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巻　　頭　　言

　第二の開国：ローカルからグローバルな時代へ 名取　晃子

視　　　　点

　モジュール化 鳥居　昭夫

調査研究論文

　インクジェット用光沢葉書の紙質に関する調査研究 細川東洋一

 北島　光泰



ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版�３３）
しら す が しお み ざか

東海道五拾三次之内 白須賀 汐見阪図 （静岡県湖西市）

えんしゅうなだ

遠州灘を雄大に見おろす汐見坂（現在の潮見坂）からの景色を描いています。

白須賀宿は、以前坂の手前の海辺近くにありましたが、宝永４（１７０７）年の大地震による津

波で壊滅したため、翌年、汐見坂の上に移されました。

この地は、京から江戸へ向かう旅人が初めて太平洋を見る場所で、晴れた日には富士山も見

えたようですが、大名行列はわき目も振らず整然と坂を下っています。

ていぱーく所蔵資料紹介�４６
すご ろく

郵便貯金奨励双六
双六の歴史は古く、奈良時代には既に流行してい

たようです。現在のような紙に印刷された絵双六は、

江戸時代中期から錦絵の流行とともに登場し、お正

月の子供達の室内遊戯として親しまれるようになり

ました。

明治維新後は、文明開化、官位の昇進、旅行など

様々なものが題材となり、雑誌の附録や周知品とし

ても盛んに作られました。その中には郵政事業を題

材とした双六を発見することができます。

この、郵便貯金奨励双六は、振出しの貯金窓口か

ら上りの公債購入（お正月の場面）までに、貯金の

サービスが事例ごとに分かりやすく説明されていま

す。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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２５０年以上にわたる長期政権でタガの緩んだ江戸幕府は、黒船の訪れをきっかけに

崩れ去った。明治維新は、鎖国解除による「第一の開国」でもあり、西欧文明の吸収

による近代化とともに歩んだ。しかし、直接に西欧文明に触れることのできた人たち、

文明開化のフロンティアは、ごく一部の進取の気性にあふれた若者たちで、一般庶民

は彼らの啓蒙活動により間接的に西欧文明なるものを知りえた。

明治維新から１３０年のときが流れ、日本人は勤勉と応用の才と器用さを武器にして

近代化の道を邁進し、多くの製造技術分野で世界のトップレベルに到達した。同時に、

唐、宋の文明を柔軟に摂取したときと同様に、西欧文化を西欧風日本文化に同化させ

享受してきた。しかし、国境を越えた人的交流は西欧諸国に比べるとあまり進まず、

日本国内の外国人居住者の割合は未だに少ない。このためか、西欧文明の大量流入に

も拘らず、異国の文化や多様な価値観に対する身近な理解と評価が、十分に深まって

いないように思われる。

昨今のインターネットの急激な普及によるグローバル化は、国境を問わず瞬時に世

界中を結び、まさに「第二の開国」と呼ぶにふさわしい。好むと好まざるとにかかわ

らず、諸外国の情報が流入、錯綜し、ローカルな安定性を保ってきた日本の体制その

ものを揺るがしかねない状況になりつつある。グローバルな世界では多種多様な局所

的安定状態が多数存在するので、大局的な安定状態は見出しにくい。グローバル化は

折悪しく日本経済のバブル崩壊と重なり、新生日本への指針の創出を難しくしている

側面も見られる。「第一の開国」との圧倒的な差異は、インターネットを通して多く

の人々が直接世界に接していることであり、開国の間口が多種多様に広がっている。

新たなグローバルな時代の到来に、あらゆるジャンルに西欧流の競争原理と自己責任

とが要求され、保護と規制に基づく多くの国内慣行が通用しなくなりつつある。

情報過多のグローバル時代に真に必要なことは何だろうか。物事の真偽、善悪を見

分ける判断能力と、多様な価値観の容認と共生、新たな価値観の創生とそれに基づく

第二の開国：ローカルからグローバルな時代へ

電気通信大学電気通信学部電子工学科 教授 名取 晃子

巻 頭 言
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新しい技術、産業、システムの創出ではなかろうか。

インターネットを支える情報通信機器の進展は目覚しく、数年前の機器が簡単に更

新されていく。修理を依頼すると、性能・価格の勝った新製品の３割近い料金を要求

され、泣く泣く諦め廃棄せざるを得ない。また、計算機の使用電力はうなぎのぼりに

上昇し、電波の利用空間は拡大し続けている。現在および未来の生活環境、地球環境

保全のためには、省資源のためのリサイクル、省エネルギーに貫かれた産業および技

術が必須で、そのために知恵と労力とお金をかけなければならない。また、日本は世

界一の長寿国で、医療保険制度は高齢者医療費の増大で危機に瀕している。多くの人

が健康な老後を願っているのだから、病後の医療費に多大なお金をかけるよりも、予

防医学にもっと力をそそぐべきだろう。健康に支障をきたした人たちの自力生活を支

援する、医療器具と社会システムの開発も必要であろう。

グローバルな時代にふさわしい多様な価値観を尊重し、日本の文化、風土、特性に

あった得意分野を伸ばしてゆけば、日本の立脚点もおのずと形成されていくのではな

いだろうか。

３ 郵政研究所月報 ２００３．１



［要約］

１ インクジェット用の郵便葉書は、平成９年度において初めて発売されて以来多くのお

客さまにご利用いただき、好調な伸びを示してきた。

この間、パソコンやプリンタの高性能化、デジタルカメラの普及などにより、写真の

印刷に適した「光沢タイプ」のインクジェット用郵便葉書の発売を望む声をお客さまか

らいただくようになってきたことから、光沢タイプのインクジェット用郵便葉書の性能

設計に関する研究を進めている。

２ 現在市販されている光沢タイプの葉書用紙には製法、種類、販売価格等を異にするも
し こう

のが多種類存在している。そこでまず、お客さまの光沢葉書に対する嗜好を把握するた

め、アンケート調査を実施した。

調査の方法は、製法、光沢感、紙質等を異にする代表的な市販葉書用紙に写真画像を

印刷して見本サンプルを作成し、それをお客さまに見ていただき「光沢感」、「こわさ

（紙の腰の強さ）」、「発色性」等に関するデータ収集を行ったものである。

３ その結果、光沢葉書に関するお客さま嗜好は、用紙の「光沢感」が高く、「鮮やかで、

透明感のある発色」と「ナチュラルで自然な白」の質感が得られるものを求めているこ

とが判明した。また、既存のインクジェット用郵便葉書の利用は、３０代が最も高く、

「５年以上（捨てないを含む）」保存しているという実態も明らかになった。

４ こうした調査結果を基に、用紙を抄造するメーカとの間で研究会を発足させ、性能検
しょうぞう

討、試作抄造、印刷テスト等を行って性能設計を進めている。

現段階におけるインクジェット用光沢郵便葉書の性能設計は、製法：キャスト、通信

面：高光沢タイプ、あて名面：原紙タイプとし、光沢感は「写像性」規格と「カラース

ケール」でコントロールする方向である。

５ 現在、試作葉書により、あて名面における料額印面・くじ番号の印刷適性、通信面に

おけるプリンタ適性等の実験を重ねている。

調査研究論文

インクジェット用光沢葉書の紙質に関する調査研究

通信経済研究部（技術開発研究担当）主任研究官 細川東洋一
研究官 北島 光泰

４郵政研究所月報 ２００３．１
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１ 研究の背景

平成９年１１月、初めてインクジェットプリンタ

向けの年賀葉書が「コート紙」の名称で２億枚発

行された（年賀葉書総発行枚数４１億７，６８０万枚の

４．８％）。その後は毎年発行枚数を伸ばし、平成１４

年用のインクジェット用年賀葉書は１２億５，０４６．４

万枚（年賀葉書総発行枚数４０億２，１７４．８万枚の

３１．１％）と、当初の６倍に達している。

現行のインクジェット用郵便（年賀）葉書は、

通信面がマットタイプ（半光沢）のコート仕様で、

イラスト等の印刷に適したソフトでやや平面的な

プリントが得られるのに対し、市販の光沢タイプ

は写真などの印刷に適したコントラストのあるリ

アルなプリントが得られるのが特徴である。

本研究は、こうした新しい光沢タイプのインク

ジェット用郵便葉書の性能設計に向けた取り組み

を行っているものである。

２ 研究の方法

本研究は、下記のアプローチ図のような方法で

その取組を行ってきた。紙面の関係で、お客さま

嗜好を把握するためのアンケート調査（個別・グ

ループインタビュー）とその結果に基づくインク

ジェット用光沢郵便葉書の性能設計までの取組を

中心に報告する。

図２ インクジェット用光沢郵便葉書の性能設計アプローチ

・普及率 （％）

年度

機器
平成１２年 平成１３年 平成１４年

デジタルカメラ ２２．７

パソコン ３８．６ ５０．１ ５７．２

※資料は、内閣府「消費動向調査」による
※数値は、各年の３月末現在

図１ インクジェット用年賀葉書の発行枚数

５ 郵政研究所月報 ２００３．１



３ 個別アンケート調査の概要

光沢葉書の性能設計に当たっては、まず、お客

さまが光沢感、発色性、紙質等に対してどのよう

な嗜好を持っているかを把握することとし、年賀

葉書購入等で郵便局に来られたお客さま、あるい

は郵便局前を行き来する一般通行人の方々を対象

にして個別アンケート調査を実施した。

調査は、専門調査員による対面聴取方式とし東

京、名古屋、大阪の３エリア合わせて１，２４８名の

データを収集した。調査の方法は製法、光沢感、

販売価格等を異にする市販の代表的なインク

ジェット用光沢（葉書）用紙にパソコンで絵柄を

印刷して見本サンプルを作成し、それを基に「光

沢感」、「こわさ」、「発色性」、「白の質感」等に対

する‘好み’を具体的にお聴きしたものである。

４ 個別アンケート調査結果

光沢葉書の性能設計を進めるに当たって重視し

た事項は、インクジェット用葉書をどのように利

用しているかといった「使用実態」と、どのよう

なタイプが好まれるかといった「お客さま嗜好」

で、これに関連するアンケート調査結果について

報告する。

４．１ インクジェット用葉書の使用実態

関連するアンケート調査項目は、「インク

ジェット用葉書の購入実態」、「インクジェットプ

リンタの使用実態」、「年賀状の保存期間」、「あて

名面の作成ツール」である。

表１ 個別アンケート調査の概要

実 施 日 エリア 対象者数 実 施 場 所

平成１３年

１１月６日（火）

～８日（木）

東 京 ４２５名 新宿郵便局、渋谷郵便局とその周辺

１１月１３日（火）

～１４日（水）
名古屋 ３８９名 名古屋中央郵便局駅前分室、千種郵便局とその周辺

１１月２０日（火）

～２１日（水）
大 阪 ４３４名 大阪中央郵便局、天王寺郵便局とその周辺

合 計 １，２４８名

表２ 見本サンプルの特徴

サンプルの
種類項目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

製 法
キャスト製法

（リウェット法）

キャスト製法

（凝固法法）

レジンコート製法

（RC製法）

バライタ製法

特 徴

光沢タイプ 写真印画紙タイプ

低光沢

薄手 ０．２１９mm

両面塗工

用紙単価＠１３円

リサイクル性 ○

高光沢

中厚 ０．２３６mm

片面塗工（通信面）

用紙単価＠１６円

リサイクル性 ○

高光沢

厚手 ０．２７２mm

両面塗工

用紙単価＠２０円

リサイクル性 △

高光沢

中厚 ０．２２９mm

両面塗工

用紙単価＠２４円

リサイクル性 ○

注：各サンプルの用紙単価は、量販店における１枚当たりの販売価格である。

６郵政研究所月報 ２００３．１
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401～500枚�
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単数回答　全体=1,248
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1.1
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0.9
0.2
0.2
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301～400枚�
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!１ インクジェット用葉書の購入実態

本調査対象者における年賀葉書の購入枚数平均

（予定を含む）は「１１４枚」で、全体を見ると

「１００枚以内」が６７．２％、「１００枚以上」が３２．８％

という結果であった。このうち、「２１～５０枚」の

割合が２４．８％と最も高く、次いで「８１～１００枚」

の１６．９％、「１～２０枚」の１５．３％の順となってい

る。

購入枚数のうち、インクジェット用年賀葉書の

購入枚数（予定を含む）は、「買わない」が６４．５％、

「購入した」が３５．５％で、購入枚数の平均は３９枚、

ピークは「２１～５０枚」の８．９％となっている。平

成１４年用の年賀葉書の発行枚数に占めるインク

ジェット用年賀葉書の割合は３１．１％であるので、

購入割合の３５．５％は妥当な数値であると言える。

インクジェット用年賀葉書の購入枚数を年齢階

層別にみると、１０代、２０代及び７０代以上では平均

購入枚数の３９枚を下回っているものの、３０代～６０

表３ 見本サンプルの構造等

区 分 キャストタイプ レジン・コート（RC）タイプ

構 造

退色性・保存性 RCタイプに比べてやや劣る 優れている

あ て 名 面

原紙構造とすることが可能なので、料額

印面・くじ番号印刷が可能。マット化も

可能

用紙の中間にポリエチレン層があり、そ

れを覆うためにマット加工を施すことが

不可欠で、料額印面等の印刷を十分見極

める必要あり

リサイクル性 普通の葉書と同様な扱いが可能

可能であるが、ポリエチレン層を有する

ため、分類・仕分けについて検討する必

要あり

市 販 価 格 比較的安い（＋１０～２０円） キャスト紙に比べ割高（＋２０～３０円）

図３ 年賀葉書の購入枚数 図４ インクジェット用年賀葉書の購入枚数
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単数回答　全体＝1,248

利用意向者�
44.3％�

553

IJP利用者�
55.7％�
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47.2

55.8

75.0

60.9

56.9

52.1
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５年超�
23.5％�

捨てない�
22.0％�

４年�
2.8％�５年�

10.6％�

２年�
10.8％�

１年�
10.9％�

その他�
0.7％�

３年�
18.7％�

代までの各世代で平均購入枚数を上回っており、

この層が需要の中心になっているものと推測され

る。

!２ インクジェットプリンタの利用実態

本調査対象者におけるインクジェットプリンタ

の「利用者」は１，２４８名中６９５人（５５．７％）、今後

利 用 し た い と す る「利 用 意 向 者」は５５３人

（４４．３％）であり、半数以上が年賀状の作成にイ

ンクジェットプリンタを利用していることが分

かった。

これを年齢階層別にみると、「３０代」の利用割

合が７５．０％と突出して高くなっているほか、１０代

と７０代以上を除く各世代において半数以上がイン

クジェットプリンタを利用しており、幅広い世代

で光沢タイプの購入者になっていただける可能性

を有しているといえる。

!３ 年賀状の保存期間

光沢年賀葉書の「保存性能」を検討する場合に、

考慮しなればならない要件は「年賀状の保存期

間」である。

本調査対象者における年賀葉書の保存期間は、

「５年超」が２３．５％と最も高く、次いで「捨てな

図５ 年賀葉書及びインクジェット用年賀葉書の平均購入枚数

図６ インクジェットプリンタの利用割合

図７ インクジェットプリンタの利用実態

図８ 年賀状の保存期間

（単数回答 全体＝１，２４８）
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い」の２２．０％、「３年」の１８．７％の順となってい

る。

「５年＋５年超＋捨てない」を合わせると５６．１％

となり、あて名面や通信面の変色・退色が短期間

で起こらないような保存性能を持たせることが重

要となる。

!４ あて名面の作成ツール

市販されている光沢タイプの葉書用紙は、大部

分があて名面をマットタイプ１）にしている。しか

しインクジェット用光沢年賀葉書においては、料

額印面やくじ番号を５０面又は５５面付けの葉書用紙

に高速で印刷することから、それに耐えられるあ

て名面の性能が求められる。あて名面をマットタ

イプにするか原紙タイプにするかは印刷との関係

で重要な意味合いを持っている。また、あて名面

をどのような手段（プリンタ、手書き等）で作成

されているかについても関係してくる。

本調査対象者におけるあて名面の作成ツールは、

「筆ペン・毛筆」が３４．７％と最も高く、次いで

「パソコン」の３４．３％、さらに「ボールペン」の

３０．８％となっており、毛筆派・バソコン派・ボー

ルペン派が各３割ずつ存在する状況２）となってい

る。

これを年齢階層別にみると、１０代・２０代は

「ボールペン」、３０代・４０代は「パソコン」、５０代

～７０代以上は「筆ペン・毛筆」の使用割合が最も

高くなっている。

これをさらに、インクジェットプリンタの利用

者と利用意向者別でみると、プリンタ利用者で

あっても「筆ペン・毛筆」あるいは「ボールペ

ン」を使用している人がそれぞれ２割以上存在し

ており、光沢タイプのあて名面の紙質は、印刷機

やプリンタに適した性能を持たせることに加え、

筆ペン・毛筆・ボールペンなどに対する筆記性能

を持たせることが重要となる。

４．２ 光沢葉書に対するお客さま嗜好

光沢葉書の性能設計を進めるに当たって重視し

た事項のうち、上記４．１では「使用実態」に関

１）平成１３年度における主な私製インクジェット用葉書の調査において、光沢タイプ１６種類のうち、あて名面マットのものは１３種
類（８１．３％）であった。

２）あて名面の作成ツールに関するアンケート調査は複数回答を認めており、実際の使用においては、郵便番号はボールペンあて
名は毛筆といった異なった用具を使い分けするなどの対応が考えられる。

図９ あて名面の作成ツール（複数回答 全体＝１，２４８）

９ 郵政研究所月報 ２００３．１
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する調査結果について報告したが、本項ではもう

一方の「光沢葉書に求めるお客さま嗜好」につい

て報告する。

各サンプルの評価は、「１番良いと思う」の回

答については「＋５点」、「２番目に良いと思う」

の回答については「＋３点」、「３番目に良いと思

う」の回答については「＋１点」の得点を与え、

加重平均による評価を行った。加重平均値の最高

値は「５点」、平均値は「３点」である。

!１ 光沢感

通信面の光沢感について評価するもので、キャ

スト製法・高光沢タイプのサンプル「Ｂ」の３．２２

が最も高い評価となった（表４）。しかし、２０代、

５０代及び７０代以上ではサンプル「Ｃ」が最も高い

評価（図１１）となっており、「Ｃ」タイプのレジ

ンコート製法・写真印画紙の品質が評価されもの

と言える。また「Ｃ」の加重平均値は、全体評価

でも「Ｂ」と極めて僅差の３．１４となっている。

!２ 用紙のこわさ

用紙の腰の強さを評価するもので、バライタ製

法のサンプル「Ｄ」の３．１０が最も高い評価となっ

た（表４）。

年齢階層別で見ると４０代までと６０代はサンプル

「Ｄ」の評価が高く、５０代と７０代以上でサンプル

図１０ あて名面作成ツール（複数回答 全体＝１，２４８）

表４ 加重平均によるサンプル評価

区 分 光 沢 感 こ わ さ 発 色 性 白 さ 総合評価

平 均 値 ３．００ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００

Ａタイプ ２．６６ ２．９２ ２．６４ ２．７１ ２．７６

Ｂタイプ ３．２２ ３．０３ ３．４２ ３．２８ ３．５３

Ｃタイプ ３．１４ ２．９４ ２．８５ ２．６０ ２．７９

Ｄタイプ ２．８４ ３．１０ ２．９５ ３．３１ ２．７３

最大－最小格差 ０．５６ ０．１８ ０．７８ ０．７１ ０．８０

注： の網掛け表示は、該当項目中最も高い評価を得たもの。
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「Ｂ」の評価が高く（図１２）なっている。サンプ

ル「Ｄ」は０．２２９mm、サ ン プ ル「Ｂ」は０．２３６

mmと葉書用紙の中では中厚タイプに属している。

厚さ＝こわさとはならないものの、調査対象者は

葉書らしい‘張り’とプリンタでの‘スムーズな

給紙’を念頭に置いて評価を行ったものと推測し

ている。次点のサンプル「Ｂ」の加重平均値はサ

ンプル「Ｃ」と極めて僅差の３．０３となっている。

!３ 色のきれいさ

発色の美しさを評価するもので、キャスト製

法・高光沢タイプのサンプル「Ｂ」の３．４２が最も

高い評価となった（表４）。

写真印画紙タイプのサンプル「Ｃ」又は「Ｄ」

が高い評価を得るものと想定していたが、結果は

高光沢タイプのサンプル「Ｂ」が全ての年代で最

も高い評価となっている（図１３）。サンプル

「Ｂ」の高い光沢感が印刷した画像をクリアに見

せることから、色のきれいさにおいて高い評価に

つながったと推測している。

!４ 白のきれいさ

印刷されたプリント画像の服などの白い部分の

色合い、質感等を評価するもので、バライタ製法

のサンプル「Ｄ」の３．３１が最も高い評価となった

（表４）。

プリンタインクには「白色」がないため、プリ

ント上の白色は葉書用紙そのものの色が反映する

ことから、葉書用紙自体の色の評価となる。

年齢階層別にみると、１０代、２０代及び６０代はサ

ンプル「Ｄ」の評価が高くなっているものの、３０

～５０代及び７０代以上ではサンプル「Ｂ」の評価が

図１１ 光沢感評価

図１２ 用紙のこわさ

図１３ 色のきれいさ

１１ 郵政研究所月報 ２００３．１
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高くなっている（図１４）。次点のサンプル「Ｂ」

の加重平均値はサンプル「Ｃ」と極めて僅差の

３．２８となっている。

!５ 総合評価

総合的に見てどのサンプルが最も好みかを評価

するもので、本調査対象者におけるすべての世代

でキャスト製法・高光沢タイプのサンプル「Ｂ」

が最も高い評価となった（図１５）。項目別で評価

の高かったサンプル「Ｄ」も総合評価では「Ｂ」

に及ばなかった。

４．３ 光沢タイプの購入意向

お客さま嗜好をお聴きするアンケート調査に合

わせて、光沢タイプのインクジェット用郵便葉書

に対する購入意向についてもヒアリングした。そ

の結果についても若干触れておきたい。

!１ インクジェット用光沢年賀葉書の購入意向

単数回答 全体＝１２４８

!光沢年賀葉書を使いたい ７１３名 ５７．１％

!光沢年賀葉書は使いたくない

（他の項目は省略）
３３２名 ２６．６％

光沢タイプのインクジェット用（年賀）葉書が

発売されたなら「積極的に使いたい」あるいは

「使いたい」とする回答が５７．１％と過半数を超え

ており、潜在的な需要は確実に存在すると言える。

使いたい理由としては、光沢タイプは「鮮や

か」で「きれい」な印刷が出来る点を第一に挙げ

ており、予想していた「写真をよく使うから」と

いう理由を大きく上まわった。

!使いたい理由（全体＝７１３）

きれいだから ４１７名 ５８．５％

鮮やかに見える ３８９名 ５４．６％

写真をよく使う ２１２名 ２９．７％

!使いたくない理由（全体＝３３２）

今のもので十分 １８９名 ５６．９％

写真は印刷しない １１８名 ３５．５％

値段が高そう ８２名 ２４．７％

※複数回答、上位３件

一方、使いたくない理由としては、「今のもの

で十分」あるいは「写真は印刷しない」ことを挙

図１５ 総合評価

図１４ 白のきれいさ

１２郵政研究所月報 ２００３．１
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げており、写真を印刷しない場合においては、現

行のマットタイプで十分とする意識が伺える。

!２ インクジェット用光沢年賀葉書の品質と価格

の関係

光沢タイプはマットタイプに比べて製造にコス

トが掛かることから、現行のマットタイプのもの

より販売価格が高くならざるを得ない。

本調査対象者における価格と購買意欲の相関関

係を見ると、「価格によって決める」とする回答

が３６．９％と最も高く、「高くても使いたい」とす

る回答の８．９％を大きく上まわる結果となった。

「価格によって決める」あるいは「高くなるなら

買わない」とする層に対して、購買意欲をかき立

てる価格設定が求められよう。

単数回答 全体＝１２４８

"価格によって決める ４６１名 ３６．９％

"高くなるなら買わない ３４０名 ２７．３％

"相手によって使い分ける ２６７名 ２１．４％

"高くても使いたい １１１名 ８．９％

"その他 ６９名 ５．５％

また、「価格によって決める＋相手によって使

い分ける＋高くても使いたい」の８３９名における

許容価格（図１６）を見ると、＋５円までが３８．３％、

＋１０円までが３３．４％と、低い価格設定に期待する

傾向が見られる一方、「高くても使いたい」とす

る回答の中には、＋２５円以上でも使いたいとする

回答が１５．３％を占めている。このことから、どの

ような層を購入ターゲットとして考えるかで、価

格設定が異なってくるであろう。

図１６ 価格とその許容範囲（単数回答 全体＝８３９）

表５ グループインタビュー調査の概要

グループ区分 対 象 者 選 定 条 件

!１ 若者グループ １８歳以上の学生 ・毎年年賀状を差し出してい

ること

・原則としてプリンタを使用

して年賀状作りを行ってい

ること

!２ 社会人グループ１ ２０～３０代の会社員

!３ 社会人グループ２ ４０～５０代の会社員

!４ 高齢者グループ ６０～７０代以上
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５ グループインタビュー調査結果

個別ヒアリング調査では把握しにくい顧客ニー

ズを定性的に把握するため、個別アンケート調査

と並行して専門調査機関によるグループインタ

ビュー調査を行った。

構成は１グループ５名、調査地域は個別アン

ケート調査と同一の東京、名古屋及び大阪の３エ

リアとし、世代の異なる４グループ合わせて６０名

の方々を対象にして実施した。

性能設計に関連するインタビュー項目について

報告する。

５．１ 年賀状に対する考え方

年賀状の作成に関して、「社会人グループ１」、

「社会人グループ２」は大きな負担と考えており、

一方「若者グループ」は“気軽に”、「高齢者グ

ループ」は“こだわり感”を持っている。

・広く利用していただくためには、『切手を

はる手間が省け、美しい印刷ができ、あて

名の手書きも大丈夫』という評価をいただ

けるような性能設計が必要である

５．２ 年賀状作成における“こだわり”

年賀状には「一言添える」、「手作り部分を残

す」、「相手に何か伝えたい」といったこだわりを

全ての世代が持っている。

・特にあて名面においては、手書きに対する

筆記性能を確保することが必要である

５．３ パソコンの利用

年賀葉書の作成にパソコンを利用することにつ

いては、年賀葉書の利用率が高い「社会人グルー

プ２」は、パソコン利用は効率的でよいと評価す

る一方で、未利用者の中には『パソコンは持って

いるが年賀状には使わない』という“こだわり

派”が多い

・通信面はパソコン使用を前提とするが、あ

て名面は毛筆・筆ペン、ボールペン等に対

する筆記特性を持たせることが必要である

５．４ 光沢タイプに対する評価

インクジェットプリンタの利用者は光沢タイプ

の発売に対する期待感が高い。未利用者において

も、結婚や子供をキーワードとする利用について

は肯定的な評価をしている。

・広く利用していだけるよう、性能と価格の

バランスを重視した性能設計が必要である

５．５ 年賀状の保存等

５年以上にわたる長期保存の回答が多い。ただ

し、気に入った年賀状でも、部屋に飾るような扱

いはほとんど行われず、引き出し等に保存してい

る。

・５年以上の長期保存に耐えうる性能を持た

せることが必要

・太陽光に当てても変色しないほど高い「耐

光性」は必要としない

６ 性能設計へのアプローチ

６．１ 性能項目及び規格値の検討

インクジェット用光沢郵便葉書の性能設計の中
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に、お客さまが望んでいる通信面（裏面）の光沢

性能をどのように具現するか、料額印面の印刷・

あて名面の作成ツール等を考えてあて名面を「原

紙タイプ」にするか「マットタイプ」にするかな

ど、性能設計を行う上での課題は多い。

性能設計の基本的な考え方は、アンケート調査

結果において最も評価の高かったサンプル「Ｂ」

を参考にすることとし、市販の光沢用紙を抄造し

ているメーカをメンバーとする研究会を立ち上げ

て性能項目、規格値等について検討を進めてきた。

６．２ 性能設計へ反映すべき項目等

既存のマットタイプのインクジェット用郵便葉

書についてお客さまがどう評価しているかを把握

し、光沢タイプのインクジェット用郵便葉書の性

能設計に活かしていくことが重要であるとの認識

から、地方郵政局等を通じて平成１４年用インク

ジェット用年賀葉書に対するお客さま意見・要望

を収集した。

また、インクジェット用郵便葉書はプリンタ使

用を前提としていることから、インクジェットプ

リンタ分野で市場占有率の高い３社に依頼して、

年賀作成時期（１２～１月）において利用者から上

げられた平成１４年用インクジェット用年賀葉書関

連の苦情・要望についても情報収集した。

その結果、お客さまから上げられた意見（苦

情）・要望は６件で、前年同時期の４０数件から大

幅に減少している。これは前年度の調査研究でま

とめ上げた「改善性能書」に基づき、インク

ジェット用郵便葉書の仕様が全面的に見直しされ

表６ 性能設計目標

評価項目 開 発 目 標 等

光 沢 感

（通信面）

・サンプルＢ程度の「高光沢」を開発目標とする
!
#
#
#
#
$

写真プリントにおいて、以前は半光沢の「絹目調」が好まれた時期があったが、最

近では光沢感のある「写真画質」が好まれており、アンケート調査においても光沢

感の高いサンプル「Ｂ」の評価が高く、お客さまのニーズは写真と同等の光沢感を

求めている。

"
#
#
#
#
%

発 色 性

（通信面）

・キャストタイプの発色性を追求し、印画紙タイプまでの発色性は求めない
!
#
$
「きれいだから」、「鮮やかに見える」に回答が集中しており、普通紙及びマットタ

イプのインクジェット紙に比べて優れた発色性を得たい意向を示している

"
#
%

白 さ

（通信面）

・サンプルＢ・Ｄ程度の白色度を開発目標とする

・用紙の「白さ」が印刷の鮮やかさにつながるため、表裏のバランスを考慮した白さを

開発目標とする。

表 面 強 度

（通信面）

・こすれ、キズ等が発生しないような表面強度を開発目標とする
!
#
#
#
$

高光沢にするほど用紙面はデリケートになり、料額印面・くじ番号の印刷時、プリ

ンタにおける給紙時、区分機における搬送時等において通信面にキズがつきやすく

なる。

"
#
#
#
%

あて名面の

組 成

・あて名面を原紙タイプとするか、マットタイプとするかの見極めを十分行う
!
#
$
パソコン、筆ペン・毛筆、ボールペンの割合がそれぞれ３割を超えており、印字特

性と筆記特性を併せ持つ性能設計が必要

"
#
%

こ わ さ ・サンプルＢ・Ｄ程度の「中厚タイプ」を開発目標とする

保 存 性

・採光状況、環境状況、保存状態を考慮した保存性能を開発目標とする
!
#
$
年賀状の保存期間は５年超の割合が最も高く（２３．５％）、「捨てない」と回答した人

も５人に１人程度（２２．０％）は存在する。

"
#
%

製 法 ・印刷適正、リサイクル性、調製価格等を考慮して「キャスト製法」とする
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た結果であり（例えば、通信面（裏面）の色相統

一を「標準スケール」によって行うなど）、品質

が一層安定・向上したためであると認識している。

しかし、新たに「裏面はく離」（はがれ、めく

れ）という課題（苦情）が３件報告されており、

「四辺縁なし印刷」等に対する用紙強度について

対応を行う必要性が認められる（表７参照）。

一方、プリンタメーカから情報提供のあった利

用者意見・要望は、内容の半数以上が印刷方法、

設定に関するものであったが、ここでも地方郵政

局等に上げられたお客さま意見・要望と同様「裏

面はく離」が含まれていた。

以前のプリンタでは、葉書用紙の周囲３mm以

内には印刷が行えなかったことから、裏面はく離

の発生は比較的少なかったものであるが、プリン

タが「縁なし印刷」に変わったことにより、葉書

用紙の端部にも大量のインキが吐出される。十分

に乾燥していない状態であて名面の印刷を行った

場合、用紙の給紙機構部分で葉書用紙が上から強

く押さえつけられることにより、用紙の先端部分

がこすれて「裏面はく離」の発生につながるもの

である。

プリンタメーカでは、専用の「自動給紙部品」

を付属品あるいはオプションとして提供してこう

した不具合の発生を防止する方法をとっているが、

抜本的な改善には、プリンタ側での「給紙機構の

見直し」と用紙側での「用紙強度の向上」の両面

からのアプローチが必要であろう。光沢タイプの

インクジェット葉書の性能設計の過程において、

はがれ、めくれに対する用紙強度の確保について

十分な検討を必要とする。

６．３ 光沢面の性能設計

!１ 光沢紙の種類と製法

光沢紙の種類には、紙をベースにした「キャス

ト紙」のほか、印画紙調の「レジンコート紙」、

「バライタ紙」がある。

インクジエット用光沢郵便葉書の設計において

は、アンケート調査結果で最も評価が高く、製造

単価、紙としてのリサイクル性において他の製造

方法より優れたキャスト製法による開発を目標に

することとした。

なお、サンプルにした各用紙の構造及び製法の

特徴は次のとおりである。

表７ お客さまから寄せられた意見、要望等

項 目 件数 意見・要望内容 性能設計へ反映すべき項目等

給 紙 不 良 １件

あて名印刷において、給紙不良（空送

り、位置ずれ等）が発生した

用紙の給紙性能の検討

・平滑度

・厚さ、腰の強さ

・インクジェットプリンタによる事前

評価

品 質 劣 化 １件

昨年に比べて品質が悪かった（製造

メーカ、製造ロットの違いによる品質

差）

・品質の均一性

・印刷見本の評価

裏面はく離 ３件

印刷すると先端部にめくれ（四辺縁な

し印刷）

・用紙強度

・インクジェットプリンタによる事前

評価

輪 ゴ ム に

よ る 変 色
１件

特定の輪ゴムによるコート面の変色

（コート剤との化学反応）

・耐薬品性

・輪ゴムの改善依頼

合 計 ６件
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プレスロール�

原紙�

塗液�

キャストドラム�

ベース紙�

インク吸収層（光沢層）�

塗液� 保護ゼラチン層�

乳剤層�

下塗層�

ベース紙�

ポリエチレン�

酸化チタンを含む�
ポリエチレン層 

マット層　�
帯電防止層�

支持体�

支持体�

塗液� 保護ゼラチン�

乳剤層�

バライタ層�

ベース紙�

～～～～～～～～～～～～～～～� ～～～～～～～～～～～～～～～�
～～～～～～～～～～～～～～～�

ア キャスト紙

ベースとなる紙の上に塗液を塗り、キャストド

ラムの鏡面を転写して光沢層となるインクの吸収

層を設けた構造で、サンプル「Ａ」及び「Ｂ」タ

イプがこれに属する。

キャスト紙の製法には、「直接法」、「凝固法」、

「リウェット法」などの種類がある。

イ レジンコート紙（Resin Coated paper）

RCペーパーと呼称されるもので、パルプ層の

両面をポリエチレン層で覆って水分を通さない構

造とし、片面に乳剤を塗布した印画紙タイプの用

紙で、サンプル「Ｃ」タイプがこれに属する。

なお、葉書タイプのものは、他の片面にマット

層を設け、印刷・筆記性を付与している。

ウ バライタ紙（Fiber Based paper）

ベースとなる原紙の上にバライタと呼ばれるイ

ンク吸収層を設けた写真用印画紙で、サンプル

「Ｄ」がこれに属する。

図１７ 直接法の例

図１８ レジンコート紙の例

図１９ バライタ紙の例
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�

光源の開口S1はレンズL1の焦点位置にあるものとし、試料Tの位置に鏡面を置いたとき、S1の像が受
光器の開口S2の中央に鮮明な像をつくるものとする。入射角θは、開口S1の中心とレンズL2の中心
（レンズの主点）とを結ぶ線と、試料Tの法線とがなす角とする。開き角α1、α2は、開口S1、S2をレン
ズL2、L3の位置で張る角、開き角α1′は開口S1の像S1′がレンズL3の位置で張る角とする。　　�

光源�
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バライタ層は、硫酸バリウムの白色微結晶とゼ

ラチンの混合物で構成されており、白色反射面を

与えるとともに、紙の繊維の目を埋めて緻密にす

る役割を果たしている。

!２ 光沢規格

光沢規格としては、次に掲げる「光沢度」及び

「写像性」がある。

ア 光沢度

紙及び板紙の光沢度は、JIS P８１４２「紙及び板

紙の７５度鏡面光沢度試験方法」によることとされ

ているが、キャスト紙のような高光沢のものにつ

いては、JIS Z８７４１「鏡面光沢度－測定方法」に

より、角度６０度及び２０度の測定装置を用いて測定

することができることとされている。

!ア JIS Z８７４１「鏡面光沢度－測定方法」

この規格は、本来、鉱工業製品の肉眼で確認で

表８ 鏡面光沢度測定方法の種類

測定方法 方法１ 方法２ 方法３ 方法４ 方法５

名 称 ８５度鏡面光沢 ７５度鏡面光沢 ６０度鏡面光沢 ４５度鏡面光沢 ２０度鏡面光沢

記 号 Gs（８５°） Gs（７５°） Gs（６０°） Gs（４５°） Gs（２０°）

適 用 例

塗膜、アルミニ

ウムの陽極酸化

皮膜、その他

紙、その他 プラスチック、

塗膜、ほうろう、

アルミニウムの

陽極酸化皮膜、

その他

プラスチック、

塗膜、ほうろう、

アルミニウムの

陽極酸化皮膜、

その他

プラスチック、

塗膜、ほうろう、

アルミニウムの

陽極酸化皮膜、

その他

適用範囲
光沢度が１０以下

の表面
―― ―― ――

光沢度が７０を超

える表面

図２０ 鏡面光沢度測定装置概念図

鏡面光沢度Gs（θ）＝φs／φos・Gos（θ）
ここに、 φs：規定された入射角θに対する、試料面からの鏡面反射光束

φos：規定された入射角θに対する、標準面からの鏡面反射光束
Gos：使用した標準面の光沢度（％）
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試料板�

蛍光燈�

写像性高い�

写像性低い�

感度微調整つまみ�

感度調整器�

反射光の断面図�

感度切換器�

光学くし�

レンズ�

レンズ�

45°�

45°�

スリット�光源�

試験片�

試験片上の照明光図�入射光の断面図�

ゼロ調整つまみ�

記録計�

（光学くし拡大図）�

スリット像�

受光器�

きる程度の平滑な表面の鏡面光沢度を測定する方

法として規定されているものであるが、高光沢の

紙に対しても準用できることとされ、また、この

測定方法が見た目の光沢感に最も合う結果となる。

光沢度の測定方法には表８のような種類がある。

!イ 測定装置

鏡面の光沢度測定は、下図に示す装置によって

規定された入射角で規定の開き角の光束を試料面

Ｔに入射し、鏡面反射方向に反射する規定の開き

角の光束を受光器で測定する。

測定の数値が高いほど光沢度が高いと認定され

る。

イ 写像性

!ア 写像性の意味

写像性は、JIS H８６８６「アルミニウム及びアル

ミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性測定方法」

及びJIS K７１０５「プラスチックの光学的特性試験

図２１ 写像性の意味

図２２ 機器測定の装置例
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方法」に採用されている用語で、「像鮮明度」、

「像鮮映性」あるいは単に「鮮映性」とも呼ばれ

ている。

具体的には、対象となる塗装面等に物体が映っ

た時の像が、どの程度鮮明に歪なく映し出される

かの尺度として用いられている。

!イ 写像性測定装置の原理

写像性を測定する装置は、図２１のようにスリッ

トを通して試験片に４５°又は６０°の角度で当てられ

た光の反射光（受光角４５°又は６０°）を、移動する

「光学くし」を通して検知する光学装置と、検知

した光量の変動を波形として記憶する計測装置で

構成される。

移動する「光学くし」を通して検知された光量

の変動波形から、次の算式により写像性の値が計

算できる。

!ウ 光沢度と写像性の測定結果

市販の光沢葉書用紙２７種類について光沢度及び

写像性を測定し、見た目の光沢感にどの程度合致

しているかを検証した。

A 光沢度

� 測定値の安定性

市販光沢葉書用紙２７種類のうち２３種類において、

３点（１用紙１点の測定で３用紙を測定する）の

測定値は安定していることを確認できた。

� 見た目と実測値との関係

見た目で光沢感が高く見える用紙でも光沢度の

測定値が低いものや、反対に光沢感は低く感じる

図２３ 計測結果の例

図２４ 写像性と光沢度

２０郵政研究所月報 ２００３．１



サンプルA
サンプルB
サンプルC
サンプルD
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

サンプルA

サンプルC

サンプルB

サンプルD

0 10 20 30 40

光沢度（％）�

が光沢度の測定値は高いものがあり、見た目によ

る光沢感とデータが一致しないケースが多いとい

う結果が判明した。

B 写像性

� 測定値の安定性

市販光沢葉書用紙２７種類のうち１９種類において、

３点（１用紙１点の測定で３用紙を測定する）の

測定値は安定している。

パルプ繊維の影響を受けないよう、１用紙中の

測定点を３点程度に増やして平均値を取れば、さ

らに精度が向上が見込まれる。

� 見た目と実測値との関係

光沢度と異なり、見た目で光沢感が高く見える

用紙の写像性は高く、光沢感が低く見えるものは

写像性が低い結果となり、見た目に感じる光沢感

にほぼ即したデータが得られた。

以上のことから、光沢感の測定方法には「写像

性」を用いる方法が最も適当であるとの結論に

至った。

!３ 縁なし印刷に対する性能仕様

プリンタメーカＥ社が、ロール紙を用いて左右

の余白なし印刷を行う機能を登載したのが１９９９年

１０月であるが、２０００年１０月に発売されたプリンタ

では、上下左右に余白のない「４辺縁なし印刷」

を可能とした。これ以降他社製品においても、用

紙の全面に印刷を行う「縁なし印刷」に対応した

プリンタが主流になってきている。

ア ４辺縁なし印刷の原理

左右の余白部分をなくすためには、用紙幅より

も若干大きめに印刷することで対応して余分なイ

ンクを吸収する。また、上下の余白部分をなくす

ためには、紙送りのステップを普通の印刷よりも

細かく制御し、印刷ノズルのうち半分（用紙上端

部分の印刷では印刷ヘッドの下半分のノズル）の

みを用いることにより、用紙の上下端まで印刷を

行うことを可能にしている。

イ 縁なし印刷に対応する用紙

縁なし印刷においては、左右・上下とも時間を

図２５ 私製葉書の写像性と光沢度
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左右は用紙より幅広く印刷�

４辺縁なし印刷（上下左右）�２辺縁なし印刷（左右）�縁あり印刷（上下左右）�

かけた小面積の印刷が行われるため、葉書の端部

にもインクを多く含むこととなる。こうした印刷

方法が行われることにより、通信面（コート面）

の印刷直後にあて名の印刷を行った場合、用紙端

部に“めくれ”が発生する可能性が生ずる。

また、この“めくれ”現象は、用紙のインク受

理層だけに発生するものではなく、原紙部分から

発生する可能性があり、さらに、インク吸収後は、

用紙の伸び縮みが発生するため、その変化量が大

きい場合プリントヘッドに接触し、用紙に不要な

インクが付着する可能性もある。

以上のことから、縁なし印刷に対応するために

は、!１用紙のパルプ間の結合強度を強くすること、

!２断裁加工面にバリやザラツキが発生しないこと

が求められるほか、インク吸収後のカール量の減

少が必要となる。

６．４ あて名面の性能設計

!１ あて名面の特徴

現行のインクジェット用郵便葉書のあて名面は、

一般葉書と同じ「原紙」構造であるためプリンタ

によるあて名印刷においてわずかながらフェザリ

ング（紙繊維に沿ってのインクのにじみ）が発生

するが、プリンタによる印刷において一定の印字

品質が得られる上、筆記具に対しても広く対応出

来る特徴を持つ。

図２６ 縁の印刷状況

表９ 製法による比較

種 類

項 目
原 紙 タ イ プ マ ッ ト タ イ プ

品 質（白さ・色合い） ○
通信面との色合いがアンバラン

ス（修正可能）
◎

通信面・あて名面の色合いバラ

ンス良好（高級感あり）

料 額 の 印 刷 ○ 基本的に現行マットと同じ構造 △ 検証の必要あり

く じ 番 号 の 印 刷 ○ 基本的に現行マットと同じ構造 △ 検証の必要あり

プリンタによる印刷適正 ○ 若干のフェザリンク発生 ◎ 高印字品質

筆 記 特 性 ◎ 問題なし ○ 万年筆等で若干のひっかかり

評 価 ○ △
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一方、あて名面をコート化すると、プリンタの

印字品質（にじみ、印字濃度）が向上し、通信面

との色合いバランスも良いため高級感を引き出す

ことはできるものの、高速で印刷される料額印

面・くじ番号については、十分な検証を必要とす

る。

また、インクジェット用郵便葉書は、アンケー

ト調査結果において、あて名を手書きする割合が

全体の６割（筆ペン・毛筆約３０％、ボールペン約

３０％）を占めており、プリンタ特性のみならず筆

記特性についても十分な対応を必要とする。

以上のことから、インクジェット用光沢郵便葉

書については、あて名面のマット化を目標にしな

がらも、原紙タイプ及びマットタイプの両面から

アプローチしてきた。

!２ あて名面のマット化に対する課題の洗い出し

インクジェット用光沢郵便葉書のあて名面の

マット化を検討するに当たり、印刷各社へのヒア

リングを実施しあて名面のマット化に対する課題

の洗い出しを行った。

ヒアリング結果は次のとおり。

【表面強度に関するもの】

・はく離したコート面が、ブランケットや刷版に

付着し白ヌケが発生しやすい（共通）

・付着物を取り除くためにブランケットや版の洗

浄頻度が高くなる（共通）

・コート面は製紙メーカの違いによるムラや製造

ロットの違いによるムラが大きいため、印刷調整

がその都度発生する（１社）

・コート面は強度が弱いので、裁断時の用紙を押

さえつける時や、搬送過程で負荷がかかり傷みや

すく、適切な強度を必要とする（１社）

【摩擦抵抗に関するもの】

・コート面は用紙間の摩擦が小さくなり２００枚単

位での取りそろえが難しくなる（数社）

【用紙の吸湿性に関するもの】

・コート面は、インクジェットプリンタに対して

は優れた特性を持っているが、高速のオフセット

印刷には不向きである。また、オフセット印刷の

過程で湿し水３）を通すことから、インクジェット

プリンタ適性もその時点で低下してしまうおそれ

がある（共通）

・用紙の吸湿安定性が悪いため、印刷後に波打ち

やカールが発生しやすい（１社）

・印刷前後での伸縮が数mm単位で発生するおそ

れがある（１社）

【その他】

・用紙を印刷後重ねておくと、裏写りなど影響が

出るおそれがある（１社）

・PS版（Pre―Sensitized Plate＝あらかじめ感光

剤を塗布してあるプレート）の耐刷摩耗性に影響

が出るおそれがある（１社）

・両面コートとした場合、表裏判別が難しくなる

ので、表裏の表示が必要である（共通）

・あて名面のコート化は、通信面のコート化と違

い多色刷りを意識しなくてよいので、若干の印刷

適性と強度面を考慮したコート面とする使い分け

ができないか（１社）

６．５ 新性能書の設計

光沢タイプの性能設計は、現行のインクジェッ

ト用郵便葉書と同種のコートタイプの葉書である

ことから、インクジェット用郵便葉書の性能項目

を基本として、新たに光沢性能を規定する項目、

写像性能を規定する項目、保存性に関する項目を

加えて設計することとした。

３）オフセット印刷の印版は平面であり、絵柄を構成する画線部と非画線部で構成される。この画線部には油であるインキが着き
非画線部には油と反発する水膜が張られる。この水膜を形成させるための液体を湿し水という。
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光沢性能�
写像性能�

基本性能項目�
現行インクジェット用葉書（マットタイプ）�

用紙の�
保存性能�

インクジェット用�
光沢郵便葉書性能書�

!１ 基本性能項目

ア 紙料配合割合（％）

光沢感を確保するため原紙はピュアパルプ使用

とし、偽造防止への対応については印刷による対

応等を含め検討。

イ 坪量（g／m２）

葉書としての扱いやすさと、こわさ度合いから

最適値を求めることとし、サンプル「Ｂ」を参考

にして独自設定。

ウ 厚さ（mm）

現行のインクジェット用郵便葉書及びサンプル

「Ｂ」及び「D」を参考にして独自設定。

エ 平滑度（秒）（表）

通信面の平滑さを写像性に代替させることを検

討する中で、本項目の検討を行う。

オ 白色度（ハンター）（％）

サンプル「Ｂ」を参考にして独自設定。

なお、試験方法は、JIS P８１２３「紙及びパルプ

のハンター白色度試験方法」の廃止までは、この

試験方法を採用する。

カ 色相（表裏）

標準色票を調製する目途が立ったことから、現

行インクジェット用郵便葉書と同様、スケールに

よる色合わせ方式を採用する。

キ 不透明度（ハンター）（％）

サンプル「Ｂ」を参考にして独自設定。

ク 表面強度

・現行のインクジェット用郵便葉書においては、

図２７ 新性能書の骨格

表１１ 新性能書（案）の概要

紙料配合割合

（％）

坪量

（g／m２）
厚さ

（mm）

平滑度（秒） 白色度（％） 表面の色相

表 表裏 表裏

数値及び公差
数値及び公差

（標準カラースケール調整）

不透明度

（％）

表面強度

表裏

ペン引きサイズ度

表

コート層の粉落ち

表
裁 断 印刷見本の提出

数値及び公差 試験方法 裁断方法 評価画像の指定

写像性（％）

裏
保存性

測定条件 評価条件

※性能項目の網掛けはインクジェット用葉書（マットタイプ）に追加したもの
※白色度は、JIS P８１２３：１９６１廃止まではハンター、その後はJIS P８１４８：２００１（ISO）Ｃ／２°に移行
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インクジェット用光沢郵便葉書標準カラースケール�

NO.1 NO.2 NO.3

黄
方
向�

青
方
向�

【光沢タイプ通信面許容範囲】�

平成14年７月　日�
発行　郵政事業庁�
製作　（財）日本色彩研究所�

NO.1←NO.2 標準→NO.3 

通信面（マット面）の表面強度性能を規定して

いないが、光沢タイプでは、あて名面に料額印

刷及びくじ番号印刷をするため、オフセット印

刷に必要と考えられる規格値を設定する。

・強度の判定については、ワックスピックによ

る評価を見直し、目視で確認できる傷の発生が

ないことを文言で明記する。

ケ ペン引きサイズ度（表）

現行インクジェット用郵便葉書に準じた規格と

する。

コ コート層の粉落ち

・あて名面・通信面とも現行インクジェット用

郵便葉書に準じた規格とする。

・試験方法としては、あて名面は接着テープに

よる簡易はがしによる粉落ち状況を、通信面は

折り曲げたときの粉落ち状況により評価する。

サ 印刷見本の提出

・現行のインクジェット用郵便葉書に準じた規

格とする。

・縁なし印刷へ対応（裏面はく離が起きないよ

うな表面強度を持たせる）できるよう、「はが

れ」項目を設定する。

!２ 光沢タイプに特有な性能項目

ア 写像性

・サンプル「Ｂ」を参考にして独自設定。

・測定角度については、JIS K７１０５、JIS H８６８６

において４５°とされているが、JIS P８１４２「紙及

び板紙の７５度鏡面光沢度試験方法」の中の参考

として、キャスト塗工紙のように特に高光沢の

ものについては、JIS Z８７４１に規定される角度

６０度及び２０度の測定方法を用いて測定すること

ができると表記されていること、製造メーカか

ら６０度の測定の方が安定しているとの提案があ

ることから、６０度を採用する。

イ 保存性能

・冷暗所保存の実態に合わせて、５年を目標と

した規格を文言標記する。

・インクジェットプリンタで印刷したものの保

存において、非印字部分の退色性を性能基準と

する。

７ 今後の取組と課題

７．１ 光沢感（写像性）等品質の統一

葉書用紙は、限られた期間に大量に生産され、

高速印刷に付されることを前提にして考えなけれ

ばならない。

したがって、用紙の色、光沢感、保存性等に関

するメーカ間の品質差をいかに小さなものにして

いくかが極めて重要である。

品質差をなくす工夫としては、例えば用紙の

色・光沢感のように「標準カラースケール」と呼

ぶ色の物差しを作成し、それに合わせるという現

実的な方法を用いることとしているが、キャスト

製法にはP１３に記述したとおり直説法、凝固法、

リウェット法など複数の製法があることから、発

色性や給紙性能についても同一の品質を確保でき

るかが課題である。印刷テスト等を重ね製法の違

いを最小限に押さえるための組成見直しを進めて

いる。

図２８ 裏（光沢面）
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７．２ 料額印面・くじ番号の印刷

インクジェット用光沢郵便葉書は、料額印面及

びくじ番号の印刷が不可欠であることから、あて

名面の高速オフセット印刷適性と通信面の耐こす

れ・耐キズ適性が重要となる。

あて名面をコート化（マット仕上げ）すること

は、プリンタの印字品質向上に極めて有効である

が、高速オフセット印刷工程でブランケットの汚

れ等いくつかの問題点が指摘されている。一方原

紙タイプは、現在のインクジェット用郵便葉書に

採用し、プリンタ印字品質は中高位であるが印刷

適性は優れているという実績を持っている。

しかし、通信面を既存のマットタイプよりデリ

ケートな光沢タイプとすることにより、こすれや

キズが目立ちやすくなり、既存のマットタイプの

結果がそのまま光沢タイプに当てはまるものとは

言えないことから、原紙タイプ及びマットタイプ

の双方について印刷テストを実施し、その結果を

見極めながら開発を進めている。

現段階では、原紙タイプの方がインクの乗りや

発色が有利であることから、原紙タイプとする方

向が有力である。しかし、直近の印刷テストにお

いて、高速オフセット印刷工程の移動したり圧力

が加わる箇所でキズや凹みの発生やくじ番号印刷

で反対面にエンボスのような浮き出しを確認して

おり、光沢面の写像性確保とオフセット印刷適性

をどうバランスさせるか更なる検討が必要である。

７．３ プリンタによる印字評価

インクジェット用郵便葉書は、インクジェット

プリンタでの印刷を前提とした葉書であることか

ら、プリンタにおける給紙性能と光沢面強度を付

与することが必要である。

具体的には、印刷時に紙詰まり、２枚送り等が

発生しないようにするための搬送性能、通信面に

こすれ、キズ等が発生しないようにするための光

沢面強度、さらには印刷した葉書のインクが次の

葉書に写ってしまうことのないようにするための

裏写り防止性能付与が必要となる。

プリンタメーカにおける印刷テスト結果では、

給紙不良が特定機種で発生する事例や通信面印字

後十分な乾燥時間を確保しないであて名面印刷を

行った場合、通信面にキズやコスレが発生する事

例も報告されている。

今後も引き続きプリンタメーカの協力を得て、

多くの機種において印字テストを行い、最善の印

刷適性確保を目指すこととしている。

７．４ 区分機による搬送性評価

光沢タイプのインクジェット用郵便葉書は、通

信面に高い光沢特性を持たせることとしているた

め、区分機処理における光沢面の「こすれ」や

「くっつき」について十分な検証が必要である。

既に、試作品による区分機処理テストを実施し

問題のないことを確認しているが、最終段階の試

作品完成までの各段階において都度区分機による

搬送テストを実施し、検証を行うこととしている。

以上述べてきたように、インクジェット用光沢

郵便葉書はまだまだ多くの課題を抱えている。今

後さらに、高速オフセット印刷における料額印

面・くじ番号の印刷適性、プリンタによる印字適

性を見極めるための実験を重ね、光沢タイプの性

能規格完成を目指していく所存である。
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最近、「モジュール化」という言葉を良く聞く

ようになった。この言葉は、最近の生産マネジメ

ント・産業構造の動向を論じるには避けて通れな

いキーワードとなっている。ところが、「モ

ジュール化」という言葉は、コンピュータのプロ

グラミングに携わったことのある人にとっては、

長く聞きなれた言葉である。筆者は、現在生産マ

ネジメントにおいて議論されている「モジュール

化」は、プログラミングにおける「オブジェクト

指向」に、多分とても近い概念ではないかと思っ

ている。前者のいくつかの重要な論点にも、後者

の例を考えることによって理解しやすくなる点が

多い。今回は、経営学におけるモジュール化を、

プログラミングのモジュール化に沿った形で紹介

し、稿をすすめたい。

私事で恐縮だが、筆者は産業組織論において実

証分析を専門としてきたので、計量的処理に長く

携わってきた。特に計量分析を始めたころは、当

時としてみれば大量のデータを扱わなければなら

なかったことと、通常の統計分析パッケージには

組み込まれていない処理を行う必要があったため、

多くのプログラムを書かざるを得なかった。その

ため幾つものプログラム言語を試したが、その中

で特に印象が強かった言語はModula―２とforthで

ある。このうちModula―２はPascal系の言語で、

「構造化言語」と呼ばれた言語の一つである。経

営学で「モジュール化」という言葉を始めて聞い

たときにも、筆者はまずこのModula―２を思い浮

かべた。ここでは、これらのプログラム言語を簡

単に紹介することから始めるが、筆者はあくまで

ユーザーとして多くの言語を使っただけであり、

プログラミング論を研究した経験は無いため、以

下の解説には多く誤解が含まれているかもしれな

いということを、最初にお断りしておきたい。

１ Modula―２

プログラムというのは、「どのデータとどの

データを使ってこういう計算をして、ここに覚え

ておけ」とか、「この条件が満たされていればあ
�

あ
�

し
�

ろ
�

、そうでなければこ
�

う
�

し
�

ろ
�

」等の「命令」

を組み合わせて一定の処理を行う仕様を書き下し

たものである。初期に発達した、FORTRANや

BASICなどでプログラムを書くと、基本的には

計算処理を行う手順にしたがってこれらの命令を

ずっと繋げたものができあがる。ところで、一連

の処理を行う時には、かならず繰り返し行う手続

きがある。たとえば統計処理のプログラムにおい

ては、頻繁に逆行列を計算しなければならない。

逆行列を計算する対象となる行列が異なるだけで、

基本的な作業は同一であり、「ある行を対角要素

で割り算する」などの命令の並び方は変わらない。

そこで、この作業をまとめて一つの独立なユニッ

トとし、このユニットを繰り返し使えばプログラ

ミング作業はずっと楽になる。作業が楽になるだ

けでなく、プログラムの流れが分かりやすくなる。

たとえば、「ある行列を得た後、第１行第１列の

視 点

モジュール化

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 鳥居 昭夫
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要素で第１行を割って、次に……」と書いてある

より、「ある行列を得た後、逆行列をとって」と

書いてあるほうがはるかに分かりやすいだろう。

このように、プログラムを整理するとプログラミ

ング作業が効率化できるだけではなく、処理を行

う手続きの構造がずっと見やすくなる。このプロ

グラムの整理は「構造化」と呼ばれている。

Modula―２は一つ一つのユニットの関係を整理し

てまとめたモジュールという単位を作ることを、

プログラマーに要求することによって、構造化を

行いやすくすることに徹底した言語であった。

ところで、ある行列の逆行列を計算する場合に

は、通常もとの行列の他に別の行列を用意し、こ

の二つの行列に対して一連の処理をすることに

よって逆行列を作り出してゆく。このとき当然、

結果として逆行列が算出できさえすれば、作業の

過程で計算されるこれらの行列や変数は必要ない。

必要ないが、それぞれ名前も割り当てられるし、

コンピュータの中でメモリーなど一定の資源も消

費している。それらの作業用の変数の存在を意識

しないで他の部分をプログラムした場合、様々な

干渉を起こしてしまい「バグ」と呼ばれるプログ

ラム・ミスの原因となる。たとえば、同じ名前を

持った作業用の行列を、以前に使ったことを忘れ

て変数として使ってしまうと、意図しないメモ

リーを操作してしまうことになり、プログラムの

ほかの部分の動作を妨害してしまうかもしれない。

このように見せなくとも良い部分は、なるべく外

からはアクセスできない方が、プログラミングに

おいて余計な神経を使わなくとも良いので楽であ

る。Modula―２は、モジュールのうちで外に見せ

なくとも良い部分と、外に見せインターフェイス

に使う部分とを、明確に区別するように要求した

言語であった。

筆者は、プログラム言語のユーザーとして非常

に怠惰なプログラマーであった。「怠惰な」とい

う意味は、プログラムを書く時、再利用すること

をほとんど考えないし、あとでプログラムを見直

すことも考えないと言うことである。プログラム

の一部を再び用いたり、あとで処理の仕様を微調

整したりということをあらかじめ考えて、変数の

役割や処理の手続きをプログラム内に書き込んで

いけば、分かりやすいプログラムになり、後にプ

ログラムを解読することも容易になり作業を続け

やすいし、プログラムのある一部分を再利用する

という作業も容易である。この準備作業をドキュ

メンテーションという。しかし、このドキュメン

テーションにはかなりの労力を費やさなければな

らないということは想像に難くないだろう。その

ため、とにかく何とか早くプログラムを完成させ

てデータの処理をしたいという時には、わざわざ

手間のかかるドキュメンテーションを、あるかど

うかも分からない再利用のことを考えて措置して

おくなどとはしないものである。そうなると、自

分の書いたプログラムも１週間も経てば、下手を

すると１日経てばなにを意図していたのか分から

なくなることが多く、書き直しを余儀なくされる

ことも多かった。Modula―２で驚いたのは、作成

に数ケ月も掛かった膨大なプログラムを書いた時、

途中で他に用事が入って１ケ月作業が中断した後

にも、特に問題なく連続して作業を続けられたこ

とである。もちろん怠惰なプログラマーとしては、

意識してドキュメンテーションすることなどしな

かった。仕様として構造化を要求されているので、

自然と分かりやすいプログラムになっていたので

ある。

しかし、結果としてModula―２はあまり使わな

かった。とにかく早く、動きさえすればよいプロ

グラムを完成させたいという時には、面倒な指定

を多く要求されるModula―２のような構造化言語

を用いず、FORTRAN型の言語で、全体の構成

を忘れないうちに一気に書いてしまうのが一番早

２９ 郵政研究所月報 ２００３．１



い。同様に、モンテ・カルロ実験など何千回何万

回とシミュレーションを繰り返すためにできるだ

け速く動かしたい、ないしは、完成したプログラ

ムはできるだけコンパクトに小さくまとめたい、

等という特定の効率化を狙ったプログラムは

FORTRAN等で書くのがよい。筆者が学部生の

時にデータ処理の授業で、フーリエ解析をできる

だけ短くという課題が出されたことがあった。皆、

はりきって様々な「裏技」を駆使した。たしか、

もっとも短いプログラムはパンチカード５枚（８０

カラム×５）だったと思う。このようなまねは構

造化言語にはできないだろう。

繰り返し使うモジュールにおいても、Modula―

２のように外から見えないように設定した変数は

絶対にアクセスできないようにせず、適当に外か

ら操作する「裏技」を可能にした方が、効率良い

プログラムを書くことが出来る。たとえば、逆行

列を計算する時に副産物として算出されメモリー

の片隅に残っている数字を、後になってから

ちょっと見に行って使うと、速いプログラムが書

けるかもしれない。もちろん、こういう風に書か

れたプログラムは、まず１週間経てばたとえ自ら

が書いたプログラムであっても解読不能となって

しまう。逆に言うと、Modula―２等の構造化言語

は、明瞭さ作業のしやすさでは優れていても、プ

ログラムの速度などの効率という面においては

劣っていたのである。もっとも、最近はコン

ピュータの速度と容量が劇的に改善されて、メモ

リーという資源の制約もほとんど気にしなくて良

くなったため、効率を考えてプログラムする必要

はほとんど無くなっている。

構造化言語によって、命令の手順は構造化され

たことにより、仕様さえしっかり作れば複数の人

で一つのプログラムを組むことが可能になった。

しかし、それぞれのモジュールが扱うデータはモ

ジュールの外にあるので、データにそれぞれプロ

グラムを組む人が意図しない変更がプログラムの

他の部分によって施され、相互に干渉が起こって

しまう可能性は残っている。統計処理などの計算

を行うプログラムの場合、目的は一連の計算処理

の結果だけを得ることなので、干渉による問題は

少ない。しかし、多くのプログラムは、単にデー

タの処理を行うだけでなく、一定の機能を期待さ

れている。データを通じた干渉が起きると、この

機能が満たされなくなる可能性がある。そこで、

モジュールにデータと一定の機能を実現するため

のデータに対する処理を合わせて入れてしまい、

外から使用できるのはモジュールの機能だけにし

てしまうという発想が生まれる。これが「オブ

ジェクト指向」である。構造化言語の逆行列計算

モジュールは、行列を渡せば逆行列を返してくれ

る。オブジェクトは「さっき問い合わせたデータ

の逆行列は存在するかい？」あるいは「あの行列

の逆行列にその行列をかけた時、対角要素の和は

どうなるの？」という問いに応えてくれるかもし

れない。オブジェクト指向言語はこのように、機

能を果たすのに不必要で、見せなくともよいもの

は徹底して見せないのである。

ここまでに述べたことを、以下にまとめておく。

�１構造化され、よりオブジェクト指向の性格の

強い言語ほど、プログラムの構造が明瞭に

なっており、それぞれのモジュールは部品と

して独立性が高く、単独のプログラミング

（生産）が容易である。

�２しかし、モジュールを構成するためには、追

加的なコストがかかる。

�３構造化され、よりオブジェクト指向の性格を

持つ言語ほど、モジュールの中身は隠蔽され

る。

�４モジュールによる構造化と、プログラムの効

率性の間にはトレード・オフの関係がある。
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２ 「モジュール化」

経営学におけるモジュール化については、『モ

ジュール化 新しい産業アーキテクチャの本質』

（青木・安藤［２００２］）という優れた研究書・解

説書が出ているので、詳細はそちらを参照された

い。その本の中に収録されているボールドウィ

ン・クラークの論文には、モジュール化は「それ

ぞれに独立に設計可能で、かつ全体として統一的

に機能するより小さなサブシステムによって複雑

な製品や業務プロセスを構築すること」と定義さ

れている。プログラミングをそのまま生産活動と

読み替えれば、両者におけるモジュールの意味は

ほとんど等しい。モジュールの典型は、世界のメ

イン・フレーム市場を席巻したIBM System／３６０

や、パソコン市場で後発だったにもかかわらず、

もはや並ぶもののない同じIBMのPC／ATのモ

ジュールであると考えられている。それぞれは、

一定のデザイン・ルールの下で、能力も信頼性も

コスト競争力も急激に進歩した製品に進化した。

ここで、先ほどプログラミングにおけるモ

ジュール化から導いた４つの性質を、経営学の文

脈にあてはめて説明してみよう。まず�１はモ

ジュールの基本的性質を示している。それぞれの

モジュールの機能を明示的に設定した、全体の構

成のデザインはアーキテクチャと呼ばれている。

モジュール化を志向した優れたアーキテクチャの

下では、それぞれのモジュールは高い独立性を

持っているので、インターフェイスと呼ばれる設

定された窓口をとおすもの以外の部分で他のモ

ジュールとのコーディネーションをすることなし

に、自律的に改善することができる。すなわち、

局所的な最適化をはかることが容易となる。この

改善は、競争の力を借りることによってさらに促

進することができる。

ただ、プログラミングの場合には設定さえきち

んとすればモジュール間の干渉を遮断できるが、

生産過程に読み替えた場合、一つの製品の内で発

生する物理的な干渉を完全に阻止するのはすこぶ

る難しい。したがって、整合性がありしかも干渉

が少ないモジュールを構成するためにはコストが

かかる。すなわち、�２にあるように、モジュール

化は初期にそれなりの投資を必要とする。

また、モジュールを構成するにあたっては、生

産組織が扱う情報は「目に見える情報」と「隠さ

れた情報」とに分けられる。「目に見える情報」

とは、ボールドウィン・クラーク論文では、シス

テム設計の初期段階で確立され広く公開される

「明示的なデザイン・ルール」として示され、

アーキテクチャと、モジュール間の相互の情報交

換の仕様を定めた「インターフェイス」、さらに

モジュールのデザイン・ルールへの適合性を評価

する「標準」からなると説明されている。一方、

「隠された情報」は「そのモジュールを超えて他

の設計に影響を及ぼさない意思決定」である。あ

るモジュールに携わるものは、他のモジュールの

中の「隠された情報」を気に懸ける必要がない。

当然、モジュールの中に情報が隠されれば隠され

るほど、事後的なコーディネーションが容易とな

る。�３と同様、いかに情報を秘匿するかがモ

ジュール化の成果を生み出すためのポイントとな

る。

最後に、モジュール化にはそれなりのコストが

伴うと考えられている。このコストは、�２の初期

設計コストだけではない。一つのモジュールの中

では「隠された情報」デザイン・パラメータをそ

のモジュールの中で最適化する。この最適化は、

あくまで局所的な最適化であり、システム全体の

最適化とは異なるかもしれない。局所的な最大化

の積集合はあくまで条件付の最大化の解（セカン

ド・ベスト）にすぎず、ファースト・ベストとは

異なるだろう。プログラミングにおける�４と同様
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に、システム全体の最適化を目的とするのであれ

ば、モジュールにまたがった資源を用いた方が

ファースト・ベスト解に近く、より効率的となる

かもしれない。

ただ、現在は多くの産業・分野においてモ

ジュール化による品質の向上と効率化への効果が

着目されている。恐らくここ当分の間、モジュー

ル化は産業の競争力を決定するキー・ファクター

であると考えられるだろう。

３ FORTH

以上のように、プログラミングのモジュールと

生産マネジメントのモジュールとは非常に類似し

た関係がある。どちらもデジタル化したコン

ピュータから派生した概念だから、当然といえば

当然なのであるが。

ここで、また少しプログラム言語に戻らせてい

ただきたい。この稿の最初の部分でModula―２と

あわせてFORTHという言語について言及した。

FORTHはその他のプログラム言語と異なり非常

にユニークで効率的な言語であった。紙面の関係

で詳細は省くが、プログラムも日本語に近い形で

記述できる。たとえば、

ある 数字 と 同じ数字 をつくり この

二つを 掛ける これを 自乗 と名付ける

３ の 自乗 と ５ を 足す と いくつ？

のような形でプログラムが書けるのである。この

ような形でどんどん新しい命令を追加することが

できる。この命令をWORDという。プログラム

とは、WORDを次々に組み合わせて新しい

WORDを作っていく作業に他ならない。さらに、

FORTHの処理系は非常にコンパクトであるとい

う特徴を持つ。そのためか、いまだに制御系の分

野では根強いファンが実用に供しているそうであ

る。筆者も、FORTHの処理系を他の言語と組み

合わせてプログラムを単純にするなど、一時とて

も重宝して用いていた。

このFORTHという言語は、他の構造化言語と

は大きく異なっているのであるが、一つ一つの

WORDは独立したモジュールとなっている。

FORTHの特徴の一つは、非常にフレキシブルな

システムを構成することができることである。

WORDを積み木のように組み合わせて新しい部

品を作り、その部品を組み合わせて次の部品を作

り、という作業を、システムのかなり基本的なと

ころから組むことができるからである。したがっ

て、アイデア次第でどんどん新しい機能を持つ部

品を創造することができる。

プログラムのモジュールはこのように、独立し

たモジュールを組み合わせて、自由に展開できる

可能性を生むものである。考えてみれば、プログ

ラミングの作業自体において、プログラマーが、

「Ｘ＋２を計算して記憶場所Ｙにおけ」というプ

ログラムを書く時、「IOモジュールがキーボード

の入力を走査していて、こうやってＸのキーを押

すと、割り込みがかかって……、CPUの中で

ANDとXORがこう組み合わさって、……」など

と考えることはない。高級と呼ばれるプログラム

言語であればあるほど、多層をなす何段階ものモ

ジュールの処理の上に立った作業を行うことにな

る。このおかげで、作業の中身にある「隠された

情報」に煩わされることなく、抽象的なレベルで

プログラムを組むことができる。言い換えれば、

モジュール化を進めていくほど、創造の可能性が

高まる。

現在まで、生産マネジメントのモジュールにつ

いての議論においては、モジュール生産の効率性

や調整の容易さ、モジュールによる製品の能力・

品質の向上という側面が強調されてきた。その中

で『モジュール化』に収録された青木論文では、

シュンペーターの「古い結合を創造的に破壊して、

新結合を実現する」モジュールによる進化の可能

３２郵政研究所月報 ２００３．１



性を示している。今後の「モジュール化」が貢献

すべき方向を示唆するものと思われる。

最後に、前回でも紹介したカウフマン博士のAt

Home in the Universeでは、モジュール化の全く

異なった側面を議論しているので、簡単に紹介し

ておきたい。カウフマン博士はモジュール化に漏

れて残ってしまったモジュール間の干渉に着目す

る。当然これらの干渉は、モジュール間の調整に

おいてコンフリクト（衝突）を発生させる。シス

テムがモジュール構造を持っていない場合には、

部分（部品）間の関係が複雑であればあるほど、

システムの適合性は、パラメータの変化に対して

一様でなく凹凸の多い関係を持つようになる。し

たがって、なんらかの最適化を行っても選ばれた

解は、局所的最大化の解に過ぎないかもしれない。

このように複雑なシステムほど、局所的最大化の

罠にはまりやすく、大局的最大化を実現しづらい。

しかし、カウフマン博士は、モジュール間のコン

フリクトがあることによって、かえってシステム

全体が局所的最大化の罠に落ち込んでしまうこと

なく、システムを罠から抜け出させ、大局的最大

化を実現させることが可能になると論じている。

各モジュールでは、おのおのの状態を最適にしよ

うと試みる。そのままほっておかれれば局所的最

大化に終わってしまう。しかし、隣接するモ

ジュールとのコンフリクトがあるため、この局所

的最大化の状態に安住していることが出来ない。

そのため、さらに最適な解を求めて変化してゆけ

るというのである。
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青木昌彦・安藤晴彦編著［２００２］、『モジュール化 新しい産業アーキテクチャの本質』、東洋経済新報
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日本経済・金融市場 
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○２００２年７―９月期の設備投資（全産業・実績見込み・季節調整値）は、前期比－４．１％と、減少続く。

（出所） 内閣府

景 気 動 向 指 数

○９月の一致指数は９０．０％と８か月連続で５０％を上回った。先行指数は６３．６％と２か月ぶりに５０％を上
回った（改定値）。

（注）シャドーは景気後退期を示す。
（出所） 内閣府
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14 （年） 

生 産

○鉱工業生産指数（季節調整値）（確報）……９月は前月比－０．１％ 在庫率指数……９月は前月比＋
２．９％（後掲トピックス「平成１４年９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

設 備 投 資

○機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値） ………９月は前月比＋１２．７％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……９月は前月比－４．９％

機械受注（船舶・電力を除く民需、季節調整値）等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 内閣府、経済産業省

住 宅

○新設住宅着工戸数………………９月は前年同月比－５．１％（３か月連続の減少）
首都圏マンション販売戸数……１０月は前年同月比＋１２．５％

新設住宅着工戸数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 国土交通省、�株不動産経済研究所
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消 費

○実質家計消費支出（全世帯）……９月は前年同月比＋５．４％
小売業販売額………………………９月は前年同月比－２．９％

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、経済産業省

所 得

○可処分所得（勤労者世帯）…………………………………９月は前年同月比（名目）－２．１％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……９月は前年同月比－１．２％

可処分所得等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 総務省、厚生労働省

雇 用

○完全失業率（季節調整値）………９月は５．４％（前月同）
有効求人倍率（季節調整値）……９月は０．５５倍（＋０．０１）

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、厚生労働省
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物 価

○消費者物価指数……９月は前年同月比－０．７％
国内卸売物価指数……１０月は前年同月比－０．５％

物価指数の推移

（出所） 総務省、日本銀行

マネーサプライ

○マネーサプライ……１０月のM２＋CDは前年同月比＋３．３％
民間銀行貸出………１０月は前年同月比－４．９％

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
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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

１３年８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １４年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
北海道 ０．２ ０．０ －０．５ －０．６ １．０ ２．０ ０．４ －１．７ －１．５ ０．５ ０．２ －０．４ ０．０
東 北 －２．７ －２．５ －２．０ －２．０ －１．５ －０．５ ０．０ ０．６ １．３ ３．０ １．９ ０．８ －０．４
関 東 －１．４ －１．５ －１．７ －２．３ －１．６ －０．８ －１．１ －０．２ －０．５ ０．８ －０．２ ０．０ －０．３
東 京 －１．１ －２．０ －１．５ －２．５ －２．６ －１．５ －２．４ －０．２ －０．８ １．３ －０．３ ０．８ ０．０
信 越 －３．３ －３．３ －２．９ －２．４ －１．４ －１．１ －０．９ －０．２ １．３ ２．６ １．３ ０．５ －０．２
北 陸 －２．５ －２．６ －１．７ －２．５ －１．７ ０．０ ０．４ ０．５ １．２ ４．３ ４．８ ２．４ ０．０
東 海 －１．７ －１．７ －２．５ －２．２ －２．１ －０．３ －０．２ ０．２ ０．５ １．５ １．３ ０．８ ０．０
近 畿 －２．０ －１．７ －２．３ －１．５ －２．４ －０．４ －０．７ ０．１ ０．６ １．６ ２．１ １．９ １．２
中 国 －０．１ －１．５ －２．２ －３．５ －３．０ －１．３ －１．１ ０．５ １．７ ２．５ ２．０ ０．４ ０．９
四 国 －０．１ －２．３ －１．２ －２．６ －０．９ －１．２ －１．０ ０．０ ０．０ １．２ －０．３ ０．４ ０．１
九 州 －２．２ －１．３ －１．７ －０．７ －１．２ －０．６ －１．１ －０．１ １．１ ２．０ １．４ ０．７ －０．４
沖 縄 １．２ －１．９ －４．１ －３．５ －０．６ ４．５ ５．０ ４．４ ２．０ ０．９ －１．１ －２．３ －０．５

（資料） �１：経済産業省、各都道府県 �２：厚生労働省 �３：経済産業省 �４：国土交通省 �５：日本自動車販売協会連合会 �６：総務省
なお、管内ごとのデータについては、各都道府県別データをもとに郵政研究所にて集計

総合的な指標の動き

《８月の動き》
・上昇傾向の管内：近畿、中国、四国
・横ばい傾向の管内：北海道、東北、関東、東京、信越、
北陸、東海、九州

・下降傾向の管内：沖縄
※ 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１１月７日現在発表の指標を用いており、今後新し

い指標の公表や改定により判断を変更する場合がある。

（○：上昇、―：横ばい、×：下降）

１３年８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １４年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
北海道 ― ― ― × ― ○ ○ × × ― ○ ― ―
東 北 × × × × × × ― ― ○ ○ ○ ○ ―
関 東 × × × × × × × × × ― ― ― ―
東 京 × × × × × × × × × ― ― ― ―
信 越 × × × × × × × × ― ○ ○ ○ ―
北 越 × × × × × ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ―
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 
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２００２年７―９月期GDP

○７―９月期の実質GDP成長率（季節調整値）は、前期比年率＋４．０％。
（後掲トピックス「米国GDP統計改定値（２００２年７―９月期）」参照）

実質GDP需要項目別寄与度

（出所） 米国商務省

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値、国際収支ベース）…９月は３８０．３億ドルの赤字。
輸出は前月比－０．４％、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
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物 価

○消費者物価指数（季節調整値）……１０月は前月比＋０．３％、コアは同＋０．２％。
卸売物価指数（季節調整値）………１０月は前月比＋１．１％、コアは同＋０．５％。

物価指数の推移

（出所） 米国労働省

米 国 金 利

○FFレート誘導目標水準は、１１月６日のFOMCにおいて０．５％引下げられ１．２５％に。
１０年国債利回りは、４％近辺を推移（終値ベース）。

米国金利の推移

米 国 株 式

○NYダウは８，０００ドルを、NASDAQも１，４００ポイントを回復（終値ベース）。

NYダウ等の推移
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月例経済報告（１１月）

○景気判断、１年ぶりに下方修正 （内閣府：１１月１２日発表）

１１月１２日に発表された１１月の月例経済報告では、景気判断において「景気は、引き続き持ち直しに向

けた動きがみられるものの、そのテンポはさらに緩やかになっている。」という表現に改められ、基調

判断を１年ぶりに下方修正した。

先行きに関しても、米経済の先行き懸念や我が国の株価の低迷を背景とした「最終需要が下押しされ

る懸念が強まっている。」として警戒感を一層強めている。

各論では、設備投資と輸入が上方修正、輸出、生産、雇用、卸売物価が下方修正されており、これま

で景気の牽引役であった輸出や生産が下方修正されたことは注意すべきであろう。また、アメリカに関

し、個人消費の伸びの鈍化や消費者信頼感の悪化などを受け、先月の「景気回復が一層緩やかになって

いる」から「景気の回復力が弱まっている」とされた。

今後の日本経済に関する主なリスク要因としては、イラク情勢を含む米経済の先行きや不良債権処理

の加速によえる日本経済の一層の景気停滞等をあげる見方が多い。

マクロ経済トピックス
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１１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）

１０月 月例 １１月 月例

総括

判断

景気は、引き続き一部に緩やかな持ち直しの動きが

みられるものの、環境は厳しさを増している。

・雇用情勢は、一部に改善への動きがみられるもの

の、失業率が高水準で推移するなど、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。

・企業収益は改善の兆しがみられ、設備投資は下げ

止まりの兆しがみられる。

・輸出は増加テンポが緩やかになっており、生産は

緩やかな持ち直しが続いている。業況判断は、改

善がみられるものの、そのテンポが緩やかになっ

ている。

先行きについては、景気は持ち直しに向かうことが

期待されるが、アメリカ経済等への先行き懸念や我が

国の株価の下落など、環境は厳しさを増しており、我

が国の最終需要が下押しされる懸念が強まりつつある。

景気は、引き続き持ち直しに向けた動きがみられる

ものの、そのテンポはさらに緩やかになっている。

・企業収益は改善の兆しがみられ、設備投資は下げ

止まりつつある。

・雇用情勢は、一部に改善への動きがみられるもの

の、失業率が高水準で推移するなど、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。

・輸出は弱含んでおり、生産は持ち直しの動きがさ

らに緩やかになっている。

先行きについては、景気は持ち直しに向かうことが

期待されるが、アメリカ経済等への先行き懸念や我が

国の株価の低迷など、環境は厳しさを増しており、我

が国の最終需要が下押しされる懸念が強まっている。

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

設備

投資
下げ止まりの兆しがみられる。 下げ止まりつつある。

住宅

建設
緩やかに減少している。 同左

公共

投資
総じて低調に推移している。 同左

国際

収支

輸出は、増加テンポが緩やかになっている。輸入は、

緩やかに増加している。
輸出は、弱含んでいる。輸入は、増加している。

生産 緩やかな持ち直しが続いている。 持ち直しの動きがさらに緩やかになっている。

企業

収益
改善の兆しがみられる。 同左

業況

判断

改善がみられるものの、そのテンポが緩やかになっ

ている。
同左

倒産

件数
高い水準となっている。 同左

雇用

情勢

依然として厳しい。雇用者数に緩やかに持ち直す動

きがみられるなど、一部に改善への動きがみられるも

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。

依然として厳しい。一部に改善への動きがみられる

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。

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。
国内卸売物価は、弱含んでいる。
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（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

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。

９月

景気は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、環境は厳しさを増している。
・雇用情勢は、一部に改善への動きがみられるものの、失業率が高水準で推移するなど、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。
・企業収益は横ばいとなっており、設備投資は下げ止まりの兆しがみられる。
・輸出は増加している。生産は持ち直しの動きが緩やかになっている。
先行きについては、景気は持ち直しに向かうことが期待されるが、アメリカ経済等への先行き懸念や我
が国の株価の下落など、環境は厳しさを増しており、我が国の最終需要が下押しされる懸念が強まりつつ
ある。

１０月

景気は、引き続き一部に緩やかな持ち直しの動きがみられるものの、環境は厳しさを増している。
・雇用情勢は、一部に改善への動きがみられるものの、失業率が高水準で推移するなど、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。
・企業収益は改善の兆しがみられ、設備投資は下げ止まりの兆しがみられる。
・輸出は増加テンポが緩やかになっており、生産は緩やかな持ち直しが続いている。業況判断は、改善が
みられるものの、そのテンポが緩やかになっている。
先行きについては、景気は持ち直しに向かうことが期待されるが、アメリカ経済等への先行き懸念や我
が国の株価の下落など、環境は厳しさを増しており、我が国の最終需要が下押しされる懸念が強まりつつ
ある。

１１月

景気は、引き続き持ち直しに向けた動きがみられるものの、そのテンポはさらに緩やかになっている。
・企業収益は改善の兆しがみられ、設備投資は下げ止まりつつある。
・雇用情勢は、一部に改善への動きがみられるものの、失業率が高水準で推移するなど、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。
・輸出は弱含んでおり、生産は持ち直しの動きがさらに緩やかになっている。
先行きについては、景気は持ち直しに向かうことが期待されるが、アメリカ経済等への先行き懸念や我
が国の株価の低迷など、環境は厳しさを増しており、我が国の最終需要が下押しされる懸念が強まってい
る。

（資料） 内閣府
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平成１４年７―９月期 GDP速報（QE）

○平成１４年７―９月期のGDP成長率（１次速報）は前期比＋０．７％。 （内閣府：１１月１３日発表）

内閣府が１１月１３日に発表した２００２年７―９月期の国内総生産（GDP、季節調整値）速報の成長率は

実質で前期比＋０．７％（年率換算で＋３．０％）と３期連続のプラス成長となった。個人消費、民間在庫を

中心とする内需の寄与度が０．８％、外需の寄与度が－０．１％となっており、前期まで景気回復を牽引して

きた輸出の伸びは鈍化したものの、個人消費の改善により前期に引き続きプラス成長が維持された形と

なっている。

内需の最大項目である民間最終消費支出（個人消費）は、ボーナスの落ち込み等所得減少傾向にも関

わらず、前期比＋０．８％と前期（＋０．６％）に引き続き４四半期連続で増加した（寄与度＋０．４％）。これ

に対して、民間企業設備投資は、６四半期ぶりにプラスになった前期（＋０．２％）から再びマイナス

（前期比－０．９％）へ転じた。また、民間在庫投資が前期に続いて増加（前期比＋０．５％）していること

の寄与度が０．５％と大きく、在庫調整が一段落しつつあることを示唆しているものと思われる。

民間住宅投資は－０．２％と３四半期連続の減少ながら、マイナス幅は小さくなっている。公的需要に

ついては、政府最終消費支出は前期比＋０．９％と増加した（４―６月期は＋０．６％）が、公的固定資本形

成は前期比－１．６％と３四半期連続で減少している（４―６月期は－１．５％）。

外需については、輸出は１―３月期に＋４．８％、４―６月期に＋５．９％と急速に伸びてきたが、今回速

報では前期比＋０．５％と小幅の増加に留まった。前年同期に比べればなお＋９．６％の水準を維持している

ものの、輸入が前期比＋１．８％と増加した結果、輸出から輸入を差し引いた純輸出は前期比－３．７％（寄

与度－０．１％）となっている。

○１―３月期・４―６月期の実質GDP成長率は上方修正ながら継続するデフレ。

今回の発表ではGDPの推計方式の見直しで、成長率は過去にさかのぼって改定。２００２年１―３月期

四半期GDP推移（前期比寄与度）
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国内総生産（９３SNA：季節調整系列） （１０億円、％）

２００１年度
（平成１３）

２００２年度
（平成１４）

２００１年度
（平成１３）

４―６ ７―９ １０―１２ １―３ ４―６ ７―９

民間最終消費支出 ２９３，０７３ ２９１，４４３ ２９２，４４２ ２９３，８７１ ２９５，４７８ ２９７，８０４ ２９２，６８９
前期比 ０．１ －０．６ ０．３ ０．５ ０．５ ０．８
前年比 ２．１ １．６ １．２ ０．４ ０．８ ２．２ １．３

内 家計最終消費 ２８７，２４０ ２８５，５９３ ２８６，５７４ ２８７，９８３ ２８９，５７０ ２９１，８７７ ２８６，８２９
前期比 ０．１ －０．６ ０．３ ０．５ ０．６ ０．８
前年比 ２．２ １．６ １．２ ０．４ ０．８ ２．２ １．３

民間住宅投資 １８，９７４ １８，９３５ １９，０９３ １８，７１５ １８，５４３ １８，５１２ １８，９４３
前期比 －７．５ －０．２ ０．８ －２．０ －０．９ －０．２
前年比 －８．８ －６．７ －８．１ －８．８ －２．３ －２．２ －８．０

民間企業設備投資 ８９，８２０ ８６，５８２ ８３，３４８ ８２，０７４ ８２，２２４ ８１，４８３ ８５，１９４
前期比 －１．１ －３．６ －３．７ －１．５ ０．２ －０．９
前年比 ７．３ －１．２ －１２．７ －９．７ －８．５ －５．９ －４．７

民間在庫増減 －２，７１７ －５，００６ －６，２８６ －７，８９５ －５，９０９ －３，３６５ －５，４９５
寄与度 －０．６ －０．４ －０．２ －０．３ ０．４ ０．５ －０．９

政府最終消費支出 ８８，７４８ ８９，００４ ８９，６４８ ９０，１２６ ９０，６４５ ９１，４７２ ８９，３８４
前期比 １．０ ０．３ ０．７ ０．５ ０．６ ０．９
前年比 ３．０ ２．３ ２．５ ２．６ ２．１ ２．８ ２．６

公的固定資本形成 ３３，９３３ ３４，０１１ ３４，０６２ ３３，８７４ ３３，３５９ ３２，８４０ ３４，０３７
前期比 －８．０ ０．２ ０．１ －０．６ －１．５ －１．６
前年比 －１２．７ －７．２ －０．３ －８．２ －１．７ －３．４ －６．７

公的在庫増減 －１７ －５９ ３２ ５２ １０６ １０９ －２
寄与度 ０．０ －０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ －０．０

純輸出 ９，９１５ ９，５９４ ９，６４２ １２，２６２ １４，０５４ １３，５３９ １０，３３８
寄与度 －０．２ －０．１ ０．０ ０．５ ０．３ －０．１ －０．５

輸出等 ５６，２９３ ５４，５４１ ５３，６１３ ５６，１９８ ５９，４９３ ５９，７９３ ５５，１３８
前期比 －４．１ －３．１ －１．７ ４．８ ５．９ ０．５
前年比 －５．７ －９．９ －１１．８ －４．２ ５．７ ９．６ －８．０

輸入等 ４６，３７９ ４４，９４７ ４３，９７１ ４３，９３５ ４５，４３９ ４６，２５５ ４４，８００
前期比 －２．８ －３．１ －２．２ －０．１ ３．４ １．８
前年比 １．７ －３．３ －８．９ －８．０ －２．０ ２．９ －４．７

実質国内総支出 ５３１，７３０ ５２４，５０４ ５２１，９８１ ５２３，０７８ ５２８，５００ ５３２，３９２ ５２５，０８７
前期比 －１．６ －１．４ －０．５ ０．２ １．０ ０．７
前年比 ０．６ －１．３ －３．１ －３．２ －０．６ １．５ －１．８

名目国内総支出 ５０４，３５６ ４９７，５６０ ４９４，２６８ ４９４，４１６ ４９５，９２６ ４９７，２３６ ４９７，４２７
前期比 －１．８ －１．３ －０．７ ０．０ ０．３ ０．３
前年比 －１．１ －２．３ －３．７ －３．７ －１．７ －０．１ －２．７

デフレータ ９６．２ ９３．０ ９６．１ ９３．６ ９５．３ ９１．５
前期比 ２．２ －３．３ ３．３ －２．６ １．８ －４．０
前年比 －１．６ －１．１ －０．７ －０．５ －１．０ －１．６

〈前期比寄与度〉

実質国内総支出 －１．６ －１．４ －０．５ ０．２ １．０ ０．７ －１．８

民間最終消費支出 ０．１ －０．３ ０．２ ０．３ ０．３ ０．４ ０．７

内 家計最終消費 ０．１ －０．３ ０．２ ０．３ ０．３ ０．４ ０．７

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

民間企業設備投資 －０．２ －０．６ －０．６ －０．２ ０．０ －０．１ －０．８

民間在庫増減 －０．６ －０．４ －０．２ －０．３ ０．４ ０．５ －０．９

政府最終消費支出 ０．２ ０．０ ０．１ ０．１ ０．１ ０．２ ０．４

公的固定資本形成 －０．５ ０．０ ０．０ －０．０ －０．１ －０．１ －０．０

公的在庫増減 －０．０ －０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ －０．３

純輸出 －０．２ －０．１ ０．０ ０．５ ０．３ －０．１ －０．５
輸出等 －０．４ －０．３ －０．２ ０．５ ０．６ ０．１ －０．９
輸入等 ０．３ ０．３ ０．２ ０．０ －０．３ －０．２ －０．４

内需 －１．４ －１．３ －０．５ －０．３ ０．７ ０．８ －１．３
民需 －１．０ －１．４ －０．６ －０．３ ０．７ ０．８ －１．７
公需 －０．４ ０．１ ０．１ ０．１ ０．０ ０．１ ０．４

国内最終需要 －０．８ －０．９ －０．３ ０．０ ０．３ ０．４ －０．１

（出所） 内閣府「国民経済計算」より郵政研究所作成。
（備考）・２００１年４―６月期以降の各四半期の計数は、２００２年８月から採用された新方式の最新速報値。２００１年

１―３期以前の計数と比較する際は、新方式により求められた参考値と比較している。
・２００１年度の数値は新方式による速報値。前年度との比較に際しては、新方式で推計された参考系列の
各四半期の計数を合計した「年度合計値」と比較している。
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を－０．０％減のマイナス成長から＋０．２％に、４―６月期を＋０．６％から１．０％に上方修正している。この

修正（注）の結果、７―９月期は前期に比べGDPの成長がやや鈍化したことになる。足元では米国景

気の減速により、輸出と生産の息切れが鮮明であり、さらに竹中経済財政・金融担当相の掲げる金融再

生プログラムの実施に伴う不良債権処理の加速などで景気が底割れする可能性も否定できず、今後の見

通しには不透明感が増している。

（注） 推計に用いる基礎統計の欠落月値の入手・確報化による修正などによる原系列の修正に加え、四

半期の季節調整系列については、改訂された原系列を含めて１２年１―３月期（参考系列は平成６

年１―３月期）に遡って季節調整をかけなおしているもの。

なお、名目成長率は１―３月期以降がプラスに修正され、３四半期連続のプラスとなったが、デフレ

は継続しており、名目成長率が実質成長率下回る状況は変わっていない。名目GDPの規模（季節調整

値）は約４９７兆円と２００１年７―９月期以降５００兆円の大台を下回っている。７―９月期のGDPデフレー

タは前年同期比では－１．６％と大幅に下落しており、平成１０年４―６月期以来、１８四半期連続でマイナ

スとなっている。

平成１４年９月分鉱工業生産等について

○９月の鉱工業生産指数は３か月ぶりに低下 （経済産業省：１０月２９日発表）

経済産業省が１０月２９日に発表した生産・出荷・在庫指数速報によると、９月の鉱工業生産指数は前月

比－０．３％と、３か月ぶりに低下した。ただし、７―９月期でみると鉱工業生産は前期比＋２．１％と、１

―３月期の同＋０．７％、４―６月期の同＋３．８％に続き、３期連続でプラスとなっている。

出荷は前月比－２．３％で１００．４となり、２か月ぶりの低下となる一方、在庫は前月比＋０．６％の８７．８と、

２か月ぶりの上昇となった。

経済産業省は基調判断を「生産は緩やかながら上昇傾向にあるとみられるものの、足元では低下の動

きもみられ、また、依然として最終需要動向が不透明であることなど、今後の動向を注視する必要があ

る。」とし、４か月連続で判断を据え置いた。

生産指数を業種別（前年同月比）でみると、鉄鋼業は＋６．９％と６か月連続、一般機械工業は＋１．１％

と２か月連続、電気機械工業は＋１４．８％と４か月連続、輸送機械工業は＋８．４％と７か月連続、窯業・

土石製品工業は＋２．５％と３か月連続、化学工業は＋４．１％と４か月連続、石油・石炭製品工業は＋

２．７％と１０か月ぶり、パルプ・紙・紙加工品は＋３．９％と３か月連続でプラスとなっている。輸出関連の

業種は引き続き回復基調を示しており、それに連関して他業種も緩やかに回復している様子が窺える。

一方で、前年同月比マイナスの業種には、精密機械工業－１２．８％、繊維工業－１０．１％等６業種があげら

れる。

ここで、電気機械工業と精密機械工業を取り上げてみてみよう。

電気機械工業は前年同月比で大きなプラスを示しているが、これは電気冷蔵庫などの家電製品や、引

き続き好調な液晶パネルなどが寄与しているものである。IT関連製品は全体的に減少しているが、特

４７ 郵政研究所月報 ２００３．１
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殊要因としてパーソナルコンピューターのみが、

前年同月比１９．４％と生産を伸ばした。

精密機械工業は前年同月比で大きなマイナスを

示しているが、これは通常のカメラの生産が大幅

に減っていることが寄与している。ただし、これ

は鉱工業生産指数の採用品目の問題である可能性

も否定できない。１９９５年当時の採用品目には、デ

ジタルカメラやインクジェットカラープリンター

などの最近の売れ筋製品が含まれていない。

在庫指数については、電気機械工業、輸送機械

工業等の６業種が上昇したことを受け、２ケ月ぶ

りに上昇した。在庫率指数は前月比＋３．４％と２

か月連続で上昇した。

在庫循環図からみると、在庫積み上がり局面に

あると言える。

前述のとおり、９月の鉱工業生産指数は３か月

ぶりに前月比でマイナスとなるなど、生産拡大の

勢いが減速しつつある様子が窺える。

ただし、生産の基調としては、引き続き拡大基

調にあるものと判断する。前述のとおり、前期比

では３四半期連続のプラス成長を達成するととも

に、７―９月期は前年同期比でも２０００年１０―１２月

期以来のプラスとなった。前年同月比でみると１４

業種中８業種がプラスとなっており、従来景気回

復を引っ張ってきた輸出関連業種以外にも少しず

つ回復の影響が出始めていることが読みとれる。

今後については、生産拡大を牽引してきた電気機械工業の伸びの鈍化傾向を鑑みると、１０―１２月期の

成長幅は７―９月期よりも圧縮されるものと予想される。なお、今回の製造工業生産予測調査でも、１０

月は前月比＋１．２％、１１月は同－１．４％と、横ばいとなる可能性が示されている。

米国GDP統計改定値（２００２年７－９月期）

○７－９月期の米国実質GDP成長率は前期比年率＋４．０％ （米国商務省：１１月２６日発表）

米国商務省が１１月２６日発表した７－９月期の米国実質GDP改定値（季節調整値）は、前期比年率＋

４．０％と、前期（４－６月期）の同＋１．３％を大幅に上回った。プラス成長となるのは２００１年１０－１２月期

鉱工業生産指数等の推移

（出所） 経済産業省

在庫循環（鉱工業全体）

（出所） 経済産業省

４８郵政研究所月報 ２００３．１



-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

99 00 01 02 (年)

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 

（前期比年率、％） 

以降４四半期連続となり、米国景気が緩やかな回復基調にあることを裏付ける結果となった。

今回GDPが増加した要因は、GDPの約７割を占める個人消費が同＋４．１％と前期の同＋１．８％を大き

く上回ったためである。特に、自動車など耐久財は同＋２３．１％と大きな伸びを示した。長期金利が３９年

ぶりに４％を割込むなど低金利が続いており、オートローンを利用した自動車の販促活動が耐久財の消

費を後押しした。一方、非耐久財は同＋０．９％、サービスは同＋２．２％と小幅な伸びに止まった。

住宅投資は、同＋２．１％と堅調に推移した。低金利による好調な住宅ローンが住宅投資を後押しした。

ただし、前々期の同＋１４．２％、前期の同＋２．７％に比べると伸びは鈍化しており、低金利効果による住

宅の下支えが息切れする兆しもみられる。住宅投資の鈍化は、住宅を担保とした資金調達（ホームエク

イティーローンなど）が困難になる恐れがあり、収入の減少により個人消費が落ち込むことが懸念され

る。

設備投資は、同－０．７％と前期の同－２．４％から改善したものの、２年連続のマイナス成長となった。

特に工場やオフィスビルなど構築物は同－２０．６％と二桁のマイナスが続いており、企業収益の伸び悩み

を背景として、企業が大型投資に慎重になっている姿がうかがわれる。ただし、機械設備・ソフトウェ

アが同＋６．６％と前期を上回る伸びを続けているのは好材料である。約２年間にわたるストック調整に

より企業の生産・IT設備は更新期を迎えており、設備投資が回復期に入った兆しもみられる。

外需は、輸出が同＋３．３％、輸入が同＋２．３％となり、外需全体では寄与度で同０．０％だった。中国か

らの製品輸入が急増するなど輸入は引き続き増加したものの、資本財などの輸出がそれ以上に伸び、外

需全体では前期と同水準を維持した。

政府支出は、イラク攻撃に備えた国防支出の拡大を背景として、同＋３．１％と前期の同＋１．４％に比べ

て増加した。さらに物価動向を示すGDPデフレータ－は、同＋１．０％と安定した水準が続いている。

このように７－９月期のGDPは、個人消費、設備投資ともに前期を上回り、緩やかな景気回復を裏

付ける結果となった。ただし、景気の先行きに関しては、個人消費、設備投資ともに減速の兆しがみら

れる。個人消費は、低金利を背景とした自動車の需要先食いによる反動により、自動車の販売が落ち込

むことが予想される。さらに１０月２９日に発表された１０月の消費者信頼感指数は、前月の９３．７から７９．４に

大幅に低下するなど、株価の下落やイラク問題などから消費者心理は大きく低下している。企業部門に

ついても、１１月２日に発表された１０月のISM製造

業景気指数が４８．５と前月の４９．５を下回るなど企業

の景況感が後退している。１１月２日に発表された

雇用統計は、１０月の失業率が５．７％と前月より０．１

ポイント上昇し、４ヶ月ぶりの悪化となった。こ

のように最近発表された経済指標は軒並み景気の

減速を示していることから、１０－１２月期のGDP

は今期を大幅に下回る見込みである。こうした米

国景気の減速を受けて、米連邦準備理事会

（FRB）は、１１月６日に開かれた連邦公開市場

委員会（FOMC）において、FFレートの誘導目

米国GDP項目別寄与度推移
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標を現行より０．５％低い１．２５％に引下げた。

ロイター報道によると、今回の発表を受けてフライシャー米報道官は、「景気の状況は依然としてま

ちまちだ」との認識を示し、「懸念すべき分野において、議会とともに作業にあたるべく望んでいる」

と述べた。今後は、米政府による追加的な景気対策の内容に焦点が移るだろう。

○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

１０―１２月

２００２年

１―３月 ４―６月 ７―９月

（参考）

構成比

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

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

６．０

４．１

３．１

２．２

１．８

１．２

４．１

３．０

６９．８

設備投資 （前期比年率）

（寄与度）

８．１

１．０

７．８

１．０

－５．２

－０．７

－１０．９

－１．３

－５．８

－０．７

－２．４

－０．３

－０．７

－０．１

１２．５

住宅投資 （前期比年率）

（寄与度）

６．７

０．３

１．１

０．１

０．３

０．０

－３．５

－０．２

１４．２

０．６

２．７

０．１

２．１

０．１

４．１

在庫投資 （寄与度） －０．２ ０．１ －１．２ －１．４ ２．６ １．３ ０．５ 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

１０．５

１．９

５．６

１．０

１．４

０．３

３．１

０．６

１８．１

純輸出 （寄与度） －１．０ －０．８ －０．２ －０．３ －０．８ －１．４ ０．０ －５．２

輸出 （前期比年率）

（寄与度）

３．４

０．４

９．７

１．０

－５．４

－０．６

－９．６

－１．０

３．５

０．３

１４．３

１．３

３．３

０．３

１１．３

輸入 （前期比年率）

（寄与度）

１０．９

－１．４

１３．２

－１．８

－２．９

０．４

－５．３

０．７

８．５

－１．１

２２．２

－２．７

２．３

－０．３

１６．５

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

（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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経済協力関係の仕事で７～８年前にジャカルタ

で生活した。インドネシアは国民の８割以上がイ

スラム教徒の国、人口規模では世界最大のイスラ

ム人口を抱えている。毎日、明け方と夕刻にはモ

スク（イスラム寺院）のスピーカーからコーラン

が大音声で流れてくる。

先般のバリ島での爆弾テロによりイスラム過激

派の活動が心配されているが、東南アジアのイス

ラムは全体として温和で柔軟、開放的な印象があ

る。服装をみても、街を行きかう女性は先進国と

同じ活動的なファッションをしている。イスラム

らしく頭にスカーフをかぶっている場合も白が基

本となっており、それ以外にも南国らしくカラフ

ルな色にあふれている。

海外からの文化の流入には寛容だ。日本発のも

のをあげると、テレビではドラエモンやセーラー

ムーンなどのアニメはもとより、トレンディード

ラマもインドネシア語に吹き替えて放送していた。

日本の漫画は数多く翻訳されて書店に並んでいる。

味の素が豚の成分を使っていると大問題になった

のはそれだけ普及しているからであり、ヤクルト

おばさんもいる。また、当時は日本でもインター

ネットがまだ始まったばかりだったが、インドネ

シアでも学生ベンチャーによるプロバイダーが

サービスを始めたところで、日本との連絡に高い

国際電話をバイパスして電子メイルを使えたのに

は重宝した。

その一方で、東南アジアのイスラムが敬虔でな

いということはない。秘書が見当たらないなと

思ったら、１日５回のお祈りの時間だ。断食明け

にはハジ（メッカへの巡礼）に向かう人で空港は

あふれており、多くの人がこれを人生の最高の目

標にしている。巡礼から帰った人は、犠牲祭の日

に羊や牛を生け贄としてささげ、貧しい人達に分

け与える。

歴史的に東南アジアはヒンズー、仏教、イスラ

ムなどが順々に押し寄せてきた地域で、様々な文

化が重畳的に積み重なっている。インドネシアの

場合は、イスラム教、仏教、キリスト教、ヒン

ズー教のいずれかを信仰するようになっており、

祝祭日は元旦と独立記念日以外にこれらの４大宗

教に関連した日があてられている。アジア通貨危

機以降、経済・社会が混迷するインドネシアでは

分離独立運動が目立っているが、多数民族のジャ

ワ語ではなく平易なインドネシア語を国語に採用

し、「多様性の中の統一」を国是としてきた国で

あり、様々な文化の共存がうまくいっているとい

うのが当時の印象であった。

イスラムは数学が発達したことにみられるよう

に、もともとは現実的な宗教である。禁酒の教え

も、「酒を飲んで酔っぱらってはいけない」とい

うのが本来の趣旨であると聞いた。多様性の歴史

のある東南アジアのイスラムから、文明の衝突を

克服する新しい知恵が生まれてくればと思う。

小 径

東南アジアのイスラム

第三経営経済研究部長 川崎 泰史
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最近、食品メーカーにおいて、内容物、生産地、

賞味期限等の不当表示・虚偽表示をしたために、

風評のリスクにより、それまでは国内のトップブ

ランドで高い信用があったものが、一夜にしてそ

のブランドの信用が地に落ちてしまったという事

件が繰り返し発生したことは、記憶に新しいと思

います。これらは、目先の利益を追求したがため

に、規則・ルール違反を犯してしまい、社会から

の非難を浴び、金銭・信用の両面に関する莫大な

損失を蒙り、場合によっては、企業の存続すら否

定されてしまった悲劇といえます。

そして、このような事件が起きると、必ず、コ

ンプライアンス体制が有効に機能していたならば

事件は起きなかったとして、コンプライアンス体

制を再構築するよう指導がなされています。

また、新聞・雑誌等においてもこれらの事件を

受け、従来以上にコンプライアンス体制を有効に

機能させる必要がある旨の主張がされています。

それでは、コンプライアンス体制を有効に機能

させるためにはどのような方策があるのでしょう

か。

まず、基本となるしっかりとしたコンプライア

ンス体制を構築するといった、「器作り」が重要

となります。この点は、コンプライアンスの重要

性が提唱されてから久しい現在では、どの企業に

おいてもある程度は出来上がっているのではない

でしょうか。

ところが、どのような立派な体制を構築しても、

それが適正に運用され、有効に機能していなけれ

ば、「絵に描いた餅」に過ぎません。最終的には、

そのコンプライアンス体制の中にいる役職員のひ

とりひとりが遵守すべき倫理・法令・ルールにつ

いて十分に理解し、それらを遵守することの重要

性を強く認識し、それを実践していかなければな

りません。

それを実践するためには、次に述べるコンプラ

イアンス研修・教育体制を整備し、実践していく

ことが最も重要です。

コンプライアンス研修の意義としては、業務を

遂行するために遵守しなければならない、法令、

規則・規程、事務マニュアル等に関する知識を深

める意義と、コンプライアンス違反とならないよ

うに絶えず心がけるというコンプライアンス意識

を高めるといった二つがあります。

コンプライアンス体制を有効に機能させるため

には、次に説明する様々な研修を実施し、その具

体的な手引書となる「コンプライアンス・マニュ

アル」を制定し活用することが重要であり、これ

によって役職員のひとりひとりが、日々、コンプ

ライアンスの周知徹底と定着化を心がけていかな

ければなりません。このコンプライアンス研修と

教育体制の整備は、コンプライアンス体制を維持

していくうえで非常に重要なものであり、十分に

考えて策定されなければなりません。

トピックス

コンプライアンス研修・教育体制の整備

第二経営経済研究部研究官 遠藤 雅範

５２郵政研究所月報 ２００３．１



１ 本部主催のコンプライアンス研修

�１ コンプライアンス統括本部主催のコンプライ

アンス研修

コンプライアンス研修は、企業の倫理の１つと

なっている「法令やルールの厳格な遵守」を、実

効性あるものとするため、実際にコンプライアン

スを実行する役職員にその趣旨、体制内容の理解

を深め周知徹底するためにとても重要なものです。

これが、十分に周知徹底されませんと、どんなに

立派なマニュアルや体制ができていたとしても、

器が完成されているだけに過ぎず中味のないもの

となってしまい、コンプライアンスを実現するこ

とができません。そこで、コンプライアンス・マ

ニュアル、コンプライアンス・チェック制度等の

コンプライアンス体制といった器ができあがった

ならば、次に、「コンプライアンスの重要性」、

「コンプライアンス体制」、「重点項目・今後の方

針」等を役職員のひとりひとりに理解させ、周知

徹底させるための様々なコンプライアンスの研修

を実践し、全社的に取り組んでいくことにより、

不正や事務ミスが起こらない環境を整備すること

が重要です。

しかし、全役職員を一堂に会してコンプライア

ンス研修をすることは業務の面からも、場所の面

からも非常に困難です。そこで、まず、各部局に

おいてコンプライアンス推進の中心となっている

コンプライアンス責任者に対して、全体の体制や

全体に共通の項目についてコンプライアンス統括

本部主催によるコンプライアンス研修（コンプラ

イアンス責任者の集合研修）を実施し、コンプラ

イアンス責任者が理解・習得したものを、それぞ

れ自分の所属する部局に還元することとなります。

その意味においても、コンプライアンス責任者は

コンプライアンス統括部署と各部局との橋渡しを

する重要な役割を担い、まさに責任をもって本部

主催の研修会に出席し、そこで得たものを正確に

部局に還元しなければなりません。このような方

法によって、効率的にコンプライアンスを全役職

員に周知・徹底させることができるのです。

その研修の内容としては、コンプライアンスの

趣旨、コンプライアンス体制、その期のコンプラ

イアンス・プログラム、重点施策、各法令・コン

プライアンス・マニュアルの変更・改正点の解説

等をあげることができます。業務を行うにあたっ

て関係する法令・規定等は膨大な数にのぼります

が、全部覚えることは到底不可能なことであり、

また、覚える必要もありません。まず、自分が従

事している業務に関連する事項がコンプライアン

ス・マニュアルのどこに記載されているかを把握

し、その法令・内部規程等の内容を理解し、身に

つけることが大切です。そうすれば、いざという

ときは、そのコンプライアンス・マニュアルの記

載部分を確認することにより対応することが可能

となります。

この研修の開催頻度としては、特別な事情がな

ければ半期に一度ぐらいでよいのではないでしょ

うか。コンプライアンス責任者は、コンプライア

ンス統括部署の主催するコンプライアンス研修を

必ず受講し、各部局においてコンプライアンス研

修や会議、朝礼等で講義内容を還元することが大

切です。

�２ 階層別研修

次に、階層別研修についてですが、これはそれ

ぞれの職位・階層毎の職務役割に求められるコン

プライアンスについて、人事部等を中心として開

催される研修です。

それぞれの研修によってその対象者に特に必要

とされるコンプライアンスの項目を、重点的に研

修することができます。例えば倫理観については、

どの階層の研修でもほぼ同程度に重視されますが、
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経営法務については、役員・主管者の研修にとっ

ては特に重要であり、新入社員の研修に比べウェ

イトをかなり高く設定することになります。

そして、このような階層毎にコンプライアンス

の重要性を再確認し、その研修の時点におけるコ

ンプライアンスに対する取り組み方針や重点施策、

問題となっている事項等について認識することに

大きな意義があります。

具体的には、役員研修、新任役員研修、新任主

管者研修、入社１～２年目のフォローアップ研修、

新入社員研修等があります。

金融業務についてのコンプライアンス研修の

テーマとしては、上記の表のようなものが考えら

れます。

�３ 業務別研修

次に、それぞれの業務の担当者毎に行われる

「業務別研修」について説明します。

「業務別研修」とは、業務を主管する部（業務

主管部）が、その業務の担当者に対して実施する

研修です。その研修自体は業務に関する実務的な

研修ですが、その中で業務毎に特別に要求される

コンプライアンスに関する事項について、その研

修の一部として取り入れて説明するものです。

例えば、融資取引を行うにあたって必要とされ

るコンプライアンスについて、各部局の担当者を

集めて、業務主管部である審査部が中心となって

説明する研修があります。もちろん、コンプライ

アンス統括部署が直接説明をしても良いのですが、

そうすると、一般的なコンプライアンスの説明だ

けに終始してしまうおそれがあります。それより

は、具体的な実務に即した留意事項を業務主管部

から説明する方が、受講者に対して理解しやすい

有意義な研修となります。

研修方法については、特定の業務に関するコン

プライアンスという点から、業務研修のうちの一

コマとして実施することで十分であると思われま

す。長時間の研修を一度だけ実施するよりも、業

務別研修時に少しの時間であってもコンプライア

ンスについての研修を盛り込む方が、最新の情報

を伝えるため、また、コンプライアンス意識を定

着化するためには効果的であると思います。

特に、その業務を行うにあたってコンプライア

ンス違反となりやすいこと、あるいは、実際に起

こったコンプライアンス違反の実例によって、具

体的に説明することも大切です。

これらの本部による研修に出席した職員は、自

分だけが内容を理解するにとどまらず、それを所

表 各種研修テーマ（例）

研 修 名 テ ー マ（項 目）

役 員 研 修 「関連法令の新設・改正動向」、「コーポレート・ガバナンスと企業倫理」

新 任 役 員 研 修

「コンプライアンス体制」（倫理綱領、コンプライアンス・マニュアル、コン

プライアンス規則、コンプライアンス・プログラムの重点施策）、「関連法令の

新設・改正動向」、「訴訟事件の動向」

新 任 主 管 者 研 修

「コンプライアンス・マニュアルの主な改正内容」、「関連法令の新設・改正動

向」、「金融商品の販売・勧誘における留意事項」、「営業部局におけるコンプラ

イアンス環境の整備」

入 社１～２年 目 の

フォローアップ研修

「金融商品の販売・勧誘における留意事項」、「顧客情報管理」、「インサイダー

規制」、「本人確認法」等の基本的理解と実務対応を中心とした研修

新 入 社 員 研 修
「コンプライアンスとは何か」、「顧客情報管理の重要性」、「マネーロンダリン

グとは何か」等の基本的知識の説明
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属部局に持ち帰って、部局内の研修等の場で関係

のある他のメンバーに解説・説明することにより

還元することが大切です。それにより、全役職員

のコンプライアンス意識・知識のレベルが高まる

こととなります。

２ 部局内におけるコンプライアンス研修の実施

せっかく実施された本部主催の研修も、コンプ

ライアンス研修等によって部局内の役職員に還元

されないと効果が半減されてしまいます。つまり、

本部の研修に出席した職員のみがレベルアップし

たにとどまり、それ以外の部局内の職員には効果

が及ばないこととなってしまいます。実際にお客

さまと対応する営業部局の職員に、コンプライア

ンスを周知徹底することは重要であり、営業部局

内のコンプライアンス研修を実施する意義は非常

に大きいものがあります。

それでは、どのように部局内のコンプライアン

ス研修を行うことが良いのでしょうか。

内容として注意しなければならない点は、まず、

部局内の実務の実態に即した研修を行うことです。

その部局毎によって問題点や業務の重要度も異な

ることから、一般的なコンプライアンス研修をす

るのではなく、その部局においてまさに必要とさ

れている研修を行うべきです。

次に、その部局で実際に問題が発生している場

合は、この問題となった事例について十分に分

析・検討をし、改善策・再発防止策を策定する必

要があります。

さらに、問題発生を想定し、その報告ルールが

周知されているか、実際に機能しているかを十分

に検証する必要があります。

また、コンプライアンス・マニュアルの読み合

わせも重要ですが、単に読み合わせをすることに

より表面的に理解するだけではあまり意味があり

ません。その中で特に周知徹底して欲しい１、２

項目に絞って重点的に行う方が効果的です。それ

についてコンプライアンス責任者が問題を４、５

問作成して各職員に回答してもらい、その後コン

プライアンス責任者により解説をする方が効果的

であると考えられます。

この場合、決して難しい問題を作成することは

必要なく、択一式の簡単な問題とすることが良い

でしょう。その方が、各職員もコンプライアンス

に親しみがもてますし、どうしても説明しなけれ

ばならない場合は、解説のところで詳しく説明す

れば良いでしょう。

このように、部局内におけるコンプライアンス

研修においては、いたずらに高度な難しいことを

研修しようとはせずに、実際に行っている業務に

即した法令、内部規則・規程、事務マニュアル等

について研修することが有効であると思われます。

それにより、職員のひとりひとりのコンプライ

アンスに関する理解が深まり、各部局のコンプラ

イアンス環境が整備されることとなります。

また、それぞれの部局のコンプライアンス責任

者は、そのコンプライアンス環境を整備するため

にも、日常からモニタリングを怠らず、問題点を

明確にし、適宜適切な研修を実施することが大変

重要です。

そして、半期毎ぐらいの一定のペースで統括本

部に対し実施された研修内容について、実施日、

時間、参加者、研修内容について報告することが、

統括本部による全体の把握、よい事例の他の部局

への紹介のために役立ちます。

次に、研修時間については、夕方、業務が一段

落したところで、２０～３０分程度の時間で、できれ

ば関連のある職員全員に対して行うことが良いと

考えられます。

この２０～３０分という時間は短いようではありま

すが、受講者は当日中に終了させなければならな

い業務を行っていることを考えますと、その程度
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で十分ではないかと思います。逆に、あまり長時

間拘束しますと重要な点がぼけてしまい、結果的

には何も残らないこととなってしまう可能性が高

いからです。

そのようにならないためにも、２０～３０分という

短い時間で、重要な１、２点に内容を絞って実施

した方が効果的であると考えます。

その他、コンプライアンスに関する通信教育の

受講や、部外業務検定試験の受験を奨励し、それ

を人事評価に反映する体制を作ることも、コンプ

ライアンスに関する基本的知識の習得するためや

コンプライアンス意識の向上のために有効です。

３ コンプライアンス・マニュアルの利用

�１ コンプライアンス・マニュアルの策定・改訂

平成１１年７月１日に金融監督庁（現金融庁）検

査部長名で検査官宛に通達が発出され「金融検査

マニュアル」において各金融機関に対してコンプ

ライアンス・マニュアルを策定することが期待さ

れています。このコンプライアンス・マニュアル

では、行われている業務全般に言及していなけれ

ばならず、また、全国銀行協会で制定された「倫

理憲章」や経団連で制定された「企業行動憲章」

等に即していることなどが求められています。ま

た、コンプライアンス・マニュアルの策定及び重

要な見直しを行うに当たっては、その内容につい

て取締役会の承認を受けることが求められていま

す。

このコンプライアンス・マニュアルは、業務を

行う上で必要とされる関連法令・規程等を遵守す

るための具体的手引書といったもので、�１コンプ

ライアンス体制と役職員の組織上の役割と責務、

�２問題発生時の報告・連絡体制、�３遵守すべき法

令等の具体的解説を取りまとめたものです。実際

のマニュアルの大部分は、�３の遵守すべき法令等

の具体的解説となるでしょう。

ここにいう、「法令等」とは、業務を行うため

に遵守すべき法律・政省令（地方公共団体の条例

を含む）および、それらに基づき制定された、定

款、倫理綱領、内部規則・規程、事務マニュアル

等すべてをいいます。

コンプライアンス・マニュアルの構成としては、

たとえば、上記�１、�２を解説した「Ⅰ．コンプラ

イアンス・マニュアルについて」と、�３を解説し

た「Ⅱ．法令解説 １．共通編 ２．業務編」、

というように分類する方法もあります。

それぞれの業務に密接している記述は、主に

「２．業務編」に記載することになるでしょうが、

あくまでもそれらは、「１．共通編」を基本とし

ているものであり、共通編をおろそかにすること

はできません。

まず、「１．共通編」で役職員として等しく理

解すべき必要最低限の事項を解説し、次に「２．

業務編」でそれぞれの業務の事項を解説すると

いった形態をとることが良いでしょう。

また、法令等は日々制定・改正されますので、

適宜、見直して適切に改訂していくことが要求さ

れています。コンプライアンス・マニュアルの改

訂は、その内容が正確で適切なものでなければな

りませんので、法務担当セクションや弁護士等に

よるリーガル・チェックを受けることが必要です。

制定・改正が行われるごとにその都度改訂してい

く方法もあるでしょうが、例えば、半年に１回程

度まとめて見直しをするというように定期的に改

訂を実施する方が、効率的で改訂の漏れがないと

思われます。

�２ コンプライアンス・マニュアルの活用

コンプライアンス・マニュアルが制定されまし

たならば、今度は、これを有効に活用しなければ

意味がありません。

そのためには、まず、全役職員が利用できるよ
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うになっていなければなりません。

一般的な方法としては、全役職員ひとりひとり

に、紙ベースのコンプライアンス・マニュアルを

一冊ずつ配布することが考えられます。しかし、

配布された膨大なマニュアルを細部まで十分に読

みこなし覚えることはほとんど不可能であり、更

には、役職員は分厚いコンプライアンス・マニュ

アルを見た途端、かえってどうすればよいか分か

らず、意欲が減退してしまうおそれもあるため、

要約版を一冊ずつ配布することが良いかと思いま

す。

また、最近では部内LAN等が整備されている

場合も多くあります。この場合は、データベース

上にコンプライアンス・マニュアルの全文を掲載

し、役職員がいつでも必要なときに閲覧すること

が可能である状態としておくことで良いでしょう。

ただし、注意しなければならないのは、派遣社員、

アルバイト・パートの職員等についても、お客さ

まからは正職員と同様に見えますし、業務を行う

以上はコンプライアンスに関しての理解は不可欠

であり、別途、紙ベースのコンプライアンス・マ

ニュアルを配布するか、部内LANで閲覧できる

共用のパソコンを置く等の方法で一般の役職員と

同様に対応する必要があります。

そして、紙ベースのコンプライアンス・マニュ

アルを配布する場合には、内容の改訂時に改訂し

た部分を忘れずに差し替えることが大切です。差

し替えることを失念し、古い法令に従って業務を

行ってしまったり、古い取扱方法のまま業務を

行ってしまったりすることがあってはコンプライ

アンス・マニュアルを制定した意味がありません。

どのような改訂が行われたかについて注意を払い、

特にコンプライアンス担当者は所属部局の職員に

対してチェックをするなど、フォローをしていか

なければなりません。

さらに、コンプライアンス・マニュアルが、そ

れぞれの役職員に行き渡っている場合でも、その

全部が記載されている共用のものを部局に１冊以

上は備え置き、コンプライアンス責任者が責任を

もって保管した方が良いと思います。そして、そ

の保管場所を、部局店に属する社員全員に周知し

ておき、誰であっても必要なときはいつでも閲覧

できる状態にしておくことが大切です。

このように、コンプライアンス・マニュアルが、

いつでも閲覧できる状態となったならば、各人は、

まず、自分の行っている業務に関する部分だけで

もできるまでよく読みこなすことが必要です。

また、業務において何か疑問点が生じた場合に

は、面倒に思わずに、コンプライアンス・マニュ

アルを活用し、自ら疑問点を解決するといった姿

勢が大切です。それでも疑問点が解決できない場

合には、同僚、上司や部局内のコンプライアンス

責任者に相談することも重要です。この場合、相

談された上司等はすぐに回答するのではなく、そ

れに関する記述がコンプライアンス・マニュアル

のどこにあるかを調べさせ、できるところまでは

自分で調べるよう指導することが必要です。相談

された上司等においても、コンプライアンス・マ

ニュアルのすべてを理解することは、容易ではあ

りませんから、必要に応じてコンプライアンス統

括部署や業務主管部を活用することも良いでしょ

う。

職員ひとりひとりが、以上の点に十分に注意を

して、コンプライアンス・マュアルを最大限に活

用し、絶えず問題の所在を的確に把握し、それを

解決していくといった姿勢を保ち、コンプライア

ンス重視の環境を構築していくことが重要なこと

だと思います。そのためには、以上のように適切

なコンプライアンス研修を実施し、しっかりとし

た教育体制を整備することが必要です。
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はじめに

最近各国で開発が進められている電子政府は、高度サイバーシステムと密接な関係を持つことに

なりこのようなシステムの急激な変化につれて、電子政府構築のコンセプトも変貌を遂げつつある。

電子政府は大別して国家政策志向型と行政効率化型の２つに分かれるが、各国の対応によりその

文化・経済発展によってその間にいくつかの型が作られている。

国家政策指向型の代表はシンガポールである。２００２年のインターネット白書（１）によるとインター

ネット普及率は４８．１％（２００１年１２月末）で、日本の３４．７％を１３％以上凌駕しているばかりでなく、

アジアで普及率一位のオーストラリアと５％しか違わない第四位に位置している。ここでは幹線計

画シンガポール・ワン（SyngaporeOne）を推進し、全国民がICカードを身分証明書の代わりとし

て配布されている。シンガポールの国家情報化戦略は現在民生への配慮で路線を修正してはいるも

のの、政府の国家目的主導であり、アジアのみならず世界の情報および金融センターのハブとして

の地位確立を目指している。

１９８０年に国家コンピューター計画を発表し、翌年国家コンピューター庁を設立すると共に、政府

省庁のコンピュータ配置を他の国と比べ最も早い段階で始めた。８５年のIT化計画と共に省庁間の

専用線を設置、９２年のIT２０００計画の実施に移行した。

その更なる具体化としてICT２１戦略（Information Communication Technology２１）を打ち出して

いる。これは、国家ネット接続計画（Connected Government Project）とE－Citizen Center計画

の２つよりなる。前者はブロードバンドの建設から、データベース設備、政府調達計画、キオスク

端末の設置に至るまで、国家の産業競争力強化のためのIT技術の発展と、経済力の向上を目指す

ものであり、後者は、国民生活向上のためのワン・ストップ・サービス（ホームページを利用して

市民生活を向上するためのインターネットシステム）を主体とする。

行政効率化型の代表は米国や日本であり、国や地方自治体を問わず、住民の福祉・サービスを主

眼として行政の効率化を図るものである。これは国や地方自治体への申請・届出・行政情報の発信

から納税申告・政府調達に至るまで行うものである。

シリーズ

電子政府と新サイバーネットワーク論

麗澤大学国際経済学部教授 浦山 重郎

（１）インターネット白書２００２．Impress社（２００２年７月１２日）

シリーズ「電子政府を支える情報通信基盤技術」（第１０回）
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ここでインターネットデータ・センター（IDC）とこれら電子政府の関係を示すと［図表］のご

とくなる。この図で見るようにIDCに行政がかかわるには、行政効率化から政策指向型へ何段階か

のステップを踏むことになる。

IDCと行政との関わり合いの第一段階は行政事務の合理化など行政機関内部の情報化と政府や自

治体への各種申請・届出・行政情報のオンライン化などであり、第二段階はさらに事業認可などの

電子申請から始まり、政府調達から納税申告、社会保険の給付にまで至るものである。

しかし、IDCを電子政府が利用する最大のメリットは、標準化業務のアウトソーシングと国家目

的支援のための企画業務のアプリケーションの作成である。すなわち、〔図表〕 のホスティング・

レイヤー（２）に至る層まで標準化できる行政情報提供、各種申請届出などをアウトソーシングするこ

とはもちろんであるが、特に企画・立案に関するソフト作成の関係では、ネットワークと連結した

ホスティング・サービスをプラットフォームとしてデータベースの作成・システムのストックと複

合化・高度化、行政システム高度化のための政府間競争を行わせることが必要であり、これはIDC

無しでは達成できないといってよい。換言すると、政府がIDCをASP（Apprication Service

Provider）やSI（System Integration）として使用し、アウトソーシングすることである。ス

ウェーデンでは福祉国家樹立目的のため、IDCを医療保険のデータベースの作成・福祉年金のシス

テム構築から各種福祉サービスの企画提供に至るまで広く使用している。Senior Net Sweden

（高齢者のためのスエーデン・ネット）で高齢者の情報教育からあらゆる情報を検索が自由にでき

るようにし、また、高齢者に限らないが、The Government IT Bill（政府情報システム法）によっ

て国民すべての情報公開や納税システムを導入している。

また、マレーシアでは、長期国家情報化計画（Vision：２０２０）において電子政府プロジェクトに

［図表］ IDCと電子政府の関係

（２）本文参照のこと。サーバーの運用管理からネットワークのコネクションサービスまですべて担当する層。
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参加するIDC事業者にワンストップ・サービス・システム（公共料金支払いに、自動車登録免許の

発行などに至るまでの各種サービス提供の一元化）の構築から電子調達に至るまでシステム作り、

保守、運用すべてに参画を要請している。

いずれも高度IT業務は専門家の協力なくしては実現できぬとの読みがある。

わが国も、できる限りIDCネットワークの共通化・標準化をシステム面から実現することにより、

情報行政の一元化を図ることが望ましい。そのため、本文が若干なりとも参考になれば幸である。
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第１章 「新ワールドコム」の形成とIXの発展

○要旨

サイバー・ネットワーク・アーキテクチャ（電脳網の構成）は序章でみたように大きく３層で構

成されるが、本章の対象となるハブ・システムは第１層の物理層（Physical Layer）に属し、新

ワールドコム社のトラフィック交換拠点（IX）を通じてIP垂直統合網の形成の基礎を成すもので

ある。

電気通信事業の伝統的な国際アライアンスはこれまで世界的に三つが形成されてきた。ワール

ド・パートナーズ、コンサート及びグローバル・ワンである。これらはいずれもフォーブス誌が毎

年発表する世界のトップ多国籍企業３，０００社の通信トラフィックを獲得するなど熾烈な競争を展開

してきたが、９０年代半ばからインターネット利用の激増につれ、これらの伝統的アライアンスはイ

ンターネット通信サービスに応えることができなくなった。ここにIPサービスを主体とする新ワー

ルドコム社が出現した。

９６年８月全米第４位の長距離通信事業者であるワールドコム社はMFS社（全米第１位のCAP事

業者）とすでに傘下に収められていたUUNET（全米１位のプロバイダー）の買収を行った。これ

はこれまでの音声中心の通信事業をデータ中心のサービス事業に切り替える画期的なものであった。

新ワールドコム社のIPトラフィックの交換拠点（ハブ）は米国の東西にMAE（Metropolitan

Area Exchange）という形で存在し、全世界のピラミットの頂点をなす形態を持つ。一時は全米

インターネット・トラフィックの８割がここを通過するまで成長した。

ハブの経済効果は絶大である。第１にデータ・トラフィックがハブに集中することは、そこで高

額な回線使用料や登録料の収入が得られるということであり、第２にハブに価値ある情報が集中す

るためにそこにビジネス・チャンスが集積することとなった。第３にハブを通じてITソフト（情

報技術を利用して生み出すソフト）を創出するデータ・ベースの世界的戦略拠点を確立する点にあ

る。これは後に述べるグローバル化と情報の非対称性を一挙に加速し、低廉な費用で電子メールや

電子コマースの市場拡大の拠点ともなるものである。NIIを提唱した米国のクリントン政権は９４年

インターネットのテイクオフに伴い、その重要性に気づき、NGI（次世代インターネット・プロ

ジェクト）やインターネットⅡ・プロジェクトなどの国家的プロジェクトを次々と計画、実施する

こととなった。
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１ 「新ワールドコム」の創成

―グローバル・アライアンスとサイバー・

ネットワークの形成―

!１ サイバー・アライアンスの形成

待望された単一組織のサイバー・アライアンス

が１９９６年８月２６日、全米第４位の長距離通信会社

ワールドコム、全米第１位のCAP業者１）MFS

（Metropolitan Fiber Systems）の合併により生

まれた。この合併は９６年１２月に完成した。年収５４

億ドル（約６，２００億円）、米国、欧州、アジアに持

つ顧客数５０万という比較的小規模のアライアンス

の形成であったが、年間成長率３０％、国際収入の

伸び率８０％という注目すべき事業体であった。

合併の内容は次の通りである。

!１本社は旧ワールドコム社と同様ジャクソン

（ミシシッピー州）に置き、MFSワールド

コム社は「ワールドコム社」（以下「新ワー

ルドコム社」と呼ぶ）と変更。

!２会長はジェームス・クロウ（James Crow：

旧MFSのCEO）、社長兼CEOにバーナード・

エバース（Bernard Everse：現ワールドコ

ム社CEO）が就任。

!３ワールドコム社によるMFSコミュニケー

ションの買収総額は１４４億ドル（約１兆８，０００

億円）で、買収は株式交換の形で行われ、

MFSの１株に対してワールドコムの株式は

２対１で交換。

!４合併に必要な手続はFCCからの承認、株式

総会の議決、反トラスト法にかかわる司法省

の審査をクリアする必要。

以上の手続を経て両者が合併したわけであるが、

MFSは１９９６年４月に、すでに全米最大のプロバ

イダー（IXP；Internet Service Provider）であ

るUUNETテクノロジーズを１９．４億ドルで買収し

ており（買収は９６年８月に完了）、実質的には

ワールドコム社、MFS社、UUNET３社の合併で

あった。

ワールドコム社は米国ではAT＆Ｔ社（９４年収

入：３７２億ドル）、MCI社（同１１７億ドル）、スプリ

ント社（６８億ドル）に次ぐ第４位の長距離通信会

社で、WilTel社やIDB社などの電話会社の吸収合

併で急成長してきた。

他方、MFSは自社設置のローカル回線と大都

市５２を結ぶ光ファイバー回線を併せ持ち、国際回

線サービスとの連結の上でグローバルFull Net-

workingを提供してきたCAP業者であつた。

両者とも顧客層はフォーチュン誌で毎年発表さ

れる多国籍企業の上位３，０００社前後のビジネス・

ユーザーを対象としている点で共通性を持つと同

時に、国際及び国内長距離通信会社としてのワー

ルドコム社はローカル通信サービスとして力を発

揮しているMFSの足廻り回線を用いることに

よって、グローバルな“戸口から戸口へ”のシー

ムレスなサービスを実現することが可能となった

のである。

しかし、ワールドコム社がこれまでのアライア

ンスと画期的に異なる点は合併の当初からグロー

バルなIP網を目指した点であつた。物理回路（光

ファイバー、衛星、CATVなどPhysical Layerに

属する回線）は他社のもののレンタルで充分であ

るが、論理回線の形成は標準化等技術的観点から

同一組織内で作成することが最も効率的なるが故

である。

［図表１―１］は合併した３社のサービス内容

を示している。これによると新ワールドコム社の

最も強い点は国内、国際の通信であることには変

わりないが、UUNETを傘下に入れることによっ

１）都市間を光ファイバーにより連結して通信伝送サービスを行う業者。最近は加入者回線サービスも行う
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てインターネットの世界的なサービスを提供する

基盤が出来上がったといっていい。

これを通信ネットワークの観点からみると、

CAP業者としてのMFSは米国および欧州のロー

カル通信分野に至るまで、広く光ファイバー網を

敷設しており、その上にインターネット・サービ

ス・プロバイダーであるUUNETを載せるという

形をとっている。

すなわち、MFSのグローバルな光ファイバー

のネットワーク・システムの接続点にUUNETが

直結する形でテレコム・サービスと融合したサイ

バー・サービス（音声とデータ伝送いずれも可能

なネットワーク・サービス）を多国籍企業のみな

らず、一般企業や家庭の情報通信サービスに拡げ

ようとするものである。

「新ワールドコム社」アライアンスの実態を理

解するためにはこのネットワーク・サービスの理

解が欠かせない。

!２ MFSとMAE接続サービス

MFSは１９８０年に設立されたCAP業者である。

CAP業者とは都市間を長距離光ファイバーで結

び、その回線を賃貸することによって事業を営む

回線貸し業者のことをいい、その回線の敷設拡大

の過程で企業などのエンド・ユーザーにも直接光

ファイバーの接続利用を勧奨するに至っている。

MFSは全米の主要都市間のみならず、欧州やア

ジアに至るまでネットワークを張り巡らしており、

そのネットワーク・サービス図は［図１―２］に

示されている。

このネットワークの中心であるMAEはISP

（Internet Service Provider）間のインターネッ

ト、トラフィックを相互に高速で交換するための

LANスイッチの役割を持つIX、すなわち「イン

ターネット相互接続拠点」である。MAEはイー

サーネット・スイッチ２）およびFDDI（Fiber Dis-

tributed Data Interface）３）で構成されており、全

米各地から運ばれるトラフィックのさまざまな接

続タイプ、接続ソフトに柔軟に対応してサービス

を遂行する。

言い換えると、ISPはMAEという相互接続ポイ

ントがあって初めて外へ出ることができ、他の

ISPとの接続も可能となるのである。その役割は

ISP間の効率的な相互接続を実現することにあり、

MAE設備と同じ場所へISP装置を設置して、構内

接続を実現するコロケーション・サービスなどの

提供を行うと共に、イーサーネットによる１０

［図表１―１］ 合併３社のサービス内容

長 距 離
通 信

インター
ネ ッ ト

ローカル
通 信 国際通信

ワールドコム社 ○ ○

MFS ○ ○ ○

UUNET ○ ○

新ワールドコム社 ○ ◎ ○ ◎

［図１―２］ MAEの構成

［註］ !ａ Metropolitan Area Exchange
!ｂ Network Access Point
!ｃ Internet Service Provider
!ｄ Commercial Internet Exchange

［出典］ Worldcom Japan資料（１９９７年１月）

２）１９７５年にゼロックスで開発されたバス型の標準的なLAN。データが１本の同軸ケーブルで転送され、速度は１０Mbps程度。伝
送制御はCSMA／CD方式によっており、コントローラーが故障してもシステムに影響を与えないため信頼性が高く、これまで
一般に広く用いられてきた。

３）高速光ファイバーを用いたLAN用の規格。米国規格協会により決められている。FDDIの仕様では伝送速度はトークン・リン
グ・ネットワーク上で１００Mbpsが得られる。
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MbpsからFDDIスイッチによる１００Mbpsまでの

スケーラブルな接続を実現している。接続サービ

スの内容を整理すると［図表１―３］のようにな

る。

MAEは全米規模のTier―１MAEロケーションの

サービスと、地域規模のTier―２MAEロケーショ

ン・サービスの二つに別れる。

前者にはSPRINT社、MCI社、UUNET社、PSI社、

BBN社などの大手インターネット・プロバイ

ダーが接続されている。これらプロバイダーのた

めにMFSはFDDIスイッチによる大容量・高速接

続のサービスを用意し、その通信接続ポイントと

してMAE EAST（ワ シ ン ト ンDC）と、MAE

WEST（サンフランシスコ）を始めとする７ケ所

のIXを用意している。また地域系及び小規模イ

ンターネット・プロバイダーのためにTierにサー

ビスがある。この接続ポイントはシカゴ、ダラス、

ロサンゼルス、ヒューストン、ニューヨークにあ

り、イーサーネット・スイッチまたはFDDIコン

セントレーターなどによる低速接続サービスが行

われている。

以上のように「新ワールドコム社」創設の意味

はインターネット・プロバイダーであるUUNET

が全米１位のCAP業者であるMSFネットワー

ク・システムと一体の組織になることにより、イ

ンターネット・サービスの全米への拡大普及を図

る点にある。これをグローバル化する手段として

長距離事業者である旧ワールドコム社との融合が

図られたのである。

!３ MFSと旧ワールドコム社

インターネット・サービスの激増はこのように

インターネット・プロバイダーとCAP業者であ

るMFSとの結び付きを深めているが、このバッ

クボーン・ネットワークを運営し、グローバルに

拡大する役割を担うものは前述のように全米第４

位の長距離通信事業者である「ワールドコム社」

である。ワールドコム社はこれまで国内通信のみ

ならず、国際通信の拡大に意欲的に取り組んでき

た。現在世界１５０カ国２４０の事業者と通信運用契約

を結んでおり、発信ベースのトラフィック量は世

界第４位である。光ファイバー通信に加え、テ

レックス、衛星通信（トランスポンダー３８、地上

局１６０）を用いて音声、データ、画像を単一の

アーキテクチャーで行うマルチメディア伝送を実

現している。帯域は１５６Mbpsで、フレームリ

レー、ATM交換サービスなど最新の技術革新の

成果を積極的に導入している。

２ IXの展開

!１ IX：HUB（ハブ）の魅力

MSF社のMAEにみられるインターネットの相

互接続ポイントは、近年急激に拡大しているイン

ターネット・プロバイダーの増加と共にその数を

［図表１―３］ MAEの接続サービス

ISPと交換接続 集中または分担接続 その他

接 続 速 度
コロケーショ

ン・サービス

ブリッジ／
cpe

コロケーショ

ン・サービス

ブリッジ／
cpe

MAE

ロサンゼルス

イーサーネット １０Mbps ○ ○ × × ○

FDDI ４５Mbps × ○ ○ ○ ×

FDDI １００Mbps ○ ○ × × ○

HSSI ４５Mbps ○ ○ ×

［出典］ 郵政省「インターネットに関する研究会」、ワールドコム社資料（１９９８年７月）
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増し、商用IX業者が先進各国で出現するに至っ

た。

情報通信ネットワークのハブになることは極め

て魅力的であり、この経済効果は絶大である。

まず第１に、トラフィックが集中するというこ

とはそこで高額な通信料（回線使用料）が得られ

る。

第２に、ハブは世界から価値ある情報が集中す

るため、そこに付加価値をつけて新しいビジネス

チャンスが得られるということになる。例えば、

ある企業の商取引や資金決済の情報を入手すれば

その企業に対して魅力あるサービスを提供出きる

機会も増す。米国がインターネットのトラフィッ

クを米国経由で伝送するようネットワークを構築

したり、クリントン政権がGIIを提唱した理由も

ここにある。

このような事情から米国ではインターネット・

プロバイダーのみならず、電話会社、CATV業者

からIBMなどのメーカーに至るまでハブ獲得の競

争が激化している。

ハブを成立させるためには、ハブ拠点に設置す

るコンピュータ機能の高度化と、ハブを繋ぐ光

ファイバー回線の広帯域化が不可欠である。例え

ば、主要プロバイダーのバックボーン・ネット

ワークは最近最低でも４５Mbpsの帯域幅を持つよ

うになり、主要都市間では１６０Mbps（OC―３）か

ら６２２Mbps（OC―１２）の採用をスタートさせてき

た。

!２ IXの形式

このハブの経済的意味を理解するためには、改

めて再度インターネットの性格を振り返ってみる

必要がある。

インターネットは電話網との対比で考察すると、

その性格の特長がより明らかとなる。ベル以来

１００年かけて発展してきた電話網は基本的にツ

リー型で、集中管理という性質を有している。こ

れに対して、１９７１年のARPANETに起源を持つ

インターネットは、全体を管理する管理者は存在

しない。各々が構築したネットワークをルータと

公衆回線・専用回線で結びつけるための最小限の

規定を定めるだけに留まっている。そして、伝送

されるデータは誰かがその経路を決定するのでは

なく、あるルータが回線の混雑度をみながら隣の

ルータに対して投げつけるということの繰り返し

で目的のルータに届くということになる。電話の

ように確実に相手に届くのと違って、Ｅ―メール

が時折届かなかったり、元に戻ってきたりするの

はインターネットがこのような形で構築されてい

ることに由来する。

インターネットのこの優れた性質は逆に大きな

欠点と裏腹のものである。すなわち、強みとして

はユーザーが管理者に縛られることなく、自分自

身にとって魅力あるサービスやアプリケーション

を開発出きるということであり、WWWはその典

型である。ユーザー主導で発展出きるのであり、

これがインターネットの爆発的成長の理由なので

ある。それに加えて、インターネットは利用価格

が安い。すなわち、NSF（全米科学財団）が専用

回線を借り上げ、それをインターネットの利用者

に対して無料で提供したからである。

インターネットのこの強みは強調して余りある

ものがある。しかし、強みは弱点にもつながる。

全体を管理するものが居ないということはセキュ

リティが保証されないことになる。中でも最大の

弱点はルータからルータまでの間は公衆回線や専

用回線を利用するものであるから、この回線容量

に規定されて伝送速度が遅くなる。

このような強みと弱点の両面を抱えつつ、イン

ターネットが今後のネットワーク化を主導するこ

とは疑いない。そして、その進化の方向を占う上

でのキーワードは分散と集中である。

ネットワークの分散化と集中化は同時並行的に
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進行する。セキュリティやネットワークの保守・

管理などがユーザーの端末ないしはそれに近い部

分で管理出きる技術が開発されれば、分散化の方

向に進むであろう。そのような技術がネットワー

ク上のある点で集中的に処理される以外にないと

すれば、集中化の傾向が強まる。

分散化と集中化を決定する要因は幾つかある。

その第１は、専用回線を敷設するための容量と

コストの問題である。

第２はハブのヒエラルキー階層化の問題である。

第３は商用インターネットにおける管理ポイン

トの問題である。

第１の点については、インターネットはトラ

フィックの激増につれて回線容量も幾何級数的に

増大しているが、これはインターネットの集中管

理を促す要因となる。通常回線容量を拡大する方

法として大手インターネット・プロバイダーやメ

ガキャリアの回線をメッシュ型に結合する方法が

考えられるが、これは高コストをもたらす。イン

ターネット拡大最大の要因の一つは低コストであ

り、トラフィック激増の結果、複雑化したネット

ワークはハブを通じてそれを実現する。

!３ IX（ハブ）の階層化と戦略上の意味

第２に、ハブの階層化（ヒエラルキー化）に伴

う管理の集中化と分散化の問題がある。そもそも、

インターネットの増大によってトラフィックが混

雑と、品質の悪化の道を辿るのを防止するのがハ

ブ設置の基本的な理由である。これは、ネット

ワーク上に集中的にトラフィックを処理するルー

タを置くことによって対処しようとするものであ

る。このような形でインターネットの集中管理的

な要素が強まる。

インターネットの管理はこれまでISPを中心に

行われてきたが、世界的な画像、およびデータ伝

送激増の要請に応え、AT＆Ｔ社、コンサート、

グローバル・ワンなどの世界の主要な通信メガ

キャリアやアライアンスが最近一斉にインター

ネット・ハブの設置と強化に乗り出した。すなわ

ち、これらメガキャリアやアライアンスが一次イ

ンターネット・サービス・プロバイダーとなって

他のISPと連携する。そして、一次プロバイダー

の顧客である中小のISPは二次、三次のプロバイ

ダーとなってヒエラルキー階層を構成する。一次

プロバイダーは「ドメイン」として二次以下のプ

ロバイダーの有する「エリア」（「管理グループ」

の呼称）を連鎖的に管理する階層を作り上げるの

である４）。

このことはプロバイダー側にとってはルーティ

ングが単純になるというメリットがある一方、エ

ンド・ユーザーにとっても途中を経由するルータ

の数が少なくなり、長距離ルートは国内・国際を

問わずバックボーン経由となることから、スルー

プットやレスポンスタイムが格段に向上する。換

言すれば、ハブを中心としたヒエラルキー型の高

速ネットワークはインターネット・アーキテク

チャー（インターネットの網構成）の物理層

（フィジカル・レイヤー）に特化して、インター

ネットのデータ情報から画像情報に至るまで高速

の度合いを強めつつ、グローバル・プラット

フォームの役割を果たすのであり、ハブはその重

要な世界的戦略の拠点としての意味を持つのであ

る。

以上の問題と関連して、第３に将来のインター

ネットが商用に利用され、課金や電子マネーが流

通する時の管理ポイントの問題が生じる。これは

情報の流通に必要な課金システムやセキュリティ

などを端末に近い箇所で処理出きるか、あるいは

４）宮沢孝記「インターネット・ワーキング技術：LAN間接続」ソフトリサーチセンター社、pp.１１１～１２０
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現在の電話システムのようにネットワーク上のあ

るポイントで集中して管理するかの問題であり、

ルータのヒエラルキー階層の形成は、課金等を含

むインターネット管理の問題の解決に大きく寄与

することとなる。
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第２章 IP網の自立化と発展

○要旨

この章では、前章を踏まえて、本来水平（Horizontal）で拡張性、柔軟性に富むIP網が、ARS

（Autonomous Routing System：自立ルーティング・システム）の形成を契機にピラミッド型の

垂直に統合化されたネットワーク・システムに変換するプロセスの形成過程を分析している。ハブ

（IX）を中心にこのヒエラルキー構造がグローバルに形成されると、世界的に米国を頂点とする

ISPのヒエラルキー構造が完成する。後述のように電子コマースの発展と相俟ってIDCがIXに替り、

IP網に始めて管理コントロール機能が芽生えてくる。IPハブの淵源はNSFNet（National Science

Foundation Network：連邦科学技術財団ネットワーク）の創設にある。コンピューターネット

ワークの国防上の重要性を知った米国連邦政府は、１９８６年通信回線に全米で５箇所のスーパー・コ

ンピュータセンターを設置した。ネットワークサービス発足の当初は、地域の学術コミュニティー

センター（例：スタンフォード大学をセンターとしたシリコンバレー・ネットワーク）を支援する

というAUP（Acceptable Use Policy：使用約款）を定めることから始まった。これらネットワー

クが商業的にも採算が取れるビジネスである、ということが知られるに連れ、CIXが各地に発生す

ることとなった。ワールドコム社のMAEも広くはその一つとして考えられる。この例で見るよう

にハブ（IX）の在り方は情報ネットワークの在り方そのものを規定する存在となった。

１９９３年の終わりに商用プロバイダーと連邦大規模プロバイダーが相互に接続され、激増するトラ

フィックに対処するためNAP（National Access Point）が設置された。そしてその上位層にNAP

同士をつなぐFIXやMAEなどのハブが生まれ、これらを頂点としてピラミッド階層が作られるよ

うになった。このため全米のインターネット・トラフィックが効率的かつ安価に伝送されることと

なり、これがEC（電子コマース）の飛躍的発展をもたらすこととなる。

ハブはその後自動化し、ハブ間のトラフィック伝送もその大半が瞬時かつ自動的に伝送されるこ

ととなった。これを自立ルーティングシステムすなわちARS（Autonomous Routing System）と

呼ぶ。これによってプロバイダーの内部伝送のみならず、プロバイダー間の伝送が飛躍的に効率化

し、大容量のトラフィックをリアルタイムに運ぶことからアライアンスの形成に大きくARSが寄

与することとなった。
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〔NAPでのルーティングの運用・管理〕�

〔大学や地域NWは商用ISP経由で接続〕�

１ NAP（National Access Point）を中心とし

たネットワーク・アーキテクチャーの形成

!１ NSFNET（National Science Foundation

Network）の時代

この１０年の間、IXは急激に変化を遂げつつ成

長してきた。周知のように１９８６年、５ケ所のスー

パー・コンピュータ・センターを相互で接続する

システムとして発足したNSFNETがIXシステム

の最初の形態であった。これは当初学術研究コ

ミュニティのインターネットを介した活動を支援

するというAUP（Acceptable Use Policy）のも

とで地域の大学を中心に構築・運用されてきたも

のである。商用インターネット・サービスが開始

されると、学術コミュニティと商用ISPのユー

ザー間の通信を確保するようになった。

すなわち、１９９２年からCIX（Commercial Inter-

net Exchange）が１９９３年からMAE―East（Wash-

ington DCに所在）が運用を開始し、NSFNETを

ヒエラルキーの頂点とする階層構造が形成される

こととなった。

１９９３年の終わりにNSFNETは地域ネットや商

用プロバイダーの発展に伴い、商用プロバイダー

と大規模ISPを相互接続するという方針に転換し

た。そして新しく全米数カ所にデータ・リンク層

（OSIの第２層）で相互接続を行うNAPを設置し、

NAP間 を 大 規 模ISPす な わ ちNSP（Network

Service Provider）で接続することとなった。こ

［図表２―１］ NSFNETをバックボーンとしたインターネット

［出典］ 経営情報学会「情報技術と国際企業研究部会」（平成１０年６月２３日）資料、p.５

［図表２―２］１９９３年以降の新ネットワーク・アーキテクチャー

［出典］ NTTマルチメディアネットワーク研究所「IXPを中心としたインターネットの動向」１９９７年、p.６
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ＮＡＰ：Network Access Point�
ＭＡＥ：Metropolitan Area Exchange�
ＦＩＸ：Federal Internet Exchange 

ＯＳＰ：Online Service Provider�
ＩＳＰ： Internet Service Provider�
ＮＳＰ： National Service Provider 

MAE その他 IX�
�

プライベート�
ピアリング�

れに伴い、１９９５年NSFNETは運用を停止し、そ

の巨大な歴史的役割を閉じることとなる（［図表

２―２］参照）。

!２ IXシステムの高度化

その後商用ISPの拡大とメガキャリアのＭ＆Ａ

による国際アライアンスの拡大によって、IXの

接続構成とルーティングが複雑化・高度化をたど

り、幾つかのグループに分かれることとなった。

その第一は“ISPのISP”といわれるナショナ

ル・バックボーン・プロバイダーである。これは

全米の相互接続点（NAP、MAE、FIX５）等）間の

バックボーン（幹線回路）を提供するグループで

メガキャリアがこれにあたり、MCI社、スプリン

ト社、UUNET社などがある。

第二はエンド・ユーザーに対し、インターネッ

トへの接続サービスを提供するプロバイダー、す

なわちISPであり、第三はMSN（Microsoft Net-

work）、AOL（American Online）など、パソコ

ン通信から発展したプロバイダーのグループであ

る。その網構成を［図表２―３］に示す。

もともと欧米のインターネット構造は

NSFNETなどにみるようにバックボーンの発展

が先行し、複数のバックボーンが効率的に相互接

続する仕組みとなっており、この接続をつかさど

る接続点（IX：HUB）が各都市に置かれる形で

発展した。後に詳述するが、我が国のインター

ネット構造を米国のインターネット構造と比較す

ると両者の発展の差が明瞭である。

日本のIXPはインターネットの普及期にWIDE

の実験プロジェクトにより、NSPIXPという相互

接続点が東京に設けられ、その後大阪NSPIXP，

JPIX（Japan Internet Exchange）、MEX（Me-

dia Exchange）等の商用IXが創設されるに及ん

で、複数化、分散化が行われたが、全体の構成は

「イクスチェンジ・ポイント依存型」である

（［図表２―４］!Ａ参照）。

これに対して欧米のインターネット構造は［図

５）Federal Internet Exchange

［図表２―３］ インターネット構造の高度化

［出典］ NTTマルチメディアネットワーク研究所「IXPを中心としたインターネットの動向」１９９７年、p.６
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表２―４］!Ｂでみるように、まずNSFNET等の

バックボーンが先行して複数かつ併行的に形成さ

れ、バックボーンを効率的に相互接続する仕組み

として、複数の相互接続点が主要都市に設置され

るという「バックボーン依存型」である。

これを世界的にみると、後者のバックボーン依

存型がこれまで大西洋をまたがり、欧米を中心に

国際間に拡がってきたが、ここ数年のインター

ネット・トラフィックの激増により、一挙にアジ

ア、オセアニア、中東へ拡大するけはいをみせて

いる。

２ インターネット網の自立化と発展

!１ ARS（Autonomous Routing System）の発

生と発展

そもそもインターネットの初期では全てのノー

ド（現在のIX）が他のネットワークの経路情報

を理解し、ルータ全部がルート情報の交換を行っ

ていた。

１９９３年、米国での商業プロバイダー・サービス

が開始されるのに伴い、ルータ数、ホスト数が激

増し、これまで音声情報で占められていた回線は

データやルート情報にとって替わることとなった。

例えば１９９６年１２月に日米間のKDDの通信回線は

音声情報とデータ情報が逆転している。

現在、インターネット・ルーティングは次第に

自立ルーティング・システム（ARSまたはAS）

へ変貌を遂げつつある。ARSは数的、規模的に

明確な基準を持って定められたシステムではなく、

組織単位、会社単位、プロバイダー単位等で同じ

ルーティング・ポリシーで管理されるネットワー

クである。［図表２―５］はARS導入前後のルー

ティング・システムを示したものである。

自立ルーティング・システム（ARS）が導入

されるとインターネット・ルーティングはARS

間のルーティングとARS内部のルーティングの

二重構造が形成される。ARS間の情報の伝達で

とくに重要なのは外部とのルーティングを行う

ルータの働き、すなわち、ボーダ・ルータの働き

である。

この事情は［図表２―６］に示されている。こ

こでARS間のルーティングを行うルータをボー

ダ・ルータと呼んでいる。ボーダ・ルータはEGP

（External Gateway Protocol）及びIGP（Inter-

nal Gateway Protocol）により得られた経路情報

から経路表を作成する。したがって、自ARS内

のルートの変化はIGPによりボーダ・ルータの経

路表に反映され、EGPによって他のARSに伝播

する。ボーダ・ルータが２つ以上あるARSでは

同じARS内のルータの間でARS間の経路を交換

し、異なるボーダ・ルータを通る経路が存在する

場合、メトリック最小となる経路をIGPに反映さ

［図表２―４］ 日・米両国のネットワーク構造の対比

［出典］ 経営情報学会「情報技術と国際企業研究部会」（平成１０年６月２３日）資料、p.１５
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せることが出きるのである。

最近プライベート・ピアリングがメガキャリア

間またはメガキャリアとISP間で増加しているこ

とを指摘したが、ピア間ではTCPで経路の差分

情報のみの交換ができ、これによって管理費用が

軽減されるのみならず、高度で高速のデータ伝送

が行われる端緒を開くこととなった。

!２ ルーティング・アービター（RA＝Routing

Arbiter）の役割

NSFネットワークから発展したプロジェクトに

ルーティング・アービタ・プロジェクトがある。

これはすべてのISP間でメッシュ型にピアを張る

ことを避け、プロバイダー（ISP）がルート・

サーバー（RS）を張ることによって、情報伝送

における経済的効率性を維持しようとするもので

ある。すなわち、RAの目的は様々なネットワー

ク・サービス・プロバイダーを、ルーティング管

理上公平に処理することに責任を持っている。す

なわち、ARSとBGPのような標準ドメイン間

ルーティング・プロトコルを使用して、経路情報

を交換したり、更新すると同時に、ルーティン

グ・ポリシーやネットワーク・トポロジーのデー

タ・ベースを構築し、保守する役割を持っている。

ARSとBGPのような標準ドメイン間ルーティン

グ・プロトコルを使用して、経路情報を交換した

り、更新すると同時にルーティング・ポリシーや

ネットワーク・トポロジーのデータ・ベースを構

築し、保守する役割を持つものである。

次に経路情報データ・ベースであるが、これは

Routing Arbiter Data Base（RADB）ともいう。

RADBは接続性、サービス・タイプ、ポリシー情

［図表２―５］ ARS導入前後のルーティング・システムの変化

［注］ r：ルータ
R：RS間のゲート・ルータ

EGP：External Gateway Protocol
IGP：Internal Gateway Protocol

［出典］ 経営情報学会「情報技術と国際企業研究部会」（平成１０年６月２３日）資料、p.２

［図表２―６］ インターネットのルーティング構

造

［出典］ FITS研究会資料「IXを中心としたインターネッ
ト最近の動向」、１９９７年１０月２３日、p.１０
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報などを蓄積した経路情報のデータ・ベースであ

る。これはNSFNETがバックボーンを設定する

ために用いられてきたPRDB（Policy Routing

Data Base）と重なる形で発展してきたが、グ

ローバルなルーティング・ポリシー記録する

RIPE―１８１のシンタックスをRADBが用いること

になって、PRDBは廃止されることとなった。

［図表２―７］はルーティング・アービターの

情報の経路を図解したものである。ここではISP１

～ISP３までの間のトラフィックがRS（Route

Server）により、コントロールされている状態

を示す。ルート・サーバーはISP間の経路、ルー

ティング・ポリシーなど、すべての情報のデー

タ・ベースを保持し、情報の流れをコントロール

するものである。

!３ インターネット網（主にバックボーン）の論

理構造とその発展

先に日本のインターネット網構造はイクスチェ

ンジ・ポイント依存型で、欧米はバックボーン依

存型であり、これがグループに拡大していること

を説明した。後者の拡大の形としては国の設立し

たNAPや、MAE、NIXなどのIXが一次プロバイ

ダーとなり、MCI社、Sprint社、UUNET社など

NSP、及び大小のISPを二次、三次のプロバイ

ダーとしてシステム全体をヒエラルキー型で展開

している。この形の他に最近急激にプライベー

ト・ピアリングがNSP、ISP間で普及を始め、IX

（ハブ）もこれに沿って高度化を遂げてきた。メ

ガ・キャリアであれNSP、ISPであれ、自己の

ARSの拡大は自社の論理回路をそのまま顧客に

提供出きることを意味する。逆にいうと自ARS

を他ARSとBGPでつなぐ場合、自ARSが強力で

あればあるほどIP回路のポリシーを他のARSへ

適用し易くなる。すなわち、自ARSのポリシー

を他のARSへ適用することによって広帯域を確

保すると共に、自ARSに経済上およびセキュリ

ティ上、最も有利な特定の商用ネットにルーティ

ングを確保すると共に、他のARSの不当な利用

や中継を拒否するのである。

これらネットワークの発展の基礎となるのは、

インターネットの根幹をなす論理構造のグローバ

ルな発展である。［図表２―８］はこの論理構造

の発展を図示したものである。

［図表２―８］左図!Ａは初期のインターネット

の論理構造を示している。大文字のＲはエッジ・

ルータであるが、このエッジ・ルータ間はFR

（フレーム・リレー）やATM（非同期転送モー

ド）などでデータ・リンクを設定し、全部のエッ

ジ・ルータが論理的にメッシュ接続６）されている。

情報を伝送する目標となるホストが、どの方向の

経路にあるか、ルータ間で経路情報を交換し、自

立分散処理を実行するのである。

OSPF（Open Shortest Path First）では、リ

［図表２―７］ ISP間トラフィック・フローとRS

（ルーティング・サービス）

［出典］ バッサム・ハラビ著、日本シスコシステムズ監修
松島等訳「インターネットルーティングアーキテ
クチャー」（プレンティスホール社）p.１３

６）ルータすべてが対で、回線に直結されていること
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処理�
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処理�

ルータ�

リンク�

ユーザデータ�

経路情報�

転送�
処理�

転送�
処理�

ルータ�

ンクステートの変更をエリアの内部にあるすべて

のルータに伝えるため、受けとった情報が自己の

情報より新しい場合には他のルータに配送するが、

ルータの数の増大につれて、同一の経路情報が

ネットワークの内部に溢れるという欠陥を持つこ

ととなる。

この欠点を是正するため、図の!Ｂにみるように

中継ルータを設置し、中継ルータとエッジ・ルー

タをスター接続し、高度なスケーラビリティを保

持する工夫がなされた。この場合、中継ルータに

は高い経路情報交換処理とパケット転送処理能力

が要求されることとなる

しかし、この場合は中継ルータというマルチ・

ホップの接続となるため、情報データの遅延が生

ずるという新たな問題を生むに至っている。

これをアドレス取得の面からみると、ノード配

置が階層化されても、アドレスが階層化されない

という問題が生ずる。［図表２―９］はARS（自

律網）の中にRT（Routing Table）が２階層と

なっている形を示す。RTに四つのアドレス（＃

A１、A２、＃B１、B２）が存在するが、インター

ネットはこの四つがエリアに拘わりなく散らばっ

ていることとなる。すなわち、電話網であるとエ

リア（地域）と、インターネットのアドレスに相

当する電話番号の付与（ナンバリングと呼称）が

一致しているところからAREA１では、例えば０４２、

０４３（関東地域）、AREA２では０７１、０７２、（中国地

域）と割り振ることが出きるが、インターネット

ではユーザー持ち込みのアドレスのため、IPアド

レス・ブロックの取得は細切れとなり、計画的な

［図表２―８］ インターネット・バックボーン構造の変化

［出典］ FITS研究会資料「IXを中心としたインターネットの最近の動向」：１９９７年１０月２３日、p.２

［図表２―９］ アドレス取得の対比（電話番号とIPアドレス）

［出典］ FITS研究会資料「IXを中心としたインターネットの最近の動向」：１９９７年１０月２３日、p.３
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アドレシングは電話網と比較すると困難となる。

［図表２―９］でいうとエリアには関係なく、

RT２のテーブルは＃A１、＃B１のアドレスが、RT３

のテーブルでは＃A２、＃B２のアドレスが散布す

る形をとる。このような電話網と全く異なった

“位置づけ”の問題を解決し、情報の伝達を円滑

にする方法の一つとしては第一に、通常のIPルー

タ網の構成を持つインターネット・アーキテク

チャーを採用し、ハード処理などによってルータ

の処理能力を高める方法と、他の一つは転送能力

を向上させるため、ATM技術を活用した新しい

インターネット・アーキテクチャーを採用する方

法がある。いずれも転送制御系の転送能力の向上

を図るか、経路情報の削減を行うかが焦点となる。

転送制御の処理能力を高める方法としては、第

１にルーティング・テーブル検索のハード化を行

うことによってソフト処理の１００倍の高速化が図

られる他、ルーティング機能をインターフェース

（メディア・カード）へ分散化し、各メディア・

カードに全ルート情報を保持する方法が考えられ

る。

第２は、インターフェースとルーティング処理

（フォーワディング：エンジン）を分離し、複数

のフォーワディング・エンジンによる並列検索を

行う。これはいずれもインターネットによる情報

の増大を最小限度に抑え、各種サービスを豊富に

提供するのにエッジ・ルータを最大限に活用しよ

うとするものである。

第３に、IPアドレスとポート番号の組をフロー

と定義し、経路情報やアクセス・リスト等のパ

ケット処理内容をキャッシュ化し、２回目以降の

パケット処理はキャッシュの情報を参照して実行

する等の方法が考えられる。

ATM技術を利用した新しいインターネット・

アーキテクチャーを採用して転送能力を向上させ

るカット・スルー型アーキテクチャーの適用は

［図表２―１０］にみるように、ボトルネックとな

るIP処理をカット・スルー方法が考えられる。こ

れは［Ａ］と［Ｂ］の２方法がある。

［図表２―１０］の［Ａ］はネットワーク内のIP

ノードをカット・スルーする方法でノードの中の

IP処理をバイパスする点にその特色がある。

［図表２―１０］ IP処理のカット・スルー処理

［出典］ FITS研究会資料「インターネット・バックボーンの高速化技術動向」（１９９８年１月１０日）p.１２
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一方、［図表２―１０］の［Ｂ］はノードの中の

IP処理のプロセスそのものをカット・スルーする

方法でIP処理のバイパスがここでも行われること

となる。

このようなインターネットの論理構造の発展を

みると、インターネット・アーキテクチャーで求

められているものがIXを通じて接続出きるISPの

数を大きくするスケーラビリティ（拡張性）、

バックアップ体制を通じて信頼性を確保し、万が

一トラブルが発生した場合に迅速に対応出きるリ

ライアビリティ（信用度）、データ不正入手、改

ざん等を防ぐセイフティ（安全性）の確保、誤っ

た経路情報やパケットの発見を行うインスペク

ティブ機能の充実などにあり、これらを通じてパ

スのダイナミックな切り替えが可能なルーティン

グ方式の確立や複数のノードに関係するISP間の

情報の円滑な流れを確保するための柔軟なネット

ワーク構成の確立にあることが理解されるのであ

る。

いずれにしてもこのようなノード（連結点）に

おける様々な工夫によってIP情報の迅速な処理が

グローバルに行われることが可能になったが、こ

のIPネットワーク構造はIDC（Internet Data

Center）の出現によって大きく変質を迫られる

事となった。
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第３章 ブロードバンドとIDC（Internet Data Center）

○要旨

IDC事業の発生はもともと企業や官庁のサーバ及びネットワーク・ターミナルを預かり、その管

理を請け負うことによって始まった。これはサーバの運営を顧客会社がIDCに委託する場合、自分

で投資、運営するよりコストは嵩むが、投資の削減は容易になるからである。ここに投資とコスト

のトレードオフの関係が成立する。堅牢な建物の中にセキュリティ環境の整った施設を作り、高度

なIT技術者が専門的にインターネットのサーバー管理やIXを通じてのConnection Serviceを行うと

いうIDC業者の出現は、情報システムを必要としながらITのマネージメントに不慣れな顧客事業者

にとって朗報であった。それのみならず、IDCがアクセスラインのブロードバンドによって大きな

発展をもたらす契機を提供したと言って良い。

すなわち、高度IDCの中核は、ASP（Application Service Provider）サービスであり、ブロード

バンドと連結して今後の我が国における産業アプリケーションを創生する中核となるものである。

ASPはインターネット上データベースを活用してIT環境の各要素を様々に組み合わせ「サービ

ス」として提供する事業である。施設を持たざる起業者はPCや携帯端末などのネットワーク端末、

Explorerなどブラウザのユーザー・インターフェイスなどを持てばASPという仮想事業（Virtual

Enterprise）を開始することが出来るが、この際ASPはそのネットワークのアクセス機能によって

ブロードバンドに接続し、システム管理業務（MRO：Maintenance Repair and Operation Serv-

ice）から統合業務パッケージ（ERP；Enterprise Resource Planning）７）に至るまで各種の高度IDC

分野のアプリケーション事業を行うことが出来るのである。

ASPを有するIDCを使用することはユーザーからみると技術革新で、設備が陳腐化するリスクを

ヘッジすることとなる８）。すなわち、IDC事業者はASP事業に伴う様々なサービスを売る代わりに、

当然の事ながらリスクを負うこととなる。このリスク・プレミアムが儲けとなるのである。これは、

「規模の経済」の働きを拡大し、大規模ネットワークとの統合を可能とする。この傾向を促進する

キーワードは、「ブロードバンド」である。

NTTコミュニケーションズ社も、KDDI社も、それぞれ事業内容は異なるが、グローバルなIP

バックボーン・ネットワーク、アクセス・ブロードバンド・ネットワーク及びIDCとの連結により、

規模の経済性を高めつつIP事業革新の方向を必然的に辿っていくのである。

７）経営資源を有効に使用するという視点で、企業のコア・コンピテンスを中心に要素資源を統合的に管理運用するシステム
８）池田信夫、「インターネットによる情報通信産業の垂直非統合」、奥野・池田「情報化と経済システムの転換」（東洋経済新報

社２００１．９．２５）
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１ IDCについて

!１ IDCの出現

IDCとは、企業や公共団体、官庁などのサー

バー及びネットワーク端末機器を預かり、保守・

運用を請け負う拠点のことをいう。IDCの概念は、

その後、IT技術の発展と共に拡がり、IP高速

ネットワークの提供や、ASP（Application Serv-

ice Provider）など、ソフトサービスをも行う総

合的なHUBへと転換していった。

IDCは、初 め はCollocation Serviceと し て 始

まった。ここでCollocation Serviceとは、IDC事

業者の施設に顧客がサーバーなどの機器を預け、

これらの機器の運用によって収益を上げるサービ

スをいう。この場合、IDC事業者は空調やセキュ

リティの整った建物を用意し、そこに光ファイ

バーなどの施設を整え、総合的なインターネッ

ト・サービス等を行おうとするものである。

これを、第１段階とすると、IDC発展の第２段

階は、決済機能つきECサーバ（Electronic Com-

merce Server）の管理に始まり、顧客の要望に

応じて、バックエンドの統合やレガシー・システ

ムとの連携といった高度なサービスを提供するシ

ステムを指すようになる。

そして第３段階に入ると、ASP（Application

Service Provider）やSCM（Supply Chain Man-

agement）にも対応できる高度な施設と機能を

持ったネットワークのハブ・センター（Hub

Center）となる。すなわち、Collocationを基本と

するサービスから、高度な情報ネットワーク・ハ

ブの性格をもったビジネス拠点に変貌を遂げるの

である。

さらに、第４段階では、個々のIDCが専門化し、

その特化したサービス（物流サービス、決済サー

ビス、電子認証サービスなど）の要素を必要に応

じて結合し、その交錯するメッシュ型のネット

ワークを構成するサービス・システムとなる９）。

この背景には、インターネットの世界が、従来

のBest Effort型サービスではなく、企業ビジネス

のプラットホームとしての高品質のサービスに成

長したことが挙げられる。これを実現するために

は、単に多くの強力なコンピューターをネット

ワーク接続し、機能分散すればよいという訳では

なく、IDCはこれまでにみられない高度かつ厳格

なSecurity（安全性）のほかScalability、そして

ネットワークシステムとしてのFlexibilityが求め

られることとなったのである。

このようにIDCは、これまでテレコム・キャリ

アが展開してきたIXを核とする高速バックボー

ン・システム網とは全く異なる新しい電子コマー

ス対応のHub・Networkの出現と考えられる。

!２ IDCの情報産業における位置づけ

電話事業が音声を運ぶ業務からデータ伝送業務

へ変化するにつれ、低収益事業となるにはそう時

間はかからなかった。テレコム事業は高付加価値

のインターネット・アプリケーション分野へ事業

を移行せざるを得なくなった。即ち、コンピュー

９）このように、IDC事業はもともとユーザーへファシリティを賃貸することから始まったが、ファシリティーサービスを行うた
めの基礎条件としては、耐震設計が行われていること、自家発電機やUPSなどが設置されていること、電気設備・火災及び電
源設備・空調設備・漏水などを監視する設備があるという条件だけでなく、センターの運用が２４時間、３６５日行われること、
TVモニター、CAS、センサーなどの物理的セキュリティが完全であることが要求された。さらに、法定点検などのため技術
者が常駐していることや大容量のインターネット接続が行われるための設備が配置されていることなども要件とされる。すな
わち、集中・変動するインターネットアクセスへの効率的な対応が可能であり、さらに、システム構築の迅速性や環境の変化
に対する対応の柔軟性をもつこと、外部からの様々な攻撃に対して厳重なセキュリティ・システムが確立していることが基本
要件とされ今日に至っている。
加うるに、イントラネットなど、社内IT基盤との統合やクリティカルなビジネスを担う基幹業務・インフラとしての高度な

システム管理が行われなければならない。
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レーション（IDC）�

ネットワーク・マネー�
ジメント（IDC）�国際通信�

国内長距離通信�
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専用線データサービス�

インターネット・アクセス（IDC）�

アクセスサービス�
（IDC）�

�

付加価値サービス�

タ事業者からアプリケーション技術を吸収し、高

速バックボーン・ネットワークと直結して新しい

付加価値事業を模索することとなるのである。

［図表３―１］はネットワーク事業が高付加価

値に移行するのにどのようなアプリケーションが

最も利益を生むかを示したものである。グラフは

!Ａ!Ｂ!Ｃ!Ｄの４領域に区分し、情報通信事業の高付

加価値化と利益性との関連を示したものである。

!Ａの分野は、伝統的な地域電話通信、ローカル通

信の他に９５年からテイク・オフしたインターネッ

トアクセス事業が入る。ここで地域電話通信の方

が長距離通信より利益率が高いのは、電話事業の

場合地域通信は独占に近いところが多いからであ

る。!Ｂの領域は、高収益、低付加価値の領域で国

際通信サービスやコールマネジメント事業が含ま

れる。

!Ｃの高付加価値、低収益の分野は通信そのもの

では見当たらず回線の保守業務が僅かに属するの

みである。!Ｄの高付加価値、高収益領域は最近の

新しい通信事業およびコンピュータシステム事業

またはそれの関連業務が入る。最も代表的なのが

システム・インテグレイションサービスであり、

それにネットワーク・マネジメントサービスや

Dedicated Data Service（IDCの中にサーバーを

置き、顧客に専用にそれを使用させるサービス）

が入る。その他に、無線サービスが登場している。

このフィールド!Ｄに属するシステムサービスが

IDC（Internet Data Center）の主流となるサー

ビスである。

IDCの必要性を示すものとしてJP Morgan社の

米国におけるインターネット・マーケットサイズ

の資料［図表３―２］がある。この図によるとア

クセスサービスは現在７６億ドルであるが、２００５年

には２３１億ドルに成長すると予測されている。ホ

スティングサービスは１９億ドルから１９９億ドルへ、

付加価値サービス事業は８億ドルから１６３億ドル

にそれぞれ成長すると考えられる。このホスティ

ングサービスおよび付加価値サービス事業分野は

［図表３―１］ 米国における高収益ITシステム事業

［出典］ Sadao Maki“Global Telecom Industry Trends and Impact on Japan”（s.maki@NTT.com）より
筆者作成

（注） 斜線部分がIDCネットワークの領域となる。
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IDCの最も得意とする分野である。

では、これまでのIPネットワーク事業とIDC事

業はどのような関連にあるかをネットワーク・

アーキテクチャーによってみることとする。［図

表３―３］はIPネットワーク・サービスとデータ

センタ（IDC）との関連を示したものである。

IDCネットワークは大きくファシリティ・レイヤ、

ホスティング・レイヤ、アプリケーション・レイ

ヤの３層に分かれ、第１～２層が基本IDCサービ

ス、第２～３層が高度IDCサービスである。

�第１層のファシリテイ・コネクテイビテイ・レ

イヤーがブロードバンド光ファイバーに直結す

る

第２層のホスティング・レイヤにはコロケー

ション・サービス・レイヤーと狭儀のホスティン

グ・レイヤーが入るが、同時に運用・管理サービ

スやセキュリティ・サービスが含まれる。

第３のアプリケーション・レイヤにはSI（Sys-

tem Integration）やECアプリケーションのみな

らず、Ｅコマースに伴う決済機能が入ることとな

る。このように、全体のサービス層が第１層の低

付加価値部分から、第３層の高付加価値レイヤへ

高度化するのである。

!３ 基本IDCと高度IDC

基本IDCが高度IDCに移行するプロセスを企業

との関係でみると［図表３―４］の如くになる。

例えば銀行を例にとると銀行業務とITの関係は

３つに大別される。

第１は通信回線を設置しそれを日常業務に用い

る伝統的なインフラ事業であり、基本的IDCの対

象となるものである。第２が銀行情報システムの

［図表３―２］ 米国におけるインターネットの市場サイズ

［出典］ Sadao Maki“Global Telecom Industry Trends and Impact on Japan”（s.maki@NTT.
com）より筆者作成
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構築と運用であり之まで社内IT担当部門がメー

カーなどを使用して構築してきたものである。し

かし勘定系システムが情報系システムに大きく移

行するに連れ銀行内技術レベルでは追いつかなく

なり、IDCのような専門事業者にアウトソーシン

グせざるを得なくなった。アプリケーションの作

成も必然的に事業者が行うこととなる。この事業

者は之まで電気、SI事業者、シンクタンクが主体

［図表３―３］ IPネットワークと基本IDCの関係

［注］ 筆者作成

［図表３―４］ 業界のIT需要とIDCの関係

［注］ 筆者作成
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（3rd laycr）�

①SI�
②認証サービス�
③決済サービス�
④物流サービス�
⑤SCM�
（サプライ・チェーン・MCI）�
⑥E―CRM�
⑦ERP�
⑧ECアプリケーション�

（3）アプリケーション・�
　　　　　　　　レイヤー�

（2）ミドルウェア�

（1）ファシリティ・レイヤー�
　　①IPネットワーク管理�
　　②バックボーン回線接続�
　　③I.AN接続�
　　④ハウジング・サービス�
　　⑤電源設備�
　　⑥設備マネジメント�

システムインテグレーション（SI）�
SCM�
EC アプリケーション�
決済・サービス�
�

セキュリティ・サービス�
運用サポート・サービス�
ホスティング・サービス�

ファシリティズ�
ハウジング・サービス�
ネットワーク・サービス�

であったが最近はコモンキャリアが積極的に進出

している。

２ ネットワークと高度IDC

!１ IDCと高度機能

高度IDCはIDCのアプリケーション・サービス

機能を中心としたものであるが、そのアーキテク

チャを示すと［図表３―５］の如くなる。

ここでみるようにIDCのミドルウエアをプラッ

トフォームとしてアプリケーション機能が働くが、

この中にはウエブ・サーバ、システム・インテグ

レーション、ASPサービスからサプライチェー

ン・マネジメントマルチメディアで行われる。

ウェブ・サーバ・サービスは社内向けコンテンツ

やIP網経由のホームページをサーバに蓄積するも

のであり、SIは企業を中心とした情報システムの

構築から稼働運用までをトータルに顧客に提供す

るサービスである。

さらにASPサービスは業務ソフトをIP網を通

じて作成したり、一定期間貸し出すビジネスで、

企業はこの機能を持つ事業者にソフトの作成、

データ・ベースの蓄積など全てのアプリケーショ

ン業務を委託するものである。

このような高度IDCサービスが完全に行われて

いる事業者は我が国には少ないが、米国の類似企

業としてメーカーではNEC、富士通、日立など、

シンクタンク系としてはCRC総研野村総研など、

SI系としては大塚商会、日本ユニシスアイネス、

オンザ・エッジ社などがある。

情報システムがネットワークの低付加価値部分

からSIやASPなどの高付加価値部分へ移行する必

然として、これまでの伝統的IDCは高度IDCに移

行しないとその存続が許されない段階に達してい

る。すなわち情報ネットワークはixネットワーク

からターミナルへの集中・高度化の度合いを強め、

同時にネットワーク構成を大きく変えつつある。

!２ ISP―IX―IDCへ

［図表３―６］はIXとIDCの関係を示したもの

である。

これまでISPのヒエラルキー型ネットワークの

頂点にあったIXはインターネット・トラフィッ

［図表３―５］ 高度IDCアーキテクチャー

［注］ 筆者作成
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ユーザーB

IXの混雑の�
影響を受けない�

IXの混雑の�
影響を受ける�

クの激増と共にジャムを発生し、IDCの助けを借

りることとなる。

この方法には２つある。ISPはIXを通じてIDC

にオーバートラフィックを転送するケースと、

ISPが直接IDCにコネクトされることにより激増

するトラフィックを処理する方法とある。すなわ

ち、IDCはこれまでのコロケーションとホスティ

ングを中心とするサービスから、ネットワークの

センターとしてグローバルにアプリケーションを

「いつでも何処でも」作成・転送し得るシステム

へ転化しつつある。

このIDC事業者同士は、世界的には大手がプラ

イベート・ピアリングで結ばれるシステムを構成

する。すなわち、IXを頂点とするISPのピラミッ

ド型ネットワークは大きく変貌を遂げ、世界は大

手IDCネットワーク事業者のプライベート・ピア

リング結合グループと、伝統的なIXヒエラル

キー・システム・グループが併存する形をとる。

そして前者が後者のネットワークの上位に位置す

るネットワークのアーキテクチャーの構築が世界

的規模で進行しているのである。

［図表３―６］ ISP―IX―IDC

［注］ 筆者作成
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「前島密と郵便創業」（附属資料館ホール１１月１日）

「欧米における郵便事業動向―郵便と配達の経済学に関する会議から―」

（中国郵政研修所１１月５日）

「都道府県・郵便局レベルでみた郵便事業の生産性・効率性に関する調査研究」

（九州郵政研修所１１月６日）

「都道府県別契約数でみた簡易保険の特性」（関東郵政局１１月１３日）

「家計の消費パターンと地域特性に関する調査研究報告書」（近畿郵政研修所１１月１５日）

「郵便の顧客満足度に関する調査研究」（中央郵政研修所１１月１８日）

「前島密・創業の精神」（附属資料館ホール１１月２６日）

「企業の経営指標に関する調査研究」（信越郵政局１２月２日）

「送金決済サービスの現状と利用者の意識」（中央郵政研修所１２月４日）

「前島密・創業の精神」（信越郵政局１２月１３日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトピックス」（適宜）

「日本経済中期見通しに関する調査研究報告書」

「流通過程における取引関係と情報システム化に関する調査研究報告書」

３ 広報活動

�１ P―sat放映

「デジタルパーク郵政館」（毎週木曜日放映）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「IR（投資家向け広報）」（かんぽ資金１１月号）

「７月の地域経済総合指標の動き」（かんぽ資金１１月号）

「地域別経済指標について」（保険展望１１月号）

「公的機関におけるウェブサイトユーザビリティに関する調査研究（概要）」

（情報通信ジャーナル１１月号）

「郵便局における情報キオスク端末の活用について」（通信文化新報１１月２５日）

「携帯電話のリサイクル促進を」（日経ネット時評１１月７日）

「未年の年賀状」（郵政１１月号）

「記念絵はがきの１００歳」（逓信協会雑誌１１月号）

「Productivity Analysis of Postal Services」（Crew, Kleindorfer編著『Postal Delivery Service』）

「鉱工業生産指数」（かんぽ資金１２月号）

郵政研究所通信
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「８月の地域経済総合指標の動き」（かんぽ資金１２月号）

「日本経済中期見通しについて」（保険展望１２月号）

「インターネット常時接続時代の情報セキュリティー」（情報通信ジャーナル１２月号）

「未年の年賀切手になった郷土玩具」（郵政１２月号）

４ ていぱーくの特別展

・心尽くしの年賀状展 １２月６日（金）～１月５日（日）

手作りの年賀状のあたたかさと良さを伝え、年賀状を作成するときのアイデアの一助となるよう、

�株小学館発行の雑誌「サライ」が公募し紙面掲載した読者からの年賀状と、当館所蔵のおもしろい

年賀状を展示します。
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

・五味太郎 絵本原画展～くるくる手紙でCommunication～ １月１０日（金）～２月９日（日）

夢と希望にあふれた楽しい作品でわれわれを楽しませてくれる日本を代表する絵本作家、五味太郎
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

氏の通信手段（Communication）を題材とした絵本、切手原画作品を中心とした特別展を開催しま

す。

・日本の赤い丸型ポスト写真展 １月１０日（金）～２月９日（日）

写真家・吉野春朗氏の「街角の丸ポスト便り・北海道から九州まで」では、ふるさと紀行の旅情あ

ふれる作品の展示。また丸型ポスト愛好家・庄司巧氏の「懐かしさと温かさを」では、時代の変遷

に注目しながら明治から平成にかけてのいろいろな姿の愛情あふれる作品を展示します。

５ その他

・「第２回科学館が送る世界の切手展」長崎市科学館 １１月３０日（土）～１月７日（火）

◆ Opinion ―読者の声― ◆

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

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

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

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

【御意見等の宛て先】

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

TEL：０３―３２２４―７３１０ FAX：０３―３２２４―７３８２

URL http:／／www.iptp.go.jp／

E-mail：www-admin@iptp.go.jp
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編集後記

新年明けましておめでとうございます。本年も「郵政研究所月報」をよろしくお願い

いたします。

新しいカレンダーが部屋を飾り、清々しい新鮮な気持ちとなる正月は、「今年こそは」

と新たな希望や目標を立てる良い機会です。先日、タイトルに引きつけられ読んだ本が

あります。首まわりに１枚の布（ネクタイ）を結ぶ方法は、数学の理論上８５通りあると

いうことです。仕事柄、ネクタイを結ぶ機会が多いのですが、何通りあるかということ

は普段考えたことがありません。誰しもが、通り過ぎてしまうような事象を探求した本

でした。何気なく通り過ぎてしまう物事を改めて感じる良いきっかけとなりました。新

しい年、きっと新たな発見があるような気がします。

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

ルアドレス、FAX番号は次のとおりです。

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

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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このコーナーでは、通信制度の発達を「古代の通信」（平安時代まで）、「中世の通信」（室町時代まで）、
「近世の通信」（江戸時代）の３つの時代に分け、年表とビデオ映像で紹介しています。今回は、古代の
通信制度についてご紹介します。

ようだい

〈古代の通信〉日本における通信は、聖徳太子が随の煬帝に手紙を送った記録があり、制度としては、大
しょうしょ

化改新（６４６年）の時には整えられていました。詔書の中に「畿内に駅馬、伝馬を置き」とあり、官用の
文書を伝達するための通信施設が整備されたことがわかります。その後大宝律令（７０１年）によって「駅

うま や

制」の制度が確立しました。この駅制は、地方へ開かれた７つの街道の４里（約１６km）ごとに駅家を設
けて駅馬を備え、使者は駅家と駅馬を利用して目的地に達するというものです。使者を証明するものを

えきれい

「駅鈴」と言って、使者はこれを携行しました。平安時代になると普通の使者「駅使」（速力は１日８駅
ひ えき ひ えき し

（約１２８km）以上）の他に、緊急の公用文書の伝達には「飛駅」または「飛駅使」（速力は１日１０駅（約１６０
きゃくりき

km）以上）という通信方法が取られました。また「脚力」という馬を使わず人による通信方法も使われ
ました。この脚力が後の飛脚の前身となります。平安時代末期に律令体制が崩れるとともに「駅制」もす
たれていきました。

学芸員雑記帳 「明治時代の年賀状」

明治４年に郵便制度が始まり、明治６年１２月に郵便葉書が発行されると、手紙よりも簡便で料金の安い
葉書が賀状として使用されるようになりました。葉書の発行が賀詞の交換を普及させたと言えます。明治

は がき

１４年１月３日付の「中外郵便週報」で「端書を以て親戚故旧への年始の祝詞を贈る風習年々弥増して盛な
るため、郵便局員は徹夜して、其の事務を勤労す」と記事にされるほど年賀状は流行しました。葉書によ
る年賀郵便は、増加の一途をたどりましたが、その一方で殺到する年賀状の処理に悩まされました。
そこで明治３２年に、１２月２０日～３０日までの間に差出された年賀郵便については、翌年１月１日付印を押

して元日に配達する特別取扱いを開始しました。この取扱いは、当初一部の指定された郵便局のみで実施
され、翌３３年には取扱い郵便局の範囲を拡大しました。また、この年から「私製はがき」が認められ、ま
すます人気が上昇し、東京市内の差出数は約７９５万通（１人当り約３．９通）となりました。さらに明治３９年
には「年賀特別郵便規則」が定められ、新年を迎えてから書いていた年賀状は、この制度により「年賀状
は年末に書くもの」という習慣が定着するきっかけとなりました。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介�９

〈近代以前の通信〉コーナー―わが国の通信制度の発達―

展示場風景 駅 鈴
（島根県隠岐島玉若酢神社の駅鈴の模造品。明治４４年
に香取秀眞が製作した１６個のうちの１個（両面）。）

二つ折り葉書を使った年賀状（明治８年） 小型葉書（明治８年発行）を使った年賀状 私製葉書を使った年賀状（明治３４年）
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巻　　頭　　言

　第二の開国：ローカルからグローバルな時代へ 名取　晃子

視　　　　点

　モジュール化 鳥居　昭夫

調査研究論文

　インクジェット用光沢葉書の紙質に関する調査研究 細川東洋一

 北島　光泰
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