ド イ ツ

３２ ２００７年までの書状郵便独占延長 ド イ ツ

３３ 郵便ネットワークの分解 米 国

料 金 ３４ 小包地方配達でのアクセス料金 フランス、英国

３５ 郵便事業における料金設定とワークシェアリング割引 フ ラ ン ス

３６ ドイツにおける郵便改革の市場成果：最近のトレンド ド イ ツ

５）配達コストは郵便密度だけでなく配達物数によっても影響を受ける。Cohenらによれば郵便物数の少ない地域と物数の多い地
域の平均配達コストの格差は米国で４０％ほどであるという。
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とによって得られる便益効果について英国郵便事

業体のデータをもとに実証分析したものである。

彼女らの分析ではUSO便益は現状とUSOが取り

除かれた仮説的状況を比較することによって算出

可能であるとしており、具体的にはUSOが無く

なれば損失が発生しているサービスで料金を値上

げすることが想定されている。計測モデルは需要

関数、費用関数、様々な価格弾力性を含む複雑な

ものであるが、このような前提での試算の結果、

USOによる便益効果は無視できないレベルであ

ること、この計測以外でもなお定量的な把握がで

きない便益（均一料金の設定による取引コストの

節約、郵趣市場への優先的なアプローチなど）が

いくつか存在することを明らかにしている。

「２６ 郵便市場と参入：なぜ参入は制限される

のか？（George Houpisほか）」は郵便市場を全

面開放したスウェーデンやニュージーランドにお

いて市場開放後数年を経た段階でも民間業者の参

入が限定的である現状を出発点として既存事業体

が持つブランド価値や商品構成が新規参入を抑止

している可能性についてモデル分析を行った論文

の発表である６）。英国では郵便事業体コンシグニ

アの書状事業本部であるロイヤルメールはコカ・

コーラに次ぐブランド認知度を有しているという

調査もあり、既存事業体の圧倒的なブランド力は

民間事業者が郵便市場に参入することに対する抑

止力となっている可能性があるという。しかしな

がら、筆者が発表者であるHoupis氏に個人的に

確認したところでは彼らの分析では参入者である

新規事業者にはブランド価値は存在しないという

前提が課せられており、宅配便会社など潜在的な

郵便市場への参入者が一定のブランド認知度を持

たれているわが国信書市場の構造とは必ずしも一

致しない可能性があることに留意すべきであろう。

その他、ノルウェーにおける現実に適用可能な

USOコストの計測方法に対する考え方を整理し

た「２７ USO―サービスレベルおよび費用の戦

略的見方」、当初２００３年以降全面的な市場開放を

予定していたドイツがEUの市場開放スケジュー

ルに歩み寄る形で開放時期を変更したことによる

影響について説明した「３２ ２００７年までの書状郵

便独占延長」など現実の郵便事業体を取り巻く市

場動向に関する発表もいくつか見られた。

３．４．３ ６月８日の発表論文

最終日は統一セッションのみの開催であるほか、

コンテスタビリティ理論７）の提唱者の１人である

ジョン・Ｃ・パンザー（John C. Panzar）ノース

図表５ ２００２年６月８日（金）の発表

セッション名 発 表 論 文 国 名

法 律 ３７ 郵便事業における州補助金および内部相互補助 ド イ ツ

３８ 欧州における新しい自由化指令 ド イ ツ

３９ 規制の多様性：多国籍企業の支配に向けた適切なデザイン決定 米 国

ア ク セ ス ＆

Ｕ Ｓ Ｏ

４０ 郵便市場における競争、アクセス、ユニバーサルサービス 米 国

４１ アクセスとUSOのバランス 米 国

４２ 競争的な郵便市場でのユニバーサルサービスの維持 英 国

６）Postcomm［２００２］によれば、スウェーデンの既存事業体の取扱いは書状市場全体の９４％、ニュージーランドでは９８％である。
７）コンテスタビリティ理論とは１９７０年代から８０年代にかけてボーモル（Baumol）、パンザー（Panzar）、ウィリク（Willig）に

よって提唱された考え方で、埋没費用（サンクコスト）が存在しないなどいくつかの仮定を満たすコンテスタブルな市場では
潜在的な新規参入の圧力が社会厚生上望ましい資源配分をもたらすことができるという理論。
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ウェスタン大学教授の発表（論文４０）や過去の会

議において数多くの理論的分析に基づいたプレゼ

ンテーションを行ってきたクルー＆クラインドル

ファー教授の発表（同４１）もあり多くの人が参加

した。この日の発表のうち「３８ 欧州における新

しい自由化指令（Thomas von Danwitz）」は、

条件付きながら２００９年における郵便市場の開放を

明記した新しいEU指令案８）に関連して現在の指令

の位置付けと完全自由化後の市場展望についてま

とめた発表であった。彼によれば、完全市場自由

化後においても既存事業体は引き続き支配的地位

を維持することが予想されることからユニバーサ

ルサービスの確保のためにも各国の規制当局の役

割が重要になるとしており、中でも料金規制が規

制当局の主要な責任分野になるとしている。

「４２ 競争的な郵便市場でのユニバーサルサー

ビスの維持（Ian Reay）」は英国の事業体である

コンシグニアの立場から規制当局である郵便委員

会（Postcomm）の策定した自由化スキームに関

連して議論（反論）をするものである。郵便委員

会では２００７年に予定されている英国市場自由化と

ともに商業的な柔軟性の付与の一環として事業体

に弾力的な料金設定を認める可能性があるとして

いるが、発表者からは料金設定の変更によりユニ

バーサルサービスの負担をファイナンスすること

は可能であるかもしれないが個人利用者への大幅

な値上げを余儀なくされることになり、結局現在

の法体系の下ではこのような措置は取ることがで

きないのではないかと懸念を表明している。

また、今回の会議ではアクセス問題（新規参入

者が既存事業体のネットワークを利用すること）

に関する理論的な発表がいくつかなされたのが１

つの特徴である（論文３４、４０、４１）。「４１ アクセ

スとUSOのバランス（Michael A. Crew, Paul R.

Kleindorfer）」ではこれまで分析の俎上にのるこ

とがあまりなかった下流業務のアクセス（競争者

が自ら引き受けた郵便物のうち高コストエリア向

けのものを既存事業体にリメール（再送）するこ

とにより事業体の配達ネットワークを使って配達

すること）９）に焦点をあて、複数のアクセスの形態

を考慮して郵便市場に関するモデル分析を行うも

のである。これによれば、人口密度が高く低コス

トエリアのみしか配達ネットワークを持たない競

争事業者にとっては既存ネットワークへのアクセ

スは重要な問題であるが、アクセスのスキームに

よっては既存事業体のユニバーサルサービス提供

を脅かす可能性があり、アクセススキーム策定に

あたっては参入とユニバーサルサービス義務

（USO）のバランスを確保することが重要であ

るとしている。

会議の最後に総括議長（クルー教授）から締め

くくりの簡単な挨拶があり、次回の開催地（スペ

イン）についてのアナウンスがなされた。

４ まとめ―会議に参加しての感想など―

今回、１週間の日程でドイツに出張し「郵便と

配達の経済学に関する会議」に参加した感想をい

くつかの視点からまとめることにしたい。

４．１ 中長期的視点からみた郵便市場・事業について

第一に、特に欧州諸国の出席者からの発表や発

言から強く感じたことは郵便市場や郵便事業の改

革を５年、１０年単位の中長期的視点から議論して

いたことである。新たに策定されたEU指令では

８）EU加盟国は２００３年に１００g以上および国外あての郵便物を自由化し、２００６年から５０g以上の郵便を自由化すること等を定めた欧
州委員会による新指令案が欧州議会において２００２年３月１３日に可決された。

９）その他の既存事業体ネットワークへのアクセス形態としては上流業務へのアクセスがある。USPSではワークシェアリングと
いわれており、利用者が郵便物を郵便局に差し出す前に郵便番号または配達経路毎に区分することにより料金の割引を受ける
ことができる。
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２００３年、２００６年と独占留保分野の重量区分を低下

させ、その時におけるユニバーサルサービスへの

影響もみながら最終的に２００９年の完全自由化を目

指すこととしているほか、英国でも２００３―２００５年、

２００５―２００７年にそれぞれ市場解放する割合を３０％、

６０％と定めて２００７年に１００％自由化するスキーム

が規制当局によって提案されている。ドイツでも

完全自由化の時期は２００３年から２００７年に延期され

ている。また、業務の多角化により売上を伸ばし

ているドイツポストの事例がわが国でも話題にな

ることが多いが１０）、この実績もＫ・ツムヴィンケ

ル（Klaus Zumwinkel）会長（在位１９９０～）のも

と９０年の公社化（郵便、金融、電気通信の分離）、

９５年以降の部分的な市場自由化、９８年の新郵便法

施行など様々な変革を１０年以上にわたり継続して

きた結果であることはあまり注目されていないよ

うに思われる。わが国においても、日本郵政公社

法および信書便法の成立により平成１５年４月から

郵便事業の経営主体は国営の公社に移行し、信書

市場には民間事業者が参入するなど大規模な改革

が予定されている。郵便市場や郵便事業の改革の

成果を評価するにあたっても改革直後の市場の動

向のみで判断されるべきものではなく、中長期的

な視点を持ちつつ各時点における成果を評価する

必要があるといえよう。

４．２ 外国の経験とわが国の事情

次に、わが国の郵便市場の将来を考えるにあ

たっては諸外国の経験や理論モデルを参考にする

ことは重要であるが、欧米で議論されている事項

の前提条件がわが国の場合と必ずしも一致しない

ことである。

例えば、欧米において郵便市場自由化のモデル

として引用される機会が多く、会議の中でもよく

話題にのぼったのは９３年に市場を民間企業に全面

開放したスウェーデンの経験である。スウェーデ

ンにおける参入業者の代表格はシティメール（首

都ストックホルムや２，３の大都市を中心とする

エリアを対象として週２、３回の配達を行う事業

者）であり、配達コストが低い地域のみを営業対

象としている意味でクリームスキミング（チェ

リーピッキングともよばれる）の典型的な事例で

あるが、既存事業体（ポステンAB）にとっては

ユニバーサルサービスの提供を不可能にするほど

の脅威とはなっていないという見方が一般的であ

る１１）。この点に関しては、論文２６「郵便市場と参

入：なぜ参入は制限されるのか？」のところでも

述べたように、欧米における郵便市場への参入者

のイメージは市場自由化のスキームが概ね明らか

にされた時点で大都市部など低配達コストエリア

を中心に独自のネットワークを構築し参入の準備

を開始する無名の小規模事業者である。今回の会

議で初めて本格的に議論されるようになった既存

事業体のネットワークを参入者に開放するという

アクセスの問題についても、いかに事業規模が小

さく無力な参入事業者を市場に参入させて競争の

メリットを享受させるかが議論の出発点になって

いるように思われる。

一方、わが国の郵便事業は２５年以上にわたり民

間宅配便会社と小荷物運送やその他の非信書分野

で競争・競合しており、信書便法の成立を契機と

する信書市場への参入にあたってもこれら全国を

営業地域とする宅配便会社の動向が注目を集めて

いる。したがって郵便市場を開放した欧州諸国と

１０）水野［２００２］など。
１１）スウェーデンにおける郵便市場自由化の帰結を主として既存事業体の経営評価の観点からまとめたものにLundgren［２００２］が

ある。また、ドイツにおいても現行のEU指令を上回る基準（EU指令の重量３５０g以上に対して重量２００g以上など）で郵便市場
を民間に開放しているものの、参入者のシェアは市場全体の５％以下にすぎないという報告があった。
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わが国では自由化開始時点で参入が予想される企

業のサービス水準、ネットワークの程度が大きく

異なり、当然の帰結としてクリームスキミングの

レベルや既存事業体の経営に与える影響にも相違

がみられることが予想される１２）。議論の前提と

なっている条件等を考慮せずに現象面のみに着目

して諸外国の経験や理論モデルの帰結をわが国に

直接当てはめることは市場の将来を考えるうえで

ミスリードする危険性があるといえる。競争導入

後のわが国における郵便事業の市場構造、ユニ

バーサルサービスのあり方を検討するにあたって

は諸外国の動向を参考としつつもわが国に固有の

諸条件（参入事業者の特性、人口分布・人口密度、

郵便需要構造など）を十分に考慮することが求め

られよう。
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キーワード：期待度、満足度、金融機関としてのイメージ、職員教育

はじめに

私は日頃、自宅近くの郵便局を利用しているが、

窓口の応対は「明るく親切」に感じられる。私が

よく利用している郵便局が「たまたま」親切な郵

便局なのか。それとも一般的にも郵便局は親切な

機関と認識されているのか。旧総務庁が実施した

「行政サービスに関するアンケート調査」（平成

５年度 平成７年度）と時事通信社が実施した

「くらしと環境に関する世論調査（郵便局編）」

の結果を用いながら、郵便局への評価と郵便局の

今後の在り方について見ていきたい。ここで、

「行政サービスに関するアンケート調査」とは、

昭和６３年１月２６日に行政改革の一環として閣議決

定された「さわやか行政サービス運動について」

に基づいて推進された行政サービス改善の成果を

把握するために実施された調査である（調査の概

要は「参考」参照）。

なお、期待度とは当該行政サービスの提供を受

けるに当たって特に期待するものを最大３項目選

んでもらい、各項目について、期待すると回答し

た者の数の当該機関の利用者数に占める割合であ

る。満足度とは、各機関ごとの評価項目における

「良かった」、「まあ良かった」、「ふつう」、「やや

悪かった」、「悪かった」の５段階の評価に、それ

ぞれ５、４、３、２、１のポイントを与え、これ

に回答者数の割合（「分からない」と回答したも

の及び無回答のものは母数から除外した。）を乗

じて合計したポイント点数である。

窓口機関に期待するもの

図表１に主要１４機関１）の平成７年度の期待度を

あげたが、多くの機関で「応接態度等の印象の良

さ」、「事務処理の速さ」、「申請手続等の簡便さ」、

「目的窓口の案内表示の分かりやすさ」が上位に

挙げられている。郵便局でも、「応接態度等の印

象の良さ」、「事務処理の速さ」に対する期待度が

高くなっている。

満足度を見て

図表２にあるように平成５年度及び平成７年度

の主要１４機関の満足度ランキング２）を出してみた。

郵便局は平成５年度の調査では第２位であったが、

平成７年度調査では第１位となっている。これは、

郵便局職員の日々の努力の成果であると考えられ

る。また、郵便局は利用したと回答した方が最も

トピックス

アンケート調査から分かる郵便局の姿について

第二経営経済研究部 河合 亮宗

１）「行政サービスに関するアンケート調査」に関する主要１４窓口機関の選定方法
平成５年度調査時の窓口機関利用者数の上位１４機関を抜き出したものである。また、平成７年度においても第１４位が労働基

準局（n＝８６）の代わりに通商産業局（n＝８７）が入っているだけで、順位の変動はあったものの、上位１３機関の内容に変更は
なかった。なお、平成５年度調査との比較から平成７年度は通商産業局に代わり労働基準局を採用している。
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郵便局 

市町村役場 

都道府県本庁 

税務署 

警察署 

登記所 

社会保険事務所 

公共職業安定所 
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福祉事務所 

陸運支局 
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11.0 17.4

27.2

47.3

30.6 10.7
5.4

10.7 8.5

12.39.3
4.6

11.645.434.4

43.4

38.7

42.9 41.6 24.9 31.8 37.0 7.6 7.6 11.8 15.6

48.9 33.9 33.3 36.1 42.2 10.0
4.4

17.2 11.1

32.4 25.2 25.2 34.3 30.5 11.9 10.5 12.9 11.4

42.8 18.9 33.3 27.7 36.5 11.3 25.8 11.3
5.0

44.7 30.2 52.2 26.4 35.8 20.1
3.8

12.6 16.4

44.2 27.9 30.2 27.9 30.2 9.3
3.5

22.1 15.1

35.2

31.3 44.9

53.5 27.0 31.4 25.6 10.9 9.6 9.4 15.4 応接態度等の 
印象の良さ 

目的窓口の案 
内表示の分か 
りやすさ 

昼休みの窓口 
受付の実施 

高齢者等の安 
全や便利さへ 
の配慮 

施設の所在場 
所の見つけや 
すさ 

事務処理期間 
の案内・表示 

事務処理の 
速さ 

申請手続等の 
簡便さ 

説明の分かり 
やすさ 

平成５年度 平成７年度 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

順
位 

郵便局 

市町村役場 

都道府県庁 

税務署 

警察署 

登記所 

社会保険事務所 

公共職業安定所 

NTT支店・営業所 

労働基準監督署 

保健所 

福祉事務所 

陸運支局 

労働基準局 

２）満足度ランキングについて
平成５年度では満足度の算出を行っていないが、平成７年度の算出法に基づいて、「良かった」、「まあ良かった」、「良いと

も悪いとも言えない」、「あまり良くなかった」、「悪かった」の５段階の評価に、それぞれ５、４、３、２、１のポイントを与
え、これに回答者数の割合を乗じて合計したポイント点数で算出をしている。算出した満足度を各年度ごとにポイントの高い
ものから並べたものが満足度ランキングである。

図表１ 期待度（平成７年度）（主要項目のみ抜粋）

図表２ 満足度ランキング
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図表３ 窓口機関の満足度（下線部は各項目のうちで一番評価の高かったもの。）
単位、ポイント

郵 便 局

（n＝２，８５８）

市 町 村
役 場

（n＝２，２２７）

都道府県
本 庁

（n＝１，０２１）

税 務 署

（n＝８２９）

登 記 所

（n＝５５７）

社会保険
事 務 所

（n＝５４４）

警 察 署

（n＝４９６）

施設の所在場所のみつけやすさ ３．８５ ３．８５ ３．８３ ３．５０ ３．３６ ３．２１ ３．７２

窓口の案内表示のわかりやすさ ３．６４ ３．４１ ３．１７ ３．２５ ３．３３ ３．２３ ３．１８

応接態度、言葉遣いの印象 ３．４５ ３．１７ ３．１９ ３．３９ ３．０８ ３．０８ ２．８８

服装、身だしなみの清潔さ ３．４７ ３．２４ ３．３２ ３．４２ ３．２４ ３．２８ ３．４１

職員の説明の分かりやすさ ３．４３ ３．２３ ３．２３ ３．３３ ３．１３ ３．２２ ３．１３

手続等の分かりやすさ、簡便さ ３．３１ ３．１３ ３．００ ３．００ ２．８９ ２．９７ ２．９８

事務処理の速さ ３．２３ ３．１３ ３．０１ ３．２０ ２．８８ ３．１５ ２．９８

待ち時間等の案内、表示 ３．０８ ３．０３ ２．９２ ３．００ ２．８９ ２．９７ ２．８９

昼休みの窓口受付の実施 ３．４４ ３．１１ ２．８６ ２．９３ ２．４１ ２．８２ ２．８８

待合室、トイレ等の清潔さ ３．３３ ３．２４ ３．３４ ３．０６ ３．１７ ３．２６ ２．８５

高齢者、障害者の安全への配慮 ３．０７ ３．１７ ３．２０ ２．８６ ２．７５ ３．０１ ２．８０

待合室等での非喫煙者への配慮 ２．８８ ２．９８ ３．０９ ２．８６ ２．７６ ２．９５ ２．８７

プライバシーへの配慮 ３．１０ ３．１２ ３．１７ ３．１３ ３．１１ ３．１６ ３．００

計 ３．３５ ３．２２ ３．１９ ３．１７ ３．０２ ３．１１ ３．０６

公共職業
安 定 所

（n＝４５５）

NTT支店
・営業所

（n＝２８９）

保 健 所

（n＝２１０）

労働基準
監 督 署

（n＝１８０）

福 祉
事 務 所

（n＝１５９）

陸運支局

（n＝１５９）

労 働
基 準 局

（n＝８６）

平 均

（n＝４１７９）

施設の所在場所のみつけやすさ ３．１９ ３．６３ ３．４１ ３．１８ ３．４５ ３．６０ ３．２１ ３．５０

窓口の案内表示のわかりやすさ ３．１８ ３．４１ ３．１９ ３．１２ ３．２８ ３．３７ ３．０９ ３．２８

応接態度、言葉遣いの印象 ３．２２ ３．４９ ３．４１ ３．３４ ３．２７ ３．３０ ３．３４ ３．２６

服装、身だしなみの清潔さ ３．２７ ３．６５ ３．４８ ３．３６ ３．３２ ３．３３ ３．４０ ３．３７

職員の説明の分かりやすさ ３．２３ ３．３７ ３．３４ ３．２６ ３．２３ ３．３２ ３．４３ ３．２８

手続等の分かりやすさ、簡便さ ２．９９ ３．２２ ３．２０ ３．０４ ３．００ ２．８８ ３．２０ ３．０６

事務処理の速さ ３．０６ ３．１８ ３．１０ ３．２８ ３．０１ ３．１９ ３．２６ ３．１２

待ち時間等の案内、表示 ２．８６ ３．１０ ２．９０ ３．１１ ２．９２ ２．８９ ３．１８ ２．９８

昼休みの窓口受付の実施 ２．６０ ３．２７ ２．９１ ２．９３ ３．０５ ２．７２ ２．９６ ２．９２

待合室、トイレ等の清潔さ ３．２２ ３．４７ ３．２３ ３．３４ ３．２８ ３．２４ ３．１２ ３．２３

高齢者、障害者の安全への配慮 ２．９６ ３．０９ ３．２０ ３．０７ ３．３１ ２．８２ ３．１６ ３．０３

待合室等での非喫煙者への配慮 ２．９９ ２．９７ ３．２２ ３．１４ ３．０３ ２．６８ ３．００ ２．９６

プライバシーへの配慮 ３．０８ ３．２０ ３．１０ ３．２６ ３．０６ ３．１９ ３．３３ ３．１４

計 ３．０８ ３．３３ ３．２１ ３．１９ ３．１７ ３．１３ ３．２２ ３．１８
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0.0 5.0
（％） 

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

1999年度 

1998年度 

多い（平成５年度７３．４％、平成７年度６８．４％が利

用）機関であり、利用者の多い機関の代表的存在

が満足度ランキングの高位置にあることは、直接

国民の方々に接している行政機関全体のイメージ

もよいものにしているかもしれない。

図表３にある平成７年度の満足度の計を見て意

外に思うのが、すべての機関において平均の３を

上回っている点である。すなわち、すべての機関

において人々は一定の満足を得ていることになる。

その中で郵便局は第１位のポイントを記録してい

ることになる。また、各項目別に見ても、１３項目

中５項目で１番の満足度を獲得しており、郵便局

が他の機関と比べて高い満足度を提供しているこ

とが改めて分かる。

金融機関としての郵便局

郵便局は郵便貯金、簡易保険を取り扱っている

ことから「金融機関」としての側面を持つ。そこ

で、他の金融機関と比較してみるとどうであろう。

ここでは、「くらしと環境に関する世論調査（郵

便局編）」（１９９９年度 時事通信社地域情報セン

ター）の結果に基づき見ていきたい。「くらしと

環境に関する世論調査（郵便局編）」は、郵便局

についてのイメージ（親近感、窓口対応の良さ

等）を把握するアンケート調査である（調査の概

要は「参考」参照）。

他の金融機関との比較を見て

図表４を見て分かるように、郵便局が親しみや

すい金融機関だと答えている人の割合が４２．４％と

２位である農協の約２倍の支持を得ていることが

特徴的である。このことは郵便局員がお客様に対

し、親しみを持った態度で接していることの表れ

ではないだろうか。特に、図表５にあるように２０

代、３０代女性の親しみやすいと思っている人の割

合は５割を上回っている。また、図表６を見ても

分かるように郵便局は誠実なところだと感じてい

る人々が他の金融機関に比べて多いことが分かる。

ただ、図表７より職員の教育は地方銀行、都市

銀行に比べて行き届いていると感じている人々が

少ないことが分かる。そして、図表８及び図表９

より、店舗の感じや窓口での対応の良さでは僅差

とはいえ地方銀行に続く第２位の評価にとどまっ

ている。

図表４ 親しみやすいのは
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図表５ 「親しみやすいのは郵便局」と回答した人の性・年代別比較

図表６ 誠実なところだと感じるのは

図表７ 社員（職員）の教育が行き届いているのは
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これからの郵便局窓口の在り方（まとめ）

以上、２つの側面から郵便局を見てきたが、い

ずれもお客様から平均以上の評価を得ており、あ

る特定の分野では１番の支持を得ていることが分

かった。ただ、「くらしと環境に関する世論調査

（郵便局編）」では４割以上の人々が親しみやす

いと答え、誠実さに対する評価も高いにもかかわ

らず、店舗の感じや窓口での対応はそこまで高い

支持を得ているとは言い難い。これは、「親しみ

やすく、誠実だが、店舗づくりや窓口の対応に多

少の問題がある。」と読むことが出来るのではな

いだろうか。そして、その背景には職員の教育が

他の金融機関に比べて行き届いていると感じてい

る人々が少ないからではないだろうか。

上述のように、お客様は、郵便局に「応接態度

等の印象の良さ」や「事務処理の速さ」を期待し

ている。これからの郵便局は今までの特徴である

親しみやすさや誠実さを損なうことなく、職員教

育による専門知識の向上を図り、「親しみやすく

図表８ 店舗の感じがよいのは

図表９ 窓口（店頭）での対応がよいのは
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て、迅速で、対応の良い」郵便局を作っていくこ

とが望まれているのではないだろうか。

「参 考」

「行政サービスに関するアンケート調査」（平成５年度）について（抜粋）

ア 調査項目

�ア 窓口機関の利用状況

�イ 利用した窓口機関の評価

�ウ 窓口機関に期待する行政サービス

�エ 利用者の意見・要望

イ 調査時期

平成５年１０月

ウ 実施方法

管区行政監察局（四国行政監察支局を含む）及び行政監察事務所が１，１１１の団体等を通じてアンケー

ト対象者に調査票の記載を依頼し、回収は主として郵送によった。

エ アンケート調査票回収結果

�ア アンケート調査票配布数：６，２００枚

�イ 有効回収数（回収率）：４，９３９枚（７９．７％）

「行政サービスに関するアンケート調査」（平成７年度）について（抜粋）

ア 調査の目的

窓口機関及び公共施設に期待するサービス並びにこれらを実際に利用した際の評価を調査し、国民か

らみたさわやか行政サービス運動の成果を把握し、今後の行政サービスの改善に資するため実施したも

のである。

イ 調査項目

�ア 窓口機関の利用状況

�イ 窓口機関に期待する行政サービスに対する評価

�ウ 利用した窓口機関の行政サービスに対する評価

�エ 意見・要望

ウ 調査時期

平成７年１０月

エ 調査票の配布及び回収の方法

実地調査を担当した管区行政監察局（四国行政監察支局を含む。）及び行政監察事務所が、各種団体

等を通じてアンケート調査対象者に調査票への記載を依頼し、回収は主として郵送によった。

オ 調査票の回収結果

�ア 調査票の配布枚数：５，２５０枚
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�イ 有効回収数（率）：４，１７９枚（７９．６％）

「くらしと環境に関する世論調査（郵便局編）」について

ア 調査の目的

公益企業・団体について、親しみやすさや宣伝・広告との接触度など１６項目に対するイメージ評価や

「日本版ビックバン（金融大改革）」を迎えて金融機関に期待する新サービス及び、不安感などをうか

がい、生活者の意識を把握すること。

イ 調査項目

�ア 公益的企業・団体の地域密着イメージ

�イ 公益的企業・団体の包括的イメージ

�ウ 金融機関に対する新しいサービス及び不安感

�エ 「ひまわりサービス」の必要性など

ウ 調査時期

平成１１年７月

エ 調査の設計

�ア 調査地域：全国４７都道府県

�イ 調査対象：満２０歳以上の男女個人

�ウ 標本数：７０，６００人

�エ 抽出方法：層化二段無作為抽出法

�オ 調査方法：郵送法

オ 調査票の回収結果

有効回収数（率）：３６，５５４（５１．８％）

カ その他

４７都道府県ごとに標本数を決め、各県を地域、市群規模別に層化し、標本を配布した。標本数は北海

道、東京都、大阪府が各３，０００対象、その他の府県は１，４００対象とした。
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１ はじめに

９４年の携帯電話売り切り制度の導入以降、契約

者は大幅に増加し、２００１年度末時点での携帯電話

の契約者は約７，５００万２）（PHSの加入者含む）であ

り、約６，１００万３）である固定電話の契約者を２５％上

回る状況にある。携帯電話を利用したインター

ネットアクセスも多く、今後、データ通信の高速

化と料金低廉化が実現されれば、ブロードバンド

時代のユビキタスサービスを実現するための主要

ツールとして携帯電話が使用される可能性が高い。

携帯電話の取替サイクルは短く、利用者は平均

約５５０日４）（図１参照）で端末を買い替えている。

買い替えのために不要となった携帯電話端末は、

年間約５，０００万台（４，９７７万台）５） 発生すると推測

される。一方、２００１年度に、リサイクルのために

トピックス

携帯電話のリサイクル促進に対する行政の役割について１）

通信経済研究部 主任研究官 住尾健太郎

図１ 日本の携帯端末の買い替えサイクル

１）本稿作成に当たり、吉田誠元担当研究官に資料収集による協力をいただいたほか、早稲田大学政治経済学部寄本勝美教授など、
多くの方からご助言をいただいた。記して感謝の意を表します。ただし、記述内容に関する責任はすべて筆者個人に帰するも
のである。また、本稿は筆者の個人的見解に基づいて作成したものであり、所属機関の見解を示すものではない。

２）総務省総合基盤局の報道発表資料
http:／／www.soumu.go.jp／s―news／２００２／０２０６１４_５.html

３）マイライン事業者協会発表の平成１４年４月末の登録者数
http:／／www.myline.org／report／apr_２００２.htm

４）日興スミスバーニー証券、「移動体通信原論」P１１
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回収された端末は約１，３１０万台６）であり、回収率は

全体の２６％程度と考えられる７）。買い替えのため

に不要となった端末は、短期的には、バックアッ

プ用に保存される可能性があるが、一般的には複

数台数をバックアップ用として保存する必要はな

いため、少なくとも次回買い替え時期には、不燃

ごみとして廃棄されると考えられる８）。このよう

に考えると、１年間に、約３，６７０万台９）の携帯電話

がリサイクルされることなく、不燃ごみとして廃

棄されている可能性が高い。

日本では、大量生産・大量消費に伴う経済発展

を優先する社会から循環型社会への移行を目指し

て、２００１年１月には「循環型社会形成推進基本

法」、同４月には「資源の有効な利用の促進に関

する法律（資源有効利用促進法）」を施行してい

る。そうした流れの一環として、同時に、「家電

リサイクル法」が施行され、冷蔵庫、テレビ、エ

アコン及び洗濯機は小売店が消費者から引取り、

製造業者等による再商品化が義務付けられたこと

は記憶に新しい。

家電製品は、情報機器化に伴い、買い替え期間

が短くなってきているが、一般に１０年前後１０）とさ

れている。日本には約５，０００万世帯あり、「家電リ

サイクル法」に指定されている冷蔵庫、テレビ、

エアコン及び洗濯機ではそれぞれ世帯所有率が異

なるが、比較を単純化するため、それぞれ約

５，０００万台が存在しているとする。買い替え期間

を１０年とした場合、１０年間で、それぞれ約５，０００

万台が廃棄されることとなる。一方、携帯電話の

場合、普及台数が７，５００万台であり、買い替え期

間 を５５０日 と す る と、１年 間 で、約５，０００万 台

（４，９７７万台）１１）が廃棄されると推測できる。冷蔵

庫やテレビといった白物家電と携帯電話では容量

や重量は異なるが、不要な携帯電話の廃棄が大量

であることには変りない。また、携帯電話には金、

銀などの貴金属が使われており、リサイクル資源

の貴重性を単純に容量や重量だけでは比較できな

い。また、従来、携帯電話に使用されていたニカ

ド電池が廃棄された場合、有害物質（カドミ

ニューム）が流出するため、重大な環境問題を引

き起こす可能性が指摘されている。

ｉ―Modeなどの携帯電話を利用したインター

ネット接続サービスが普及していること、第三世

代携帯電話においてNTT DoCoMoの提案した方

式が採用されたこと等から、国際的に、日本は携

帯電話先進国とのイメージがある。ただ、そのイ

５）７，５００万台×３６５日／５５０日
なお、年間の廃棄台数を推測する方法として、�社電気通信事業者協会は生産台数から新規契約者数を差し引くやり方を採用

している。この場合、２００１年度に国内で生産された携帯電話端末は５１，８７０，４２０台であり、６，４５２，０００台が輸出され、９２，０００台
が輸入されているため、在庫台数を無視する場合、新たに４５，５１０，２４０台（＝５１，８７０，４２０－６，４５２，０００＋９２，０００）が消費された
と考える。一方、携帯電話の新規契約者数は８，１７８，７２４名、PHS減少加入者数は１４２，１８０名であるため、買い換えられ、不要と
なった携帯電話端末数は、消費台数（４５，５１０，２４０）－携帯電話新規契約者数（８，１７８，７２４）＋PHS減少加入者数（１４２，１８０）＝約
３，７５０万台（３７，４７３，８７６台）と推測される。数字の出典は、総務省及び情報通信ネットワーク産業協会。

６）�社電気通信事業者協会の発表資料
なお、電池は約１，１８０万個（１１，７８８，０５１個）、充電池は約４２３万個（４，２３０，５２１個）回収されている。

７）�社電気通信事業者協会の計算方法では、回収率は約３５％（＝１，３１０万台／３，７５０万台）となる。
８）「携帯電話・PHS端末に関するリサイクルの取り組み（平成１２年１２月８日）」（�社電気通信事業者協会・通信機械工業会（当

時））のP６において、「不要になった端末を持ち帰った人のうち約５４％が「どこかにしまってある」と回答している」とし、
それらをリサイクル対象台数から除いているが、何台もの端末を廃棄することなく、現実に保有しているかについては疑問が
ある。

９）７，５００万台×３６５日／５５０日－１，３１０万台
同様に、�社電気通信事業者協会の計算方法では、２，４４０万台（＝３，７５０万台－１，３１０万台）となる。

１０）田鎖、山本、「脱物質サービス経済は可能か」P４
http:／／www.eco.goo.ne.jp／magazine／files／ecoeff／０１１０１８_０１.htm

１１）７，５００万台×３６５日／５５０日×１年
なお、�社電気通信事業者協会の計算方法では、３，７５０万台
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メージは携帯電話の技術・サービスの開発面に止

まっている。世界的に、環境に対する関心が高

まっている中、リサイクルのために、携帯電話に

おいて世界初のデポジット制１２）を採用するなどの

施策を実現し、積極的な取り組み姿勢を示すこと

は、国際的に、日本のイメージ向上につながる可

能性が高い。積極的に携帯電話のリサイクルを促

進し、技術・サービス面だけでなく、環境問題へ

の取り組みの面においても、国際的モデルをなる

ことは、日本のイメージアップに不可欠であり、

国家戦略としても重要と考えられる。

本稿では、社会的環境、リサイクルの方法を説

明し、現状における事業者団体、携帯電話事業者

の取り組みを述べた後、リサイクルの阻害要因分

析及び促進方法などの検討を行い、行政が行うべ

き役割を提言したい。

今後、カード挿入式携帯電話が普及した場合、

携帯電話本体、電池等の回収が一層困難になると

予想される。携帯電話のリサイクルのように、不

採算であり、民間が積極的に取り組みたくない問

題にこそ、行政は積極的に関与すべきである。携

帯電話の普及を促しておきながら、影の側面とも

言える、リサイクル問題に一切取り組んでいない

総務省は、携帯電話事業者の監督官庁として、果

たすべき役割と責任が大きいと考える。

２ 「携帯電話のリサイクル」に関する社会的環境

平成１３年４月１日、「資源の有効な利用の促進

に関する法律（資源有効利用促進法）」の施行に

伴い、同年３月、同法の対象業種・対象製品など

を規定する政令が制定され、３業種１３）・３０品目１４）

から１０業種・６９品目に対象業種・対象製品が拡大

された。これらの法令の目的は、従来のリサイク

ル（１Ｒ）対策を拡大し、新たに、リデュース、

リユース及びリサイクル（３Ｒ）の取り組みを求

めることにある。同時に、個別物品の特性に応じ

た規制を行うため、「家電リサイクル法」が施行

され、冷蔵庫、テレビ、エアコン及び洗濯機は小

売店が消費者から引取り、製造業者等による再商

品化が義務付けられた。

携帯電話端末については、いずれの法令でも指

定製品になっていないが、経済産業省の産業構造

審議会により「廃棄物処理・リサイクルガイドラ

イン」を自主的に制定することが求められている。

今後の回収状況により、今後、「資源の有効な利

用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」

の対象業種・対象製品に追加される可能性がある。

また、ニカド電池はもとより、近年、携帯電話で

利用されるリチューム電池についても、資源有効

利用促進法法により、「小型二次電池」として、

回収が義務付けられている。

当然ではあるが、携帯電話はアルミ缶等と回収

方法、リサイクルコスト等が異なるため、単純に

比較し、回収が何％であれば適当かを決めること

は難しい。しかしながら、循環型社会を目指す以

上、すこしでもより多く回収し、すこしでもより

有効に再資源化することを目指す必要があること

も当然である。

３ 「携帯電話のリサイクル」方法

携帯電話のリサイクルは貴金属精錬所の余剰施

設を利用して行われている。リサイクル会社は全

国に５社程度存在し、リサイクル処理の基本的な

流れは図２１５）の通りである。基本的に、再資源と

１２）電池の回収に関しては、ドイツが世界で初めてデポジット制を採用。携帯電話本体については未だに世界的に例はない。
１３）例えば、「特定省資源業種（工場で副産物の発生抑制・リサイクルを求める業種）」として、新規に「自動車製造業」などが新

たに指定された。
１４）例えば、「指定再資源化製品（使用済製品の自主回収・再資源化を求める製品）」として、「小型２次電池」などが新たに指定

された。
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して１００％リサイクルされる。

なお、バーゼル条約１６）により、廃棄された携帯

電話を中国などに輸出することは禁止されている

こともあり、海外でリサイクル処理はできない。

現在、リサイクルに際し、電池を取り除いた携

帯電話本体は焼却している。その結果、プラス

チック等は、石化して「スラグ」となり、セメン

ト原料などに使われるほか、ごみ固形燃料

（RDF：Reused Derived Fuel）として、「ごみ

発電燃料」としてサーマルリサイクルに利用され

ている。リサイクル処理を行っている横浜金属㈱

では、サーマルリサイクルではなくマテリアルリ

サイクルを目指し、例えばプラスチックはプラス

チックとして、より有効な再資源化を実現するた

め１７）、�１ABS、�２内質、�３基盤の３つに分別して

いるが、現時点での不要端末の買取価格では採算

が取れないこと、再資源化のコストが高いこと、

再資源化されたプラスチック市場の市場が大きく

図２ リサイクル会社における処理の流れ

１５）�社電気通信事業者協会及び情報通信ネットワーク産業協会（旧通信機械工業会）、「携帯電話・PHS端末に関するリサイクルの
取り組み」P７

１６）正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」。携帯電話には鉛が全体の０．０１％以上含まれることもあり、
「有価物」であっても、リサイクル目的で海外に輸出できない。

１７）リサイクルされたプラスチックの強度はリサイクル前よりも落ちるが、「携帯」用途のプラスチックの強度は元来高く、リサ
イクルしても、「携帯」しない電話、FAXなどへの使用に耐えうる強度を有している。
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ないことなどから、技術的には可能であるにも関

わらず、実現には至っていない。

また、現在では、回収した携帯電話端末のメモ

リーに個人情報は残っていることがあるため、個

人情報保護の観点から、事業者は中古端末として

使用する目的で海外に輸出していない。ただし、

技術的には個人情報の消去は可能であり、第三世

代携帯電話に関しては、特に海外において、中古

端末として再利用される可能性がある。

４ 事業者等の取り組み状況

経済産業省の産業構造審議会からの要請により、

�社電気通信事業者協会及び情報通信ネットワーク

産業協会（旧通信機械工業会）は、携帯電話のリ

サイクルに関する業界の取り組みを「携帯電話・

PHS端末に関するリサイクルの取り組み」として

とりまとめたうえ、経済産業省及び総務省に報告

している。

ガイドラインに基づき、各事業者とも、携帯電

話のリサイクルに向けた具体的な取り組みを行っ

ているが、リサイクルは不採算であり、コストが

かかるため、取り組み姿勢に差が存在する。廃棄

された携帯電話１トンから、金１５０グラム、銀３

キロ、パラジューム１００グラムなどの貴金属約４０

万円相当がとれることから、事業者はリサイクル

会社に対し、有価物として、１トン当たり１５万円

で売却している１８）。しかしながら、リサイクルに

際しては、「代理店手数料」や「リサイクル会社

への輸送料」に加え、NTT DoCoMoのように、

販売店から委託会社に集積し、一括してリサイク

ル会社に送付している事業者では「取次ぎ手数

料」及び「倉庫料」が付加されるため、リサイク

ル費用が売却代金を上回る状況となっている１９）。

NTT DoCoMo（グループ９社）の場合、「端末

機器等回収キャンペーンの実施」、「不要端末機器

等の回収・処理」、「容器包装リサイクル法への対

応」などに対する費用額として、２００１年度に１７億

５，２００万円を計上している２０）が、「容器包装リサイ

クル法への対応」等の費用を除く、リサイクル関

連費用は１５億円程度となっている２１）。現在、リサ

イクル費用は事業者が負担する形となっている。

また、平成１３年４月の「資源の有効な利用の促

進に関する法律（資源有効利用促進法）」の施行

に伴い、事業者各社とも、携帯電話（電池・付属

品を含む）のリサイクルキャンペーンを実施した

が、いずれも期間は１～２ヶ月程度であり、その

後も積極的に取り組んでいる事業者とそうでない

事業者があるように見受けられる。

�１ 業界としての取り組み

�社電気通信事業者協会では、回収機会の拡大の

ため、�１「モバイル・リサイクル・ネットワー

ク」と称し、専売店での他社事業者・メーカーブ

ランド製品の回収２２）、�２ステッカー等の作成によ

るユーザー周知を実施している。また、情報通信

ネットワーク産業協会では、共通指針を策定した

上で、携帯電話製造時に、リデュース、リユース

及びリサイクルを想定し、部品点数の削減、小型

化・軽量化・省電力化、再資源化に向けた素材の

選択などに取り組んでいる。

利用者は、単に機能だけではなく、デザインや

形により、購入する傾向にあることから、メー

１８）リサイクル会社への聞き取り調査
１９）�社電気通信事業者協会及び情報通信ネットワーク産業協会（旧通信機械工業会）、「携帯電話・PHS端末に関するリサイクルの

取り組み」P６
２０）「NTTドコモ環境レポート ２００２」P３４
２１）NTTドコモ社会環境室への聞き取り調査。ただし、使用済みの端末等の売却収入として、「１億３千万円程度の収入がある」

とのこと。
２２）利用者のブランド・ロイヤリティは高く、他社への買い替えが少ないこともあり、必ずしも機能していないとの意見もある。
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カーをまたがっての素材や設計の同一化には限界

があるが、現状においては、同一メーカーの端末

においても、素材や設計が異なるものがあり、リ

サイクルコストの低減のためにも、一層の努力が

期待される。

�２ 事業者としての取り組み

�１ NTT DoCoMo

利用者が１０ケ以上使用した場合に、代理店に対

し、販売促進費（インセンティブ）が支払われる

こととなっているが、本年６月まで、機種変更の

際に、旧端末の回収を支払いの条件とすることで、

回収を推進していた。つまり、旧端末が回収でき

ない場合には、代理店に販売促進費が支払われな

いことから、利用者が旧端末の保有を希望する場

合には、その代償として、５，０００～１万円を機種

変更手数料に上乗せしてしはらわなければなら

かった。そのため、機種変更に際し、多くの利用

者は旧端末を代理店に提供していた。その一方、

１０ケ月未満の利用者に関しては、販売促進費が支

払われることがないため、機種変更に際し、旧端

末が積極的に回収されることはないという問題が

あった。

毎年、ドコモは「NTTドコモ環境レポート」

を公表しており、２００１年度には、ドコモグループ

９社で、携帯電話端末（PHS含む）１，０５７万台２３）、

電池９３３万個、充電器等の付属品２９２万個を回収し

たとしている。２０００年度の回収状況と比べ、携帯

電 話 端 末 は８．５％、電 池 は１４．３％、付 属 品 は

８２．５％増加している２４）。しかしながら、リサイク

ルに積極的に取り組んでいるドコモですら、携帯

電話端末の回収は約４２％２５）程度であると推測され

る。

�２ au、Ｊ―Phone、ツーカー

端末回収を販売促進費の支払い条件としていな

いため、利用者の希望に応じて回収しているが、

大部分の利用者は持ち帰るとのこと２６）。

販売促進費は、６ヶ月などの一定期間ごとに、

支払われるか、増額されるシステムであり、利用

期間の長さに応じて支払われる販売促進費を原資

として、新規端末の値段を下げていることから、

結果的に、端末をできるだけ長期間使用させるイ

ンセンティブを利用者に与えている。

au、Ｊ―Phone及びツーカーは、携帯電話端末

等の回収状況を公表していないが、いずれの事業

者もドコモの回収率を下回っていると予想される。

５ 「携帯電話のリサイクル」に関する課題

携帯電話のリサイクルに関する最終的な課題は

「回収率をいかに上げるか」であるが、付随する

課題を含め、次の５点に集約される。「回収率」

を上げることは重要であるが、同時に、持続可能

なリサイクルのビジネスモデルの形成が重要であ

る。

�１ リサイクルにかかる費用を誰が負担すべきか

�２ リサイクルにかかる費用をいかに低廉化させ

るか

�３ 回収率をいかに上げるか

�４ 不燃ごみとして廃棄される携帯電話にいかに

対応するか

２３）２００１年度の携帯電話端末の回収台数が約１，３６１万台であることから、ドコモ（９社）のシェアは５６．８％でありながら、ドコモ
回収分が全体の約７７．７％を占めることになる。

２４）「NTTドコモ環境レポート ２００２」P１６及び「NTTドコモ環境レポート ２００１」P３２～３３
２５）�社電気通信事業者協会の発表によれば、２００１年３月末時点での携帯電話（PHS含む）契約者数は６６，７８５，１００人であり、ドコモ

の契約者は３７，８３８，０００人で、シェアは５６．７％。機種変更期間の平均を５５０日とした場合、年間に、約２，５１３万台（＝６６，７８５，１００
×５６．７％×３６５／５５０）の不要端末が発生すると予測され、携帯電話端末の回収率は約４２％（＝１，０５７万台／２，５１３万台）と算出で
きる。

２６）代理店への聞き取り調査
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�５ 不燃ごみとして携帯電話を廃棄する人をいか

に啓蒙するか

�１ リサイクルにかかる費用を誰が負担すべきか

携帯電話の場合、リサイクルのための設備を新

たに建設する必要がなく、「有価物」としてリサ

イクル会社に販売できるため、冷蔵庫やテレビな

どのリサイクルと比べ、リサイクルコストの内容

が異なる。また、冷蔵庫やテレビなど家電の場合、

�１メーカー、�２販売店及び�３利用者の３者が関係

するが、携帯電話の場合、ほぼ１００％「携帯電話

事業者」ブランドで販売されているため、上記の

３者に加え、「携帯電話事業者」の存在が大きい。

しかしながら、いずれの場合も、事業者などがリ

サイクルに消極的な最大の理由は同じであり、回

収及びリサイクルに際して金銭的コスト２７）がかか

るためである。

携帯電話の回収は販売代理店が行っていること

から、販売代理店を統括する携帯電話事業者の取

り組み姿勢が回収状況に大きな影響を与える。そ

して、携帯電話事業者の取り組み姿勢に大きな影

響を与える要因のひとつがリサイクル費用の負担

問題である。現在、リサイクルにかかる費用は事

業者が負担しているとされているが、今後、回収

が増加し、リサイクル費用も増大する場合、事業

者だけが負担することは不可能である。当然、事

業者の回収へのインセンティブはますます低くな

る。

もし、法令により、携帯電話の回収及びリサイ

クルを義務付け、罰則規定を設けたとしても、リ

サイクル費用の負担問題が解決されなければ、そ

の実効性は上がらない。持続可能なビジネスモデ

ルの形成のためにも、リサイクル費用の負担問題

は重要である。

携帯電話のリサイクルに関する関係者は、�１携

帯電話事業者、�２メーカー、�３販売代理店及び�４

利用者の４者であるため、４者間での費用の負担

問題となる。したがって、リサイクル費用の負担

方法には次の４つとそれらの組み合わせが考えら

れる。

�a 携帯電話事業者が負担する場合：通信料」

に上乗せされる可能性があり

�b メーカーが負担する場合：携帯電話端末の

卸価格」に上乗せされる可能性があり

�c 販売代理店が直接的に費用を負担する責任

の有無については議論があるが、費用を負

担する場合：携帯電話端末の販売価格」に

上乗せされる可能性があり

�d 利用者に直接負担を求める場合：現状以上

に回収を困難にし、廃棄を増加させる

上記のいずれの場合にも、何らかの形で、利用

者にリサイクル費用の負担を求める結果となる可

能性が高い。

現状に鑑みた場合、携帯電話業界も価格競争に

入っており、少なくとも、法令等による明示的な

「命令」又は「容認」がない限り、�a の「通信

料」への上乗せは難しく、�bの「携帯電話端末の

卸価格」への上乗せについても、「携帯電話端末

の価格」は市場が決めるものであり、簡単ではな

いと想定される。また、�dの利用者に直接負担を

求める方法は、回収率向上の目的と全く相容れな

い方法であり、非現実的である。

リサイクル費用を負担すべき道義的責任につい

ては、様々な議論があろうが、携帯電話事業者及

びメーカーの財務的体力を考えた場合、少なくと

も一部分については、販売代理店への販売促進費

をリサイクル費用に廻す方法が現実的と考えられ

る。販売促進費をリサイクル費用に廻す割合、方

２７）リサイクル処理のための時間的コストや人的コストも最終的には金銭的コストの問題となる。
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法、メーカーと事業者との間の負担割合などは、

�１携帯電話事業者、�２メーカー、�３販売代理店が

個別に決めればよい。いずれにしても、�１携帯電

話事業者及び�２メーカーの財務諸表は大きく傷ま

ない。この方法の場合、冷蔵庫やテレビ等とは異

なり、直接目には見えないが、事実上、利用者か

らのリサイクル費用の事前回収ということになる。

また、後述のように、「預かり金（デポジット）」

制度を採用することにより、販売代理店への販売

促進費をリサイクル費用に廻す割合は小さく、大

きな影響が出ない可能性がある。

いずれにしても、販売代理店への販売促進費の

一部がリサイクル費用に廻され、結果的に減額さ

れる場合、携帯電話端末の販売価格が上昇する可

能性もある。その結果、価格に敏感な若い世代が

端末の買い替えを躊躇し、買い替える期間が延び

る可能性がある。買い替えまでの期間が延びる場

合、不要な端末の発生が少なくなることから、少

なくとも、環境的にはよい現象であるといえる。

一般論として、契約者数が人口の約６７％まで普

及し、契約者獲得競争が比較的落ち着いた現在ま

で、販売代理店への販売促進費が上乗せされた高

い通信料を負担させられることは、一利用者とし

て納得がいかない。新規契約者獲得及び機種変更

に必要となる費用は図３２８）の通りである。リサイ

クル問題とは別に、「適正な通信料金」について

再度検討し、販売代理店への販売促進費の見直し

時期に来ているのではないかと考える。

販売促進費の見直しに関する最終的な問題は、

携帯電話事業者が販売代理店を納得させることが

できるか、そして、抜け駆けする事業者をなくし、

いかに一斉に販売促進費の性格を一部見直すかで

あると考える。

�２ リサイクルにかかる費用をいかに低廉化させ

るか

携帯電話事業者の負担する主な端末リサイクル

の費用として、�１回収費用（手数料、人件費）、

�２回収した端末を保管する倉庫の費用、�３リサイ

クル施設等への輸送費用がある。また、リサイク

ル事業者の負担する主な費用としては、�１分類・

分解のための費用、�２焼却による素材の分類・回

収のための費用、�３回収した素材を再利用できる

状態にするための費用がある。

メーカー、事業者、リサイクル業者などの関係

者がそれぞれ努力することにより、相互に良い影

響をもたらし、リサイクル全体の費用が低廉化す

る結果、事業として持続的に成立することとなる。

リサイクル費用を低廉化させる方法として、次の

３つとそれらの組み合わせが考えられる。

２８）日興スミスバーニー証券、「移動体通信原論」P１４、１２

図３ 新規契約者獲得及び機種変更に必要となる費用

（携帯電話事業者別の解約率と加入者獲得コスト：２００１年度予測）

NTT DoCoMo au Ｊ―Phone ツーカー

解 約 率 ％／月 １．３％ ２．６％ ２．３％ ３．２％

獲得コスト 円 ３０，０００ ４６，０００ ３８，０００ ３２，０００

（携帯電話事業者別の機種変更比率と１件当たりコスト：２００１年度予測）

NTT DoCoMo au Ｊ―Phone ツーカー

解 約 率 ％／月 ３．３％ ３．２％ ２．９％ ３．１％

獲得コスト 円 ３０，０００ ３６，０００ ２７，０００ ３１，０００
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�a メーカーにおける携帯電話の設計の共通化、

リサイクルしやすい素材選びなど

�b 物流を含む、リサイクル処理の流れの簡略

化

�c 再資源化プラスチックの市場拡大

上記�a については、携帯電話は嗜好商品であり、

他社と同じ形や機能であれば売れないことは承知

しているが、マテリアルリサイクルを目指すに際

し、各メーカーとも、少なくとも自社製品につい

ては設計の更なる共通化が可能であると考える。

同時に、筐体のプラスチックと内部の電子部品と

の分離を一層容易にする設計への変更についても、

デザインや機能にほとんど影響を与えることなく

可能である。これらにより、解体コストは低廉化

する。また、筐体素材についても、ある程度、リ

サイクルを前提とした素材を採用することにより、

マテリアルリサイクルを容易にする。

�bについては、例えば、販売店から委託会社に

集積し、仕分けした後、一括してリサイクル会社

に送付している場合、販売店からリサイクル会社

に直接送付することにより、人件費、輸送費、倉

庫代などを縮減できる２９）。ただし、雇用問題と直

接的にリンクする問題であり、コスト削減と雇用

維持の両面からの判断が必要となる。

�c については、再資源化されたプラスチックの

市場があり、再生ペレット３０）の価値が上がれば、

リサイクル全体の費用低減につながる。当然、再

資源化されたプラスチックの値段が新しいプラス

チックの値段よりも安くなければ市場が形成され

ない。したがって、�a にあげたメーカーの取り組

みと併せ、再資源化のコストを低減するための技

術及びシステムを開発する必要がある。

�３ 回収率をいかに上げるか

回収率を上げる方法として、次の５つとそれら

の組み合わせが考えられる。

�a 携帯電話事業者に対し、法令により、利用

者からの携帯電話回収を義務付ける

�b 利用者に対し、法令により、不要な携帯電

話返却を義務付ける

�c NTT DoCoMoがやっていたように、買い

替え時の古い携帯電話の回収と販売代理店

への販売促進費をリンクさせる

�d 販売代理店を通じ、携帯電話事業者が不要

な携帯電話端末を利用者から買い取る

�e 携帯電話事業者に対し、回収状況とその方

策を、主務大臣に定期的に報告させる

上記�a 及び�bの場合、現在、携帯電話のレンタ

ル利用率はゼロに等しく、携帯電話の所有権が利

用者にあることを考えた場合、法令により「義務

付ける」ことは困難である。特に、したがって、

�bは不可能に近い。したがって、�c ～�e が現実的

である。

実際、�c の方法により、NTT DoCoMoは回収

実績を上げていた。ただし、�c の問題点は、販売

代理店への販売促進費は利用者が携帯電話事業者

と契約し、契約を一定期間継続した後でなければ

支払われない点にある。つまり、契約後、販売促

進費が支払われるまでの一定期間が経過していな

い時点では、販売代理店に対し、携帯電話回収を

促す動機付けが難しい。また、販売促進費の支払

いは利用者側から見えない部分であり、回収との

リンクは利用者の理解と同意を得ることが難しい

ということもある。

�dについては、不要な携帯電話端末を利用者か

ら買い取る原資が問題となる。しかしながら、

「預かり金払い戻し特約付き販売」の形態をとり、

２９）イービストレード株式会社からの聞き取り調査
３０）粒状に成形されたプラスチック樹脂
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いわゆる「預かり金（デポジット）」として、�１

新規契約及び機種変更契約の際に、利用者から一

定金額を明示的に預かる方法、�２販売代理店への

販売促進費の一部を廻す方法をとり、利用者が意

識しないところで、事実上、利用者から預かり金

をとる方法が考えられる。所有権の有無の点で、

「保証金」と「預かり金（デポジット）」は性格

が異なる。「預かり金払い戻し特約付き販売」の

形態をとることにより、数十円の価値しかない不

要端末を高額で買い取る必要があるのかという議

論を防ぐことができる。

同時に、他の事例３１）でも明らかであるように、

「預かり金（デポジット）」制度を採用する場合

でも、回収率が１００％となることは考えられない。

回収されない端末の「預かり金（デポジット）」

をリサイクル費用に充てることが可能となる。買

い替えのために不要となった携帯電話端末は、年

間約５，０００万台（４，９７７万台）であり、回収率を

８０％、「預かり金（デポジット）」を５００円とした

場合でも、利用者に直接返却されることのない

「預かり金（デポジット）」は年間約５０億円に達

する３２）。前述の通り、NTT DoCoMo（グループ

９社）は、２００１年度に、携帯電話端末（PHS含

む）１，０５７万台、電池９３３万個、充電器等の付属品

２９２万個を回収し、リサイクルにまわすために、

「端末機器等回収キャンペーンの実施」、「不要端

末機器等の回収・処理」、「容器包装リサイクル法

への対応」などとして１７億５，２００万円の費用を負

担している。回収台数が増加することに伴い、大

幅に増加する費用もあるかもしれず、単純に金額

を比較することに大きな意味はないかもしれない

が、年間５０億円の金額はリサイクル費用をまかな

うのに十分なものである。

また、アメリカやヨーロッパの一部では、空き

缶などのいくつかの製品についてデポジット制度

を採用しているが、携帯電話端末の回収にデポ

ジット制度が採用されている事例はなく、国際的

なモデルとなる可能性が高い。日本のイメージ向

上にもつながる。

�e については、法令により義務付けるべきか、

行政指導として報告を求めるべきかについて議論

はあろうが、国を挙げて、循環型社会への移行を

目指していること、不要な携帯電話が大量に発生

し、その回収率が低いことを考慮すると、携帯電

話事業者に対し、回収状況とその方策の定期的な

報告を求めることは容認されるべきだと考える。

その際、とりあえず、行政指導により、回収状況

改善のための自主的な努力を求め、回収状況が向

上しない場合に限り、法令により報告を義務付け

るべきである。

�３ 不燃ごみとして廃棄される携帯電話にいかに

対応するか

不燃ごみとして廃棄される携帯電話の対策とし

て、次の２つとその組み合わせが考えられる。

�a 不燃ごみとして廃棄されることを前提とし

た材質を携帯電話に使用する

�b 自治体により、「携帯電話」を「処理費用

の有する不燃ごみ」と条例で定義し、回収

してもらう

上記の�a については、環境に対するプラス効果

の程度とコストを比較する必要があるが、基本的

には、廃棄されることも考慮し、材質として「生

分解性プラスチック」などを利用し、環境に対す

る負荷を少なくする努力がメーカーに求められる。

もっとも、すべてを「生分解性」の材質にするこ

とは不可能であり、回収促進のための他の方法と

も費用対効果を比較する必要があり、メーカーの

３１）例えば、使い捨てカメラでおいても、回収率は９０％程度とされている。
３２）５，０００万台（４，９７７万台）×（１－０．８）×５００円
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自主的な努力目標とすることが適切である。

�bについては、自治体ごとに、「処理費用を有

する粗大ごみ」を条例により定義し、回収費用を

徴収しており、「処理費用を有する粗大ごみ」の

不法廃棄に対し、処罰規定を設けている場合もあ

ることから、「携帯電話」を「処理費用の有する

不燃ごみ」と条例で定義して回収してもらうこと

は実現可能と考える。自治体ではごみ収集システ

ムが確立しているため、不要な携帯電話をリサイ

クル会社に売却することにより、一定の収益を上

げられる可能性もある。しかし、この方法には、

住民の賛成を得られるかという問題とは別に、携

帯電話は小さく、廃棄が容易であることから、処

理費用の支払いを避けるため、通常の「不燃ご

み」と一緒に廃棄される可能性が高いと考えられ、

実効性に疑問がある。

ただ、その一方で、住民に対する廃棄を避ける

注意喚起を促す効果が期待できると同時に、携帯

電話販売代理店に持っていかなければ処理費用を

負担しなければならず、損をすることとなるため、

前述の携帯電話事業者が不要な端末を利用者から

買い取る方法などと組み合わせる場合、回収率を

大きく増大させると考えられる。

�４ 不燃ごみとして携帯電話を廃棄する人をいか

に啓蒙するか

一般のひとは、携帯電話を廃棄することが環境

的及び社会的にマイナスであることを知らない。

知らない以上、携帯電話事業者が不要な携帯電話

端末を買い取ってくれるなどの方策が存在しなけ

れば、安易に廃棄することは当然かもしれない。

啓蒙活動を回収率向上のための施策と組み合わせ

ることにより、相乗効果が生まれると考えられる。

携帯電話を廃棄する人に対する啓蒙内容は、�１

貴金属が採取できることなどから、携帯電話には

リサイクルする価値があること、�２リサイクルに

より、地球資源を守り、環境保全に役立つこと、

�３日本は、大量生産・大量消費に伴う経済発展を

優先する社会から循環型社会への移行を目指して

いることなどであり、容易に特定される。

また、リサイクルに関する関係者は、利用者を

除き、携帯電話事業者、メーカー、販売代理店と

促進したい国の４者が存在する。比較的資金力の

ある携帯電話事業者、メーカー及び国は、テレビ、

新聞、パンフレットなどの様々な広告媒体や機会

を利用し、積極的に啓蒙すべき３３）であり、事業者

は販売代理店をまず啓蒙した上で、販売時に、販

売代理店から利用者に対し、リサイクルの重要性

を説明してもらうことが現実的である。

６ 「携帯電話のリサイクル」における行政の役割

日本は国家を挙げて、大量生産・大量消費に伴

う経済発展を優先する社会から循環型社会への移

行を目指している。社会的に重要な事柄でありな

がら、採算的な問題などから、民間企業がやりた

がらないことを支援することは、行政が取り組む

べき重要な仕事のひとつである。前述のように、

携帯電話のリサイクルは、環境的及び社会的に重

要な事業でありながら、少なくとも現状において

は不採算事業である。適切な方法により、携帯電

話のリサイクルを支援することは行政の仕事であ

ることには間違いない。

不要となった携帯電話の回収は携帯電話事業者

の販売代理店を通じて行われるため、携帯電話事

業者の回収意欲が回収状況に直結する。経済産業

省は、�社電気通信事業者協会及び情報通信ネット

ワーク産業協会に対し、携帯電話の回収状況と回

収のための施策を定期的に報告させているが、直

３３）NTT DoCoMoは「環境保全のため回収・リサイクルにご協力ください」というパンフレットを作成し、配布している。
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接的な監督権限を持たない携帯電話事業者への指

導に苦心しているとの声が聞こえる。そういう観

点からも、携帯電話事業者の監督官庁として、携

帯電話の普及を促しておきながら、影の側面とも

言えるリサイクル問題に一切取り組んでいない総

務省の果たすべき役割と責任が大きい。

前述の通り、携帯電話のリサイクルに関する課

題として、次の４点が考えられる。

�１ リサイクルにかかる費用を誰が負担すべ

きか

�２ リサイクルにかかる費用をいかに低廉化

させるか

�３ 回収率をいかに上げるか

�４ 不燃ごみとして廃棄される携帯電話にい

かに対応するか

�５ 不燃ごみとして携帯電話を廃棄する人を

いかに啓蒙するか

�１の「リサイクルにかかる費用を誰が負担すべ

きか」については、基本的には、関係者である�１

携帯電話事業者、�２メーカー、�３販売代理店及び

�４利用者の４者で決めるべき問題である。しかし

ながら、携帯電話事業者から販売代理店への販売

促進費の一部をリサイクル費用に廻す方法が現実

的であり、そのために、携帯電話事業者による販

売代理店の説得が重要であるならば、事業者の意

向もあるだろうが、行政が事業者に対して指導す

ることは販売代理店を説得するための有効な口実

になりうる。同時に、抜け駆けする事業者をなく

し、すべての事業者が販売促進費の性格を一斉に

見直すことが重要であるならば、行政が見直しの

音頭をとることは効果的である。

�２の「リサイクルにかかる費用をいかに低廉化

させるか」については、リサイクルの費用負担を

軽くし、持続可能なリサイクルのビジネスモデル

を形成するには欠かせないことである。循環型社

会への移行という目標に照らせば、結果として、

�１どの程度回収されたか、�２どのようにリサイク

ルされたかの２点が重要であり、「費用の低廉

化」はその２点を実現するための課題といえる。

「費用の低廉化」の方法は関係者が決めるべきこ

とであるが、行政としては「結果」を求めるべき

である。そして、行政の役割は、「再資源化プラ

スチックの利用」を幅広く呼びかける等、関係者

が望む支援を行うことである。

�３の「回収率をいかに上げるか」についても、

携帯電話事業者がイニシアティブをとりながら、

関係者で方策を決めるべき問題である。基本的に、

回収率向上の方法についてまで、行政が口出しす

べきではない。ただし、循環型社会への移行は国

家的な目標であることから、目標について、行政

は事業者を始めとする関係者にしっかりと理解し

てもらう努力をした上で、�２同様、結果について

報告を受ける必要がある。その上で、結果次第に

より、必要に応じて、法制化を含む、回収率向上

の方法について協議し、「預かり金（デポジッ

ト）」制の採用サポートなど、事業者などの意見

を尊重しながら支援策を検討すべきである。

�４の「不燃ごみとして廃棄される携帯電話にい

かに対応するか」について、「不燃ごみとして廃

棄されることを前提とした材質を携帯電話に使用

すること」が費用対効果を検討した上で効果的で

あるならば、「循環型社会構築促進技術実用化事

業」への補助制度などがすでに存在することから、

厳重な評価は必須であるが、状況に応じて、拡充

することが効果的な支援につながる。

また、稀少資源を含む「有価物」である携帯電

話をリサイクルせずに、費用をかけて処分するこ

とは「二重の損失」である。「預かり金（デポジッ

ト）」制を採用し、仮に一台に対して１０００円程度

支払うとすれば、廃棄される携帯電話の量は大幅

に減少するはずである。

�５の「不燃ごみとして携帯電話を廃棄する人に
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対する啓蒙」については、国家として、循環型社

会への移行を目指していること、年間、約５，０００

万台（４，９７７万台）の不要携帯電話が存在するこ

と、携帯電話を廃棄することが環境的及び社会的

にマイナスであることなどに対する一般のひとた

ちの認知が低いのであれば、予算的な制約や政策

的優先順位はあるだろうが、行政としても、積極

的に啓蒙活動を行うべきである。

循環型社会への移行にはコストがかかる。携帯

電話のリサイクルについても同様である。携帯電

話のリサイクルは、社会的に重要な事柄でありな

がら、採算的な問題などから、民間企業がやりた

がらないことである。民間の知恵と自主性を最大

限尊重しながら、回収率を向上させ、再資源化を

実現するために、行政は必要な支援を積極的に行

う必要がある。必要な支援を行うことは循環型社

会への移行を主導する行政の果たすべき責任でも

ある。

７ おわりに

日本政府は「ｅ―Japan重点計画」の中で、「す

べての国民がＩＴのメリットを享受できる社会」

を実現するために、「５年以内に少なくとも３，０００

万世帯が高速インターネット網に、また１，０００万

世帯が超高速インターネット網に常時接続可能な

環境を整備する」という目標を掲げている。世間

的にも、ADSL、光ファイバー、第三世代携帯電

話、無線LANなどによるブロードバンド・サー

ビスや、それらが普及した高度情報通信ネット

ワーク社会での生活が話題になることが多い。し

かし、忘れてはならないのことは、「光の部分」

があれば「影の部分」もあるということである。

携帯電話のリサイクル問題は、ブロードバンド・

サービス普及問題と比べ、地味で、国民の関心も

低いが、循環型社会への移行を目指す日本にとっ

ては重要な問題である。携帯電話のリサイクルの

ように、民間が積極的に取り組みたくない問題に

こそ、行政は積極的に関与すべきである。

その際に、省庁間のなわばり争いは無用である。

循環型社会への移行を国家目標として掲げている

以上、目標達成のために、効果的な手段をとるべ

きである。効果的な手段をとることができる省庁

がイニシアティブをとり、他省庁とも協力をしな

がら、積極的に施策を推進することは当然のこと

である。関係部署の積極的な対応を期待したい。
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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

して「物流連続講演会」を開催しています。

第四回目は、平成１４年６月１８日�火に�財流通シ

ステム開発センター 研究開発部長 深田

陸雄氏をお招きし、「物流におけるバーコー

ド・自動認識技術の活用 ―国際標準を踏ま

えて―」と題し、ご講演をいただきました。

今回は、深田部長ご了解のもと、講演抄録

を掲載します。

１ JANコード

私共は経済産業省所管の財団で、流通業界にお

ける情報のやりとり（EDI）、商品コードの標準

化、伝票の標準化等を主要なテーマとして、産業

界と密接に結びついた実行ベースの研究を行って

います。

私共が標準化をした典型的なものが共通商品

コード（単品用）であるJAN（Japanese Article

Number）コードです。

ご存知のとお り、バ ー コ ー ド は、「０」と

「１」の信号の寄せ集めで数字を示しています。

基本的には、バーコードの示し方と言うのは二通

りしかありません。一つは線の幅を一定にして、

白線と黒線を交える方法。黒いと光の反射が少な

く、白だと反射が上がります。これにより「０」

と「１」を表します。もう１つの方法は、線の幅

を変えて太ければ「１」、狭ければ「０」としま

す。

JANコードは前者の方式をとっています。

後者の方式をとっているのは書留郵便等で使っ

ている「NW７」です。

宅配便、写真屋さん等世間的に普及しているの

は、大抵後者の方式です。これは、歴史的に後者

の方式が古いということと、ある程度印刷技術が

低くても実施できるという２つの理由によります。

JANコードの構成は、図１のように、現在は９

桁で国と企業の番号を示しています。参考までに

表１にどのくらいの国がJANコードを導入してい

るのかというのを示しています。日本は「４５＋

４９」と書いてありますが、４５と４９という二つの国

コードを持っていることを示しています。世界で

現在約１００ケ国でこういったソースマーキングを

行っています。

このJANコードはバーコードの使い方に多大な

影響を与えています。

これまでは、必要な要素（情報）全部を数字化

（コード化）していましたが、そうするとコード

が非常に長くなってしまいます。しかしながら、

このJANコードでは、ユニークな番号により商品

を識別させ、それとコンピュータを連動させるこ

とにより、関連する情報をコンピュータから引き

出します。

トピックス

「物流におけるバーコード・自動認識技術の活用」

�財流通システム開発センター 研究開発部長 深田 陸雄
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JAN―13

チェックデジットを除く12桁� チェックデジット�

 

ITF―14

パッケージ・�
インディケータ� チェックデジット�

（JAN―13とは異�
なる）�

チェックデジットを�
除くJANコード12桁�

例えば、JANコードを包装箱にソースマーキン

グをする段階では、商品がいくらで売られるかは

わかりません。つまり、値段は入れようがないわ

けです。そうしますとコードだけはユニークに

振っておいて、そのコードを読んだ時点でコン

ピュータから値段を引き出すということを行って

います。

流通ではこのJANコードが最初に使われ出した

のがレジの精算（POSシステム）です。これは米

国で開発されました。何故、米国で開発されたか

というと、アメリカは性悪説です、人は間違える

だろうと、例えばレジで１，１００円を１００円と打ち間

違えることがあります。そういった間違いを如何

に防ぐかというところから出発をしています。

従って、現在の「商品を一品一品管理」というの

は結果的にできたものです。

同じような話は宅配便にもあります。最初は荷

物の追跡をしようとして伝票にバーコードを付け

た訳ではありません。何故バーコードを付けたか

というと如何に「請求漏れ」を防ぐかということ

から出発しています。運賃を請求する時は、通常、

発送した伝票を添えますが、伝票を紛失すること

もあるわけです。そのため、「何番の伝票の発送

料はいくら」ということをコンピュータに入力、

管理することを考えたわけです。バーコードをス

キャンして、料金を入力して、それを請求書に添

えるということが出発点です。

２ ノー検品ペーパレス

現在の物流でのキーワードは「ノー検品ペー

パーレス」です。これまで物流業務では大きく二

つの無駄を行ってきました。取引業者であるメー

カー、問屋では、注文を受けると商品をピッキン

グして、これとこれが注文されましたということ

を、パートさんが伝票を読み上げて商品を目視で

確認していました。

それで配送されますと、納入先の小売業者でも

入庫検品をする。同じ事をするわけで、これは無

駄じゃないかと。そして、小売業者ではPOSシス

テムを導入して単品管理ができるようになったこ

とで、発注単位がどんどん細かくなっています。

どの企業でも在庫を持つのは嫌ですから。この検

品が非常に時間を要しています。つまり、人件費

がかかっているということです。もう１つの無駄

図１ JANコード

・JAN（Japanese Article Number）；共通商品コード

（単品用）

!１ 標準タイプ（１３桁）

!１９桁JANメーカコード

M１ M２ M３ M４ M５ M６ M７ M８ M９

９桁JANメーカコード
M１ M２は国コードの「４５」２桁を含む

I１ I２ I３

商品アイテムコード
（３桁）

Ｃ／Ｄ
チェックデジット

（１桁）

!２７桁JANメーカコード

M１ M２ M３ M４ M５ M６ M７

７桁JANメーカコード
M１ M２は国コードの「４９」または「４５」

I１ I２ I３ I４ I５

商品アイテムコード
（５桁）

Ｃ／Ｄ
チェックデジット

（１桁）

（参考） ITF（Interleaved Two of Five：標準物流コー

ド（集合包装用））
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納入業者� 小売業�

③納品データ�

②品揃え�
⑤納品データ伝送�

物流センター�

④バーコードラベル貼付�
（SCMラベル）�

⑥配送�

⑦バーコードラベル�
（SCMラベル）�
　読取検品�

①発注データ�
（システム発注）�

は、出荷側では伝票を出力し、受取側ではその伝

票を受けて入力しているということです。

それで、こういった無駄を無くすために考え出

されたのが、図２のカートン用バーコードラベル

を活用したシステムです。小売業者は発注データ

をオンラインで納入業者に送ります。納入業者は

受け取った発注データを基にピッキング機器や

ピッキングリストにより品揃えを行います。出荷

カートン等に詰め込む際に商品のJANコードを一

つ一つ読みとり、正確な納品データを作成します。

カートンにはSCMラベルが貼られます。納品

データはあらかじめ小売業者に伝送されるという

のが大きな特徴です。「明日こういう商品が納品

されます」という納品データを小売業者に事前に

流せるわけです。

それで、小売業者では配送された商品をコンベ

アに流しながら、スキャナでSCMラベルのバー

コードを読み取り、納品データと照合しながら商

品の確認、店舗別の仕分けを行っていきます。こ

のシステムは６～７年前から一部の企業で実施さ

れて、現在では多くの企業で導入されています。

それで、SCMラベルがどのような役割を果た

しているかということですが、簡単に言いますと、

カートンの番号と事前に送られてきた納品情報

（ASN）とを紐付ける役割を果たしています。

SCMラベルの具体的な内容は図３に示してい

ます。!１は仕分けのための番号です。!２の情報系

バーコードというのがこのカートンには何が入っ

図２ カートン用バーコードラベル

カートン用バーコードラベル（SCM＝Shipping Car-

ton Marking）は、図のようにEDIと連携して小売業で

の検品作業の自動化、簡略化を図るものである。

１．小売業は!１により、発注データをオンライン伝送で

納入業者に送る。

２．納入業者は、受け取った発注伝送に基づくピッキン

グ機器やピッキングリストにより、!２品揃えを行う。

３．出荷カートン、あるいはオリコンに詰め込む際に、

例えば商品のJANコードを一つ一つ読み取り、正確

な!３納品データを作成する。カートン（オリコン）

には、!４SCMラベルが貼付される。

ITFが印刷された商品は、ITFが読み取られ、

SCMラベルの貼り付けは必要とされない。

４．!５納品データはあらかじめ小売業に伝送される。

５．配送された商品を次々にコンベア上に載せていく。

!７スキャナがバーコードラベルやITFを自動的に読

み取り、納品データと照合しながら、商品の確認、

店舗別仕分けを行っていく。

図３ SCMラベルのフォーマット

・各項目の名称

!１ 店仕分け等バーコード UCC／EAN―１２８

（店仕分けの場合、１６桁）

!２ 情報系バーコード UCC／EAN―１２８

（２０桁固定）

!３ 取引先（納入業者） 自由使用欄

!４ 店名 （任意桁）

!５ 店コード （Max５桁）

!６ 取引先コード （７桁）

!７ 納入指定日 （MM／DD）

!８ 取引先名 （任意行）

!９ 小売業者 自由使用欄

※ コード体系は国際標準のUCC／EAN―１２８体系

を使用。

※ UCC／EAN―１２８の細バーは０．３７５mm（以上）

で固定スキャナによる自動読取りも可能。

※ SCMラベルのサイズは、標準PDラベルＣ型

（８０×１１５mm）ま た はA６版（１０２×１４５mm）

の２種類。
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ていますということを示します。これにより、細

かい発注単位でもノー検品、ペーパレスが可能に

なりました。SCMラベルに使用されているバー

コードは、先ほどのJANコードとは異なり、

UCC／EAN―１２８というバーコードが使用されて

います（図４）。

これは世界標準のバーコードで、一番目の特徴

は記録密度が高いということです。記録密度が高

いということはバーコードが小さくなるというこ

との裏返しです。

二番目の特徴として、英数字など１２８種類（フ

ルアスキー）が表示できるということです。ちな

みにJANコードは数字しか示せません。フルアス

キーが表示できるということはパソコンのキー

ボードにある「NUL」や「ESC」というのも

バーコードで示せるということです。三番目の特

徴としては、UCC／EAN―１２８は国際標準が制定さ

れています。

このUCC／EAN―１２８がどのような分野で使用さ

れているのかといいますと、先のSCMラベルな

どで物流業界、計量商品用の食品業界、日付管理

用の医療業界などで使用されています。

また、最近では、コンビニ業界の払込取扱票に

もUCC／EAN―１２８を使用しようとしています。現

在は、払込取扱票にはJANコードが３つか４つ並

んでおり、コンビニさんが３回も４回も読みとら

なければなりません。それで、私どもが標準化し

まして、１行のUCC／EAN―１２８を使用することと

しました。本年７月からこのシステムに切り替え、

２００６年までに移行することとしています。

３ 二次元シンボル

先ほど、UCC／EAN―１２８の記録密度が高いとい

うお話をしましたが、図５の二次元シンボルも記

録密度が高く、バーコードを小さく表示すること

ができます。何種類かありますが、デンソーが開

発したQRコードが日本生まれということで、私

共では、日本ではこれが普及するのではないかと

考えまして、これをベースに標準化しました。何

故、標準化したかといいますと、二次元シンボル

のラベルや伝票への印刷が、Ａ社はこのシンボル

を使って欲しい、Ｂ社はこのシンボルを使って欲

しいと、それぞれバラバラだと納入業者が非常に

困ってしまいます。そのため、二次元バーコード

を納品ラベルに印刷する場合はこういうルールで

やって下さい、ということをQRコードを使って

標準化しました。

それから、バーコードを小さくしてほしいとい

図４ UCC―EAN―１２８の特徴

UCC／EAN―１２８の特徴

�１ 記録密度が高い

・数字は２桁を１１モジュールで示す（JANコードは

７モジュールで１桁）。

・新しいバーコードのため、印刷規格等が最新技術

を前提

［例；JAN ０．６２ミリ（１字 １．８２ミリ）、EAN

０．１７ミリ（同０．９４ミリ）］

�２ 英数字など１２８種（フルアスキーが表示できる）。

UCC／EAN―１２８の名前の由来。

�３ チェック・デジットの精度が高い。

JANは１／１０、EANは１／１０３でかつ規格で自動

設定を義務付け。

�４ いろいろな情報を表示でき、国際（EAN）標準

が制定されている。

アプリケーション識別子；AI（Application

Identifier）と桁数。

UCC／EAN―１２８の動向

我が国を含め、世界中で物流管理等での利用が進んで

きている。

�１ 物流情報システム；ASN（EDI）と連動した

SCMラベル

ASN → Advanced Shipping Notice

（事前出荷情報）

SCM → Shipping Carton Marking

（混載商品用物流ラベル）

�２ 医薬・医療関連業界の商品ラベル、物流ラベル；

日付等の管理

�３ 生鮮食料品；重量の表示、日付管理

�４ 公共料金代理収納；３段／４段表示から１段表示

へ

８４郵政研究所月報 ２００２．１０



ICチップ�

ICタグ� ICタグリーダ/ライタ�

アンテナ�

うニーズは他にもありまして、二次元シンボルほ

どでなくてもよいから、もっと小さくならないか

ということで、考え出されたのがRSS（Reduced

Space Symbology）と合成シンボルです。

RSSについては、世界的にまだ規格ができただ

けで実験段階です。実用化されていません。RSS

というのは、選択するRSSの種類にもよりますが、

流通にこれを導入することは非常に困難であると

思います。何故ならば、日本で導入されているス

キャナを全部入れ替えなければならない面もある

からです。

それから合成シンボルというのは、バーコード

に商品情報プラスαの情報を入れたい、というこ

とで考え出されたものです。例えばJANコードプ

ラス「賞味期限」の情報をバーコードに入れてし

まおうということです。

この合成シンボルというのも研究段階です。技

術的にこういうものが提供できるようになりまし

たが、既にJANコードなどが普及している中で、

病院とか特定の分野は別として、流通業界で新た

にこのようなバーコードに切り替えるというのは

非常に難しい問題があると思います。

４ RFID

次に図６ですが、これは今、注目の無線タグ、

RFIDです。

RFIDの特徴の一つは、非接触で方向性を持た

ないということです。方向性を持たないというこ

とは、バーコードと比較しますと、バーコードで

はバーコードに光を当てないと読めません。しか

し、RFIDは電波が届きさえすれば、読みとれる

ということです。また、同時に１０個、２０個のタグ

情報を読んでしまう、一括読み取りができること

も大きな特徴です。

次に、電波ですから開梱しないで、商品の認識

ができるということです。これは通い箱やダン

ボール等の中身が見えないものには有効です。そ

れから、多くの情報を入力でき、リード／ライト、

図５ 二次元シンボル

名称 PDF４１７ Data Matrix

シンボル例

表示方法 多段（スタック式） マトリックス式

ISO制定
００年６月

最終ISO規格案

００年５月

ISO１６０２２承認

シンボル

開発会社

米国シンボルテクノ

ロジー社

米国IDマトリック

ス社

名称 Maxi Code QRコード

シンボル例

表示方法 マトリックス式 マトリックス式

ISO制定
００年５月

ISO１６０２３承認

００年６月

ISO１８００４承認

シンボル

開発会社
米UPS社 !株デンソー

図６ RFID

（Radio Frequency IDentification）

RFIDの特徴

!１ 非接触で方向性を持たないため、一括読み取りが

でき作業の効率化が図れる。

→ １つの埋め込みチップで可（パレット面の左右

や裏表、ラベルの剥がれ）

!２ 開梱せず中の商品を認識できるため、作業効率が

向上する。

→ パレットより、ダンボールの場合効果的

!３ 多くの情報量を入力でき、かつリード／ライト

（情報の更新）ができる。

→ EDIとの関連（システムが簡略化）、荷物の履

歴管理

→ 自動倉庫などでの利用

!４ 情報の機密性（セキュリティ）が高い。

!５ 耐久性（振動、汚れ、磨耗など）、環境性（温度、

湿度、霧、霜など）が優れている。
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すなわち情報の更新（書換）ができます。こう

いった多くの特徴があるわけですが、技術的には

まだ解決すべき余地が残っています。

例えば、RFIDを活用したシステムモデルとし

て、ピッキングした商品を箱を開けないで自動的

に商品が一括認識できるというのがあります。し

かし、実際に実験してみると、例えば５０の商品を

箱に入れて読取っても一回でなかなか５０を読み取

れません。「おかしいな、もう一度やってみよ

う」ということで、２～３回やりますと５０が出て

くるというが実態です。

原因はご存じだろうと思いますが、タグは電波

があたれば反応しますが、全くランダムに５０の商

品を箱に入れると、タグがどっち向いているかわ

からないわけです。これを一瞬にして読むという

のは現在の技術では非常に難しい。２年前に実験

をやったときは、ボックス型のICタグリーダ／

ライタを作成して、その中に商品が梱包されたダ

ンボールを入れました。最初は１方から電波を出

して、次に、その隣の面から電波を出します。そ

の次に、その隣の面から電波を出すというかたち

にして、瞬間的に電波を発する面を切り替えてい

きましたが、どうしても、１発では読みとりにく

い、時間もかかってしまうという結果でした。

最後になりますが、私の独断と偏見で、バー

コード（JAN、ITF（標準物流コード）、UCC／

EAN１２８、二次元シンボル、RFIDの比較を行い

ました（表２）。表示桁数ではJANコード・ITF

は固定ですが、その他は固定ではありません。文

字の種類はJAN・ITFは数字だけ、他は英数字も

使えます。二次元シンボルは場合によっては漢字

まで使いますが、流通業界では一般に、数字が前

提になっています。表示容量はJAN・ITFは少な

いですが、UCC／EAN―１２８では中程度、中程度と

いうのは、１つの行で４０桁位までは示せるという

ことです。記録媒体はJAN・ITFは包装紙等です。
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UCC／EAN―１２８、二次元シンボルはラベルに印字

します。RFIDはICチップです。

JAN・ITF、二次元シンボルは方向性を持って

います。RFIDは電波なので方向性はありません。

読取距離も、RFIDでは中距離、約３０cm程度です。

普及率はJAN・ITFが断然多く、コストも

JAN・ITFは安価です。標準化に関しては、二次

元シンボル、RFIDは検討中です。ちなみにRFID

に関しましては使用する周波数が世界で４つ標準

化されようとしています。

５ おわりに

圧倒的なシェアを持つグローバル企業が採用す

る仕様がその業界のデファクトスタンダードに

なってしまうことがよくあります。流通業界でも

同様で、例えば今後ウォールマートやテスコが進

出してきた時に、日本の伝票や通信方式がこう

なっています、と説明しても始まりません。とい

うことは、もう日本国内の標準化だけではなくて、

世界を見据えて標準化を進めていかないと、今後

は世界の流れに対応していくのは難しくなってく

るのではないかと考えています。

そのため、私共では最初から世界的なルールを

意識して、GCI（グローバル・コマース・イニシ

アティブ）研究会を設立しました。その中でいく

つかのワーキンググループを作り、世界的な潮流

に対応していくための様々な研究を行っていくこ

ととしています。
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１ はじめに

WorldComは、MCIを吸収合併し、さらに欧米

の独禁当局の反対で失敗に終わったがSprintまで

吸収合併しようとした、AT＆Ｔに次ぐ全米第二

位の長距離通信会社で、インターネット・バック

ボーン・プロバイダーでは世界最大の企業である。

このWorldComが、６月２５日、前 年 度（２００１．１～

１２）と今年第一四半期（２００２．１～３）において

本来費用にすべき３８億㌦を計上せず、その分、利

益を水増しし過大に計上していたとして、利益を

下方修正したことを発表した。Enronに続く大企

業の不正経理ではないか、経営破綻に至るのでは

ないか、との噂が一挙に広まった。

翌日２６日、ブッシュ大統領は、英国ブレア首相

との共同記者会見で、WorldComの発表に怒りを

あらわにし、徹底究明を行うことを約束するとと

もに、多くの大企業で明らかになった財務会計の

不祥事を受け、株主・従業員のみならず米国経済

のため個々の企業が経営責任を自覚し全うするよ

う求めた。

２７日、WorldComのCEO・社長Sidgmoreは、

ブッシュ大統領宛に書簡を出した。極めて異例で

ある。

「昨日、大統領は、WorldComの過去の会計上

の不正に対し怒りと憂慮を示された。私たち現在

の経営陣も同じく驚き怒っていることを知ってい

ただきたい。私たちが直ちに証券取引委員会

（SEC）に報告し事実を公表したのはこのためだ。

……

あなたやしかるべき機関とともにこの重大な事

態を解明し責任を果たし断固とした措置を講じる

ことをこの書簡で約束したい。……」

また、連邦議会でも憂慮が深まった。

連邦議会下院のエネルギー・商務委員会の委員

長トービン（W.J.“Billy”Tauzin）や同委員会の

電気通信・インターネット小委員長マーキー

（Edward J. Markey）は、危機感をつのらせ、

７月はじめから矢継ぎばやに、ブッシュ大統領や

パウエル連邦通信委員会（FCC）委員長に書簡

を出した。

その一つ、トービンが７月５日、ブッシュ大統

領へ出した書簡を紹介してみよう。

「WorldComの不正経理が最近発覚しWorld-

Comが破産申請する蓋然性が高くなったことを

受け、サービス中断やサービス水準低下といった

事態から我が国の通信インフラや消費者を守るた

め、あらゆる手段を講じる必要があると考える。

エネルギー・商務委員会は、他の政府機関と同

様、WorldComの疑わしい会計操作や犯罪行為の

可能性を深く憂慮している。この件は、速やかに

対処すべきであることは明らかだ。

我々は、本件を今後も念入りに調査するつもり

だが、また、我が国の通信インフラや経済に占め

るWorldComの圧倒的な立場を忘れることはでき

ない。ご存知のようにWorldComは、我が国で二

トピックス

WorldComの経営破綻と情報通信市場競争のセイフティ・ネット

沖縄総合通信事務所長 大寺 廣幸
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番目に巨大な長距離通信会社MCIを所有し、米国

で約５０％のインターネット・トラフィックと７０％

の電子メールを運ぶ世界最大のインターネット・

バックボーン・プロバイダーである。

さらに、幾百万の個人、ビジネス顧客に加え、

WorldComの顧客には、国防総省や国務省、総務

庁なども含まれている。

WorldComの今後の予測は時期尚早であるが、

サービスの継続性と通信分野の競争を確保するよ

う慎重に決定されるよう要請する。

エネルギー・商務委員会は、WorldComの顧客

がサービス中断やサービス品質低下から守られ、

通信インフラが保護されることを望む。我々は、

慎重かつ積極的に今後も対応していく所存であ

る。」

この小稿では、ITバブルが崩壊し経済の調整

期に入った米国で今大きな問題になっている、大

企業の不正経理発覚、大型倒産という潮流のなか

で、次の２点について記述したい。

１）新興情報通信企業の雄、WorldComに焦点を

あて、その最新の動きを描く。

２）連邦通信委員会（FCC）が、規制緩和、市

場競争促進を図りつつ、情報通信インフラ・

サービスを維持するため、企業倒産のセイフ

ティ・ネット構築の取組みを明らかにする。

２ 通信事業の倒産

AT＆Ｔやベビーベル（RBOCs）を中核とする

公益事業規制では、通信会社の破産は、FCC、

州公益事業委員会のスタッフにとって「頭の体

操」ではありえても現実には起こり得ない出来事

だとして、行政実務では想定していないことで

あった。

経営破綻時の通信サービスの継続性を定める通

信法２１４条ａ項は、規制を受ける公衆通信事業者

（carrier）に対しては空文に近かった。

（参考）通信法２１４条ａ項

「現在・将来の公の便益・需用が損なわれない

と委員会（FCC）が認めない限り、いかなる通

信事業者（carrier）も、コミュニティへのサー

ビス提供を取りやめ、減らし、損なうことは許さ

れない。」

１９９６年電気通信法による規制緩和やインター

ネットの普及、アメリカ産業経済の情報化などを

背景とする情報通信市場の活性化で、FCCが苦

慮してきたのは、ニューヨーク証券取引所のダウ

平均の上昇とともに活発化した合併買収（Ｍ＆

Ａ）の問題であった。AT＆TやRBOCsの企業買

収、放送ネットワーク会社・マスコミの企業支配、

通信・情報の垣根を越えた業容拡大、寡占化など、

Ｍ＆Ａに派生し出てくる問題に神経をとがらせて

きた。

ところが、最近は、通信会社の経営破綻が多く

なってきた。巨大企業の業務拡大の余波を受けて

経営悪化した新規参入地域通信事業者（CLEC）、

ブロードバンド化に向け過大な設備投資をした通

信会社・CATV会社、さらに、Ｍ＆Ａのための資

金調達が株式市場の急落で当てがはずれ借入れ負

担に耐え切れなくなった企業など、多くの通信会

社の経営が変調を来すようになってきた。これま

で、経営破綻した企業の救済役であった最大手の

通信会社さえ、経営の不安定化をささやかれるよ

うになった。事実、１月にはGlobal Crossingが、

そして７月にはWorldComが経営破綻した。

FCCは、通信市場の活性化、サービスの選択

多様化・価格低下というプラスの側面から余裕を

もって企業の優勝劣敗、淘汰を見守るだけでは済

まされなくなった。通信サービスが利用者に継続

的に確保することができるか、という消費者保護

の視点が重要になってきたのだ。
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３ WorldComの成長と破綻

WorldComの成長と破綻は、米国の情報通信市

場の輝かしい発展の歴史と現在の苦悩の有り様を

映す鏡といってよいかもしれない。

３．１ 神話WorldComの成長神話

WorldComはまだ成人式参加を経験していない

１０代の会社である。その始まりは１９８３年。ミシ

シッピ州に生まれた小さな割引長距離通話のベン

チャーであった。会社名は、LDDS（Long Dis-

tance Discount Service）。１９８５年にBernie

EbbersがCEOになり、１９８９年AdvantageCompa-

nies, Inc.を取得し株式公開をしてから、あたかも

雪だるまの成長のように会社合併や他社の事業部

門買収をくりかえし企業規模を急拡大してきた。

１９９７年までの合併・買収は６５回に及んだ。１９９５年

には社名をWorldCom, Inc.にかえた。

WorldComを一躍、情報通信業界の雄にしたの

は、１９９８年のMCIとの合併である。合併コストは

４００億㌦。

運輸会社への移動通信サービス会社として１９６８

年設立されたMCIは、翌年、シカゴ・セントルイ

ス間のマイクロ回線敷設の許可をFCCに申請。

約７０年にわたるAT＆T独占への挑戦であった。

１９７３年、専用線サービス分野に限ってではあるが、

州際分野でAT＆Ｔに対抗する初めての公衆通信

事業者として認められた。翌年には、AT＆Ｔを

反トラスト法違反で訴え、１０年の法廷闘争の末、

１９８４年AT＆T分割を実現させた。MCIは、AT＆

Tに次ぐ第二の長距離通信事情者に成長した。

WorldComは、MCIと の 合 併 で 社 名 をMCI

WorldComに変更。１９９８年には、MCIのほか、４０

の都市地域に回線網をはるBrooks Fiber Proper-

ties, Inc.を１２億㌦で、また、全米でも情報サービ

ス分野で最大手の一つCompuServe Corp.を１３億

㌦で買収した。

さらに、１９９９年、全米第三位の長距離通信事業

表１ ２０００年以降の通信関連企業の倒産件数

年・件数 件 数

四半期
新規地域通信事業者

（CLEC）

インターネット・バッ
クボーン・プロバイダ

（IBP）

インターネット・サー
ビ ス・プ ロ バ イ ダ

（ISP）

２０００年

（１０件）

Ⅰ ０

Ⅱ １ １ １

Ⅲ １ １

Ⅳ ８ ５ ５

２００１年

（２７件）

Ⅰ ６ ６ ２

Ⅱ １０ ７ ２ １

Ⅲ ５ ３ ４

Ⅳ ６ ３

２００２年

（１５件）

Ⅰ ７ ６ １ １

Ⅱ ８ ６ ３

（出典 http:／／www.millervaneaton.com／hot_april３_c.htm）
（注） 新規地域通信事業者（CLEC）、インターネット・バックボーン・プロバイダ（IBP）、インターネット・

サービス・プロバイダ（ISP）の件数は、事業に該当するか否かは、各種報道資料から調査し、一企業で
複数事業を行っている社を重複カウント。
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者Sprintとの合併計画が発表され、WorldComの

急成長神話の勢いは止まらないように見えた。し

かし、２０００年、両者の合併は、EUと米国司法省

の反対で断念に追い込まれた。

３．２ WorldCom神話の崩壊

この１年１０㌦から１５㌦前後で推移していた

WorldComの株価は、１月に入り急降下し、不適

当な経理操作を行い架空利益を計上していたとし

て訂正のうえ決算の損益下方修正を発表した６月

２５日の株価はわずか０．７９㌦。株券は紙くず同然に

なった。７月２１日、ついに連邦破産法第１１条の申

請をニューヨーク南部連邦破産裁判所に行い、会

社更正手続きに入ることを求めた。米国史上最大

の倒産である。７月３０日、株式取引所ナスダック

は、WorldComの株式上場を取り消した。

表２ WorldComの合併・買収の歴史

年 被合併・買収企業 概 要

１９９２ Advanced Telecommunica-

tions Corp.

被買収企業はジョージア州アトランタの長距離回線再販事業者。

株式交換方式で買収。買収費は８．５億㌦。

１９９３ Metromedia Communica-

tions Corp.（MCC）

Resurgens Communications

Group, Inc.

MCCはニュージャージー州、Resurgensはアトランタの長距離

通信会社。両社の買収は株式交換と現金の組み合わせ。買収費は

１２．５億㌦。

１９９４ IDB Communications

Group, Inc.

IDBは、国内・国際通信事業者で、専用線サービス、長距離公衆

通信サービス、データ通信サービス、テレビ・ラジオ番組伝送

サービス、移動衛星通信サービスを提供。買収は株式交換方式で、

その買収費は９．３６億㌦。

１９９５ Williams Telecommunica-

tions Group, Inc.（WilTel）

WilTelから、ファイバー回線（１万マイル）、マイクロ回線（１千

マイル）の伝送網設備を取得。この通信網を使って大企業への音

声・高速データサービスの提供が可能になった。買収費は２５億㌦。

１９９６ MFS Communications Com-

pany, Inc.（MFS）

UUNet Technologies, Inc.

UUNetを買収し業容拡大したMFSを買収。MFS買収により、欧

米主要都市に敷設されたディジタルファイバ網による地域通信ア

クセス網や、欧米各都市を結ぶ伝送・交換設備を取得。これに

よって、end―to―endの広帯域グローバル網が完成。また、世界

最大級のインターネット・サービス・プロバイダーである

UUNetの事業を継承することで、インターネット関連サービス

の拡大が可能になった。この買収費は１２０億㌦。

表３ ２００２年の主要な動き

月日 概 要

３月１１日 SEC（証券取引委員会）は、財務会計手続きと幹部社員への融資に関する情報を提出する

ようWorldComに要請。

４月３日 WorldComは、米国内で３，７００名をレイオフすると発表。この解雇数は、WorldComの全社

員の４％にのぼる。

４月２２日 Ｓ＆Ｐは、WorldComの長期・短期社債の格付けを引き下げ。

４月２３日 Moody’s、Fitchも格付けを引き下げ。２００２年のWorldComの収益は悪化し２００３年の収益回

復も不確実であると両格付け機関は評価。
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４ WorldCom経営破綻にFCCはどう対処したか。

７月２日付けのマーキー議員からの書簡で、

FCCのWorldCom経営破綻への対策を問われて、

パウエルFCC委員長は、７月１０日付けマーキー

議員への返書や７月１６日の記者会見、７月３０日の

上院商務・科学・運輸委員会での証言で、FCC

の取組みを明らかにした。

昨年、通信産業での破産が続いたことから、

FCCは、州公益事業委員会と協議を重ね、経営

破綻に際して３つの目標を定めた。

１）ネットワークの稼動を維持すること

２）被害をその企業に封じ込め、他の通信事業者

や消費者へ被害が及ばないようにすること

３）通信サービスの利用者や破綻企業の資産を、

秩序をもって他の通信事業者に移管すること

この目標のため、FCCがこれまでとってきた

具体的な行動は、大きく次の４つの分野に分ける

ことができる。

４．１ 緊急的な状況把握

今日、事態の悪化をあらかじめ把握し、適宜、

その情報を公表し場合によっては警告を出すこと

は大切だ。この考えから、パウエルは、World-

Comの有価証券報告書の損益修正発表を受け、

WorldComから最新情報を常にFCCに報告するよ

う指示し、パウエル個人もWorldComのCEO、

John W. Sidgmoreに会い、会社の財務状況や

サービス品質維持についてただした。

また、修正発表から直ちに、パウエルは、通信

業界、投資銀行等の金融機関、債券格付け機関の

代表と会い、WorldComの現状に理解を求めると

ともに、通信業界への影響を話し合った。主要通

信各社のCEOとは、個々の企業の業績を話し合

うというよりもむしろ、現在ITバブル崩壊で大

４月３０日 WorldComの株価急落やCEO、Bernard Ebbersへの融資に関するSECの調査の最中、

Ebbersは辞任。副会長John Sidgmoreが経営を引き継ぐ。

５月９日 Moody’sは、WorldComの長期社債の格付けをジャンク水準に引き下げ。業績が伸び悩んで

いると評価。

５月１０日 Ｓ＆Ｐもジャンク評価。

５月１３日 Ｓ＆Ｐは、WorldComをＳ＆P５００インディクスの対象企業から外す。

５月１５日 WorldComは、金融機関と５０億㌦の新規借り入れ交渉を行っており、２６．５億㌦の借り入れ

枠を廃止すると発表。

５月２１日 WorldComは、株式配当を中止し２つのトラッキング株式を取りやめると発表。トラッキ

ング株式は、１）インターネット・データ事業部門と２）個人向け長距離電話事業部門を

対象とするものであった。

５月２３日 WorldComは、２０億㌦の借り入れ枠にかえて１５億㌦の新規融資を確保したと発表。

６月５日 WorldComは、無線リセール事業部門を売却し、経費節減、巨額債務整理のため、レイオ

フを実施すると発表。

６月２５日 WorldComは、３８億㌦の費用計上を行わず２００１年、２００２年第一四半期の損失を意図的に明

示しなかったという不適当な経理を公表した後、財務最高責任者Scott D. Sullivanを解雇。

さらに、WorldComは、社員総数の２０％超に達する１７，０００名をレイオフすると発表。

６月２６日 ナスダックは、WorldComの２つのトラッキング株式、WorldCom GroupとMCI Groupの

取引を中止。WorldComの株価は、中止後９㌣まで低下。ブッシュ大統領は、徹底調査す

ることを発表。
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きな挑戦を受けている通信業界の現状認識を共通

化する目的で議論を行った。金融機関に対しては、

WorldCom等の通信会社が事業を継続するのに不

可欠な追加つなぎ融資の可能性を打診した。債券

格付け機関のトップには、WorldComのような経

営破綻会社のみならず通信業界全体の資金調達の

コスト増に格付け機関が大きな影響をもっており、

従来の格付けの評価が低すぎる可能性があること

から通信事業の状況を説明し理解を求めた。

４．２ 政府部内の協議

破産手続きに連邦政府を代表するのは司法省で

ある。そこで、FCCは、破産裁判所への準備書

面や陳述書の作成のため司法省と絶えず協議して

いる。

また、WorldComの経営破綻が連邦政府の行政

に及ぼし得るリスクを把握し、対策を検討・実施

することは重要である。FCCは、連邦政府の通

信面の課題を把握・分析し対策を企画立案する国

家通信システム（National Communications Sys-

tem：NCS）のメンバーである。また、緊急時の

軍以外の連邦政府機関の重要通信を確保するため

の合同電気通信リソース委員会（Joint Telecom-

munications Resources Board：JTRB）のメン

バーである。また、通信のみならず電力、金融な

どの国家の安全を支える重要インフラについて協

議する重要インフラ保護委員会（Critical Infra-

structure Protection Board）とも密接な連携を

保っている。これら連邦政府機関を横断して作ら

れた組織において、政府の通信利用や経済界全体

に与えるWorldComの影響に関して広く理解を求

めた。さらに、最近頻発してきた財務関連犯罪の

調査・糾弾や市場の信用確保のための対策を具体

化する、ブッシュ大統領が設けた企業不正検討

チーム（Corporate Fraud Task Force）にも、

FCCは加わり、WorldComの調査結果を提供して

いる。

FCCは、また、通信事業者の破産に協調して

対処するため、州内サービスの継続に責任を持つ

各州の公益事業委員会と広く協議を行っている。

当然、FCCは、連邦議会の関係委員会の議員

やそのスタッフへは進展する状況や調査結果を伝

えるなど密接な関係を保っている。

４．３ 破産手続きへの参画

一般的に経営破綻に陥った企業は、我が国の会

社更生法にあたる連邦破産法第１１条に基づき破産

申請を行う。WorldComも７月この手続きを

ニューヨーク南部連邦破産裁判所に行った。

破産手続きは速やかに進むときがある。そこで、

FCCは、消費者利益の保護の観点から破産手続

きに加わっている。FCCの拠って立つところは、

サービスの突発的な中止から消費者を保護するた

めの連邦通信法２１４条a項である。

破綻会社が通信サービス提供を一方的にやめる

ことは許されない。利用者が別の通信会社に乗り

換える機会を与えるため、破綻会社は、サービス

不継続を利用者に通知する義務を負う。この通知

のあと、破綻会社は、サービス廃止許可をFCC

に申請する。FCCがサービス廃止予定の公告を

出してから最低３０日間、会社は、サービスを継続

する義務を負う。この３０日の期間は、利用者の

サービスを他の通信会社から受けることが可能に

なったかどうかなどの事情をみてFCCの判断で

延ばすことができる。

また、破産手続きのさなかに破綻会社が、サー

ビス提供の債権債務を包括的に第三者に譲渡する

ことは可能であるが、このような場合であっても

顧客の利益保護は次のように担保される。

債権を譲り受ける会社は、譲渡の３０日前に料金

やサービス内容などの情報を顧客に提供する義務

を負い、顧客は、なんらの負担なしに自らの自由
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意思で任意の通信会社を選ぶことができる。

WorldComが破産申請手続きに入った７月２２日

に、パウエルは、WorldComのCEO、John Sidg-

moreに書簡を送り、通信法２１４条ａ項の義務につ

いて注意喚起し、サービス提供廃止時の顧客向け

事前通知義務や、この手続きを無視すればFCC

は破産手続き中断を裁判所に求めることを通知し

た。また、巷間伝えられる無線リセール事業の売

却を行う場合には、その利用者に、別の通信会社

に移る時間的な余裕、機会があることを通知する

よう求めた。

WorldComのサービス停止が及ぼす影響の大き

さ を 考 え、パ ウ エ ル は、FCC総 務 局 長 補 を

ニューヨークに送り、同日開かれた破産裁判所第

一回聴聞で、通信事業者の義務と消費者保護の重

要性を訴えた。ちなみに、このFCCの主張を受

け、Gonzalez裁判長は、ユニバーサル基金への

WorldComからの分担金の拠出を仮承認した。

なお、破産手続きが進んでいる間、通信サービ

スの提供が引き続き行われている限り、FCCの

基本的なスタンスは、債権者・債務者という当事

者間での再建に向けての話し合いを見守ることで

ある。協議の結果、営業権の譲渡や合併買収（Ｍ

＆Ａ）といった事態になった場合には通信法上の

許認可の譲渡に関する手続きを円滑に進めるのが

基本である。

４．４ 消費者への配慮

FCC自体としては、WorldComの破産の影響を

最小限に抑え、サービス継続をどう確保するかに

腐心している。そのなかでも重要なことは、

FCCのスタッフは、危惧する利用者、消費者に

対し、設備の稼動状況や通信法の消費者保護手続

きなどFCCの持つ情報を伝え、これらの関係者

の理解を得るよう努めることである。

７月２６日、FCCは公告を出し、WorldComが会

社再建に向け努力中でサービスを取りやめるおそ

れは当面ないことや、仮にサービス提供をやめざ

るを得ない場合にWorldComがとるべき顧客向け

通知と顧客の権利を明らかにした。

５ 苦境に陥った通信産業の要因分析

通信産業は、この２年間で全米で５０万人弱のレ

イオフと約２兆㌦の資産下落を経験した。全世界

的には１兆㌦近い債務を背負っているとの試算も

ある。この１年での株価の下落も驚くほどだ。長

距離通信会社で６８％、携帯電話会社で７１％、地域

通信会社で４０％にも達している。

この苦境の要因をパウエルは次のように分析し

ている。（７月３０日上院商務・科学・運輸委員会

証言）

１９９６年電気通信法とインターネットの商用化、

社会への広汎な受容により、「インターネット・

ゴールドラッシュ」が起きた。インターネットは

１００日ごとに倍々ゲームで普及。成長の機会は無

限に見えた。通信分野の企業はどれも成長可能性

に満ち投資家は豊富な資金を注ぎ込んだ。ファイ

バー回線敷設、オークションによる周波数取得、

海外企業の買収と、投資案件は目白押しで、この

結果、巨額の債務が累増していった。

そもそも投資は、将来の需要を見越しての投資

である。これまでの投資の結果、現在需要の５００

倍の供給能力が生まれたとの試算もある。しかし、

需要の伸びは、１００日ごとに倍増ではなく、むし

ろ１年ごとの倍増にとどまった。

通信会社は、生き残りをかけ収益確保と債務返

済のためシェアの拡大に走った。しかし、通信市

場でのライバルは多く、価格引き下げ競争に突入。

通信量がいくら増えても収益増に結びつかないワ

ナにはまってしまった。より事態を深刻にしたの

は、通信会社にとって上得意だったインターネッ

ト・サービス・プロバイダー各社が破産し、これ
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らの企業からの収益を見込めなくなったことで

あった。

通信会社のなかには、経営破綻に追い込まれる

ところも出てきた。また、経理操作で利益を架空

計上し、損失を隠すだけでなく、経営の好調さを

取り繕うところも出てきた。

ITバブルがはじけたことで、次のような課題

が生まれている。

１）財務・会計処理の適正化

２）累積する債務の処理（試算では約１兆㌦の債

務）

３）余剰供給能力を抱えた不効率な産業構造の是

正

４）投資家の信頼の回復

５）資本市場からの新規投資の再開

通信産業は、文字通り通信ネットワークが相互

につながり、企業間の相互依存性が強い。一企業

の崩壊は連鎖反応を引き起こす危険がある。通信

産業が設備投資を極端に差し控えれば、電機産業

などは納入先を失って苦しむ。資本市場からの資

金が先細りになれば、まず影響を被るのは、新規

参入の地域通信事業者（CLEC）である。これま

で２年間、CLECは、資金繰りに苦しみ多くの倒

産が発生した。長距離通信会社や携帯電話会社は、

価格引き下げ圧力になお直面しており、CATVや

大手地域通信会社ともども、巨額の債務にあえい

でいる。

６ 苦境脱出の方策

パウエルは、通信産業の苦境脱出、さらなる発

展のため取り組むべき６つの政策課題を、７月３０

日の上院商務・科学・運輸委員会での証言で明ら

かにした。彼の発言から政策課題を抽出してみよ

う。

６．１ サービス継続性を担保

現在多発している通信会社の経営破綻の状況の

中で、消費者にサービス提供を保証し全米での通

信網の統合・信頼を維持することがまず必要だ。

FCC、州公益事業委員会は、お互い連携をとり、

財務的に苦境におちいった通信会社とともにサー

ビス中断に至らないよう努力する。また、国民に

対し、いざというとき適切な行動をとってもらう

よう絶えず情報を提供する。

６．２ 会社の不正を根絶

企業の不正行為を根絶し信頼回復を図ることが

大切である。このために、政府は、米国民をあざ

むき私腹を肥やした企業経営者を今後とも可能な

限り迅速に全力を挙げて追求し不正をただしてい

く。

６．３ 財務諸表をクリーンにし財務の健全性を回

復

通信産業が直面する資本不足を無くすには、企

業は、まず財務諸表をクリーンにし財務面の安定

を図ることが重要である。企業は、投資家などが

企業資産価値を的確に判断できるよう一層の透明

性を図るべきだ。通信産業は、世界全体で約１兆

㌦の債務を負っており、多くの債務は収益で返す

ことはできず投資家の出資分と相殺して消すしか

ないであろう。資本市場は萎縮し企業は設備投資

資金の調達に苦しむおそれがある。負債の消却が

終わるまで、コスト削減、ダウンサイジング、資

産取り崩し、資本投下の抑制をせざるを得ない。

これらの措置をとることは苦しいが、避けて通れ

ない道だ。

６．４ 産業を慎重に再編

穏便で慎重な産業再編なしには、通信業界の安

定化は難しい。通信回線の現在量は、通信の需要
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見込みを大幅に上回っている。また、長距離や携

帯の通信ビジネスでは、価格競争などで収入が伸

び悩み、投資に見合った利益をあげることができ

ない状況にある。リストラや合併は今後とも続く

とみている。

再編は必ずしも消費者利益に反するとはいえな

い。確かに、合併買収には競争を妨げ公共の利益

を害するものもある。しかし、長期的に見て、良

質のサービスを消費者に提供する事例も多く、ま

さにケース・バイ・ケースである。

６．５ 新サービスによる新規収益の確保

現在の苦境のなかで、通信会社は、通信量の伸

びが必ずしも収益増に結びつくとは限らないこと

を実感してきた。多くの通信市場は成熟期を迎え

さらなる発展は期待薄である。現在の供給過多を

解消するには新規需要を創出するしかない。個人、

家庭向けの市場では、ブロードバンドでの新サー

ビスからの収益増が期待できる。

現在、月額ベースの利用料を支払って約６，５００

万家庭がインターネットにアクセスしている。そ

のうち１，４００万がブロードバンドで、残りはなお

電話ダイヤルアップ等の狭帯域回線でのアクセス

で、これらの家庭は今後５～１０年でブロードバン

ドへほぼすべて切り替わると見ている。

このブロードバンドのインフラを使い、通信、

情報サービス、エンターテイメント分野の企業や、

機器メーカなどは、新サービスを一般消費者向け

に開発・実用化するであろう。すでに、ホーム・

ネットワーキング、遠隔診断、遠隔教育、ホー

ム・セキュリティなどのサービスが、ブロードバ

ンド・インフラを元に始まっている。

ただ、「思惑が先行し、消費者の需要を過大に

見積もったことから、ことは早急には実現しな

かった」という過去の失敗から教訓を得ることが

肝要だ。ブロードバンド時代の実現のためには、

last one mileをどうするかが課題で、行政当局は

率先してことにあたらなくてはいけない。現在、

last one mile問題解決のため、ケーブル・モデム、

DSL、無線プラットホーム、電力線など様々な手

段があり、これらの手段を駆使していく必要があ

る。

６．６ 経済面、法規制面での基盤を整備

産業の将来を輝かしいものにするには、通信

サービスの成長と競争を促すため弾力的かつ実効

的な経済面、法規制面の基盤の整備に連邦・各州

政府が今後とも真剣に取り組むことが大切である。

特に地域通信市場での取組みが緊要だ。新規参入

事業者の経営体力は弱い。ブロードバンドサービ

スの提供のためネットワークの高機能化が求めら

れている地域通信会社は、通信サービス料金設定

を弾力的に行うことが困難だ。法規制面からも、

料率のリバランシングについて料金設定の弾力化

を図る観点から州レベルで再検討すべきだ。新た

にネットワークが構築・実用化される場合は、常

に、誰もが利用可能な負担で有用なサービスを享

受できるという「ユニバーサルサービス」を実現

しなければならない。新規参入・競争が効率的、

持続的に行われる政策をとりつづけるべきである。

このために、新規参入者や長距離通信会社が地域

通信網に合理的な接続料でアクセスできるよう環

境を整え、また、より高度なネットワークの構築

のため、競争、投資、技術革新を促す法規制の枠

組みを作ることが重要である。また、競争が名ば

かりにならぬよう、FCCは、市場を監視し規制

を行わなくてはならない。周波数管理も、周波数

有効利用を図り、市場に新たな周波数を供給する

ことに努めなくてはならない。

７ 終わりに

FCC委員長パウエルが、７月３０日の上院商
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務・科学・運輸委員会での証言で述べたWorld-

Com関連でのセイフティ・ネットは、ITバブル

崩壊後の試行錯誤の学習効果である。

昨年１月破綻したNorthPoint Communications

では、経営破綻に際して通信サービス利用者の利

益を保護することができず、FCCは拱手傍観す

るだけだった。この苦い反省から、通信法２１４条

ａ項の手続きが生まれた。

連邦破産法第１１条の破産申請は、日本の会社更

生法の申請にあたる。残余財産処分で会社がなく

なってしまう清算ではなく、会社の再生のため債

務を整理する手続きである。これまで第１１条申請

した会社のほとんどが買収されサービスを提供し

続けている。しかし、情報通信分野に９０年代後半

の勢いが戻るには、それなりの時間が必要だろう。

特に、これまで破綻した会社を吸収してきた大企

業自体が、経営体力が低下しリストラを求められ

ている現状では、落ち込みの谷は深く回復までの

期間は長い。

WorldComの事例に見られるように、FCCは、

情報通信企業の経営破綻の際にセイフティ・ネッ

トの発動をこれからも行う可能性はないとは言え

ない。

パウエルは、セイフティ・ネットの実効性を強

化するよう求めている。この背景になる事例が昨

年起きたのだ。

昨年９月、Excite@Homeが破産。パウエルは、

「債権者や債務者たるExcite@Homeの利害だけ

を考慮するのではなく、全米数百万にのぼる高速

インターネット利用者の便益にも配慮し、直ちに

事業閉鎖するのではなく時間をかけ手続きを進め

てほしい。」と要請した。しかし、１１月、サンフ

ランシスコ連邦破産裁判所のThomas E. Carlson

裁判長は、「Excite@Homeは、自らの判断で約

３７０万の利用者へのサービス提供を停止すること

が可能である。」との判断を示したのだ。

７月３０日の上院商務・科学・運輸委員会での証

言で、パウエルは、連邦議会に現行法制度の見直

しの検討を求めた。

一つは、通信サービス中止に際しての利用者保

護を定める通信法２１４条の対象があいまいなので、

インターネット・バックボーン・サービスなどを

含むよう法適用の範囲を拡張してほしいと要請。

第二には、通信法違反の罰金額の上限の引き上

げだ。単一の違反では１２万㌦から百万㌦へ、継続

的な違反では１２０万㌦から１千万㌦への引き上げ

を要請した。

さらに、ブロードバンドサービスに対する法規

制の枠組みが不明確であり、この有望な分野の成

長を支えるため、法規制の枠組みを早期に確立し

てほしいと要望した。

WorldComの経営破綻は、様々なインパクトを

米国のみならず世界の情報通信産業全体に与えて

いる。この小稿は、倒産により情報通信サービス

の継続が遮断されてしまうおそれに対し、FCC

がどう取り組み、今後の政策課題は何か、を明ら

かにすることを目的に論述してきた。他山の石と

してこれからも米国の動向に注意を払っていくこ

とが肝要であろう。

表４ １９８０年からこれまでの大型倒産

企 業 名 破産年月 破産前の総資産 申請裁判所管轄区

WorldCom, Inc. ２００２年７月 １，０３９億１，４００万㌦ NY―S

Enron Corp. ２００１年１月 ６３３億９，２００万㌦ NY―S

Texaco, Inc. １９８７年４月 ３５８億９，２００万㌦ NY―S

Financial Corp. of America １９８８年９月 ３３８億６，４００万㌦ CA―C

Global Crossing Ltd. ２００２年１月 ２５５億１，１００万㌦ NY―S
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表５ ２０００年以降の通信関連企業の倒産

企 業 名 CLEC 主要IBP ISP 破産年月 申請裁判所管轄区

GST Telecommunications, Inc. ○ ○ ２０００．５ Delaware

American Metrocom Corp. ○ ２０００．８ Delaware

NETtel Communications, Inc. ○ ２０００．１０ Washington D.C.

ICG Communications, Inc. ○ ○ ２０００．１１ Delaware

Zyan Communications, Inc. ２０００．１２ CA―C

Fastpoint Communications ○ ２０００．１２ CA―C

Flashcom, Inc. ○ ２０００．１２ CA―C

Quenta Networks, Inc. ○ ２０００．１２ CA―C

Picus Communications ○ ○ ２０００．１２

Digital Broadband ○ ○ ２０００．１２ Delaware

NorthPoint Communications ○ ○ ２００１．１ CA―C

Vectris, Inc. ○ ○ ２００１．２ TX―W

Omniplex Communications Group ○ ２００１．２ MO―E

e. spire Communications ○ ２００１．３ Delaware

Tess Communications ○ ２００１．３ CO

ConnectSouth Communications ○ ２００１．３
事業廃止

Pathnet Telecommunications ○ ２００１．４ Delaware

REAnet ○ ２００１．４ CO

Adelphia Communications ２００２年６月 ２４４億９６６．２万㌦ NY―S

Pacific Gas and Electric Co. ２００１年４月 ２１４億７，０００万㌦ CA―N

Mcorp １９８９年３月 ２０２億２，８００万㌦ TX―S

Kmart Corp. ２００２年１月 １７０億７００万㌦ IL―N

NTL, Inc. ２００２年５月 １６８億３，４２０万㌦ NY―S

First Executive Corp. １９９１年５月 １５１億９，３００万㌦ CA―C

Gibraltar Financial Corp. １９９０年２月 １５０億１，１００万㌦ CA―C

FINOVA Group, Inc. ２００１年３月 １４０億５００万㌦ Delaware

HomeFed Corp. １９９２年１０月 １３８億８，５００万㌦ CA―S

Southeast Banking Corporation １９９１年９月 １３３億９，０００万㌦ FL―S

Reliance Group Holdings, Inc. ２００１年６月 １２５億９，８００万㌦ NY―S

Imperial Corp. of America １９９０年２月 １２２億６，３００万㌦ CA―S

Federal―Mogul Corp. ２００１年１０月 １０１億５，０００万㌦ Delaware

First City Bancorp. of Texas １９９２年１０月 ９９億４，３００万㌦ TX―N

First Capital Holdings １９９１年５月 ９６億７，５００万㌦ CA―C

Baldwin―United １９８３年９月 ９３億８，３００万㌦ OH―S

（出典 http:／／www.bankruptcydata.com／Research／１５_Largest.htm）
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Actel Communications, Inc. ○ ２００１．４ LA

WinStar Communications ○ ２００１．４ Delaware

Convergent Communications ○ ２００１．４ Delaware

AtLink Networks ○ ２００１．４ Delaware

Viatel, Inc. ○ ２００１．５ Delaware

Teligent, Inc. ○ ２００１．５ NY―S

PSINet ○ ２００１．６ NY―S

３６０Networks USA ○ ２００１．６ NY―S

Metricom, Inc. ○ ２００１．７ NY―S

AxisTel Communications ○ ２００１．７ Delaware

Rhythms NetConnections, Inc. ○ ○ ２００１．８ NY―S

Covad Communications ○ ○ ２００１．８ Delaware

Excite@Home ○ ２００１．９ CA―N

Netvoice Technologies Corp. ２００１．１０ LA―E

Ardent Communications ○ ２００１．１０ Washington D.C.

Telergy, Inc. ○ ２００１．１０ NY―N

Classic Communications ２００１．１１ Delaware

Net２０００ Communications ○ ２００１．１１ Delaware

CoServ ２００１．１１ TX―N

Global Crossing, Ltd. ○ ○ ２００２．１ NY―S

McLeod USA, Inc. ○ ２００２．１ Delaware

Network Plus ○ ２００２．２ NY―S

Logix Communications ○ ２００２．２ TX―S

WINfirst ○ ２００２．３ CO

Yipes Communications ○ ２００２．３ CA―N

Adelphia Business Solutions ○ ２００２．３ NY―S

Williams Communications Group ○ ２００２．４ NY―S

Advanced TelCom Group, Inc. ○ ２００２．５ CA―N

Metromedia Fiber Networks ○ ２００２．５ NY―S

Teleglobe Communications Corp. ○ ２００２．５ Delaware

XO Communications, Inc. ○ ○ ２００２．６ NY―S

ITC DeltaCom, Inc. ○ ２００２．６ Delaware

Adelphia Communications ○ ２００２．６ NY―S

Neon Communications ○ ２００２．６ Delaware

WorldCom, Inc. ○ ２００２．７ NY―S

（出典 http:／／www.millervaneaton.com／hot_april３_c.htm）
�注 IBP＝Internet Backbone Provider

ISP＝Internet Service Provider
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はじめに

企業向け通信サービスの黎明期から存在する

サービスに、ハウジングサービスがある。これは、

企業の通信設備や情報システムの一部もしくは全

部をキャリアの局舎に収容して運用を代行するこ

とに端を発している。データセンタ（Internet

Data Center＝IDC）は、キャリアのビジネス顧

客向けのハウジングサービスから起こったサービ

スであり、換言すればインターネットのサーバ収

容の観点からハウジングサービスを再構成したも

のとも言うことができる。

IDCを実現する技術は、現状ではVRRP（Vir-

tual Router Redundancy Protocol、RFC２３３８）

等のごく一部の技術を除いてルータやサーバ等の

ベンダ依存性が強く、異なったベンダ技術を用い

たデータセンタを全世界規模で相互接続するのは

困難である。このため、同一のルータやサーバベ

ンダを用いた個々のデータセンタ事業者が、地理

的に分散したデータセンタを設け、センタ間の負

荷分散・耐障害対策サービスを提供しているのが

現実である。

ここでは、データセンタの機能をFoundry

Networks社の技術をベースに概観する。

１ データセンタへの要求条件

その発生から、一般的にIDCに要求される条件

には、以下が考えられる。

�１ １日２４時間、年３６５日運用が可能であるこ

と

�２ フリーアクセスフロアを持つこと

�３ 数日間設備を運用できるバッテリーバック

アップ（発電装置）を持つこと

�４ 個別空調設備を持つこと

�５ 煙探知機、自動消火設備、モーションセン

サ、ビデオカメラ等のセキュリティ機能が充

実していること

�６ 種々の冗長構成（発電機、インターネット

接続用通信回線、等々）を持つこと

�７ 大都市に近接し、IXと併設して運用され

ることが多いことから判るように、インター

ネットへの高速回線が確保されていること

さらに、実際にデータセンタをサービスとして

運用していくには、以下の要求条件も必要になる。

・ミッションクリティカルなアプリケーション

を実行可能であること

・セキュリティ対策がなされていること

・顧客の需要に応じて柔軟にトポロジーを変更

できること

・機能に応じた価格設定ができること

ここで、セキュリティ面での考慮は、電子政府

のための社会インフラとなりつつあるIDCの場合、

非常に重要であり、物理セキュリティ、コン

ピュータセキュリティ、情報セキュリティの面か

シリーズ

IDCのアーキテクチャと電子政府

�株KDDI研究所所長 浅見 徹

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」第９回
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ら考えていかなければならない。図１にデータセ

ンタのセキュリティの一般分類を示す。データセ

ンタが考慮すべきセキュリティには、先ず、セ

キュリティ評価基準とセキュリティ管理ガイドラ

インに基づき、物理的災害対策を行う物理セキュ

リティがある。人的管理、入退室管理、防火・耐

震、冗長構成、データバックアップなどがこの範

疇である。また、セキュリティの運用・管理面で、

ファイアーウォール、IDS（Intrusion Detection

System、侵入検知システム）から、ウィルス検

知、おとりサーバの運用やネットワーク監査など

のコンピュータセキュリティも、広義の意味で

IDSのサービス内に含めることができる。

一方、情報セキュリティに関しては、基本的に

データセンタの顧客によるエンド・エンドの管理

であり、通常はIDSのサービス外と考えることが

できる。

２ データセンタの一般的ネットワーク構造

現在の技術で一般的なデータセンターにおける

設備構成を図示すると、図２に示す構造になる。

センター内外の接続構成はかなり複雑になってお

り、このネットワークを簡易に運用する運用ツー

ルの存在が不可欠である。

各レイヤの機能を以下に示す。

�１ コアレイヤ（Core Layer）

・データセンタ内のIPネットワークをインター

ネットやIX（Internet Xchange point）に接

続する

・要求条件：

・BGP４やOSPF等の標準経路制御プロトコ

ルを安定に運用可能であること

・GbE（Gigabit Ethernet）やPOS（Packet

Over SONET）等の高速インタフェース

をWAN側に持っていること

・高性能かつノンブロッキングなアーキテク

チャを採用していること

・インターネットへの接続経路（回線）を複

数持つこと

�２ アグリゲーションレイヤ

（Aggregation Layer）

・種々の顧客の機器を納めたケージを集約して

図１ データセンタのセキュリティ
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収用できること。

・このレイヤの機能は、インターネットへの高

速接続回線の有効利用と、タスクの負荷分散

にある。前者では、例えば、１企業がT１

（１．５Mbit／s）回線でインターネットやIXに

繋がっているより、１００企業がSTM―１（１５５

Mbit／s）の回線を共有しているほうが、統

計多重効果があるので、１企業あたりのス

ループットは遥かに高速になる。また、回線

費用は１００倍にはならないので、１企業あた

りが負担する回線費用はかえって安くなる利

点がある。一方、タスクの負荷分散とは、

ファイヤーウォール等セキュリティ関連処理

の高速化等を含む各種ネットワーク・サービ

スの負荷分散を行うことを意味し、これによ

り、スケーラブルなソルーションを提供する

ことができる。

・要求条件：

・多数のGbE経由で顧客を収用しトランク結

合が可能であること

・ワイヤスピード（回線速度）でアクセス制

御できること

・冗長構成による高い稼働率を保証できるこ

と

・ノンブロッキングアーキテクチャを採用し

ていること

!３ 顧客レイヤ（Customer Layer）

・ホスティング・サービスやコロケーション・

サービスを提供する機構があること

・要求条件：

・サーバのロードバランスのようなL４ス

イッチ機能があること

３ 顧客収用形態

顧客収用形態は色々あり、以下では、具体例を

ベースに説明する。

!１ コアとアグリゲーション部分を簡易化し、高

速インターネットアクセス環境を安価に提供

する形態

ここで、サービス形態はシングル接続とデュア

図２ データセンタの基本構造
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ル接続があり、対障害特性から考えて当然デュア

ルが安定なサービス（付加価値）である。

図３では、インターネットに接続した２台のコ

アレイヤのルータをトランク結合し、どちらのイ

ンターネット接続回線が障害になっても、トラン

ク経由で迂回させて接続が確保できるような冗長

構成を採用している。顧客レイヤは、ルータ１台

でコアレイヤと接続したシングル接続と２台の

図３ 高速インターネットアクセス環境自体を提供

図４ フル冗長構成の顧客収用形態
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ルータで接続したデュアル接続の二通りあり、前

者は顧客レイヤのルータとコア・ルータ間の回線

障害でサービス不良になるが、後者はどちらかの

顧客レイヤのルータ接続回線が稼動していれば

サービスは維持できる利点がある。

!２ フル冗長構成を採用した顧客の収容形態

顧客の規模により使用機器は異なるが、基本的

トポロジーは図４と同形である。ここで、アグリ

ゲーションレイヤは２台のルータと２台のサーバ

負荷分散装置から構成されている。３台のレイヤ

２／３スイッチは各々顧客レイヤのルータである。

図３に対して、顧客ルータは２台のアグリゲー

ション・レイヤのルータどちらにも回線を持って

いることから回線の冗長構成による稼働率の向上

を図っている。２台のサーバ負荷分散装置は、

ロードバランス等のアグリゲーション機能を担っ

ているが、これも冗長構成によりサービス稼働率

の向上を狙っている。

４ 機能別ネットワーク形態

４．１ サーバのロードバランス機能について

ロードバランスは、図５に示すサーバ負荷分散

装置のように、スケーラビリティを持っている必

要がある。ここでは、異なったMACアドレス

（Ethernet等が使っているアドレス）を持つ５台

のサーバが、インターネット側のクライアントか

らは２０２．２５５．４４．１をIPアドレスに持つ１台のサー

バに見えるように設計されている。また、５台の

サーバは、それぞれHTTP、FTP、DNS、Email、

Video中の２つの機能を持ち、負荷状態により

メールサーバにもFTPサーバにもなれるように

設計されていて次の条件を満たしている。

!１ サーバ群に対し１つのIPアドレスを付与する

ことにより、サーバ間の付加分散を図れること

!２ 提供するサービスとそれを実現するサーバの

関係は独立（あるサービスを実行するサーバが

特定のものに限定されてはならない）にできる

こと

!３ サービス（少なくともHTTP、DNS、SMTP、

POP３、LDAPv３、NNTP、IMAP４、FTP、

TelNetやRadius）の稼動状況をモニタできる

こと。

!４ 種々の機能のサーバをミックスし、かつ各

サーバの能力を最大限に利用できること

!５ 上記のロードバランスをするサーバ負荷分散

図５ サーバ間の付加分散
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装置自体も、フォールトトレラントでなければ

ならず、図６に示すようなホット／スタンバイ

の冗長構成をとり、ホット／スタンバイ間で動

作状況を相互モニタし、障害時に瞬時に切り替

えられること。

!６ 上記のサーバ負荷分散装置は、ロードバラン

スの処理負荷が増加した場合には、図７に示す

ように、両方ともホット（アクティブ）になり、

負荷を軽減できること

!７ TCP Syn Attack Protection

データセンタに収容された各顧客サーバへは、

サービス断を狙ってハッカーの攻撃がしかけら

れることを考慮する必要がある。これを防御す

るため、図８に示すように、以下の機能をもっ

ている必要がある。

１）各サーバへのTCP Syn要求速度に上限を

図６ フォールトトレラントなロードバランス装置

図７ ロードバランス処理が過負荷時の装置構成
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設けられること

２）最後のTCP不完了呼用に割り当てられた

リソースを新規TCP呼用に割り当てること

３）サーバに割り当てられたリソースを開放す

るよう要求できること

４）悪質なソースIPアドレスからの接続は拒否

できること

５）TCP Syn攻撃があったときにSNMPによる

通知機能があること

!８ サービス（ポート番号）、ソース（発信）IP

アドレス、着信仮想IPアドレスの組み合わせに

よりアクセス制御ができること

!９ 地理的に離れたサーバ群をロードバランスで

きること（図９のように複数のデータセンタに

同一ドメイン（ここではkaisha.com）のサーバ

が配置されているとき必要な機能）

１）地理的に離れたサーバ群をクライアントに

対しては単一のサーバに見せ、最もネット

ワーク的に近いサーバを割り当てられること

２）サーバがクラッシュしたときはクライアン

トが最適の代替サーバにアクセスするようガ

イドできること（データセンタ自体が地震等

の自然災害で機能しなくなったときに代替

サーバを全世界に散らばったサーバ群から自

動選択できなければならない）

!１０ クライアントに対しては単一のサーバに見せ、

図８ サーバのセキュリティ対策

図９ 地理的負荷分散
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最もネットワーク的に近いサーバを割り当てら

れること

機能!９、!１０は、自然災害やテロ（サイバーおよ

び物理的の両方の意味で）により、特定の場所に

あるIDCがシステムダウンした場合でも、IDC群

に収容されたサーバのサービス自体を停止させる

ことなく運用できるために不可欠の機能である。

従って、今後の電子政府サービスを提供していく

ための基盤技術といえる。

４．２ WEBホスティングサービスに必要な機能

WEBホスティングサービスを実現するための

要求条件は以下である。

!１ サーバ群に対して付与する仮想IPアドレス

（色々なDNSドメインに属したサーバがあ

る）と実IPアドレス（通常はプライベートアド

レス）数には制約がないこと

!２ 上記の設定手続きが簡易であること

!３ 仮想IPアドレス毎にログ等の統計データを収

集できること

表 １ は 、１３３．１２８、１３３．１２９、１３３．１２６、

１３３．１３０、１３５．１３１等のネットワークにある７台

のWWWサーバを１０．２．１のネットワーク内の

サーバで代替する場合を表している。IDC内の

ネットワークに存在するサーバで複数のDNS

ドメインに属した顧客のサーバを収容するため

には不可欠の技術である。

!４ クッキーを使っている場合にも正しいサーバ

選択ができること

WEBを考えた場合、静的なファイルのダウ

ンロードだけでなく、図１０に示すように、クッ

キーの処理も考えてロードバランスができなけ

ればならない。

!５ 同じSSLセッションは同一のサーバに接続す

ることができ、同時に百万セッションの接続要

求にも耐えられること

ｅコマースをスケーラブルに行う際、最大の

課題は、暗号、認証用に使っているSSLの処理

負荷が重いということである。このため、ス

ケーラブルなソルーションを提供するにSSLの

表１ 仮想IPと実IPアドレス間の対応

Domain name Virtual IP Real IP

www.companya.com １３３．１３１．１２．６ １０．２．１．６

www.companyb.com １３３．１３０．１２．７ １０．２．１．７

www.companyc.com １３３．１３１．１３．８ １０．２．１．８

www.companyd.com １３３．１３１．１４．９ １０．２．１．９

www.companye.com １３３．１２８．１３．１０ １０．２．１．１０

www.companyf.com １３３．１２９．１５．３５ １０．２．１．１１

www.companyg.com １３３．１２６．１６．３６ １０．２．１．１２

図１０ クッキー・ベース・スイッチング

１０７ 郵政研究所月報 ２００２．１０



処理を負荷分散することが必要になる。一つの

方法として、SSLの処理をサービス提供用の

サーバから切り離し、専用マシンで処理する構

成が考えられている。図１１は、SSLの処理が

サービス提供サーバで行うにせよ、行わないに

せよ、SSL処理サーバの処理負荷を負荷分散に

より低減することを狙った構成を示している。

!６ アクセスする実サーバをURL単位で変更で

きること

WEBのホスティング・サービスを行う場合、

顧客単位でセキュリティを管理するため、顧客

ごとに別のサーバにコンテンツを収容する場合

がある。この場合、URLのサフィックスで参

照サーバが異なる。図１２に、２０２．２５５．４４．１のマ

シンのFQDNをwww.server.comとした場合、

http:／／www.server.com／cars、http:／／www.

server.com／accessaries、http:／／www.server.

com／dvd、http:／／www.server.com／cdが そ れ

ぞれ、サーバＡ、サーバＢ、サーバＣとＤ、

サーバＥにアクセスするように構成した事例を

示した。

図１１ SSLの負荷分散

図１２ URLスイッチング
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５ ミッション・クリティカルなネットワークの

提供

この条件を以下に示す。

!１ 種々のレベルでフォールトトレラントであ

ること

!２ 高速であること

!３ エッジ・ルータの利用効率が良いこと

!４ 大容量サーバを持ち、かつスケーラビリ

ティがあること

６ ファイヤーウォールのロードバランス

顧客のファイアーウォールがサービス上のボト

ルネックにならないよう、スケーラブルかつ高速

なファイヤーウォール機能を提供できなければな

らない。

!１ 複数のファイヤーウォールによるロードバラ

ンス

図１３には、３台のファイヤーウォールをロード

バランスし、ファイヤーウォールに障害があった

ときの対策を考えた冗長構成例を示した。

!２ スイッチレベル、回線レベル、ファイヤー

ウォール各部の障害時に対応できるホット／

スタンバイ機能があること

図１４には、図１３の構成をさらに拡張し、３台の

ファイヤーウォールをロードバランスする際、

ロードバランスに使っているスイッチ・ルータ

（サーバ負荷分散装置）や接続回線に障害があっ

たときの対策を考えた冗長構成例を示した。

７ データセンタの世界展開

IDCの運用上の信頼性を増すには、情報セキュ

リティやネットワーク・セキュリティだけを考慮

するのではなく、物理セキュリティを向上させる

ことが重要である。特に、自然災害、人災、ある

いはテロ等によるサービス断を避けるためには、

同一箇所における設備の二重化・冗長構成だけで

なく、地理的に分散した冗長構成が必要になる。

図１３ ファイヤーウォールの負荷分散

図１４ ファイヤーウォールとフォールトトレラントな負荷分散装置
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そのための機能が、４．１節に解説した機能（!９、

!１０）である。クライアントからは単一のサーバに

見えること、かつクライアントに最もネットワー

ク的に近いサーバを割り当てられることが構成上

のポイントである。また、IDC内のサーバが何ら

かの意味でクラッシュしたときは、クライアント

が最適の代替サーバにアクセスするようガイドで

きなければならない。この結果、自然災害やテロ

（サイバーおよび物理的の両方の意味で）により、

特定の場所にあるIDCがシステムダウンした場合

でも、IDC群に収容されたサーバのサービス自体

を停止させることなく運用できる。従って、今後

の電子政府サービスをIDCを使って提供していく

ためには、基盤となる機能と言える。

このような観点と、顧客からのアクセスビリ

ティも考え、個々のIDCを高速回線で結んだIDC

の分散化が進んでいる。図１５にはEXODUSの例

を示す。

データセンタを電子政府関連のサーバの収容に

使用する際に、最後（最終的）に考えるべき点は、

データセンタの地理的位置をテロリスト等から隠

蔽することである。これは対テロ対策上不可避の

施策であり、例えば現在でもインターネット

の .com、.org、.netのルート・ネームサーバの運

用を任されているVeriSign社は、彼らのIDC群の

中で中心的機能を担っているワシントンD.C. の

IDCに関しては、地理的位置が判らないように運

用している。自然災害には地理的分散による冗長

構成が有効であるが、テロに対してはさらにIDC

の位置を非公開にすることも重要である。

日本の場合、IDCにできる建物で秘密裏に運用

できるような条件のものは少なく、業界通なら大

体どこの建物か見当がつく状況にある。電子政府

等のサーバを収容していくには、今までの設計思

想と異なる非公開IDCを建設し、運用していくこ

とが不可欠である。ただし、これは、国民の情報

が秘密のIDCに収容されることを意味するため、

何らかの意味での国民的合意が必要となろう。

図１５ IDCの世界展開の例（EXODUS）

http:／／www.exodus.com／network／network_map.html
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「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）

「第７回金融機関利用に関する意識調査（平成１３年度）」

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）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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）

「インターネット技術と郵便技術」通信文化新報（８月２６日）

「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）

「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）

「株主重視」かんぽ資金（９月号）

「５月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（９月号）

「メディア・ソフトの制作および流通実態に関する調査研究」情報通信ジャーナル（９月号）

「逓信省塔上から写した「東京市全景写真」」郵政（９月号）

４ ていぱーくの特別展

・「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。

・第２８回「私のアイデア貯金箱」コンクール作品展示会

１１月１日（金）～１１月９日（土）〔中央展示会〕

今年で２８回目を迎える「私のアイデア貯金箱」コンクールは、全国の小学生が身近にあるいろい

ろなものを利用して、アイデアあふれるオリジナル貯金箱を創作するコンクールで、本展では応

募作品の中から中央審査会で入賞した作品等を展示します。

５ その他

・「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）～２５日（日））

郵政研究所通信
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・「日中国交正常化３０周年日本切手展」上海日本総領事館（中国国内５箇所巡回）（９月４日（水）～１０

月３１日（木））

◆ Opinion ―読者の声― ◆

本号に掲載した論文等について、皆様からの御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

編集後記

今年の夏は数字の上でも、最近１０年の中で上位３位に入る位の暑さだったとか。北国

育ちの私にとっては、まさに酷暑という言葉に代わる表現が見つからない。東京に住み

始めて２年半、初めての夏に奮発して高価なクーラーを買ったのですが、それに十分見

合う仕事をしてくれている。次期は暖房として活躍してもらうためにも、しっかりと整

備をしておこうと思う。

送付先住所の変更等ございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。Ｅメー

ルアドレス、FAX番号は次のとおりです。

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

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

さい。

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

（紺野）
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３階の郵政展示場は、「通信と郵便局の歴史」「郵便局と情報通信のネットワーク」「地域とともにあゆ
む郵政」「明日の郵政」「郵政と文化」の５つのゾーンに分かれています。今回は、「通信と郵便局の歴史」
のゾーンの中で近代以前の通信コーナーをご紹介します。

このコーナーでは、文字が発明される前と発明後の情報伝達手段の変化を年表とビデオ映像により紹介
しています。
〈文字以外の通信の手段〉 文字が生まれる前は、壁に絵を描いたり、大きな声を出したり、太鼓をたた
いたり、使者を出して口頭で相手に伝言するなどしていました。また、遠くにいる相手には狼煙を使って
合図を送るなどさまざまな方法で情報を伝えていました。
〈いろいろな文字による通信〉 エジプトの絵文字からアルファベットの原形ができ、中国で漢字が発明
されて日本に伝わり、カタカナ・ひらがなが生まれました。後漢時代に中国では紙が発明され、筆などの
文字を書くための用具が生まれました。こうした発明により、手紙による通信が広まりました。

学芸員雑記帳 「明治初期の通信日付印」

明治４年（１８７１）郵便創業に際し、郵便料金納付の証票として賃銭切手（郵便切手）を発行することが
決定され、その再使用を防止するための方法としてこの通信日付印を押印しました。

明治３年６月（旧暦）前島密が、海外事情調査のため乗船した米国船内で、切手を消印する方法がとら
れていることを知りました。これをヒントに、明治４年４月２０日郵便創業時に切手の消印に「検査済」印
が、返信又は配達証明料金前納済の証として「賃銭切手済」印が押印されたのがその始まりです。これに
よって、切手の再使用防止の目的を達しましたが、引受場所がわからないので、局所名等を証示する印を
余白に押印し、さらに中継・到着局でも押印していました。明治７年（１８７４）１０月から郵便切手の抹消に
記号や番号入の局所印と証示用として余白に日付印を押印することになりました。明治２１年（１８８９）９月
１日から全国に統一された形式の切手の抹消と証示の両役目を持った日付印（当時は郵便日附印）を使用
するようになりました。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介!６

〈近代以前の通信〉コーナー―さまざまな情報伝達手段―

展示場風景 「死者の書」（パピルス製）シルクロード研究所所蔵

脇付二つ折り
はがき

今津検査済印
今津→京都
差立：明治７年

７月２７日
到着：７月２８日

丸一型日付印
横浜→山梨
差立：明治２１年

１０月２１日
到着：１０月２２日

小型かな入りはがき
抹消印：白抜記号入番号印
日付印：二重丸型日付印
神戸→大阪
差立：１１月２日
到着：１１月２日
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