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ていぱーく所蔵錦絵紹介（保永堂版�）

東海道五拾三次之内 吉田 豊川橋 （愛知県豊橋市）

吉田城の方から見下ろすように豊川とそれに掛かる豊川橋が描かれています。豊川橋は吉田
や はぎ

橋とも呼ばれ、長さが１２０間（約２１８メートル）あり、東海道の中では岡崎の矢作橋に次いで２

番目に大きな橋でした。
やぐら

吉田城の櫓には工事用の足場が組まれており、職人が壁の補修など改修を行っている様子や、

足場の天辺から景色を遠望しているユーモラスな姿がみられます。

ていぱーく所蔵資料紹介�

佐久間象山の電気治療器
佐久間象山は、多才な幕末の科学者で思想家

でもありました。電池や磁石、コイルを使って

電気の研究を行い、日本人で最初に電信機の実

験を行ったと言われています。

この電気治療器は、ボルタの電池（写真右）

と誘導コイルを使って電気的なショックを与え

るもので、人形の持つ剣を鉄の棒で擦ると、手

前の握り棒に電気ショックが伝わります。

残念ながら中の誘導コイルは失われています

が、コイルが横置きしてあった痕跡が残ってい

ます。

（錦絵／資料解説：附属資料館 井上卓朗）
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平成１３年１２月に内閣に設置された司法制度改革推進本部は、全ての裁判の一審を２

年以内に終えることをめざした裁判迅速化法案をとりまとめ、裁判の迅速化が政治的

課題となっている。

これまで、司法は、三権分立の一翼でありながら、医療制度等に比して、予算措置

を含めた人的物的基盤整備が十分に行われてきたとは言い難い状況にあった。多くの

人々にとって、裁判所の門は、一生に一度くぐるかどうかというものであり、企業に

とっても、紛争解決は後ろ向きの仕事であったからであろう。今やっと、適正迅速な

裁判が行われることが、国民の権利救済や企業の競争力向上のために重要であること

が、認識されだしたのだと思う。

迅速化法案のいう「２年以内の判決」は、重大刑事事件や、公害、薬害訴訟等の、

一審だけでも１０年以上かかっていた事案を念頭においているのであるが、実は、適正

迅速な解決のための改善努力が行われているのは、このような世間の耳目を集める事

案だけではない。通常の訴訟や簡易裁判所が扱う少額訴訟などについても、さまざま

な角度から、制度の改善が検討されている。また、裁判による解決だけではなく、仲

裁に代表されるADR（Alternative Dispute Resolution―裁判外紛争解決）も、行政

レベル、民間レベルともに、その拡充と活性化が検討されている。

郵政事業、とりわけ簡易生命保険にも、契約上の紛争がある。

私は、平成１３年１月から、郵政審議会簡易生命保険審査分科会の審査委員を務めて

きた。この審査会は、簡易生命保険法に基づき、簡易生命保険の契約上の権利義務に

ついて、簡易な手続により、費用を要しないで、訴訟と同様の解決を図ることを目的

として設けられた機関であり、法律学者、裁判官経験者を含む法律実務家、法医学者

等の中から選任される審査委員が、保険契約の効力や保険事故該当性に関する紛争に

ついて、裁決を行ってきた。

審査委員になって感心したことは、裁決の前提となる主張と証拠の収集整理が、事

適正迅速な紛争解決システム

弁護士 奥宮 京子

巻 頭 言
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務局の手によって、実によく行われていることであった。審査申立てから６か月以内

に、外部の専門家委員の合議によって裁決しなければならないことから、効率よく審

査できるよう、国の側のみならず、審査申立人の側の主張と証拠資料も、必要なもの

が整理されて審査会に上がってくるのである。審査申立人の多くは、弁護士代理人を

付けていないにもかかわらず、事務局の采配により、申立書受理時に必要な資料を提

出するよう運営されている。ここで行われる審査は、書面審理のみで、当事者や証人

の尋問や鑑定を行うことはできないことから限界はあるが（したがって、裁決に不服

のある申立人は訴訟を提起することができる）、こうした裁判外の紛争解決システム

が有効に機能し、適正迅速な審理の必須条件である証拠資料の速やかなる収集整理の

ノウハウが積み上げられてきたことは、とても意義深い。

今春、郵政三事業が公社に移行し、前述の審査会も組織替えとなる。民間業者との

競争にさらされることは、事業を闊達にする反面、紛争増大の危険性も孕んでいる。

紛争は、できる限りその発生を防止すべきものであるが、発生した紛争は、適正迅速

に解決されなければならない。そして、紛争事案の多くは、多くの費用をかけずに、

簡易に、機動的で柔軟な手続によって解決されることが望ましいのである。事案に

よっては、和解や調停に馴染むものもあろう。公社化によって、紛争解決の手段や方

法にも、これまでより多くの選択肢が与えられるのではないだろうか。中立性と専門

性を保った自前の仲裁機関等の設置や、弁護士会運営の全国的に設置された仲裁セン

ター等の利用も、検討に値するであろう。紛争解決システムも消費者サービスの一環

として、長年積み重ねられたノウハウを生かし、ニーズに合ったより良いシステムが

構築されることを願う。

３ 郵政研究所月報 ２００３．３



キーワード

遺産、遺産動機、金融資産、ライフ・サイクル・モデル

［要約］

本稿では、「家計における金融資産選択に関する調査」の個票データを用いて、遺産を

相続したことがある人（以下、「相続経験者」という。）の意識について分析した結果を報

告する。この調査は、昭和６３年以来２年に１度全国の一般世帯を対象として遺産について

の意識と実態を把握しており、そのデータを分析することで日本人の近年の遺産に対する

意識とその変化を捉えることが出来ると考えられる。

遺産をキーワードとした先行研究は数少なく１）、その結果からは、日本人はライフ・サ

イクル・モデル２）に基づいた遺産行動をとる傾向が強く、また、遺産を相続する場合には

不動産を相続する割合が多いことが知られている。本稿の分析でも、同様の結果が得られ

た。しかし、遺産行動のすべてがライフ・サイクル・モデルで説明出来るかについては疑

問が残る。例えば、相続経験者と遺産を相続したことがない人（以下、「相続未経験者」

という。）では経済的な側面からみた場合、明らかに相続経験者の方が経済的な優位（資

産が多いという意味で）にあると考えるのは自然である。

そこで本稿では、まず第一に遺産相続による経済的優位性を論点のスタートポイントと

して、相続経験者と未経験者の間における意識の比較分析を行ってみた。

特徴的な分析結果として、相続経験者と相続未経験者では遺産についての意識が大きく

異なることが明らかになり、�遺産を残すことに対する積極的な意識の有無、�残したい

資産の金額、�残したい資産の種類、�遺産の分け方、などに関し、様々な面で顕著な相

違が見られた。この傾向は過去ほぼ１０年間一貫しており日本人の遺産に対する意識構造の

特色を形成していることが推測される。

第二に、時系列的に意識構造の変化を追ってみると、バブル崩壊の１９９０年以降、�相続

経験者、未経験者に関わらず保有資産の減少に伴い残したい資産額も減少傾向にある、�

調査研究論文

遺産動機と相続経験
―家計における金融資産選択に関する調査結果の分析より―

第二経営経済研究部研究官 高橋 朋一

１）チャールズ・ユウジ・ホリオカ、山下耕治、西川雅史、岩本志保（２００２）、“日本人の遺産動機の重要度・性質・影響について”
２）Modigiliani and Brumbergなどが提唱したモデルで、人々は利己的であり、子に対する愛情を抱いていないと仮定している。

４郵政研究所月報 ２００３．３



１ はじめに

人々は遺産にどのような意識を持っているのか、

そして遺産についての意識の違いによって遺産動

機や遺産行動は変化するのかどうかということは、

遺産行動の分析の第一歩である。例えば、相続経

験者と相続未経験者とでは遺産に対する意識が異

なっているのではないかという仮定がまず最初に

立てられる。そして、相続経験者は実際に自分の

子供に対する遺産をどのように考えているか、あ

るいは相続経験がどのように影響するかという点

も興味深いだろう。

本稿では、このような論点を分析して明確にす

ることを目的とする。分析に用いたデータは、全

国約３，０００～４，０００世帯を無作為抽出した調査の結

果であり、第２回目の調査（１９９０年）以降、１０年

以上６回に渡って継続的に遺産についての質問項

目があるため、バブルの崩壊直後から現在まで興

味深い期間のデータをカバーしている。したがっ

て、これらのデータを分析することで遺産に対す

る意識の変化というものをとらえることができる

と思われる。

以下、この結果について報告する。

２ 遺産動機

遺産に関する先行研究では、人々の遺産行動に

ついていくつかのモデルを仮定している。代表的

な３つのモデルを次に示す。

� ライフ・サイクル・モデル

ライフ・サイクル・モデルでは、人々は利己的

であり、子に対する愛情を抱いていないと仮定し

ており、このモデルが成り立っていれば、人々は

遺産をまったく残さないか、死亡時期の不確実性

から生じる意図せざる遺産を残すか、あるいは利

己的な遺産動機として老後の面倒をみてもらった

見返りとして遺産を残す、または老後の生活費に

対する援助の見返りとして遺産を残すこととなる。

� 利他主義的遺産動機

利他主義モデルでは、人々は自分の子供に対し

て愛情を抱いており（利他主義）、その世代間の

利他主義から子に遺産を残す。したがって、利他

主義モデルが成り立っていれば、人々は何の見返

りもなくても遺産を残すはずであり、所得獲得能

力の少ない子、病弱な子により多くの遺産を残す

はずである。

� 王朝モデル

王朝モデルでは、人々は家または家業の存続を

望んでおり、その目的を達成するために遺産を残

す。したがって、王朝モデルが成り立っていれば、

人々は遺産を残すはずであり、家または家業を継

いでくれた子供にすべての財産を残すはずである。

３ データの出所

ここでは、総務省郵政研究所の「家計における

金融資産選択に関する調査」のデータを用いる。

基本的な調査設計は次の通りである。

�調査地域：全国

�調査対象：世帯主が２０歳以上８０歳未満の世帯

（単身世帯を含む）

※第１回（昭和６３年度調査）のみ、世帯人員

２人以上の一般世帯を対象。

残したい資産額が２，０００万円以下の階層が大きく伸びている、ことなどから、バブル崩壊

以後の不動産を始めとする保有資産額の下落傾向が、残したい資産金額の意識形成に大き

く影響していることが見て取れた。

５ 郵政研究所月報 ２００３．３



�抽出方法：層化二段無作為抽出法３）

�調査方法：調査員訪問による留置回収法

（抽出された調査対象世帯に対し、調査員が調査

票を持参して調査目的等を説明の上記入依頼し、

数日後調査員が再び訪問して記入済の調査票を点

検、回収。）

この調査はこれまでに７回実施され、その実施

状況の推移は表１の通りである。

４ 分析結果

分析に用いたデータは、特にことわりがない限

り第７回調査のデータである。また、実額データ

については、スミルノフ・グラブス検定を用いて

外れ値の除去を行った後に分析を行っている。

４．１ 保有資産と残したい遺産の金額の関係

相続経験者と相続未経験者について、現在保有

している資産（以下、「保有資産」という。）と自

分の子供に遺産として残したいと考えている資産

（以下、「残したい遺産」という。）の金額を年代

別に比較し、その関係を検証したところ、その結

果は表２および図１のようになった。

なお、ここでいう保有資産とは、金融資産と不

動産評価額の合計値である。

まず初めに、得られた結果から、相続経験者の

保有資産額はどの年齢層においても相続未経験者

３）・層化は、全国を郵政局別に１２層に分け（北海道、東北、関東、東京、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄）、
さらに各層を人口規模により、「政令指定都市及び特別区」「政令指定都市を除く人口１５万人以上の都市」「人口５万人以上
１５万人未満の市」「人口５万人未満の市」「郡部」の５層に分ける。
・各層から抽出した調査地点において、対象世帯を住民基本台帳により等間隔で無作為抽出。住民基本台帳の閲覧が不可能な
場合は、選挙人名簿等の可能な名簿により抽出。

表１ 調査実施状況

開催回 調査時期 調査機関 標 本 数 回収数（回収率）

第１回
Ｓ６３．１１．２８

～Ｓ６３．１２．９

�日本

リサーチセンター

６，０００世帯

（６０歳以上５００世帯を別途対象）

３，８９９（６５．０％）

（加重平均後）

４，１５３（６３．９％）

第２回
Ｈ２．１２．１０

～Ｈ２．１２．２０

�日本

リサーチセンター

６，０００世帯

（６０歳以上５００世帯を別途対象）

３，４７８（５８．０％）

（加重平均後）

３，７１７（５７．２％）

第３回
Ｈ４．１２．７

～Ｈ４．１２．１４

�日本

リサーチセンター

６，０００世帯

（６０歳以上５００世帯を別途対象）

３，８９２（６４．９％）

（加重平均後）

４，２９５（６６．１％）

第４回
Ｈ６．１１．２１

～Ｈ６．１１．２８

�日本

リサーチセンター

６，０００世帯

（６０歳以上５００世帯を別途対象）

３，９２４（６５．４％）

（加重平均後）

４，１９１（６４．５％）

第５回
Ｈ８．１１．２２

～Ｈ８．１２．６

�日本

リサーチセンター

６，０００世帯

（６０歳以上５００世帯を別途対象）

３，６９５（６１．６％）

（加重平均後）

４，１９１（６４．５％）

第６回
Ｈ１０．１１．２４

～Ｈ１０．１２．７

�新情報

センター
６，０００世帯 ３，７５４（６２．６％）

第７回
Ｈ１３．１．２０

～Ｈ１３．２．４
�中央調査社 ５，０１０世帯 ３，１１１（６２．１％）

（注） 第１回～第５回調査の標本数については、６，０００世帯に加え、世帯主年齢６０歳以上の５００世帯を別途抽出
し、集計に当たっては加重平均を行っている。
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よりも高く、平均では相続未経験者の約１．５倍あ

り、特に３０代以降ではその差は顕著に表れている

ことが分かる。このことから明らかに相続経験者

は遺産を相続したことがある分、保有資産額が多

くなっていることが推測される。また、相続経験

者の残したい遺産額は相続未経験者の約１．４倍あ

り、保有資産額が残したい遺産額に影響している

ことがこの理由のひとつとして考えられる。

このため保有資産額と残したい遺産額の相関関

係をみると、相続経験者の相関係数は０．７７４と高

表２ 保有資産額と残したい遺産額の関係（第７回金融資産選択調査結果より）

相 続 経 験 者 相 続 未 経 験 者

年 齢 層 保 有 資 産 残したい遺産 保 有 資 産 残したい遺産

２０代 １，８４０．０万円 １，２６６．７万円 １，２７３．８万円 ２，２９６．６万円

３０代 ５，２６４．１ ４，７３３．３ ３，２３８．２ ２，１６８．３

４０代 ５，３９９．８ ３，２０９．４ ４，０７６．７ ２，６１１．８

５０代 ６，７０３．６ ３，４８０．３ ４，７２５．５ ３，０２５．２

６０代 ７，０９５．８ ３，７５６．１ ５，０４０．６ ２，５６１．１

７０代以上 ６，９０９．０ ３，１２６．７ ４，９７７．６ ３，０３１．９

平 均 値 ６，６０７．８ ３，５４５．５ ４，４９２．５ ２，６１７．２

有効サンプル数 ３７３ ５３３

保有資産≧遺産 ３３９（９０．９％） ４６０（８６．３％）

保有資産＜遺産 ３４（９．１％） ７３（１３．７％）

相関係数 ０．７７４ ０．４９５

図１ 保有資産と残したい遺産の年代別変化（第７回金融資産選択調査結果より）
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い正の相関を示した。このことより、相続経験者

は保有資産額に応じた金額の資産を自分の子供に

遺産として残そうとする傾向があるといえる。ま

た、保有資産額の方が残したい遺産額よりも多い

という人が約９割を占めている点からも保有資産

と残したい遺産とのバランスをよく考えていると

いえる。それに対して、相続未経験者の相関係数

は０．４９５と低く、保有資産額と残したい遺産額の

間には相関性がみられない。

図１より、相続経験者の２０代、３０代の人は、保

有資産額と残したい遺産額に差がほとんどみられ

ないのに対して、４０代以上では残したい遺産額を

３，０００万円～４，０００万円位と考えており、保有資産

額との関係をみてみると少なめになっている。こ

のことは、４０代以上では保有資産の取り崩しが始

まってきており、保有資産額と残したい遺産額と

の間に開きが出て来ているものと推測される。２０

代の相続未経験者では残したい遺産額と保有資産

額が逆転しているが、このことは相続経験者も含

めて若い世代では、将来的に多くの資産を蓄え

（自らが遺産を相続することも含め）、それを自

分の子供に残したいという願望も込められている

と考えるのは妥当であろう。３０代以上の相続未経

験者では残したい遺産額を２，０００万円～３，０００万円

位と考えていて、保有資産額との差が少なくなっ

ているが、上でも示したように、残したい遺産額

と保有資産額の関係があまりないため、平均値だ

けでこの理由を推測するのは難しい。

これらの結果から、相続経験者は保有資産額に

応じて残したい遺産額を考えており、遺産につい

ての意識は高い（ある）、反対に、相続未経験者

は保有資産額と残したい遺産額の相関が薄く遺産

についての意識が低い（ない）ということがこと

ができる。

４．２ 遺産を残す意志の相違

次に、自分の持っている資産を残す意志とその

考え方を見てみる。相続経験者と相続未経験者の

間で、自分の子供に対して遺産を残すかどうか、

また残す場合にどのような考え方であるかについ

ては、どの遺産動機モデルに当てはまるかとも関

係する。

図２は、相続を受けた資産の種類毎に相続経験

者の遺産を残す意志の違いを見たものである。相

続経験者全体では、ほとんどの人が自分の子供に

遺産を残そうと思っており８５．６％に達している。

しかし、「余った場合には残す」とする人が

４７．０％とあることから考えると、積極的に遺産を

残そうとする人は多くない。相続未経験の場合は、

それぞれ６４．７％と４５．８％となることから、さらに

積極性に乏しいことが見て取れる。

相続経験者と相続未経験者の明確な違いは、

「いかなる場合も残す」と「残す必要なし」の割

合が、ほぼ逆の傾向を示しているところに出てい

る。すなわち相続経験者は、「もらったものは残

したい」とする割合が相続未経験者に比べて高い

ことがうかがえる。このことについては、後の分

析において詳しく述べることにする。

相続を受けた資産の種類別にみると、「不動

産」の相続経験者は、他の相続経験者に比べて、

「いかなる場合も残す」の割合が高い。このこと

から、「不動産」の相続経験者は自分が受けた資

産を積極的に遺産として残したいとする傾向があ

ると考えられる。その背景には、不動産は経済的

価値が高いのみならず容易に手に入らないという

希少性や特定の土地・建物への愛着という心理的

背景もあり、これに対する意識が非常に高いこと

が理由としてあると考えられる。

それに対して、「金融資産」と「その他」の相

続経験者は、「遺産を積極的に残すつもりはない

が、余った場合には残す」と考える割合が比較的
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相続未経験者（全体）�

相続経験者（金融資産）�

相続経験者（不動産）�

相続経験者（全体）�

いかなる場合も残す� 面倒をみてくれた場合� 事業を継いでくれた場合�
余った場合� その他� 残す必要なし�

相続経験者（居住用土地・建物）�

相続経験者（他土地・建物）�

相続経験者（その他）�
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13.8 4.2 0.9 45.8 2.5 32.8

高い。「不動産」に比べて流動性の高い資産を相

続した人は、保有資産が自分の子供の代まで残る

かどうかわからないと判断しているものと考えら

れる。

４．３ 残したい遺産の種類について

次に、相続経験者が相続した遺産の種類と残し

たい遺産の種類にどのような関係があるかについ

て分析していくことにする（表３）。

相続経験者をみた場合、不動産（相続したもの、

自ら取得したもの）を自分の子供に残したいとす

る割合は全体の６４．８％（４１．５％＋２３．３％）と群を

抜いており、中でも、相続した不動産を子供に残

したいとする割合が高いということが表３からわ

図２ 遺産を残す意志について（第７回金融資産選択調査結果より）

表３ 残したい遺産の種類（第７回金融資産選択調査結果より）

相続した住
宅・土地を
残したい

自ら取得し
た住宅・土
地をのこし
たい

相続した金
融資産を残
したい

自ら取得し
た金融資産
を残したい

相続したそ
の他の資産
を残したい

自ら取得し
たその他の
資産を残し
たい

相続経験者 ４１．５ ２３．３ ４．６ １７．２ ５．４ ７．９

相続経験者（不動産） ４８．０ ２０．０ ４．１ １４．７ ５．５ ７．８

相続経験者

（居住用土地・建物）
５１．５ １７．５ ４．１ １４．７ ５．５ ６．６

相続経験者

（他土地・建物）
４５．６ ２０．６ ４．１ １３．５ ７．０ ９．３

相続経験者（金融資産） ２１．７ ２８．２ ９．４ ２７．６ ５．４ ７．７

相続経験者（その他） ３４．７ ２０．０ ６．７ １８．７ ６．７ １３．３

相続未経験者 １６．６ ３７．８ ３．８ ２６．９ ２．４ １２．５

単位：（％）
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かる。こうした傾向は、特に不動産の相続経験者

に強く見られ、全体の４８．０％、居住用土地・建物

の相続経験者では５１．５％と半数以上に及ぶ。日本

の場合、「不動産は、代々引き継がれていくも

の」という考えも、こうした傾向の背景にあると

思われる。

金融資産の相続経験者は、自分が相続した資産

を残したい遺産とする割合（合計３６．５％［２１．７％

＋９．４％＋５．４％］）よりも、自らが取得した資産

を残したい遺産とする割合（合計６３．５％［２８．２％

＋２７．６％＋７．７％］）の方が多い。金融資産は、不

動産に比べて流動性が高いので、それを相続した

人は代々引き継ぐという意識が低いことが見てと

れる。ただし、金融資産の相続経験者は金融資産

を残したい遺産とする割合が比較的多く、この傾

向は相続未経験者にもあてはまる。

これらの結果より、一般的には不動産を遺産と

して考えている人が多く、相続経験者は自分が相

続した種類の資産を残したいという傾向があるの

に対し、相続未経験者は自らが取得した資産を残

したいという傾向があると言えるだろう。

４．４ 残したい遺産の分配方法について

相続経験者が子供達にどのように遺産を分配し

たいかという意識（遺産の分配方法）は、相続し

た遺産の種類、また自分の経験（分配方法）に

よってその考え方が異なるであろうか（図３）。

相続経験者と相続未経験者問わず、「均等」あ

るいは「面倒を見てくれた子供」に遺産を分配す

るとする割合が高く、両方で全体の約７～８割を

占めている。こうした傾向は、第７回調査の結果

のみならず、ここ数回の調査結果でも同様である

ことから、「均等」あるいは「面倒を見てくれた

子供」への分配を望む傾向は、近年の一般的な傾

向（構造）と推測される。

相続した資産の種類別にみると、「不動産」の

相続経験者は、「面倒を見てくれた子供」に遺産

を残したいとする割合が最も高く、約４割が該当

する。これに対して、「金融資産」・「その他」の

相続経験者は、「均等」に遺産を残したいとする

図３ 残したい遺産の分配方法（第７回金融資産選択調査結果より）
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割合が高い。恐らく、「金融資産」・「その他」の

資産は、不動産に比べて均等に配分し易いことが

背景にあると思われる。

相続未経験者の場合は、「均等」に配分したい

とする割合が５６．３％と多いが、先の分析結果から

も遺産の相続経験がないので、すべての子供に等

分に配分したいという漠然とした意識が表れてい

るのではないかと推測される。

次に、自分が相続した方法と自分が子供に望む

方法との関係についての分析の結果を示す（表

４）。

表４に示すように、「均等」、「面倒を見てくれ

た」、「事業を継いだ子供」、「長男・長女」という

方法での相続経験者は、自分の子供にも同じ分配

方法を望む割合が高い。しかし、それ以外の方法

での相続経験者は、「均等」あるいは「面倒をみ

てくれた」という遺産の分配方法を選択する割合

が高い。「均等」、「面倒を見てくれた」、「事業を

継いだ子供」、「長男・長女」の方法での相続経験

者の割合は全体で約８割を占める（表４）ことを

考えると、相続経験者の大多数は自らの経験と同

様の配分方法を子供への遺産についても望んでい

るという傾向が見てとれる。

４．５ 残したい遺産の金額

残したい遺産の金額をみると、相続経験者と未

経験者の違いや相続した資産の種類の違いによっ

てやはり特徴が表れている（図５）。

相続経験者、相続未経験者ともに、「２，０００万円

未満」の階層が最も多く、次に「５，０００万円未

満」あるいは「３，０００万円未満」が続く構造に

なっているが、「その他」の相続経験者に限って

は「５００万円未満」と「２億円未満」の階層の部

分が突出するため分布構成が大きく異なる。この

調査では、「その他」の遺産としてゴルフ会員

権・貴金属・書画・骨董品等を含めているので、

これらの資産を保有する層の違いが表れているも

のと推測される。

４．５ 時系列分析比較結果

ここまでは、相続経験者と相続未経験者の遺産

に関する意識の違いについて分析してきた。ここ

からは、遺産に関する意識の時系列的な変化をみ

ながら、その推移について考えてみることにする。

まず最初に、「相続経験者」と「相続未経験

者」の保有資産額と残したい遺産額を時系列でみ

ることにする（図６）。

表４ 自分の遺産相続した分配方法と自分が期待する分配方法

（第７回金融資産選択調査結果より）

自分が期待
する分配方法

自分が受けた
分配方法

均 等

面倒を見

てくれた

子供

事業を継

いだ子供

所得の低

い子供

長男・

長女
その他

相 続

経験者

均 等 ６４．９ １５．３ １．８ １．８ ８．１ ８．１ ３０．５

面倒を見てくれた子供 ２３．３ ５４．１ ５．３ １．５ ９．８ ６．０ ２８．４

事業を継いだ子供 １９．０ ３４．５ ４１．４ ０．０ ５．２ ０．０ １２．２

所得の低い子供 ３３．３ ３３．３ ０．０ ０．０ ３３．３ ０．０ ０．４

長男・長女 ２０．０ ２３．３ ６．７ ０．０ ４０．０ １０．０ ９．１

その他 ３６．２ ２５．５ ８．５ ０．０ １０．６ １９．２ １１．６

私が全部 ３０．０ ４０．０ １３．３ ３．３ １３．３ ０．０ ７．８

残さなかった ８３．３ １６．７ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０
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相続経験者（他土地・建物）�

相続経験者（その他）�
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万円�

残したい遺産額（相続経験者）�
残したい遺産額（相続未経験者）�

保有資産額（相続経験者）�
保有資産額（相続未経験者）�

時系列でみると、保有資産額及び残したい遺産

額は相続経験者・相続未経験者ともに１９９０年以降

一貫して逓減傾向にあり、バブル崩壊後の不動産

を中心とする遺産評価の下落によって、保有資産

価値が逓減する中で、保有資産額が徐々に減少し、

それが残したい遺産額に影響していることがうか

がえる。

次に、残したいとする遺産額を階級別に時系列

でみてみることにする（図７）。

図７から、「２，０００万円未満」の割合が上昇して

いる。反面、高額資産を残すとする割合は縮小傾

向にある。図６と合わせてみると、バブルの頃に

図５ 残したい遺産額（第７回金融資産選択調査結果より）

図６ 遺産と資産の変化の推移（第２回～第７回金融資産選択調査結果）
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住宅・土地� 金融資産� その他�

0％� 10％� 20％� 30％� 40％� 50％� 60％� 70％� 80％� 90％� 100％�

63.9

63.9

61.1
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69.0

22.5

26.0

26.8

26.3

25.1

28.6

13.6

10.1

12.1

2.8

2.6

2.4

比べて不動産を含む資産価値全体が下落するにつ

れて、それに比例して残したい資産額も減ってき

ていることが明確にうかがえる。

次に、残したい遺産の種類について時系列変化

を見てみる。分析にあたり、各調査の質問項目の

違いにより、資産の種類を大きく３つの区分にま

とめた（図８）。

図８から残したい遺産に「不動産」を考える割

合は、すべての調査で６割を超えており、住宅・

土地の重要性を大きく物語っている。

図７ 残したい遺産額（相続経験者：第２回～第７回金融資産選択調査結果）

図８ 残したい遺産の種類（相続経験者：第２回～第７回金融資産選択調査結果）
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8.1

1.2

1.1

0.8

9.9

6.3

9.2

7.4

5.3

6.1

「金融資産」を残したい遺産とする割合も３割

弱とほぼ一貫している。その他の資産を残したい

遺産とする割合が近年上昇していると見ることも

出来るが、データ数が少ないため早急な判断は難

しい。全体を通じて、やはり「不動産」に対する

強い意識が存在しており、近年やや低下傾向にあ

るものの根強いことが見てとれる。

次に、遺産を残す意志について、調査項目の制

約もあり、第４回目以降の結果の時系列変化を見

てみる（図９）。

遺産を残す意志について、「いかなる場合も残

す」とした人は、図９からも明確なように、ここ

１０年間では逓減傾向にあるがあまり大きな変化は

ない。特徴的なのは、「面倒をみてくれた場合」

図９ 遺産を残す意志について（相続経験者：第４回～第７回金融資産選択調査結果）

図１０ 残したい遺産の分配方法（相続経験者：第５回～第７回金融資産選択調査結果）
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が徐々に拡大していることである。

次に、遺産の分配方法について、調査項目の制

約もあり、第５回目以降の結果の時系列変化を見

てみる。

図１０から、「均等」、「面倒を見てくれた子供」

に分配したいとする割合が高く、両者だけで６０％

～７０％以上を占める。ただ、この３回の調査結果

からだけでは、「均等」と「面倒を見てくれた子

供」のどちらの意向が高いのか等について判断が

難しい。今後、高齢化の一層の進展、介護保険制

度の定着、生前贈与に関する制度改正等により、

残したい遺産の分配方法に係る意識も大きく変化

すると考えられる。したがって、この点について

は、今後の調査結果を踏まえて、更に分析する必

要があろう。

図９、図１０から推測できるのは、バブル崩壊以

降の資産価値の下落の中で、相続経験者の意識の

中で「いかなる場合も残す」という王朝モデル層

は安定的もしくは逓減的に推移する一方、遺産に

ついて「余った場合」や「均等」、「面倒を見てく

れた子供」というライフ・サイクル・モデル層に

は大きな変化が見られるのではないかという仮説

である。今回の分析では、階級別の一部の時系列

変化のみに着目したので、この仮説の検証につい

ては、個票データ等を用いたより詳しい後日の分

析にゆだねることとしたい。

５ おわりに

本稿では、「家計における金融資産選択に関す

る調査」の個票データを用いて、遺産の意識につ

いて分析した。

本稿に特徴的な分析として、次に示す点につい

て相続経験者と相続未経験者の比較及び時系列分

析によって重点的に分析した。

� 遺産を残すことに対する積極的な意識の有

無

� 残したい遺産の金額

� 残したい遺産の種類

� 残したい遺産の分け方

まとめとして、「遺産を残すことに対する積極

的な意識の有無」では、遺産相続経験者と相続未

経験者で顕著な違いが出た。「残したい遺産の金

額」、「残したい遺産の種類」、「残したい遺産の分

け方」の各々で全く異なる結果が出た。この傾向

は過去１０年間一貫しており日本人の遺産に対する

意識構造の特徴を形成していることが推測できる

であろう。

時系列的に意識構造の変化を追ってみると、バ

ブル崩壊の１９９０年以降、�ア相続経験者、未経験者

に関わらず保有資産の減少に伴い残したい遺産額

も減少傾向にある、�イ残したい遺産額が２，０００万

円以下の階層が大きく伸びている、ことなどから、

バブル崩壊以後の不動産を始めとする保有資産額

の下落傾向が、残したい資産金額の意識形成に大

きく影響していることが見て取れた。また、遺産

を残す意志や分配方法については、恐らくバブル

崩壊後の低迷を続ける経済を起因とすると思われ

るドラスティックな構造変化もみられたが、その

理由については将来の分析にゆだねたい。
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［要約］

移動体通信市場の急速な普及に伴って通信市場に新たな競争形態が生まれ、幾つかの問

題も表面化してきた。重要な一つの論点が移動網への着信接続料金規制である。本稿では、

この問題に関する経済理論や諸外国の政策動向をサーベイし、日本における通信政策検討

に資することを目的とする。

移動網への着信接続は、経済理論上、既存固定網への片方向的な接続とは異なる双方向

接続問題として扱われる。１章では、これら理論研究の代表例として、Laffont et al．

（１９９８）やArmstrong（１９９８）の分析とOECDによる料金規制について整理を行う。事業

者が利潤最大化仮説に基づいて行動する場合、双方向モデルの相互接続料金が社会厚生上

必ずしも効率的ではないことを示した後、着信接続料金は二部料金体系が好ましく、エン

ドユーザに対する小売料金差別の形態と連動する形の規制が望ましいことを示す。

２章では、諸外国における着信接続問題への対処方針を概観する。まずEUの基本方針

を示したのち、具体的規制の導入例として英国の方式を採り上げる。EUではSMP基準に

依拠して規制対象事業者を選定し、特に強いSMPを有する事業者に対して費用指向的な

料金設定を要求している。加盟各国は自国の状況に照らして独自の規制を決定できるため、

英国ではネットワーク外部性も考慮した料金設定を検討しており、プライスキャップ規制

などにより段階的に料金水準を引き下げようとしている。一方、直接的な料金規制を指向

する欧州とは異なり、米国では、接続を巡る諸問題を解消するため既存の課金原則自体を

修正することも検討している。

以上を踏まえ、３章ではわが国の現状を概観し、諸外国との比較でわが国の接続制度の

特徴と問題点について整理を行う。日本における移動体通信市場の議論は現在のところ料

金設定権の帰属について焦点が当てられているが、実際は独立したネットワーク間の相互

接続を巡る制度設計という大きな枠組みの中で捉えるべきであり、着信接続規制問題と密

接に関係していることを指摘する。

技術革新のスピードの速い通信産業において規制が少ないことは望ましいが、一方で理

特別寄稿

移動体通信市場の着信接続料金に規制は必要か
―双方向アクセスと移動体接続規制―

早稲田大学商学部教授 山本 哲三
通信経済研究部主任研究官 春日 教測

同 研究官 宍倉 学
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おわりに

はじめに

多くの先進国が、１９９０年代、公益事業にインセ

ンティブ規制を採用し、規制政策を「重い規制」

から「軽い規制」に、あるいは「事前規制」から

「事後規制」にシフトさせるかたちで公益事業の

規制改革を進めてきた。とりわけ情報通信分野の

規制改革は一貫してこの流れを主導したといって

よく、技術革新に伴う市場自由化の流れを背景に、

規制の対象範囲ないし領域を着実に狭めてきた。

現在、情報通信分野ではIT化と並行してブ

ロードバンド・インフラがかなりのスピードで整

備されつつある。インターネットを介し固定通信

と移動体通信が高次の融合を遂げるブロードバン

ド時代にあっては、規制緩和・撤廃の一層の進展

が予想されていた。だが、世界の情報通信改革の

動向を見ると、ことはそう単調に進みそうもない。

緩和の方向にあることは間違いないにしても、そ

のプロセスは「De（規制緩和）」と「Re（再規

制）」の間で紆余曲折を辿っているというのが実

情である。その代表的なケースが、欧米における

移動体通信（携帯着信接続料金）の規制をめぐる

動きである。

とりわけ、米国と並び、情報通信分野の規制緩

和をこの間リードしてきた英国で、OFTELが移

動体着信接続料金の規制に乗り出していることは、

その国際的な影響力から見て、看過できないとこ

ろである。OFTELは、移動体通信市場には有効

競争（effective competition）が欠如しており、

着信接続料金はコストをかなり上回っているとの

理由で、１９９９年にプライスキャップ規制をかけた。

また、その期限切れの時期を控えた２００２年には、

規制の継続を求め（２００６年まで上限価格の１２％の

論的にも現実的にも競争が阻害される危険を多くはらむ分野であり、今後我が国において

も何らかの政策的対応が迫られることは十分あり得る。情報通信分野においては政策決定

に長い時間をかけられない以上、今まで以上に規制当局は、移動通信情報の収集・分析に

努めるべきであろうし、消費者厚生の視点に立った政策運営が期待されている。
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引き下げを求める）、その政策が「公益」に適っ

ているかどうかを、競争委員会（Competition

Commission、独占合併委員会、MMCを改組）に

付託しているところである。

移動体通信は、いくつかの国で、加入者数ない

し通信量（トラヒック）で見て、固定通信を陵駕

する勢いにある。それに伴い消費者の通信料金へ

の関心も固定通信から移動体通信に大きくシフト

しつつある。したがって、消費者厚生ないし社会

厚生を重視する規制当局の関心が、移動体通信の

料金水準・体系やサービスに向けられるのは当然

であった。もっとも、移動体通信市場が完全な競

争市場に近ければ、「公益」を理由にした介入な

ど問題にならなかったであろう。だが、ここには

周波数という稀少資源の利用に関わる問題が存在

している。移動体通信市場の構造は、周波数の技

術的な制約により、数社に限定されざるをえない

のである（寡占市場）。加えて、移動体通信市場

の成り立ちからいって（既存電気通信事業者の新

規事業として立ち上げられた）、そこでは既存の

メガ・キャリアが主要プレイヤーの一人にならざ

るをえなかった。多くの国で、既存のメガ・キャ

リアが直接兼業するか、持株会社制度の下で事業

を展開する方式を採った。したがって、競争促進

の観点から、規制当局は移動体通信市場における

価格行動に厳しい眼を向けざるをえなかったので

ある。

本稿は、欧米における移動体着信接続料金規制

をめぐる問題点を整理し、わが国がそれをどのよ

うに受け止めるべきかを検討するものである。ま

ず、片方向、双方向アクセスの理論を明確にした

後、これら理論と密接に関連した政策提言を行っ

ているOECDについて概観し（「１」）、ついでEU

諸国における移動体通信市場の着信接続料金規制

と英国における実施状況、および米国における接

続制度（固定通信⇔移動体通信）と政策を検討す

る（「２」）。そのうえで、わが国の移動体通信の

独特とも呼べる接続制度に言及し、移動体着信接

続料金規制の是非について、暫定的な結論を提示

することにする（「３」）。

�．相互接続の理論

Ａ．相互接続問題とアクセス規制

相互接続問題は、ネットワーク型産業の規制改

革に付きまとうもっとも困難な問題である。従来

は、既存事業者がボトルネックと呼ばれる不可欠

設備ないしネットワークを専有・運用していた。

だが、規制を緩和し、競争を導入するとなると、

その不可欠設備を、それを利用したいという新規

事業者に全面的に開放せざるをえない。その点で

は、この３０年にわたる情報通信の規制緩和・自由

化の道程は、オープン・ネットワーク政策の時代

であったともいえる。

約１０年前までは、市場重視のシカゴ学派、新

オーストリア学派の強い政策影響力もあり、相互

接続問題については、当事者の相互交渉に委ねる

べきであり、政府は介入すべきではないとの考え

方が支配的であった。しかし、こうした見解は、

規制当局が相互接続問題に関する経験を積み重ね

ると、徐々に少数意見になっていく。情報通信分

野では、相互接続問題は、長距離通信会社が既存

事業者に対抗して長距離通信サービスを開始した

時点にまで遡る。そこで長距離通信会社は、発

信・着信のいずれか、ないし両方で、既存事業者

の地域網を利用しなければならなかった。だが、

ここで問題が発生した。たとえ接続義務が課され

ても、既存事業者は、接続技術やネットワークの

使用状況などに関する情報上の優位を利用して、

自社に有利になるようなさまざまな接続条件を課

す可能性があり（接続の遅延、サービス・アンバ

ンドリング、地域網再販への否定的な対応）、参

入者に不要な接続投資を強制する可能性があるこ
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とが、明らかになったのである。その結果、アク

セス料金が高めに設定され、参入ないし競争が進

展しない事態すら生じたのである。

もちろん、アクセス・サービスを需要する新規

参入者が、黙って既存事業者の条件、言い分を受

け入れていたわけではない。起業家精神に富んだ

新規事業者は、これを規制当局ないし司法に訴え

た。しかし、接続料金に規制ルールがないところ

で、こうした事業者間紛争を裁定するのはきわめ

て困難であった。こうして、１９９０年代に先進国の

規制当局は、相互接続規制の方針を定め、競争促

進的なルールの開発、策定に精力を注ぐように

なったのである。

しかし、相互接続料金（以下、アクセス料金）

の規制は、かなり複雑かつ厄介な問題である。ま

ず、競争促進の観点に立てば、アクセス料金は安

いに越したことはない。それは参入を加速させ、

競争を促進する点で望ましいばかりか、小売料金

の低廉化にもつながり、消費者利益の増進に貢献

しよう。だが他面、安いアクセス料金は非効率な

事業者をも参入させ（過剰参入）、産業組織全体

の市場成果を損なうばかりか、既存事業者に財政

上不当な負担を負わせかねない。例えば、アクセ

ス料金が限界費用で設定されると、既存事業者は

固定費（ネットワーク維持費用を含む）を回収で

きないばかりか、ユニバーサル・サービスの負担

を一人で背負わなければならなくなる。

これを解決するには、既存事業者に固定費の回

収を許し、かつ交換設備への投資にインセンティ

ブをもたせるようなアクセス料金設定を認める必

要がある。だが、この場合、今度は現行キャリア

がはたして効率的な事業者といえるのかという問

題が発生する。非効率な事業者に手厚い投資保証

をすると、モラル・ハザード（道徳的摩損）が生

じ、当該事業者のみならず、産業全体の生産性な

いし配分効率に歪みが生じかねない。

こうして、最適アクセス料金の決定ルールとし

て開発され、政策化された方式が、後に触れる

「長期増分費用方式 LRIC」と「効率的な中間財

価格設定ルール ECPR」である。とくに前者は、

米国（FCC）、EU、そしてわが国で採択が合意さ

れた支配的なアクセス料金の規制方式となった。

だが、いずれの方式も、新規事業者（ニュー・コ

モンキャリア：NCC）が既存事業者の地域（市

内）網にアクセスするという、いわゆる固定通信

間の「片方向」の接続状況を前提にしている点に

留意を要する。

Ｂ．片方向アクセスの理論と政策

�� 片方向アクセスの理論

片方向のアクセス問題は、例えば、長距離参入

事業者が、そのサービスの提供に際し、発信・着

信のいずれかの市場および／または両市場で、

エッセンシャル・ファシリテイ（不可欠設備）を

所有する既存公衆網事業者から中間投入財（＝ア

クセス財）を購入せざるをえないような状況で発

生する（図１―１）。したがって、既存事業者が、

川下部門ないし補完部門の独占化を目論む場合に

は、このことがボトルネックをなし、参入事業者

は公平な競争ができなくなる。こうして、競争の

促進と調和のとれた相互接続政策が求められるこ

とになる。同時にその政策は、アクセス・コスト

最小化のための投資を奨励し、効率的な参入事業

者を出現させるような政策でもなければならない。

だが、規制当局は、このアクセス料金体系と水

準の決定で、情報の非対称性、レントシーキング

活動など多くの障害に遭遇する。それを低めに誘

導すれば既存事業者から批判を浴び、高めに誘導

すれば新規参入者から批判を浴びかねないのであ

る。以下では、片方向の相互接続の理論を概観し、

アクセス料金規制の支配的な手法に言及する。

いま、地域通信網のトラヒックに依存する限界
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費用をc０とする（地域網のうちトラヒックに依存

しない部分のコスト＝固定費は含まない）。c１、c２

を既存事業者と参入事業者の長距離通信の限界費

用とし、後者は限界費用で前者と競争するという

強い仮定を置こう。いま、既存事業者がアクセス

料金ａ（分当たり）を通話の開始点と終末点で接

続するのに要する総限界費用で設定すれば、ａ＝

２c０となり、アクセス料金はコストベースで決定

されることになる。既存事業者は自前の長距離

サービスを２c０＋c１のコストで、参入事業者はそれ

を２c０＋c２のコストで、それぞれ提供することにな

る。p１、p２をそれぞれ既存事業者と参入事業者の

長距離通信の小売価格とする（図１―２）。ここで

は最適な相互接続料金は、参入事業者がボトル

ネックの限界費用を内部化するａ＝２c０となる。

この条件が実現されれば、アクセス料金はコスト

ベースとなり、長距離サービスの小売料金も限界

費用価格設定に従うことになる。もしこれで既存

事業者に赤字が生ずれば、その赤字分（トラヒッ

クに感応的でない市内通信網のコスト分とユニ

バーサル・サービスの赤字分）は政府からの一括

所得移転（＝補助金）で回収されることになる。

だが、それが困難な場合には、既存事業者は中間

投入財を限界費用超の価格で提供することで赤字

分を回収しなければならない。最適なセカンド・

ベストのアクセス料金として、いわゆるラムゼイ

価格が登場することになる。ここで既存事業者は、

二つの長距離サービスを提供している（一つは自

製、もう一つは外部委託）と見なしてみよう。す

ると、相互接続料金は、限界費用だけではなく、

中間投入財への需要の弾力性を反映することにな

り、ラムゼイ・ルールに従い、固定費用の回収に

より生じる歪みを最小化かたちで、設定されるこ

とになる。

ラムゼイ・ルールに基づくアクセス料金の設定

は、二つの長所をもっている。一つは、それが企

業のさまざまな部門の競争圧力を映し出すことで

ある。もしマークアップが消費者を生産性の低い

かつニーズに合わない事業者のサービス購入に向

かわせるようなら、それは社会的に見て非効率で

ある。この点、ラムゼイ価格は、クリーム・スキ

ミング（収益性の高い部門への参入の集中）やバ

イパスが発生しそうな部門の弾力性を大きくする

ことで、そうした部門の小売価格を引き下げ、そ

うした動きを抑制することになる。もう一つは、

ラムゼイ価格体系は、サービス間の代替性、補完

性の問題を視野に収めている点にある。例えば、

二つのサービスＡ、Ｂが代替的な関係にあり、Ａ

の価格上昇がＢの需要増加につながるようなケー

スにあっては、Ｂの価格は予めマークアップを内

部化するかたちで高めに設定されなければならな

い。

こうして、長距離参入事業者が設定する価格に

はマークアップが含まれるので（p２＞２c０＋c２）、

彼らが既存事業者に支払うアクセス料金にも、当

然のことながら、マークアップが含まれることに

なる（ａ＝p２－c２＞２c０）。したがって、理論的な

結論は、既存事業者は、小売価格にだけではなく、

卸売価格にも地域網の固定費用回収のためのマー

クアップを加えるべきであるということになる。

図１―１ 片方向アクセス問題

出展：Laffont and Tirole（２０００）

図１―２ 限界費用と料金

出展：Laffont and Tirole（２０００）
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�� 片方向アクセスの政策

片方向アクセスの接続料金制度はシンプルであ

る。ここでは、アクセス財である相互接続サービ

スを提供する既存事業者がアクセス料金を設定し、

参入事業者に課金し、参入事業者がこれを支払う

ことで取引は終了する。だが、制度はシンプルだ

が、実際いかなる方式でアクセス料金を規制する

かという政策論議の段になると様相は一変する。

アクセス料金設定ルールは、いくつかの理由で

完全なものとはなりえない。第一に、アクセス料

金は地域網所有者によるボトルネック設備投資の

収益率に影響を与え、その設置および維持に影響

を与えるが、ここでトレードオフが発生する。規

制当局は、一方でアクセス料金を低めに誘導し、

アクセスのトラヒックを増加させることで競争を

促進しようとするが、他方では所有者にボトル

ネック利用の弾力性を与え、投資インセンティブ

を与え、非効率な参入を阻止しようとする。前者

では、アクセス設備を一新するような極端なケー

スではストランディド・コスト（未回収費用）の

問題も発生するため、既存事業者はそれを利益の

剥奪であると強く抗議する可能性がある。他面、

後者のように既存事業者の弾力的なネットワーク

利用に委ねた場合には、今度は参入と競争が促進

されないおそれが生じる。したがって、規制当局

は既存事業者の投資インセンティブと参入による

便益を比較衡量しなければならなくなるのである。

第二に、市場の画定ないしサービスの定義がむ

ずかしいことである。ここでは卸売サービスの

サービス・セットの画定が問題になる。技術の進

歩（フィーダー部分、交換機の特性、地域網の他

の構成要素における変化）に伴いサービス自体が

変化していること、非線形の課金システムにより

サービスないし市場の複数化（例えば、二部料金

だとアクセス市場とトラヒック市場）が進行して

いること、従来バンドリング（一括化）がなされ

てきたサービスをアンバンドル化し、関連アクセ

ス・サービスだけを抜き出すのは困難なことなど

を考慮すれば、規制当局が包括的に対応すること

が難しいことは理解できよう。

第三に、アクセス政策が策定されても、その遵

守状況のモニタリングがきわめて困難なことであ

る。そもそもアクセス料金設定ルールをつくるの

にもかなりの情報が必要とされる。規制当局はこ

うした情報で事業者より劣位に立つが、そうした

規制当局が、アクセス料金設定ルールの遵守を監

視するのは困難といわざるをえない。複雑なモニ

タリングを遂行する能力を欠いている場合、規制

当局はモニタリングを形式化するか、規制を強化

するか、そのいずれかしか道はないであろう。

以上、アクセス料金規制が困難である理由を見

てきたが、「現実」は理論的な検討に時間をかけ

ることを許さなかった。多くの先進国が、いくつ

かの考え方を参考にアクセス料金を規制すること

になった。その代表的な考え方が、コスト主義、

長期増分方式（LRIC）、および効率的中間財価格

設定ルール（ECPR）であった。

従来の規制慣行（報酬率規制）からすれば、卸

売サービスの規制にもコスト主義が適用されてよ

かった。この場合には、バックフォワードの歴史

的なコスト（会計コスト）が用いられ、原価に一

定のマークアップが加算されることで、固定費な

いし共通費がカバーされることになる。マーク

アップは、利用量に比例的に課される場合もあれ

ば、限界費用（平均可変費用）を基準に価格比例

的に課される場合もあろう。この方式の利点は、

ここでの完全配賦費用が事業者に投資の回収と採

算の確保を保証する点にある。だが、この方式は

結局規制当局によって採用されなかった。完全配

賦のルールの裁量的な性格、手続きの不透明さな

どいくつかの理由が考えられるが、やはり最大の

理由は、それがアクセス・コスト最小化のインセ
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ンティブを与えず、需要弾力的な部門と非弾力的

な部門との間の内部相互補助を許す点にあったと

いえよう。

第二のアクセス料金設定原理は、ボーモルらに

よって提案されたECPRであり、これは現在も

ニュージーランドや米国の一部の州で規制当局に

より強く支持されている。ECPRは小売価格と卸

売価格をリンクさせる部分的な規制ルールであり、

当該部門のアクセス料金は既存事業者の機会費用

ないしそれ以下の水準で設定されることになる。

すなわち、ａ≦p－c１となる。この条件式の意味

は次のように理解できる。接続で参入事業者は既

存事業者から長距離通話一単位分（例えば、１

分）を奪うと仮定しよう。事業機会を奪われるこ

とで、既存事業者は、自分が長距離通話サービス

を提供する場合得られるはずの利益、p１－（２c０＋

c１）を失うことになる。一方、参入事業者にアク

セス・サービスを供給するためには、限界費用２

c０が必要となる。したがって、両者の合計p１－c１

がアクセス料金として徴収されることになるので

ある。競争部門の限界費用c１は、回避可能原価

（avoided cost）と呼ばれる。

ECPRは、実際には会計分離を前提としたイン

ピュテーション手続きを通して実行される。まず、

既存事業者に部門間の「会計分離」を義務づけ、

部門間のコスト移転を透明にし、内部相互補助を

なくすような制度設計を行う。ここで既存事業者

が長距離通信サービスの料金をすでに決定してい

るとすると、既存事業者は自分の長距離部門が損

失をこうむらない範囲でアクセスを認め、参入事

業者に対しアクセス料金を要求することになる。

その範囲とはp１－（ａ＋c１）≧０であり、この式は

結局、ECPRの公式であるａ≦p１－c１に帰着する。

ECPRには二つの利点がある。第一に、この

ルールは、既存事業者よりも効率的に操業しなけ

れば利潤機会はないことを参入事業者に知らしめ

る点で、参入事業者に対し正しいシグナルを送っ

ている。参入事業者は既存事業者と競争するには

その小売料金を既存事業者の料金以下に設定しな

ければならず（p２≦p１）、かつその料金で総費用

ａ＋c２を回収しなければならないが、ECPRでは、

参入事業者の総費用は、既存事業者の長距離通話

料金から参入事業者が有するコスト優位分を控除

した額か、それより小さくなるため（ａ＋c２≦p１

－（c１－c２）、この式は、ECPRの公式ａ≦p１－c１の

両辺にc２を加えることで導出される）、コスト優

位が存在しないと利潤機会は生じないかもしれな

い。その場合には、参入は起こらないことになる。

第二に、参入が起き、市場シェアが一部崩されて

も、既存事業者の通話単位当たりの営業利益は何

ら影響を受けないことである（収益中立的）。こ

れは、既存事業者がアクセス供給に際し参入事業

者に対しかけるバイアス（アクセスの質を落とす、

遅延を試みるといった公正な競争条件を破壊する

インセンティブ）を緩和する役割を果たす。

だが、ECPRはかなり厳しい条件がないと成立

しない。アクセス提供に関するコストの対称性

（自社と参入事業者へのアクセス提供コストが等

しい）、競争部門における需要の対称性（両者の

需要曲線が等しい）、競争部門におけるコストの

対称性（両者のコストが等しい）、競争部門にお

ける価格行動での対称性（既存事業者が市場支配

力の濫用を制限されるのに対し、参入事業者も市

場支配力を有さない）といった四つの条件が満た

されなければなければならない。逆にこうした条

件が満たされれば、完全対称の下、効率的なアク

セス料金はECPRで決定されることになる。完全

対称性の下では、両者は同一の小売料金を設定す

るが（p２＝p１）、小売コストも等しいため、アク

セス料金は、ａ＝p２－c２＝p１－c２となり、ECPRが

満たされるのである。

だが、こうした条件のどれか一つに非対称性が
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存在すれば、ECPRは成立しない。例えば、�ア顧

客の一部がブランド・ロイヤリテイのため、容易

に参入事業者に切り替えない場合（既存事業者の

需要曲線はより非弾力的となり、競争部門で参入

事業者よりも高い小売料金を設定できる）、�イ小

売費用が通常事業者によって異なる場合（需要が

線形でコスト効率的な事業者、例えば既存事業者

がより低い価格を設定するとすれば、少なくとも

コスト差の一部は価格差に反映されるため、p２－

p１＜c２－c１が成立し、ａ＝p２－c２＜p１－c２が導かれ、

アクセス料金は既存事業者の機会費用（p１－c２）

よりも小さくなる。反対に、参入事業者のほうが

コスト効率的ならば、アクセス料金は機会費用を

超えることになる）、�ウ参入事業者の総費用に固

定的な参入コストを含めなければならない場合

（既存事業者に対するコスト対称性の欠落）、�エ

参入事業者の小売料金が、既存事業者の小売料金

に合わせて予め調整されている場合には、こうし

た条件は成立しない。これを考えれば、ECPRは

理論的なロバストネスと政策適用可能性に欠けた

理論であるといえる。実際、その欠陥―既存事業

者のアクセス・コスト最小化のインセンティブが

働かず、コスト非効率を放置できる―や技術的な

難点―限界費用の測定など―を考慮すれば、それ

が主要な規制当局により選択されなかった理由は

理解できよう。

第三の方式が、LRICである。LRICは事業者の

現実のコスト（embedded cost）ではなく、将来

支配的になるであろう、現在もっとも効率的な技

術を採用した場合のコスト（いわゆる「将来志向

的な」コスト、forward―looking cost）をベンチ

マークにアクセス料金を決定するものである。ア

クセス料金は、アクセス・サービスを一単位追加

供給するのに要する増分費用（固定費も含まれ

る）だけで決定されるべきであるという考え方が

その根底にある。LRICの算定は、工学的なモデ

ルから導出されたもっとも効率的な技術の下での

供給コスト、当該技術に関連した生産要素（アク

セス関連設備）の将来の消費量予測、および当該

設備の減価償却ルールを基礎に行なわれる。

現在、イギリス、日本などがこの方式でアクセ

ス料金を規制しているが、その算定は恣意的との

批判も多い。増分費用を測定するには、規制当局

に、�ア設備コストに関する知識、�イ生産要素の利

用予測、�ウ技術革新のスピードの予測が必要とさ

れる。だが、�ア′その設備が事業者に特殊で、市

場価格が存在しなかったり、�イ′設備をフル稼働

させるよりもキャパシテイに余裕を持たせるよう

な設備を設けるほうが将来的に効率的であったり、

�ウ′イノベーションにより交換機や伝送装置の価

格が急激に低下する可能性があり（この場合には、

現時点の効率的設備を基準に将来の各時点でのア

クセス料金が算出されていても、設備の耐用年数

の取り方次第で、アクセス料金が過剰ないし過少

に徴収されかねない）、その知識、予測が完全で

あることはまずないといってよい。

競争的なアクセス料金（アクセス・サービスを

接続関連設備の賃借と考えれば、設備のレンタル

料金と考えることもできる）は、以下の関係式を

満たすことが知られている１）。

時点ｔでのLRIC＝その時点でもっとも効率的な

技術を使用した場合の限界費

用×（利子率＋技術進歩率＋

設備の物理的な摩損率）

この式の右辺は、元本（＝設備の限界価格）に対

する利子と資産の経済的な摩損額の和に等しい。

例えば、利子率が５％で、年間１０％の資産減価を

仮定すると、アクセス（＝レンタル）料金は当該

１）Laffont and Tirole（2000）
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設備を購入した時点の市場限界価格の１５％に等し

いことになる（利用可能期間が永久の場合）。

だが、このモデルは、�設備が耐用期間中キャ

パシテイの限界まで利用されること（利用度予測

の欠如）、�設備ないしアクセス財に対しコンス

タントな需要があること（新技術による需要変化

の軽視）を仮定している。また、�アクセス料金

そのものが技術革新のスピードに及ぼす影響を軽

視しており、�新しい設備が登場した場合の既存

設備の廃棄に関し、そのオプション価格を考慮し

ていない。

LRICに技術的な問題が伴うことは、規制当局

も承知している。だが、長期限界費用の代理関数

として、いまのところ代替方式が見当たらないの

も事実である。問題は、LRICにコスト主義の悪

弊がつき纏っている点にある。一部の経済学者は、

長期増分費用は算定手法が恣意的であり、衣装換

えした共通費の完全配賦主義にほかならず、

LRICをベースにしたアクセス料金は効率的な水

準からは程遠いと批判している。また、LRICは

既存事業者の接続収入を減らすため、接続関連設

備への投資インセンティブを削ぐとの批判もある。

だが、いかなる規制政策も恣意性の介入を免れな

い以上、問題は恣意性の許容範囲ということにな

る。LRICが、アクセス料金を引き下げるかたち

で働いたことは事実であり、この点は評価される

べきである。従来の接続関連設備投資の後退は移

動体通信市場の発展、IP電話の普及を受けたもの

で、LRICがその原因になっているとはいえない。

LRICはアクセス供給の利益を奪うため、それに

より既存事業者はアクセス供給にバイアスをかけ、

自社の関連会社をサポートする誘因を持つように

なる。したがって、それを抑止するため、規制当

局には一層の規制強化が必要となるとの批判もあ

る。だが、この問題も接続関連投資に報酬率を認

めることで解決できる。現在のところLRICは失

敗しておらず、不完全だが、当面はこれを規制原

理とする以外にないであろう。

Ｃ．双方向アクセスの理論と政策

�� 双方向アクセスの理論

双方向のアクセス料金の制度、モデル設計は、

片方向のそれに比し、一段と複雑である。従来、

双方向の相互接続は国際通話問題に代表され、そ

こで中心的に取り上げられる問題といえば、き

まって通話量（トラヒック）の流入・流出に関わ

る不均衡、すなわち流入国（後進国）の高い着信

接続料金問題と民間会社の公社に対する交渉上の

不利という問題であった。ところが、固定間（例

えば、公衆網とCATV回線）ないし固定―携帯間

で複数ネットワークが並立し、双方が相互にアク

セス財を授受するようになると事態は一変する。

規制緩和でCATV事業や移動通信事業などの新規

事業者が非規制とされていたため（「非対称規

制」）、改めて相互接続をめぐる規制の是非が問わ

れることになったのである。

双方向モデルに関しては、問題が比較的最近に

なって顕在化したこともあり、それほど研究は進

んでいないが、ラフォンらによるLRTモデルや、

またアームストロングらによるADVモデルなど、

いくつかの有力なモデルが提示されている。一般

的なモデルに即して、アクセス料金の決定、支払

の仕組みを見ると、まず�受信側の事業者がアク

セス料金（着信接続料金）を設定し、それを見て

�発信側の事業者はオフネット通話の小売価格を

決定する。そして、自分の顧客がその料金表を見

て通信を行った場合には、�発信側の事業者が当

該顧客から小売料金を徴収し、その中から�受信

側の事業者にアクセス料金を支払うことになる

（図１―３）。

これは、「発信者支払（負担）原則、sender

pays principle」と呼ばれている。ここでは、受
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信者は通話を受けることで効用ないし利益を受け

ないこと（迷惑電話を想起）、発信者は受信者や

他の人々の効用に関心を持たないことが前提とさ

れている。

また、双方向モデルは、規制のない小売市場を

想定する場合が多い。これはボトルネックがなく

なれば、あらゆる小売部門で競争が起こり、規制

の必要がなくなるとの認識に立っている。加えて、

技術とサービスの変化は小売部門での規制の実施

を困難にするという見込みにも立脚している。こ

うした仮定は、アクセス料金を規制する適当な措

置（例えば、卸売価格は小売価格を上回ってはな

らないといったインピュテーション手続き）が講

じられさえすれば、そう不自然ではない。たとえ

小売部門で価格が自由に決定されようと、それは

リンクしている卸売部門の料金規制に自ずと制約

を受けるからである。

双方向アクセス規制がむずかしいのは、たんに

小売部門の競争を促進するだけでは最適アクセス

料金を望めない点にある。まず、アクセス料金が

事業者双方により「非協調的に」設定されると仮

定しよう。この場合、いずれの事業者もアクセス

料金を高く設定する誘惑にかられることになる。

なぜか。いま、ネットワークが１０個存在し、各

ネットワークにそれぞれ一人の事業者変更が不可

能な消費者がおり、その１０人の消費者が相互接続

を通して互いに通話を行っている状態を想定しよ

う。また、ここでは、１０個のネットワークのそれ

ぞれがアクセス料金（ai，i＝１，２，…，１０）を

設定すると仮定しよう。すると、個々のネット

ワークにとって顧客のために通話を他のネット

ワークに接続するのに要する分当たり期待コスト

は、通話先のインターフェイスまでの限界費用に

相手方の課すアクセス料金を加えたものとなる。

このアクセス料金は、コストベースで見るかぎり、

他の９のネットワークが設定するアクセス料金の

平均値になる。このことは、ネットワークの数が

増えれば増えるほど、個々のネットワークの接続

料金は、他のネットワークによって支払われる平

均的な料金に、それゆえネットワークが設定する

小売料金にわずかな影響しか与えないことを意味

している。その結果、各ネットワークは自分が設

定する接続料金は自分の受ける通話量にあまり影

響のないことに気づくことになる。こうして、各

ネットワークは高い接続料金を課すインセンティ

ブを持つことになるのである。

これは、ネットワークが二つしかないときにも

起こりうる。いわゆる「二重の限界化（double

marginalization）」問題が、それである。これは、

ネットワークの規模にかかわらず、事業者は加入

者が受ける通話に関しては独占事業者になること

から生じる。国際通話料金でよく知られた現象で

あるが、小規模なネットワーク事業者にも当ては

まる。むしろ小規模な事業者は強い市場支配力を

持つことができる。大規模な事業者の場合、自分

のネットワークにおける通話の流出・流入に影響

を与えるかを予測して卸売料金を決めねばならな

くなるのに対し、小規模な事業者はこのような反

応を考慮する必要がない分非弾力的な接続サービ

スの需要に直面するため、より大幅なマークアッ

図１―３ アクセス料金の決定、支払いの仕組み
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プを課すことが可能になる。小規模な事業者は市

場支配力を持たないので接続料金設定に関して制

約力がないという見解は完全に誤っていることに

なる。

では卸売段階で協調的なアクセス料金設定を認

める場合はどうであろうか。だが協調的なアクセ

ス料金決定を認めると、今度は共謀が促進されか

ねない。ラフォンらのモデルもテナント・プール

の例を採り上げ、その可能性を指摘している。モ

デルは、事業者がパテントプール・ベンチャーを

設立し、そこにロイヤルティを支払うかたちで事

業を行なう場合、下流の事業部門はベルトラン競

争（限界費用価格を導く）で利潤を得られないも

のの、上流のパテント貸与事業は独占利潤を得、

それが下流のベンチャー設立事業者に再配分され

ることを明らかにしている（図１―４）。

協調的な卸売協定が共謀関係の強化の点で独禁

法上の懸念を生むのは、ADVモデルでつとに解

明されているところである。いま、２つのネット

ワーク（ｉ＝１，２）があり、消費者の争奪戦を

行っていると想定しよう。消費者は、ここで、ま

ず加入するネットワークを選択し、そのうえで可

変的な通話量（通話時間）を選択すると仮定しよ

う。モデルを簡素化するため、互恵的なアクセス

料金（双方が分当たりａという等しいアクセス料

金を設ける）、バランスのとれた通話パターン

（ネットワークの加入者に一方的な受信者、発信

者はおらず、あるネットワークから発信し他の

ネットワークに着信する通話の割合は後者のネッ

トワークの市場シェアに比例する）という２つの

仮定を設けることにする。こうした仮定に立てば、

一方のネットワークのオフネット通話（ネット外

に接続される通話）の比率は、ライバルのネット

ワークの市場シェア（契約加入者数）に等しいこ

とになる。

ここで、あるネットワークが存在し、そこに加

入している消費者がオフネット通話をすると仮定

しよう。そのとき、相手の着信接続料金が自分の

配信・着信サービスの限界費用と同じ水準で設定

されていれば、当該ネットワークにとって、加入

者が課す通話コストはオンネット通話（同一の

ネットワーク上に接続されるもの）とオフネット

通話で無差別となる。だが、�ア着信接続料金が限

界費用水準を上回っていれば（下回っていれば）、

当該ネットワークにとって、通話の平均的な限界

費用は、ライバル事業者の市場シェアが拡大すれ

ばするほど、それだけ高騰（下落）することにな

る。そのため、相手方が高い着信接続料金を設定

する場合には、当該ネットワークには自ら平均限

界費用を引き下げるべく、市場シェアを高める強

力なインセンティブが働くことになる（内生的な

限界費用効果 endogenous―marginal―cost effect）。

他面、�イ市場シェアが変えられない場合には、平

均的な限界費用は着信接続料金と共に上昇し、小

売料金値上げの誘因を生み出す。その値上げで両

事業者が利益を享受できるかぎり、共謀への誘因

は容易には断ちがたいのである（「相互引き上げ

効果」）。

だが、共謀の可能性を打ち消すような要因もあ

る。第一に、事業者が限界費用以上の着信接続料

金設定に合意したとしても、市場シェアが所与で、

固定されていないかぎり、マークアップは必ずし

図１―４ パテントプールベンチャーの仕組み

出展：Laffont and Tirole（２０００）
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も小売価格の上昇を招かないことである。アクセ

ス料金のほうが所与ならば、マークアップは必ず

しも小売価格の上昇をもたらさない。ネットワー

クの通話当たり期待限界費用は相手方のネット

ワークの市場シェアの減少関数であるため（期待

限界費用＝着信接続料金のマークアップ×ライバ

ルの市場シェア）、余程大幅なマークアップが課

されるか、相手方の市場シェアの減少が起こらな

いかぎり、期待限界費用は大きく変化しない。し

かし、小売段階で価格競争が激しくなると、事業

者はそこでマークアップを設定できなくなるため、

その埋め合わせとして、アクセス・サービスに大

幅なマークアップを課そうとする。だが、双方の

アクセス料金がある程度まで上昇すると、上述し

た内生的な限界費用効果が高まり、事業者は自分

の市場シェアの拡大することで期待限界費用を落

とそうとする。すなわち、事業者はライバルへの

アクセス「税」の支払いを避けるため、低廉な小

売価格を設けるようになるのである。ネットワー

クが非常に代替的ならば、わずかな小売価格の引

下げでも、期待限界費用を大幅に引き下げること

ができよう。このことは、マークアップで共謀し

ようとするまさにそのときに、小売価格を引き下

げる誘因が事業者に働くことを意味しており、

マークアップが必ずしも小売価格の押し上げにつ

ながらないことを示唆している。

第二に、事業者が小売料金に非線形料金（二部

料金）を採択する場合には、共謀は容易ではない。

いま、事業者は、月次の基本料金（固定料金）、

分当たり通話料金（従量料金）を自由に設定でき

ると想定しよう。ここでは、事業者は基本料金を

使って契約者を獲得できるため、市場シェアの構

築をある程度通話量の創出から切り離すことがで

きる。ネットワークは固定料金をめぐり激しい競

争を展開し、低廉な基本料金を提示するようにな

る（携帯端末の景品化、値引き）。ホテリングの

製品差別化モデルを使ったラフォンらのモデル

（LRTモデル）は、事業者が消費者の需要を

知っている場合、こうした二部料金が用いられる

と、事業者の利潤は着信接続料金と独立なものと

なり、その従量料金は限界費用水準で設定される

ことを明らかにしている２）。ここでは、アクセス

料金はもはや共謀の手段とはなりえないのである。

第三に、消費者間のネットワーク外部性が働く

ため、事業者が着信接続料金を差別化するインセ

ンティブを高めることである。アクセス・サービ

スに関してマークアップが存在する場合、オフ

ネット通話のコストはオンネット通話のコストよ

りも割高となる。したがって、コストベースで考

えれば、オフネット通話に対しては高い小売料金

を課すことが望ましい。こうした料金差別は、実

際多くの国でなされている（通常、移動網に着信

する通話料金のほうが、固定網に接続する通話料

金よりも高い）。だが、こうした料金差別は、消

費者のネットワーク選択に大きな影響を与える。

通話したい相手が同じネットワークを選択すれば、

消費者の効用は増大するからである。いわば消費

者の間に正（→限界費用超の着信接続料金）ない

し負（→限界費用未満の着信接続料金）のネット

ワーク外部性が働くのである。これは、わが国の

携帯電話の普及過程でもよく見られた現象である。

オンネット通話とオフネット通話の通話料金が差

別化されている場合、アクセス赤字はオフネット

の通話量、通話料金にのみ依存し、オンネット通

話には依存しない。したがって事業者としては、

オンネット通話料金を引き下げ、そこで通話量と

市場シェアを拡大することが最適な戦略となる。

これは、着信接続料金をめぐる共謀を抑止する大

２）証明はLaffont and Tirole（2000）の「box５．３」を参照。
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きな要因となる。

第四に、通話を受ける最終顧客に便益に応じた

コストを負担させる方法が考えられる（図１―５）。

この場合には、アクセスを受けた事業者が最終顧

客にも課金することになる。この場合、事業者は

こうした課金で収入が得られるため、こぞってト

ラヒックの多い顧客の争奪戦を展開するようにな

る。その結果、着信接続料金のプレミアムは最終

的には競争で解消することになる。しかし、この

手法は、米国の一部の州で実施されいるが、慣行

上、制度上の違いから日本や欧州では実施されて

いない。

以上、競合する複数ネットワーク間のアクセス

料金は、共謀を通じて大幅なマークアップがつけ

られる可能性があるものの、上記のような要因が

働く場合には、必ずしも、高く設定されるわけで

はないことを見てきた。もし、こうした要因が働

くならば、固定・携帯間ないし携帯間の着信接続

料金に規制をかける必要性は必ずしもないのであ

る。

�� 双方向アクセスの政策

固定・携帯間の双方向アクセスの料金は、規制

緩和の観点から、当初は事業者の交渉に委ねられ

るべきであると考えられていた。交渉が決裂し紛

争が生じた場合には、行政の裁定か司法の裁定で

決着をつければよいと考えられていた。しかし、

紛争が頻発し、その裁定に費用と時間がかかるこ

とがわかってくると、多くの国が、技術・市場環

境の変化の激しい情報通信分野では、アクセス料

金の決定を当事者間交渉に委ねることはできない

と考えるようになった。いまや固定・携帯間の相

互接続料金の規制を検討していない国はニュー

ジーランドと日本だけであり、他の多くの先進国

がここには何らかの規制が必要であると考えてい

る。

そこで、考案・採択された規制政策は、大別し

て二通りある。一つは、EU（加盟国）が提唱、

多くの加盟国が実施している着信接続料金規制で

あり、もう一つは、米国（FCC）が、反証がな

いかぎり各州に認めている、「ビル・アンド・

キープ制度（bill―and―keep regime）」である。

前者では、強引な引き下げ措置からプライス

キャップ規制、LRIC、ECPRを利用したものま

で、多様な方式が実行されており、後者では事業

者はお互いにアクセス料金を支払わない（ａ＝

０）、いわゆる相互補償主義が提案されている。

ただし、すべてのEU加盟国が携帯着信規制を

実施しているわけではないし（ドイツ、ベネルク

ス諸国など）、一旦実施したが見直しが図られて

いる国もある（デンマーク）。また、米国のビ

ル・アンド・キープ制度は歴史が古く、事業者慣

行といえなくもない。そうだとすると、米国は非

規制に近い規制政策を採っていることになる３）。

図１―５ 最終顧客にもコストを負担させるケー

ス

３）カリフォルニア州は、既存地域通信事業者（ILEC）と競争的地域通信事業者（CLEC）との相互接続にビル・アンド・キープ
制度を導入したが、州の最高裁判所判決はこれを退けている。通話フローがバランスしていない状態でのこの制度は規制によ
る利益剥奪であるという既存事業者の主張を支持したのである。この制度は取引費用の節約という点で大きなメリットがある
が、通話フローの状況を無視して適用すると新たな問題（規制当局による利益剥奪）を生むことに留意すべきである。
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Ｄ．OECDの政策提言

OECDは、情報通信のアクセス規制に関し、直

接勧告案などを出して、政策誘導を行ってはいな

い。だが、そのなかの有力な機関である競争法・

政策委員会は、構造分離政策を提唱しており、そ

れとの関連で典型的な行為規制であるアクセス規

制の動向に重大な関心を寄せている。ここでは、

同委員会がノートのかたちで発表している情報通

信のアクセス規制研究の検討を通して（OECD,

“Competition and Regulation Issues on Telecom-

munications”として出版予定）、OECDの相互接

続問題に関する見解にアプローチする。

ノートはまず、双方向の相互接続問題を二つの

モデル―�中心的なネットワークと競合する複数

ネットワーク（例えば、上流の固定公衆網と下流

の複数の移動網）との間の相互接続、�競合ない

し非競合のネットワーク間の相互接続（例えば、

移動網同士、固定通信の国際通話）―に分け、そ

のうえで双方向の移動体通信規制の問題に言及し

ている。ノートは、�ア双方向のアクセス料金問題

は「ユビキタスな」通信サービスを提供するため

相互に「不可欠中間財」を購入しなければならな

い状況で発生すること、�イその料金問題はネット

ワーク間の競争が一様ではなく、事業者にかかる

規制の有無にも違いがあるため、非常に複雑な問

題になること、�ウその双方向モデルには一連の厳

しい仮定が設けられ、しかもそれが相互に作用す

るかたちで分析結果に影響を与えるため、モデル

自身が特殊なケースに焦点を合わせた限定的なも

のにならざるをえないことをことわっている。

とはいえ、あまり厳しくない一連の仮定―各

ネットワークの顧客は他のネットワークから通信

を受けることで効用を得ない（着信接続料金を支

払わない）、また他のネットワークに属する顧客

の消費者厚生に関心を払わない、さらに各ネット

ワークはその独占力に基づき自分の中間投入財

（着信接続サービス）を一方的に販売でき、かつ

その価格を自由に選択できるなど―を置いたうえ

で、事業者が、中間投入財の販売によって得られ

る利潤を最大化するよう料金を決定するとすれば、

着信接続料金は、社会厚生の観点から見て、非効

率に高いものとなることを指摘している。

したがって、移動網への着信接続料金規制は不

可欠だが、問題は最適な着信接続料金をどう設定

するかにあるという。例えば、固定発―携帯着の

小売料金が着信接続料金に依存するケースにあっ

ては、着信接続料金規制は「二つの価格セット」

に影響を与える。第一に、それは固定発―携帯着

の小売サービスの限界費用を構成する要素となる

ことで、固定サービスの小売価格に直接影響を与

える（効率配分）。第二に、それは着信サービス

事業の利潤を変化させることで、移動網の他の小

売サービス価格に間接的な影響を及ぼす。例えば、

着信接続料金の引き上げによる増分利潤は、他の

サービス価格の値下げを可能にし、移動通信浸透

度の向上→固定・携帯通話への需要の増大を惹起

する可能性がある、というのである。

こうした二つの影響のうち、いずれが勝るかは、

モデル考案者が立てる追加仮定のいかんにかかっ

ている。OECDは、ラフォン、アームストロング、

ライトらのモデル分析に依拠しながら、この問題

に迫っている。まず、移動網への着信接続料金は、

�ア固定発―携帯着の通話料金が限界費用で価格づ

けされている場合には、移動体通信の浸透度が携

帯固定（＝基本）料金に感応的か否かでどう異な

るかを、ついで�イ固定発―携帯着の通話料金が限

界費用・プラス・マークアップで価格づけされて

いる場合には、移動体通信の浸透度が移動通信の

固定（＝基本）料金に感応的か、感応的でないか

でどのように異なるのかを検討している。そのう

えで、上の仮定の下では、いずれにせよ着信接続

料金の引き上げ（引き下げ）はモバイル浸透度を
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高める（落とす）ことになるとし、この二律背反

を現実的に解決する手段として「二部料金」の妥

当性を認め、固定料金で移動通信浸透度を調整し

つつ、同時に着信接続料金と固定―携帯通話料金

を限界費用に等しく設定するような制度設計を行

うべきであると主張している。

OECDは、各国の政策当局ないし事業者に対し、

移動網への着信接続料金をその限界費用に等しく

なるよう４）、理想的には２部料金体系を敷くべき

であるとし、できればそこに二つの料金オプショ

ン５）を設けるべきことを提案している。また、そ

こでは移動通信の浸透度を高めるため、一定程度、

固定網から移動網への純所得移転を認めてもよい

とまで主張している。

そして、１９９８年にEUが実施した移動網への着

信接続料金規制の実態調査および独自の調査を起

点に、規制の動きが強まっていることを確認して

いる（イギリス（OFTEL）、オランダ（OPTA）、

フランス（ART）、およびオーストラリア

（CC）など）。そこで、OECDは着信接続料金に

二部料金を採択している国が一つもないことに懸

念を表明している。多くの国が線形の、分当たり

料金で着信接続料金を規制しており、このことは

固定網から移動網への所得移転が続いていること

を意味している。もちろん、着信接続料金はピー

ク時とオフピーク時の間でも、顧客の間でも差別

化されておらず、もしこれを放置すれば規制は失

敗するおそれがある、というのである。

現在、固定網同士の相互接続料金には、長期増

分費用方式（LRIC）が採用されているが、その

なかに固定費ないし共通費を回収するためのマー

クアップを認めるか、また認める場合、どのよう

な方法で、どの程度まで認めるかという点で各国

の解釈・対応は異なっている。だが、LRICの算

定価格は、混雑時を除き、限界費用をかなり上

回っている。そもそも、OECD加盟諸国がLRIC

に信頼を寄せているということ自体が「困惑す

る」事態といってよく、共通の規制慣行として利

用されているとしか考えられない。ここで、

OECDはLRICを（マークアップなどの決定が）

裁量的な、「（会計費用に替わり）予見的な費用と

いう視点に立った完全配賦費用の一種」と見てい

るのである６）。

イタリアの例７）を持ち出すまでもなく、移動網

への着信接続料金の規制は必要である。だが、オ

ンネット通話とオフネット通話の小売料金に関し

差別を認めなかったスウェーデンの事例８）が示す

ように、着信接続料金の最適規制（限界費用価格

設定）には、小売料金の差別化に対応した相互接

続料金の規制が必要となる。小売料金に第二種

（顧客クラスに基づく）ないし第三種（弾力性の

相違に基づく）の差別が認められているなら、卸

売料金にもそれが認められないと、最適規制は達

成されない。したがって、着信接続料金規制に

あっては、二部料金をはじめ、第二種、第三種の

料金差別を認めるべきであるというのが、OECD

の政策提言の結論になる。

４）オフピーク時には限界費用はゼロに近いといわれている。
５）一つは低所得者向けの低い固定料金と高い従重量料金から成るセットであり、もう一つは高所得者向けの高い固定料金と低い

従量料金から成るセットである。
６）Rohlfs. J. H. and J. G. Sidak,（2002）
７）移動通信事業者が共謀したテレコム・イタリア・モバイルとオムニテルは、第三事業者ウインドの参入を阻止するため、共謀
して着信接続料金を引き上げた。

８）テリアは他の事業者への通話の純流出を防ぐため、オフネット通話の小売価格を引き上げようとしたが、それを禁じられた。
そのため、テリアはライバルに対し接続料金を引き下げる戦略を採った。
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�．移動体通信市場の着信接続料金をめぐる制度

と政策

本章では、諸外国における固定―携帯間の相互

接続制度および政策について、Ａ）欧州委員会

（EU）、EU加盟国の具体的事例としてＢ）英国

（OFTEL）、EUとは異なる枠組みを採用してい

る国としてＣ）米国（FCC）を採り上げ、順に

概観する。

Ａ．欧州委員会（EU）の政策動向

�� 加盟各国における規制の実施状況

移動体通信市場はEU加盟諸国においても近年

発展が著しく、浸透率の増加から携帯電話を所有

する人々の割合が増加していること、市場独占度

を示すハーフィンダール指数の低下傾向から移動

体サービスの提供を開始する事業者数も増加して

いること、が確認できる（表２―１）。通信市場に

おけるこのような移動体サービスの急激な発展は、

前章でも触れたように接続に関する紛争の頻発を

招き、移動網への着信接続料金を規制する動きへ

と結びついていった。

固定通信も含めたEUの接続に関する規制は、

１９９８年の電気通信サービス域内自由化に備え、競

争促進のために整備された指令（９７／３３／EC）が

基礎となっている。その後、EUは通信・放送の

融合など最近の進展に合わせ、この規制枠組みの

抜本的な見直しを行い、加盟各国は２００３年７月ま

でにEUの新たな規制パッケージを国内法に組み

入れる予定である。従来の指令（９７／３３／EC）、お

よびその解説である「市場支配力を有する事業者

の固定網から携帯網へ発せられた通話に対する料

金原則」９）（以下「ノート」という）によれば、固

定／移動の両市場において、接続規制の対象とな

る事業者は、SMP（Significant Market Power、

市場支配力）を有するか否かという基準で決定す

べきとされている。SMPを有するか否かの判断

は、特定市場においてシェアが２５％超か否かとい

う客観的基準に基づいてなされる。特に移動網へ

の接続に関しては、移動網のみの接続市場で

SMPを有するか否かという基準に加え、固定／

移動／専用網を合計した接続市場全体でSMPを

有するか否かという追加基準を設け異なる義務を

負わせるという、２段階の規制が企図されている

（表２―２）。

各加盟国においてSMPを有すると指定された

移動体事業者は、�移動網への接続市場では１３ケ

９）Information Society DG（DGXIII）（１９９９）参照。

表２―１ 欧州における移動体市場の発展

国 名
浸透率（％） ハーフィンダール指数

１９９７年 ２０００年 １９９７年 ２０００年

ベ ル ギ ー ９．６ ２１．５^

ド イ ツ １０．１ ５８．７ ０．３４６^ ０．３４１

デ ン マ ー ク ２７．３ ６２．９ ０．５０９ ０．２９６

ギ リ シ ャ ８．９ ５６．５ ０．５１４ ０．３３８

ス ペ イ ン １０．８ ６２．０ ０．６３５＊ ０．４１８

フィンランド ４２．０ ７２．０ ０．５６２ ０．４８７

フ ラ ン ス １９．０＊ ４９．０ ０．３８０

アイルランド ９．５ ７３．０ ０．５２９

イ タ リ ア ２０．５＃ ４２．８＃＾ ０．３９９

ルクセンブルク １６．１＃ ３９．３＃＾

オ ラ ン ダ １０．８＃ ６０．０ ０．５３１＊ ０．３４３

オーストリア １４．３ ４９．０^ ０．４２３^

ポ ル ト ガ ル １５．４ ６７．０

スウェーデン ３５．８＃ ７１．０ ０．２７９ ０．３７６

イ ギ リ ス ２０．４ ２８．９^ ０．２９９＊ ０．２６０

ノ ル ウ ェ イ ３８．０ ７４．８ ０．５０３

出典：各国NRA。＃はOECD Report １９９９ Celluler pricing
structures and trendsより。
＊は１９９８年データ、＾は１９９９年データ。
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国２４事業者であり、その中で追加的に�接続市場

全体でもSMPを有すると規定されているのは８

ケ国１２事業者である。

実際の接続料金規制は各加盟国の規制当局

（National Regulatory Authorities, NRA）が行

うこととされており、EU法と調和がとれている

表２―２ SMPを有する事業者（接続市場）

市場区分
固 定 事 業 者 移 動 体 事 業 者

音 声 通 話 専 用 線 移動サービス 全接続市場

指 令

（９７／３３／EC）
における義務

アクセス確保（４．２条）

非差別的扱い（６条）

費用指向的であること（７条）

会計分離（８条）

アクセス確保（４．２条）

非差別的扱い（６条）

費用指向的であること（７条）

会計分離（８条）

アクセス確保（４．２条）

非差別的扱い（６条）

アクセス確保（４．２条）

非差別的扱い（６条）

費用指向的であること（７．２条）

表２―３ 接続市場全体での移動体事業者に対する各国の規制状況

国 名 SMP事業者 規 制 当 局 に よ る 対 応

ベ ル ギ ー Proximus （不 明）

ス ペ イ ン Telefonica SMP MNOおよびAirtelは、接続サービス及び移動サービスを

アンバンドルして提供し、費用計算を行う義務を負う。

フィンランド Sonera, Radiolinja 両ネットワークにおける着信費用の調査と計算方法の開示義

務（Soneraのみに、着信接続料金の割引が課されている。）

フ ラ ン ス Orange, SFR ２００１年６月にガイドラインが公表されたが、費用と着信接続

料金との関係についての評価は行われていない。

両MNOは、２００４年までに１５ユーロ・セント／分に相当する着
信料金割引を求められている。（SMP事業者指定の有無に関わら

ず、全てのMNOに対して、規制当局は、国際電話の着信に定額

料金を設定している。２００１年には１．２６仏フランに値上げされた）。

アイルランド Eircell, East Digifon 着信料金に対する規制は行われていない。２０００年には、規制

当局は、接続料金に関する調査を実施している旨公表していた。

イ タ リ ア TIM, Omnitel SMP MNOの着信料金は、欧州の最も安価な（best prac-

tice）料金に基づき平均３６０リラ／分のプライスキャップ規制が行
われているが、効果が表れていない。MNOはピーク／オフピー
ク時で着信料金を差別化することが認められている。

オーストリア Mobilkom SMP MNOは規制当局の費用評価に基づいてプライスキャッ

プを課される。

（第二次法制化により、費用はLRICに基づくと明示された。）

（他MNOは、SMP MNOのプライスキャップに連動して着信接

続料金を減額するよう要請されてきた。本件は訴訟に発展して

いる。）

スウェーデン Telia 規制当局は、SMP MNOに対し３回着信接続料金の減額を

行ってきた。

２００１年６月時点で、プライスキャップの水準は０．９８クローネ／
分。（他MNOに対する合理的な着信料金は、SMP MNOのプラ

イスキャップ＋１０％と考えられている。）

※２００１年１１月末現在での状況を整理したもの。
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限りにおいて、各国固有の事情や規制目的を考慮

した上、客観的基準に依拠した合理的な規制を設

定できることになっている。「ノート」では、

NRAによる価格規制は最小限にとどめる必要が

あること、恒久的な規制や規制により価格競争を

排除するような結果になることを避けるべきこと、

競争を有効に機能させるために事業者間の価格協

調に対する監督が重要になること等に注意を促し

ている。

これらを踏まえて、�の接続市場全体でSMP

を有すると規定された事業者に対し、固定発携帯

着の着信接続料金に関して各国で行われている具

体的な規制方法をまとめたものが表２―３であ

る１０）。SMP事業者はコスト志向的であることを要

求されており、規制当局は実際最も安価な（best

―practice）料金の実現を目指し、全部配賦費用

モデルに依拠したプライスキャップ規制を課して

いる。

�� 費用計算のガイドライン

��で見たように、EUにおいては接続市場全体

におけるSMP事業者の着信接続料金は費用志向

的（cost―oriented）であるべきだと規定しており、

携帯網の費用を把握することの必要性が日本より

も高いと言える。しかし残念ながらその費用構造

については、固定網に比べて理解されているとは

言えない状況にある。ただ欧州委員会は携帯網の

費用構造について調査の必要性を認識しており、

規制の検討と並行して民間シンクタンク

（Europe Economic社）に調査を委託している。

その報告書１１）は具体的な費用計算こそ行っていな

いものの、第２世代の移動網ネットワークを例に

とって計算のガイドラインを示しており、２００１年

１１月末に情報社会理事会（Information Society

Directorate General）に対して提出された。本節

では報告書の内容について簡単に概観し、携帯網

へ接続する際の費用構造と料金に関する基本的考

え方について整理してみたい。

接続に関する費用測定と料金設定については固

定網の場合も過去に問題となっており、基本的な

問題意識や計算方法は移動網の場合においても変

わらない。

報告書において「動学的状況」を考慮した現在

費用（Current Cost）とは以下のように定義され

ている。

現在費用＝Min［RC , max［NRV, NPV］］

ただし、NRV（Net Realisable Value）：割引

実現価値

NPV（Net Present Value）：割引現在

価値 である。

この時max［・］はdeprival valueと呼ばれ、

資産売却によって得られる価値（NRV）と資産

を利用することによって得られる価値（NPV）

のうち大きい方を意味する。従って現在費用は、

RC（Replacement Cost、再調達可能原価）とde-

prival valueの小さい方をもって定義される。

この式の意味を考えてみよう。まず現在費用を

単純にRCとしないで、NRVやNPVも含めて比較

するのは、ある特定時点での最小費用が必ずしも

数年を通じた費用最小点を意味しないことを反映

している。特に移動体網においては技術進歩が著

しいため、将来的な動向も踏まえた上で最小費用

を選択する必要があることを表している。NRV

とNPVを比較する理由については、「周波数の評

価」という具体例を考えてみれば良い。２Ｇ（第

２世代）の周波数免許は取引が不可能なため、

NRVはゼロである。一方RCは、（追加的な周波

数免許が競売される場合を除いて）類似の資産を

１０）幾つかの国では、更に携帯―携帯間の着信接続料金規制も行われている。
１１）Europe Economics（２００１）.
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購入できないため無限大になる。このような場合

には、周波数のNPVが現在費用として選択され

ることとなる。

またこの時資産は、利用開始から経過した年数

に応じて価値が減少した分を考慮した上で評価さ

れなければならない。しかも会計的に適用される

物理的減価ではなく「経済的減価」の概念が採用

される。具体的には通常の減価に加え、�新技術

採用による既存資産の価値が減少すること１２）、お

よび�移動網資産は寿命が短い（需要の急増に対

応するため追加投資が必要）ことを考慮した上で

計上する必要があるため、資産寿命は短くカウン

トされることとなる。

更に資本費用は、企業の自己資本に対する負債

割合で加重されたWACC（Weighted average

cost of capital）を用いる。負債の調達費用は非

危険資産収益率に倒産確率を反映したリスクプレ

ミアムを加えて算出される。自己資本の調達費用

はCAPMの手法を用いて計算される。両者とも

個別企業の実績に基づいて推計される。

以上の考え方は固定／移動網の間でほぼ同じだ

ということができる。

しかし移動網の場合、大きく以下の３点におい

て固定網の場合と考え方が異なっている。

� 「効率的ネットワーク」を想定する必要性が

少ない。

固定網の場合は規制下におかれた事業者の費

用測定であったため、既存のネットワーク構成

や使用設備が効率的だとの確証を得られなかっ

た。そのため実際の固定事業者の費用測定だけ

では十分でなく、仮想的な「効率的ネットワー

ク」を設定する必要があった。一方移動網の場

合は、事業者が複数存在するため原則競争圧力

が働いていると考えることができる。従って事

業者間の共謀がない限り、現在サービス提供を

している事業者の費用測定を行えば十分である

としている。

� 「通信範囲（coverage）」の存在。

固定網では加入者と物理的回線によってつな

がっているが、移動網では代わりに「通信範

囲」という概念が用いられる。通信範囲が拡大

することで移動体事業者に相当な費用が発生す

るが、因果関係によって個別の利用者やサービ

スに費用を帰属することは困難である。

� 多額の共通費の存在により着信接続料金との

対応関係が複雑

固定網よりも多くの共通費用が存在するため、

費用と価格の対応関係は単純ではない。また価

格（着信接続料金）は需要条件も含めて算出す

る必要があるが、移動網におけるトラヒック予

測はより困難である。

以上を指摘した上で、報告書は「規制の責任を

有する各国NRAは、価格（着信接続料金）の設

定にあたり支配的地位を有する移動体事業者がそ

の地位を乱用しているか否かを特定し、適切な処

置をとる必要があるだろう。」と結び、実際の市

場における規制実施の判断を各国NRAに委ねて

いる。

接続の費用構造を把握し料金水準の妥当性を判

断する場合、固定網との相違のうち�の点は作業

を容易にするものの��については判断を複雑化

する方向に作用すると考えられるため、事はそう

単純ではない。しかし透明性を確保するためにも、

何らかの形で費用情報を開示する必要性は高いと

考えられる。

１２）新技術の登場が逆に既存資産の価値を高める可能性もある。例えばインターネットの発展が電気通信ネットワークの潜在的価
値を高めてきたという議論も成立しうる。
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Ｂ．英国（OFTEL）の移動体通信規制論議とそ

の争点

以下では、上記の欧州の基本方針を達成する具

体的な接続規制の例として、固定発―携帯着の着

信接続規制を巡る英国オフテルの検討について概

観する。まず、オフテルにより提案されている着

信接続に対する規制方式の内容について述べた後、

リトルチャイルド、競争委員会の検討をもとに、

オフテルにより提案された規制方式の正当性につ

いて検討する。

�� 英国の移動体通信市場

英国の携帯電話所有者は予想以上に急速に増加

しており、２００１年時点で４，３００万人にまで達して

おり、これは英国総人口の約７１パーセントにあた

る。２０００／２００１年の固定系から携帯電話への通話

量は、１９９９／２０００年と比較して約９０％増加し、

２０００／２００１年の移動通信事業者（Mobile Net-

work Operators：MNOs）の総収入の４分の１

（約２２０億ポンド）を占めているといわれる。

英国では現在５つのネットワーク事業者（BT

Cellnet、One２One、Orange、Vodafone、Dol-

phin）により事業が行われている（図２―１）。現

実には、これらネットワーク事業者に加えて、複

数のサービス・プロバイダーが存在する（例えば

Cellcom、Peoples Phene、Talkland、Carphone

Warehouseなど）ため、５つ以上の企業が利用

者へサービス供給を行っている。しかしながら、

サービス・プロバイダーの多くは特定のネット

ワーク事業者の関連子会社か密接な関係にある会

社で、ユーザー料金における価格競争はそれほど

熾烈なものではなく、ネットワーク事業者により

推奨された小売価格に、ほとんどのプロバイダー

が従っている。このため有効競争という観点から

は重要なものではなく、また近年はこれら下流事

業者の合併統合が進展している１３）。

�� なぜ移動通信の規制なのか？

��―１ 着信接続料金（Termination Charge）

規制の経緯

着信接続料金は、移動体への通話を行う場合の

小売料金の約三分の二を占めている。１９９８年、オ

フテルは、Cellnet及びVodafoneにより設定され

ている着信接続料金について調査をおこなった。

１３）１９８０年代に規制当局は、ネットワーク事業者の数の制約により、携帯電話市場における競争が危機に瀕すると考え、サービ
ス・プロバイダーを通じて競争を促進する政策を打ち出し、ネットワーク事業者とサービス・プロバイダーの分離を実施した
のだが、その後、次第にネットワーク事業者の消費者への直接販売が認められるようになった。

１４）さらに１９９９年、BTからの要請に従い、オフテルはOrange及びone２oneの着信接続料金水準の決定についても検討を開始して
いる。

図２―１ 移動通信の構造

出典：OFTEL（２００１b）
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この結果１４）、固定発―移動着の着信接続料金水準

は費用と比較して高額であり、公共の利益に反し

ているとの結論に達した。当該調査に基づき競争

委員会（Competition Commission：CC）もオフ

テルの見解を支持する勧告を行い、BT Cellnet及

びVodafoneの着信接続に対して、長期増分方式

を基礎としたプライスキャップ規制を課すことに

なった。具体的には、２事業者に対し、１９９９／

２０００年の着信接続料金につき加重平均で、分当り

１１．７ペンスという上限が課され、さらに続く二年

間にわたって毎年RPI―９％の削減目標値が設定

されてきた。これにより、２０００／２００１年で１０．８６、

２００１／２００２年で毎分１０．８ペンスへ上限料金が引き

下げられることになった（表２―４）。

オフテルは、２０００年にも移動体着信接続市場の

競争状況について再度調査１５）を行った。この結果、

主要な４つの移動通信事業者（BT Cellnet、Vo-

dafone、One２One、Orange）の着信接続料金は、

未だ競争的な状況にあるとはいえず、今後も規制

を継続してゆくことが適当であると結論を出して

いる。以下では、�着信接続料金について規制介

入の必要性、�望ましい規制方式、�達成すべき

料金水準について、オフテルの見解の整理を行っ

ておく。

��―２ 規制介入の必要性

オフテルは、着信接続料金低下のインセンティ

ブを阻害する最も重要な要因として、発信側支払

い原則（Calling party pays principle）を挙げて

いる。発信側支払い原則の下では、通話の着信接

続料金は、携帯電話の所有者が徴収するのではな

く、発信側のネットワークの加入者により支払わ

れることになる。

自己のネットワーク加入者が直接支払を行う

サービスの料金については、顧客を引き付けるよ

うな水準にこれを維持しようとするインセンティ

ブが存在するのに対し、別のネットワークからか

かってくる通話の料金については、これを引き下

げようとするインセンティブは低いといわざるを

えない。料金に不満があるとしても、特定の番号

へ通話を行うためには、そのネットワークを利用

せざるを得ないという意味で、発信者に選択の余

地は存在しないためである。

仮に、他のコミュニケーション手段を利用する

などの代替行動が可能であったり、自らのネット

ワークへの通話流入について競争状態にあるなら

ば、上述のような問題は相殺される可能性がある。

しかしながら、このような競争圧力が現実に働く

とは考えにくい。費用を上回る水準に着信接続料

金を設定するという移動通信事業者の行動は、こ

れを裏付けているといえよう。このためオフテル

は、競争圧力で通話の着信接続料金を競争水準に

維持することは不可能であると結論づけている。

また近い将来についても、競争圧力が着信接続料

金を競争水準に引き下げると考えられる十分なイ

ンパクトを見出すことできないと考えている。

��―３ 望ましい規制方式

オフテルは、音声通話の着信接続について、移

１５）OFTEL（２００１a）

表２―４ 携帯電話の着信接続料金 ２００１年７月

事業者 昼間 夜間 週末

BT Cellnet １２．４４ １２．４４＊ １．１３

One２One １５．６２ １０．７８ ２．５１

Orange １４．５２ １０．５１ ４．３０

Vodafone １３．１５ ７．３３ ４．７１

＊BT Cellnetの夜間料金は２００１．１０より１０．２ペンスに引き下
げられている

３７ 郵政研究所月報 ２００３．３
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価格�
費用�

（ペンス/分）�

10.2

長期増分費用+�
共通費配賦額+�
外部性�

動通信事業者は市場支配力を有しており、費用を

大幅に上回る水準に着信接続料金を設定している

と指摘し、これに対して政策対応が必要であると

判断した。一方、事業者側は、これはラムゼイ的

な意味での適切な価格差別であり、固定発―移動

着で相対的に高い着信接続料金を課しているもの

の、移動通信サービスに関しては相対的に安い料

金でサービスを提供していると反論している。

しかしながら、オフテルは、移動通信事業者が

ラムゼイ料金を設定しているという明確な根拠が

見出せない上に、発信者支払い原則が事業者のイ

ンセンティブに与える影響や、移動通信部門の全

般的な競争状況を鑑み、赤字でもない移動通信事

業者が、ラムゼイ料金を設定する根拠は存在しな

いと判断している。また、仮に移動通信部門全般

では有効に競争が行われていたとしても、携帯電

話への通信を行うグループと携帯電話の所有者グ

ループが完全に連動していない以上、費用を上回

る着信接続料金を設定することは、携帯を保有せ

ず固定から移動体へ通話を行う消費者グループに

不利益を与えると見ている１６）。

規制介入の形態として、検討の結果、BT Cell-

net、One２One、Orange、Vodafoneの第二世代

（２Ｇ）の音声通話に関して１７）、４年間着信接続

料金を直接規制することが最も適切な規制形態で

あると結論づけている。

��―４ 基準料金及びＸ値の算定

オフテルは、着信接続料金規制にあたり、期間

内に達成するべき料金水準を

長期増分費用（LRIC）＋共通費配賦額（EPMU）

＋ネットワーク外部性

として導出し、この料金水準の達成を可能にする

RPI―Ｘのプライスキャップ規制を着信接続料金

に課すことを提案している（図２―２）。

オフテル競争市場の料金に対応する、経済的に

最も効率性な料金は、フォワードルッキング型の

長期増分費用に基づくものと考えている１８）。この

ような長期増分費用に、共通費の回収分とネット

ワーク外部性分のマークアップを上乗せする二段

階マークアップアプローチを採用することで、経

済効率性に関するすべての問題を考慮することが

できると考えている。

長期増分費用＋共通費回収マークアップは、如

何なる外部性も存在しない場合に合理的な価格を

提供する１９）。長期増分費用と共通費回収マーク

アップの値は、着信接続サービスのコストに対す

るボトムアップモデルにより導かれる。オフテル

の試算結果は表２―５のとおりである。

次に、ネットワーク外部性を考慮に入れるため

の、第二のマークアップが付加される。ネット

ワーク外部性が存在する場合、既存の固定・移動

１６）ただし、近年携帯の所有者が増加しているため、このような状況は若干緩和されているといえる。
１７）ただし第三世代（３Ｇ）インフラ等への通信などはコントロールの対象外とされている。
１８）競争委員会も、移動通信の着信接続料金について長期増分方式は原理的には望ましい費用算定方式であることを述べている。

だが、時間的な不十分さゆえに、１９９９年時点では歴史的費用による完全配賦方式が利用されていた。
１９）共通費回収のためのマークアップは、金額的にはあまり大きなものではない。オフテルの費用モデルにおける９００MHz及び
１，８００MHzの共通費は、総ネットワーク費用の約３％から５％にすぎない。共通費は、ネットワーク運営費用と固定費で構成
されている。

図２―２ Ｘ値と料金水準
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通信の利用者は、移動ネットワークへの新規加入

により便益を受ける。このため、携帯電話の新規

加入者が、加入に必要な費用全てを負担するとす

ると、加入者数は過小な水準に均衡してしまう。

最適な加入数を達成するために、ネットワーク外

部性の受益者である既存ネットワーク利用者に対

し着信接続料金の追加課金を行い、見返りに移動

通信ネットワークの新規加入者に対しては低い料

金を提示することで、ネットワーク外部性を内部

化するべきであるというのがここでの議論の骨子

である。

１９９９年の規制においても、競争委員会は、ネッ

トワーク外部性を考慮し、分当たり０．５ペンスの

追加課金を認めている。オフテルは、この競争委

員会による分析に、携帯の通話料金低下による加

入者増加の便益も考慮に入れて、再度計算を行い、

ネットワーク外部性による受益分を、分当たり２

ペンスと算定している。以上のように算定された

三つの項目の合計値を目標（９００MHz事業者の場

合、下限５．８ペンス上限６．３ペンス）として、現行

の料金水準から当該期間内に目標値へ至るために

必要な削減率（いわゆるＸ値）を計測した結果、

１２％を採用するのが合理的という結論を出してい

る（表２―６）。

以上のようにオフテルは、主要な４つの移動通

信事業者（BT Cellnet、Vodafone、One２One、

Orange）の着信接続料金は、費用を大幅に上回

る水準に設定されており、競争的な状況にあると

はいえないため、プライスキャップ規制を引き続

き４年継続するのが適当であると判断した。その

上で、適切な料金水準については、長期増分費用

に、共通費の回収分によるマークアップと、ネッ

トワーク外部性に伴うマークアップの２つのマー

クアップを加えたものとし、着信接続費用に関す

るボトムアップモデルから２００５／０６年の料金水準

を算出し、各年度のRPI―１２％のプライスキャッ

プを設定することが適当であると結論を出した。

この値は１９９９から２００２年まで適用されてきたRPI

―９％よりも、一層の料金引き下げを要求するも

のであった。

��―５ オフテルの方針への反論

このようなオフテルの見解に対して、反論も展

開されている。プライスキャップ規制の提唱者で

あり、元オファー長官（電力事業庁：OFFER）

のリトルチャイルドは、オフテルの市場観とこれ

に基づく政策対応について批判を行っている。

リトルチャイルドによれば、オフテルが示した

「移動通信市場は現段階で有効な競争状況にはな

表２―６ ターゲット料金とＸ値

２００５／０６の分当り目標料金
９００MHz

事業者

１８００MHz

事業者

目標料金 Ｘ値 目標料金 Ｘ値

下限費用（Ｘ値上限） ５．８ １３％ ６．２ １３％

上限費用（Ｘ値下限） ６．３ １１％ ６．８ １１％

出典：OFTEL（２００１a）

表２―５ 長期増分費用＋共通費回収マークアッ

プ

２００５／０６の分当り費用（ペン
ス）

９００MHz

事業者

１，８００MHz

事業者

下限 ３．８ ４．２

上限 ４．３ ４．８

出典：OFTEL（２００１a）
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い」という結論２０）は静学的な均衡概念に拠り過ぎ

ており、「動学的な競争プロセス」、いわば競争の

ダイナミズムを軽視しているというものである。

移動通信市場は、技術変化やサービスの革新が著

しく、費用構造や需要構造もこれに伴い不断に変

化しているダイナミックな過程にあると考えられ、

各種指標も当該市場がこのような状況にあること

を示しているため、オフテルの提示しているよう

な移動体通信市場は依然有効な競争状況にないと

いう「懸念」は杞憂にすぎないのではないかとい

うのである。

また、このような市場観に基づき導かれた接続

料金規制の強化という政策対応２１）についても批判

を行っている。移動網への着信接続料金の規制に

関して、オフテルが同書の中で提示した４つの政

策オプション―�着信接続料金を非規制とする、

�競争圧力を高める、�着信接続料金を他の移動

体通信サービスの料金と連動させる、�直接の料

金規制を継続する―について検討を行っている。

リトルチャイルドによれば、�の競争圧力を高

めるという政策オプションについては、他の事業

者による着信サービスの提供可能性、オフテルの

料金交渉への介入の実効性、加入者確認モジュー

ル（＝SIMカード）以外でのアクセスなどの移動

通信技術の開発可能性、料金に関する消費者情報

の改善がもたらす逆効果といった点で問題が多く、

�の政策オプションについても、競争的なセク

ションまで歪曲化し、移動体通信サービスの販売

を非弾力化し、市場支配力を導く可能性があると

いう点で問題が多いとしている。�の政策オプ

ションについては、キャップ適用による着信接続

料金引き下げ誘導による総余剰の改善効果、完全

配賦及びLRICによる費用算定の適正性、低い上

限価格の設定による設備投資やイノベーションの

阻害といった点に問題があり、再規制の困難に対

する懸念については、規制が元々過渡的なもので

あることを失念していると批判している。

よって、�を第一に選択するべきであり、�が

次善の選択肢であると結論づけている。すなわち、

独占利潤の獲得を可能にするような参入障壁を除

去し、競争環境整備を行うことが重要であり、規

制強化は不要というのがリトルチャイルドの政策

提言の骨子である。

�� 競争委員会の見解

競争委員会は、２００２年１月にオフテルからの付

託（１．モバイル着信料金はコストに対し高すぎ

ないか、２．公共の利益に反する効果を及ぼすこ

うした価格行動はライセンス条件の修正で是正・

防止されるべきか）を受け、国内法（１９８４年の電

気通信事業法）、情報通信に関するEU法および勧

告案に照らして、移動通信規制およびライセンス

条項の見直しの是非について検討を行った。

競争委員会は、オフテルを始め関連事業者から

資料を収集し、その分析に基づきモバイル市場の

�市場構造、�競争状況、�料金・コスト問題、

�公共の利益を以下のように概観している。

�については、まず音声着信接続サービス市場

が、他から区別されうる独自の市場であり、当該

サービスが需要・供給の両面で代替性の低いサー

ビスであることが確認されている。ただし、この

関連市場には３Ｇで主力になるであろうデータ伝

送、テキスト・メッセージなど音声以外のサービ

スは入らないとされている。さらに、近い将来、

技術の発展でこうした市場の画定に抵触するよう

な事態はおこらないと予想している。

�については、以下のような設問に対して暫定

的な見解を示している。

２０）OFTEL（２００１a）
２１）OFTEL（２００１b）
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委員会の設問 委員会の見解

�ア オフテルのいう「発信者支払原則」の下で、携帯電話

事業者（MNOs）にとって、着信接続料金を引き下げるイ

ンセンティブは十分働くか、規制なくしてその値上げを

抑制する力は働くか。

事業者は着信接続サービスに関し、自己のネット上の配信

では独占力を有するため、着信接続市場の競争圧力は十分

ではなく、値下げの誘因はあまり働かない。

�イ 携帯電話事業者が最終消費者に提供しているサービス

市場（発信、テキスト・メッセージ、ネット・アクセ

ス）は競争的か、あるいは近い将来競争的になるか。

小売レベルでは競争的だが、発信市場での競争はそれほど

強くはない。事業者は加入者に過剰なスイッチングを促す

偏頗な競争にロック・インされるおそれがある。

�ウ 小売市場について、消費者タイプ別ないし通話パター

ン別の市場分割は可能か、またそのことは料金に敏感な

利用者による値下げ圧力を制限しないか。

料金の多様化に合わせ、事業者は市場セグメンテーション

を進めており、利用者による小売市場での値下げ圧力を弱

めている。

�エ 多様かつ複雑な料金パッケージは消費者に事業者間の

料金比較を困難にさせていないか。

加入者料金、発信サービス料金は多様かつ複雑であり、事

業者の料金比較を困難にしている。

�オ 着信接続収入は、事業者により顧客の通話料金、携帯

端末価格、もしくは月額固定（＝基本）料金の引き下げに

利用されていないか、またこうした内部補助の結果、利

用者向けの価格体系は歪んでいないか。

コストを上回る着信料金による小売サービスへの内部補助

は存在し、卸売市場が競争的である場合のそれに比べ、価

格体系を歪曲している。

�カ 携帯着信接続料金の現行レベルは固定通信事業者

（FNOs）の顧客による携帯電話事業者の顧客への内部

補助を帰結することにならないか。

固定通信事業者の着信接続料金はコストに近接するように

規制されているので、そのかぎりで間接的に内部補助をし

ていることになる。固定通信事業者は高い携帯着信接続料

金を支払わなければならず、その分は小売料金に転嫁され

ている。他面、携帯を利用しない固定通信利用者（約３００

万人）は携帯電話事業者が内部補助で行う魅力的なサービ

スで利益を受けることはない。

�キ 携帯着信接続料金の現行レベルは携帯電話事業者に固

定通信事業者との不公正な競争を許していないか。

固定と無線の通話が同一の小売市場の一部をなすかどうか、

いまだ明瞭ではない。とはいえ、携帯電話事業者は、固定

通信事業者が規制されている分、競争上の優位を享受して

いるのはたしかである。

�ク 携帯電話事業者は超過利潤を得ていないか、そうであ

るとすれば、それは競争圧力が作用していないことにも

よるものか。

財務データをみるかぎり、資本コストを超えて超過利潤を

得ている事業者は４社のなかの一社にすぎず、利潤性向は

卸・小売市場における競争の程度を測る指標としてはそう

重要ではない。むしろ、コストとの比較のほうが重要であ

る。だが、宣伝広告費への支出は高く、これは他のモバイ

ル・サービスへの内部補助と同様、着信接続収入からの内

部補助によるものと思われる。

�についても、料金・コスト問題に関し、以下のような設問に対し、暫定的な見解を示している。

委員会の設問 委員会の見解

�ア 携帯電話事業者の着信接続料金は真のコストに近接し

ているか。

料金がコストを上回っている。ただし、オフネット通話の

コストをどの程度含めるかという問題は残っている。

�イ 料金をコストに近接させるための競争圧力は働いてい

るか、そうした圧力は規制がなければ働かないのか。

今後４年間は働きそうにない。規制がなければ、現状の着

信接続料金水準が続くことになる。

�ウ コストの測定においては、長期増分費用方式、（共通

費の）完全配賦方式などのうちいずれの方式が採用され

るべきか。

長期増分方式でのコスト計算が望ましい。
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以上、委員会は着信接続料金の非規制ないし放

置は公共の利益に反するとの見地に立っているが、

他面では規制がもたらす逆効果―�規制は事業者

の財務の活性化に悪影響を与えるおそれがあり、

�エ 着信接続料金はコストを反映すべきか、もしそうであ

るとすれば均一比例的なマークアップが望ましいのか、

ラムゼイ価格設定が望ましいのか。

着信接続料金はコストを反映すべきであり、均一比例的な

マークアップが望ましい。ラムゼイ公式に依る決定は、技

術的な問題（需要の弾力性の測定、不確実性の問題）だけ

でなく、公平性の点でも（固定通信事業者に便益はない）、

小売料金がラムゼイ価格で設定されるとはかぎらない点で

も（卸と小売の非対称性）、さらにはオンネット通話と固

定―携帯間通話の小売料金格差を拡大し、固定通信事業者

の競争圧力を減じる点でも、好ましくない。

�オ 固定通信の接続料金が規制されている以上、公平上、

効率上、携帯接続料金もまた規制されるべきなのか。

同時にセットで規制されるのが望ましいが、携帯の着信接

続料金規制だけでも意味がある。

�カ 着信接続料金に関するオンネット料金とオフネット料

金の差はコストの差を反映しているか、そうでないとす

ればコストを反映すべきなのか。

コストの差を反映していない。だが、それが公共の利益に

反しているかどうかについては、いまだ定見を持たない。

�についても、公共の利益について、以下のような設問に対し、暫定的な見解を示している。

委員会の設問 委員会の見解

�ア ４社は着信接続料金を高水準で維持できるのか、また

そうした料金水準は消費者の高負担ないし移動体通信

サービス間の価格体系の歪みとなって現れているか。

維持できる。それによる内部補助は加入者に事業者の切り

替えを奨めることで、またトラヒックの方向、数量を変え

ることで、価格体系を歪めている。

�イ 分配上の考慮は必要か。例えば、移動体通信の発信者

階層と受信者階層は同じで、同じ様に内部補助のコスト

を負担する人々が同じ様に便益を享受しているのか。ま

た、固定通信の利用者についてはどうか。

配慮は必要。それによる内部補助は加入者に事業者の切り

替えを奨めることで、またトラヒックの方向、数量を変え

ることで、価格体系を歪めている。

�ウ 規制により着信接続料金が引き下げられても、事業者

は他のサービス価格を引き上げ、結局公共の利益に反す

ることにならないか。

発信料金を上げ、小売事業者の手数料や携帯端末などの値

引きを控える可能性がある。卸価格の上限価格制が小売レ

ベルにどういう効果をもたらすかは検討中である。程度問

題もあるが、規制が公共の利益に反するとは思えない。

�エ 公共の利益を評価するときに、外部性が考慮されるべ

きか。また、考慮される場合にはどういう方法で評価さ

れるべきか。

ネットワーク外部性は考慮されるべきである。着信接続収

入は外部性を高めるのに利用されている。それによる内部

補助は限界利用者を自分のネットワークの利用者にし、既

存加入者を自分のネットに留め、そこから去るリスクを取

り除くのに利用されているのである。しかし、そのような

内部補助は、既存加入者が新規加入者の参加で便益を得る

範囲内で許されるものである。正しい補助水準は、ある種

の加入者目標計画を通して決定されるべきである。

�オ 携帯電話事業者別に異なる着信接続料金規制をかける

のは正しいか。

４社の着信接続料金が皆コストを上回っている以上、別々

に規制する必要はない。だが、同じ原理で規制しても、資

本コストやネットワークのタイプ（周波数）に違いがある

ため価格が異なるのは当然であり、上限価格は事業者に応

じ異なることになろう。
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�３Ｇサービスの出現を遅延させるおそれがある

―にも言及し、公共の利益を維持する場合にも、

それらを考慮する必要があると指摘している。

それでは、委員会は、着信接続料金に関し、ど

のような措置を考えているのであろうか。委員会

は、携帯電話事業者が持つ配信上の独占力に着目

し、着信接続料金に上限価格を設ける方法がもっ

とも効果的であると見ている。そして、いくつか

の規制原理を提示している（例えば、�ア着信接続

料金はマークアップを使ったコスト反映的なもの

にすること、�イ当のコストはLRICモデル（ボト

ムアップ・モデル）を基礎に算定すべきこと、�ウ

構成要素としては小さいが、ネットワーク要素以

外のコストも考慮すること、�エネットワーク外部

性を考慮しなければならないが、そのための内部

補助は既存顧客が新規加入者により便益を得られ

る限度内で許されるべきこと）。だが、�オ一回限

りの上限価格（「RPI―Ｘ」）の調整ですますのか、

何回も上限価格の調整を行う軟着陸型がよいのか、

�カ規制には３Ｇ技術による音声サービスを含める

べきかといった問題については「検討中である」

とことわっている。

第二の措置は、着信を受ける事業者以外に呼を

当該ネットの加入者に配信できるような技術を発

見することである。委員会はこの点を第三事業者

に問い合わせているが、いまのところ有力かつ実

行可能な技術的解法はないようである。

第三は、着信接続料金を小売料金と結びつける

やり方である。ここには二つのバージョンが考案

されている。一つは着信接続料金の年次変化率を

移動体通話サービスの小売料金の平均的な変化率

と連動させるやり方である（オーストラリアの

例）。もう一つは、着信接続料金を他の競争的な

移動体通信市場で活躍しているプレイヤーの価格

の変化率と連動させるやり方である。だが、いず

れの案に対しても、より競争的である小売市場を

かえって歪めてしまい、そこでの競争圧力を減じ

てしまうのとの反論が予想される。委員会も、競

争市場を歪めるリスクがあるため、この種の規制

介入は望ましくないと考えているようである。

第四は、着信接続料金をめぐり競争圧力を強化

する方法である。オフテルは、これについて、�ア

携帯架空ネット事業者（MVNOs）の奨励、�イ単

一のSIMカードを超えた、もしくは複数の移動網

にまたがる移動体通信の奨励、�ウ消費者情報の改

善と価格情報の透明性の向上という三つの競争促

進策を提示している。委員会はこうした提案を

「検討に値する」ものとして評価している。

第五は、受信者支払原則（receiving party

pays principle、RPP）を着信接続料金規制のオ

ルタナティブとして採用する方法である。これは、

携帯電話事業者の課金システムを変え、今度は受

信側の事業者およびその顧客が足回りの費用

（termination legs）を負担することになる。受

信側の事業者は、ネットに入って来る通信に関し、

配信サービスを受ける顧客から着信接続費用を回

収することになる。これは、移動体通信の利用者

に着信接続料金への関心を生み、携帯電話事業者

間の顧客獲得競争を激化させよう。事業者には、

顧客を失わぬため、着信接続料金を低く設定する

誘因が働くが、これは望ましい誘因といえる。

第六は、携帯電話事業者の一人が提唱している

相互交渉の方法である。そこでは携帯電話事業者

は接続料金を同時に相互決定することになるが、

事業者間で合意に達しない場合には、オフテルに

紛争の調整を委ねる義務を負うことになる。委員

会は、この提案をプライスキャップ規制と一体で、

固定―移動体間の接続交渉に適用できないか、検

討中である。

第七は、非差別原則の徹底である。これは、固

定通信事業者により、コストを上回る着信接続料

金がもたらす競争上の歪みを正す方法として提案
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されている方法であり、携帯電話事業者に、同量

のトラヒックに関しては、他の事業者に対して課

している接続料金と同一の料金を自らのオンネッ

ト通話（配信）サービスにも課すよう、要求する

ものである。

第八は、固定―移動体通信サービスに関し、価

格スクイズ・テストを実施するという方法である。

テストの目的は、携帯電話事業者が意図的に高い

卸売料金と低い小売料金を課すのを防ぎ、巧妙な

価格リバランシングで非差別条項を踏みにじるの

を防ぐことにある。テストは、携帯電話事業者の

小売価格を、着信接続料金、小売コスト、および

正常な報酬率を合計した小売価格と比較すること

になる。選択される小売価格は、固定通信事業者

との競争の矢面に立っている移動体通信のサービ

ス価格である必要がある。また、ピーク・オフ

ピーク時のコストの上限を引き出すために、テス

トは４ケ月をベースに実施されるべきである。

以上、競争委員会の暫定的な見解を見たが、オ

フテルの提案をほぼ認める方向にあるといってよ

い。さまざまな附帯条件がつけられるであろうが、

プライスキャップ規制（「RPI―Ｘ」方式）が継承

されるのは、ほぼ間違いないところである２２）。

Ｃ．米国連邦通信委員会（FCC）の政策動向

欧州の着信接続問題に対する政策対応は、基本

的には社会的に望ましい状況を直接的な規制によ

り達成しようとするものである。しかしながら、

このような規制制度の採用は、リトルチャイルド

の指摘にもあるように、当該産業の活力を奪って

しまう懸念がある。

一方、接続サービスの精算問題を事業者による

自発的な協議にゆだねた場合、着信接続に伴う諸

問題が解消されるという保証は存在せず、また制

度自身が複雑で不透明なものとなってしまうおそ

れがある。実際、米国では、現状の相互接続制度

について、このような問題が指摘されており、制

度の改正の必要性が認識されている。米国での検

討内容の特徴は、欧州のそれとは異なり、既存の

課金原則を変更することで、接続による精算の諸

問題を根本的に解消しようとするものであり、欧

州において検討・導入されている制度とは基本的

な方向性が異なる。

米国では、固定―移動の着信接続料金の問題は、

相互接続に関する事業者間補償制度（intercar-

rier compensation regimes）問題の一部として扱

われている。FCCは１９９６年８月の規定の中で、

携帯電話事業者については、LECに分類するべき

ではないとする一方で、地域通信事業者（LEC）

―商業移動無線サービス事業者（CRMS）の相互

接続に対して通信法第２５１条及び第２５２条を適用で

きると結論づけた。このため、同一通話エリア

（MTA）内におけるLEC―CMRS間の着信接続に

関しては、これまで通信法２５１条のもと、互恵的

な補償ルールが適用されてきた２３）。そこではLEC

は、CRMS発の通話を着信させるために追加的に

発生する費用については、将来志向的な経済的コ

ストに基づき補償額を受け取り、CMRS事業者も、

この対称的な料金について不満を表明しない限り、

LECの将来志向的な経済的コストに基づく料金に

よって補償が行われることになる２４）。

FCCは、LEC―CMRSの相互接続について、着

２２）本稿作成中に、競争委員会の見解が提出された。競争委員会は、主要な分野におけるオフテルの分析と提言を支持するとの結
果を提出している。

２３）これに対して、CMRS―LECのトラヒックについては、地域通信とは見なされず、互恵的補償ルールではなく、アクセスチャー
ジ方式が採用されている。

２４）CMRS事業者は、直接及び間接的に相互に接続する一般的な義務があるため、詳細な相互接続規制が不在の場合についても、
自発的に相互接続協定を取り結んでいる。
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信接続料金が高額であるとの不満や規制裁量の可

能性を認識できないとしており、LEC―CMRSの

相互接続について新しい制度を課す喫緊の理由が

あるわけではないとしてながらも、現在行われて

いる相互補償制度全体についての再検討のなかで、

地域LEC―CMRS通話に対しても、新しい統一的

な相互補償制度を課すことは考えうるとしている。

以下では、FCCによる現行の相互接続制度に対

する問題認識と新しい制度の検討内容について整

理を行う。

相互接続に伴う現行事業者間補償制度は、アク

セスチャージ方式（access charge rules）と互恵

補償方式（reciprocal compensation rules）の二

つに大きく分類できる。いずれも地域通信事業者

との接続を主眼に置いたものであるが、前者が長

距離通信の発着信にあたって地域通信事業者に接

続する際の補償規定であり、前節で片方向アクセ

スと呼んだ接続形態を主眼としているのに対し

て２５）、後者は既存及び新規の電気通信事業者が地

域通信の伝送及び着信を行うために相互に接続を

行う際の補償に関する規定であり、双方向アクセ

スと呼んだ接続形態を対象としているといえる。

後者の相互接続の規定は、地域通信市場の競争

条件整備を目的として、１９９６年の通信法改正によ

り新たに規定されたものである。１９９６年通信法で

は、相互接続を行うネットワーク事業者は、

FCC規則に関係なく自主的に協議を行い相互接

続協定を結ぶことが認められている。ただしこの

相互接続協定に関しては、互恵的なものでなけれ

ばならないとしている。互恵的補償とは、着信側

のネットワークに追加的に発生する費用分を発信

側のネットワークが補償するというものであり２６）、

その支払額は、将来志向的かつ経済的なコストに

準拠したものでなければならないことが要請され

ている。

このような米国の既存の相互接続制度について

は、以下のような問題が存在することが指摘され

ている。第一は、規制裁定（regulatory arbi-

trage）による利益獲得機会の存在の問題であ

る２７）。規制裁定とは、規制のため生まれた費用と

収益の格差に優位性を見出し、これによって利潤

を追求する行動のことである。このような規制裁

定の結果、事業者は設備の効率的な投資及び配備

を行えなくなり、アクセス・サービスの提供に歪

みが発生している。

第二は、着信接続に関する独占力に関する問題

である。これは通話着信にあたっては発信側の

ネットワークに選択肢は存在しないという事実か

ら生じる。これによりいかに事業規模が小さいも

のであろうと、受信側の事業者が着信接続につい

て独占力を持つことになる。このような着信接続

に関する独占性は、支配的ではない事業者に独占

力の行使を認めるか、着信接続料金の高い事業者

への接続拒否を認めるか、それとも着信接続料金

の規制を認めるか、そのいずれかの選択を規制当

局に迫ることになる。

第三は、既存の事業者間の相互接続体系は、非

効率なエンドユーザー料金に結びつきがちになる

２５）長距離通信の発着信における補償制度として利用されており、市外通信事業者（IXCs）やCRMSなどからLECsへの支払いに
おいて適用される。

２６）相互接続協定が不調に終わった場合、当事者はFCC相互接続規則に基づき州へ仲裁を要請することができる。FCCは、同年８
月の指令で、既存地域通信会社と接続する際の相互接続条件及び接続料金設定ルールについて、規範的なアプローチに立つ提
案を行っている。規則では、相互接続やアンバンドルされた構成要素の料金設定方法について、将来志向的な長期増分費用水
準に基づく相互接続料金を設定すべきことが提案されている。

２７）具体的な裁定の例として、アクセスチャージ支払義務のある長距離通信サービスから規制のないインターネットサービス・プ
ロバイダー（ISP）によるIP電話への代替が進展していることや、相互接続料金が費用を超過するため、新規参入地域通信事
業者（CLEC）などが相互接続収入により利益をあげるべく、ISP等の特定の事業者との接続を優先していることが挙げられて
いる。
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という問題である。トラヒック感応的な接続料金

のもとでは、小売料金についてもトラヒック感応

的な料金を採用する傾向がある。しかしながら、

ネットワークのコストがトラヒックに対して感応

的でなければ、このような小売料金は、ネット

ワーク利用を非効率な水準にとどめることになる。

また、トラヒック感応的な接続料金のもとでは、

オフネット通話の料金は費用以上の水準に押し上

げられることになるが、このような接続料金は、

加入者の意思決定にも歪みをもたらすことになる。

例えば、オンネット通話よりもオフネット通話に

対して、より高額の料金が設定されるならば、加

入者は相対的に大きなネットワークへの加入を好

むようになり、競争状況に対しても影響が及ぶこ

とになる。

FCCは、上記の問題の多くは、現行の精算原

則である発信ネットワーク支払（Calling―party’s

―network―pays：CPNP）制にその原因があると

考えている。発信ネットワーク支払制は、発信側

のみが、通信のすべての便益を受けており、発着

信に関わる費用の源泉としてとらえる。このため、

発信側ネットワークが、着信側の通信事業者に対

して支払いを行い、加入者からの料金収入をもっ

てこれをまかなうことになる。しかしながら、

FCCは、受信者側も便益を受けていることは明

白であり、各ネットワークは自己の加入者から便

益の提供に係わる費用を回収することが適切であ

るとし、このような制度的代替案としてビル・ア

ンド・キープ制を挙げている２８）。

現行の制度下でも、トラヒックが事業者間で相

対的にバランスしているか、対称的な料金に不満

がない限り、州の公益事業委員会はビル・アン

ド・キープ制を課す権限を持つと認められてき

た２９）。一般的に、ビル・アンド・キープ制は、伝

送もしくは着信の費用がゼロのときに限り効率的

であり、費用が正であれば、着信設備の過剰利用

を引き起こす非効率なものと考えられてきた。し

かしながら、このような特殊な状況下においての

み効率的となるという伝統的な見解に対して、発

信ネットワーク支払制を前提としたものであり、

発信側のみを費用の源泉としていることから生じ

る誤解と説明している。

ビル・アンド・キープ協定は相殺合意であり、

相互補償や着信接続料金は存在しない。よって各

事業者は自己の加入者からすべての着信費用を回

収することになる。このため、着信接続に関わる

独占性の問題や共通費の配賦問題、自己の加入者

がアクセス協定をコントロールできないといった

問題を回避することが可能になる。FCCは、管

理費用や取引費用の削減という点のみならず、競

争中立的な相互補償体制の形成という点から、統

一的な相互補償制度としてビル・アンド・キープ

制の検討を行っている。

具体的な規則案として、COBAK（Central Of-

fice Bill and Keep）とBASICS（Bill Access to

Subscribers―Interconnection Cost Split）の２案

が、FCCにより提示されている。

COBAKは、Patrick DeGerabaにより提案され

た相互補償ルールであり、以下の二つのルールよ

り構成される。ルールＡ：事業者は、接続を要求

する事業者から地域アクセス設備の費用を回収し

ない、ルールＢ：発信側のネットワークは、着信

側ネットワークのローカル交換局（Central of-

fice）までの通話伝送費用に対して責任を負う。

ルールＡは、着信側のネットワークは、発信側

ネットワークの着信接続に関して料金を課すこと

２８）ただしCMR事業者は、着信サービスに対して、自己の加入者からも料金の徴収を行っている。しかしながら、すべての相互接
続にかかるすべての費用がまかなわれているわけではなく、事業者間での相互補償も同時に行われている。

２９）これまで、隣接するILECs間の相互接続協定に適用されている。またいくつかのインターネットバックボーンについて、自発
的に類似した協定に至っている。
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ができないことを意味する。ルールＢは、発信側

のネットワークは、着信側のローカル交換局まで、

伝送設備の構築するか、着信側の事業者を含めた

他事業者から、伝送設備もしくはサービスを購入

しなければならないことを意味する。

DeGerabaによれば、当該ルールは、発信側も

着信側も通話を行うことにより便益を受けるため、

受益に応じて通話の費用を負担するべきというこ

とを基礎としている。この方式には、�規制裁量

といった問題を軽減できる、�着信接続料金がな

くなることで、着信接続の独占に起因する問題を

取り除くことができる、�分単位での接続料金が

なくなることで、小売料金の効率化、ネットワー

ク利用の促進を可能にする、�効率的な接続料金

水準や構造の算定といった、規制当局の手続きを

簡略化し、規制介入の必要性を減らすことができ

る、�特にルールＢは、相互接続を行う事業者が、

経済的に効率的な相互接続点で合意するインセン

ティブを与える、�IP電話が伝統的な長距離サー

ビスに対してもっている規制上の優位を除去でき

る、などのメリットがあるとしている。

一方、BASIKは、AtkinsonとBarnekovにより

提案されたルールであり、主に次の２つのルール

から成る。ルール�：ネットワークはネットワー

ク内のすべての費用を自らのエンドユーザーから

回収する。ルール�：相互接続によって生じた費

用（相互接続の増分費用）は、加入者に均等に割

り振る。

当ルールのもとでは、設備の単位費用が同じな

らば、相互接続に必要な加入者一人当たり費用は

ネットワーク間で互いに等しくなり、すべての加

入者が単一のネットワークに属する場合の加入者

当たり費用と等しくなる。よって、上記ルールは、

相互接続以前にネットワークが有している費用と

品質の関係に対して歪みを与えず競争中立的で３０）、

ネットワークもしくは技術に関わるエンドユー

ザーの選択にバイアスをかけない。

加えて、�競争的な伝送市場のプレゼンスに対

する規制介入を減らす、�ネットワーク間の相互

接続を、地域サービスから切り離すことで共通費

の配分問題を避けることができる、�事業者間の

費用の効率的配分を達成できる、アクセス協定に

対して、エンドユーザーが直接コントロールする

ことを可能にする、�アクセスチャージを避けよ

うとするスキームを鈍らせる、等の利点が挙げら

れている。

COBAK、BASIK両ルールの主要な差異は、第

二ルールにある。前者が、フリーライドを除去し

自発的な交渉を促進することに主眼をおいており、

費用配分の効率性については直接考慮していない

のに対し、後者は費用配分の効率性を考慮に入れ

てたルールを採用している。

これまで米国の相互補償制度は、効率性の追求、

ユニバーサル・サービスの提供、高度サービスの

促進、など複数の目的を有していた。しかしなが

ら、FCCは、このような複数の目標を相互接続

制度により追求することは不可能であると認め、

競争中立性、技術開発や設備投資の促進、規制介

入の最小化、複雑化した相互補償制度の統一化と

いう観点から、新しい制度としてビル・アンド・

キープ制に大きな期待を寄せている。

�．我が国の移動体通信市場とアクセス料金

本章では日本の移動体通信市場の現状を概観し、

規制の在り方について考察したい。

Ａ．３社寡占と非対称規制

まず携帯電話市場は、ここ数年再編期を迎えて

３０）このルールは、�）事業者はネットワーク内費用と相互接続にともなう増分費用を明確に区別することが可能、�）相互接続
に伴う増分費用は、フラットな料金で回収可能な設備費用である、という二つの仮定に依拠している。
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グループ別契約数�
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いる。１９９９年にはデジタルホンとデジタルツー

カーが合併して「Ｊフォン」が誕生した。また

２０００年１０月にはKDDIグループ（旧IDO、旧セル

ラーグループ、ツーカー、沖縄セルラー）を中心

に「au（エーユー）」ブランドが発足した。

「NTTドコモ」グループと合わせ、この３グ

ループに集約されて競争が展開されている。

一方PHSでは「DDIポケット」グループのシェ

アが高く、次いで「NTTドコモ」「アステル」グ

ループが続く。ここも３社で市場シェア１００％を

占める寡占体制となっている。表は、携帯／PHS

市場のシェアおよび両市場の比率についてまとめ

たものであるが、我が国においても、近年の移動

体通信市場の著しい伸びを確認できる（表３―１）。

このような日本の移動体通信市場に欧州のよう

な非対称規制（＝支配的事業者規制）を導入する

ことについては、現在までのところ本格的に議論

されたことはない。しかし近年導入の必要性が認

表３―１ 日本における移動体通信市場

「情報メディア白書２００２年版」（電通）より抜粋
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識され、電気通信審議会でも議論され、答申３１）に

盛り込まれた経緯がある。日本の制度を考える上

で、ここでの議論が今のところ最も参考になると

考えられるため、以下では、支配的事業者規制に

ついて最初に議論された『IT革命を推進するた

めの電気通信事業における競争政策の在り方につ

いての第一次答申～IT時代の競争促進プログラ

ム～』（２０００．１２．２１）に基づいて、移動体通信

に関する規制の考え方を整理してみたい。

まず「支配的事業者の規制」に関しては、独占

市場から競争市場に移行する過程で、利用者利益

の確保や電気通信サービスの公共性の観点から制

度化される「必要最小限のルール」であると位置

づけられている。ここで「支配的事業者」とは、

現に、市場支配力を濫用し、顕著な弊害を市場に

もたらしていることを要件とするものではなく、

「市場に多大な影響力を有し、市場支配力を濫用

することによって公正な競争や利用者利益、電気

通信サービスの公共性を阻害するおそれ（客観的

蓋然性）が高いこと」に着目した、電気通信分野

に固有の概念であるとされる。市場支配力に着目

する理由としては、支配力による競争阻害の影響

が大きいことに加え、欧米で広く採用され、

WTOにおいても合意の得られている規制手法で

あることが挙げられている３２）。

支配的事業者は、電気通信サービスの一定の市

場において高いシェアを有する第一種電気通信事

業者の中から認定されることになっている。ここ

で市場シェアは、できる限り客観的な基準を設定

することが望ましいとされ、既存制度との整合性

という観点から、地域固定網と同様５０％超とする

ことが適当だとされている。その上で、市場参入

の容易性や需要／供給の弾力性／代替性等、市場

シェア以外の要因も含めた「企業のトータルパ

ワー」を総合的に判断して「指定」するかどうか

を決定するのが適当だとされている。市場シェア

の判断基準となる数値は異なるものの、その他の

点に関しては欧州の事例とほぼ同様である。

以上のような前提のもと、日本における支配的

事業者を指定する当面の市場の範囲として、「移

動通信（携帯電話・PHS）」市場が、固定通信

（地域／長距離・国際）とともに例示されている。

このような市場の画定は「我が国の電気通信市場

の実態等を勘案し」て適時見直しを行うことが必

要だとされているが、逆に言えば、本答申が作成

された時点で移動体通信市場においても規制が必

要だと認識されていた可能性が高い。

答申では更に、「市場支配力やボトルネック設

備を設置する事業者と同じ企業グループに属する

ことに起因する優位な交渉力、資金力等を背景に

して、他の事業者との間で不当な競争を引き起こ

す行為がなされているのではないかとの懸念や苦

情が、各方面から表明されている」とも述べてい

る。具体名は記されていないが、移動体通信市場

について言えば、NTTドコモを指した記述であ

ることは明らかであろう。その上で、移動体通信

市場における支配的事業者の接続ルールについて、

「他の事業者との間の接続協議における市場支配

力の濫用の防止及び接続条件の透明性の向上を図

る観点から、接続約款の作成、認可申請、公表と

いった義務を課すことが必要である」としている。

このような答申を受けてから２年余りが経過す

る。その後のパブリックコメントや審議会での議

論を踏まえて、接続約款の届出に係る設備指定

（同法第３８条の３）や、「支配的事業者」に係る

事業者指定（電気通信事業法第３７条の２）など関

３１）答申の別紙１第２章「競争政策の基本的枠組み」「�支配的事業者規制の導入」を参照。
３２）WTO基本電気通信合意参照文書においては、「主要なサービス提供者」の概念を「不可欠な設備の管理」又は「当該市場にお

ける自己の地位の利用」の結果として、「基本電気通信サービスの関連する市場において（価格及び供給に関する）参加の条
件に著しく影響を及ぼす能力を有するサービス提供者」と定義している。
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係法令が整備された３３）。その結果NTTドコモが

支配的事業者に指定され、接続約款についても

「取得すべき金額が能率的な経営の下における適

正な原価に適正な利潤を加えたものを越えるもの

である」時、総務大臣による変更命令が行える旨

規定されている。法制度には着信接続規制が担保

されているものの、「適正な原価に適正な利潤を

加えたもの」の判定方法が明確にはされていない。

今後、日本においても諸外国のように着信接続問

題が浮上してきた場合、この点に関するインテン

シブな検討が必要になると思われる

Ｂ．接続の費用構造と料金

これまではアクセスに関する理論および実際の

規制状況について議論してきたが、着信接続料金

水準が高いか否か論じるためには、そもそも移動

網の費用構造について知る必要がある。本節では

この点について考えてみたい。

固定電話発の呼が移動網に着信するプロセスを

見て見よう（図３―１）。まず通話以前に、携帯端

末の電源がオンになっているとユーザー認証と位

置登録が自動的に行われる。固定網から相手先番

号をダイヤルした場合、

� 呼が移動網に達すると、通話相手先の加入者

情報を制御局（Ｍ―SCP）に問い合わせる。

� 制御局からの位置情報を元に、適当な関門交

換機（MGS）にルーチングが行われる。

� 加入者交換機（MLS）から基地局（BS）に

一斉に呼び出し信号を発し、

� 加入者に最も近いBSを通じて応答信号が返

３３）設備指定や支配的事業者指定の基準は幾分変化している。接続約款の届出に係る設備の場合は端末数ベースでの市場シェアが
２５％を越える場合が、支配的事業者指定の場合は収益ベースでの市場シェアが２５％を越える場合が、１つの基準として総務省
令によって規定されている。支配的事業者の指定にあたっては、数値基準以外にも、その推移その他の事情を勘案して他の電
気通信事業者との間の適正な競争関係を確保する必要があるか否かを総務大臣が判断することとされている。

図３―１ 固定発移動着の通話の流れ

出典：総務省「料金設定の在り方に関する研究会」第１回資料（２０００．１２．１９）。
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される。

� 最終的に端末の認証が確認され、通話が成立

する。

という流れで通話が成立することになる。固定―

固定間の通信と大きく異なるのは「移動網加入者

の位置を確認して通話を成立させ、（固定系の）

発信者に課金する」という手続きが必要な点であ

る。

固定発携帯着の着信接続料金が高いと言われる

時、利用者位置の特定のための設備構築費やデー

タベースの維持管理費が高いため、携帯電話側が

固定事業者に比べて圧倒的に費用がかかるという

ことが指摘されていた。その一方で実際の接続費

用額はどれくらいなのか、またその費用額は一般

に妥当な水準だといえるのか等については、数値

が得られないため具体的な議論ができない状態に

ある。

Ｃ．料金設定権と接続料金

本節では、これまでの検討内容を踏まえ、日本

における固定発－携帯着の接続制度について、現

在検討されている料金設定権問題と相互接続制度

との関連について整理する。

通常、利用者料金の設定権は、利用者への課金

主体が保有している場合が多い。料金は利用者の

選択行動を決定する重要な要素であり、競争メカ

ニズムが有効機能するための前提条件である。こ

のため、発信者課金の場合は発信側のネットワー

ク運営主体が料金設定権を持ち、着信者課金の場

合は着信側のネットワーク運営主体が料金設定権

を持つことになる。実際、欧州や北米の多くの国

においては、固定事業者側が料金設定権を有して

いる３４）。

しかしながら、我が国の固定発－携帯着の利用

者料金については、これまで着信側である携帯電

話事業者により料金設定が行われてきた。すなわ

ち、携帯事業者により決定された利用者料金が発

信者に課金され、固定事業者は収益のうち接続料

（自己のネットワーク利用の対価）を受け取り、

残余の額を携帯側事業者に支払うという形が慣行

となってきた（図３―２）。

固定発―携帯着の通話料金の設定権が、着信側

である携帯事業者にあることは、経営上、携帯事

業者に有利、固定事業者に非常に不利な慣行であ

る３５）。このような特定の事業者サイドに有利な慣

行が、これまで問題とならなかった理由には、携

帯事業者（NTTドコモ）が固定系を含む通信事

業者（NTT）の一部門もしくは系列関係にあっ

たことがあげられるであろう。発信（固定）側も

着信（携帯）側も同一企業とみなせるならば、料

金設定権をどちらが有するかは問題とにはならな

い。仮に、発信側である固定事業者の利用者料金

に対して規制など何らかの制約が課されているな

らば、一種の規制回避として料金設定権を自由度

の高い携帯事業者側に持たせることも、事業者の

戦略の一つとして考えられる。

３４）マイライン制度を除く（欧州の場合）。北米の場合、通話サービスの受益者負担という考えに基づき、携帯電話利用者からも
一定の料金を徴収している。またフランスにおいては、１９９９年まで携帯電話事業者側が料金を設定していた。

３５）利用者料金設定権を携帯事業者が有している理由として、ネットワークのコスト、機能の大半を携帯事業者側が有しているこ
とが挙げられているが、接続料金など他の手段による費用回収が認められるならば、費用の発生割合をもって設定権所属の根
拠とすることは難しいように思われる。

図３―２ 日本における固定発携帯着通話の料金

回収の仕組み

出典：総務省「料金設定の在り方に関する研究会」第１回
資料（２０００．１２．１９）。
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また、携帯電話の普及期において、料金設定権

を携帯事業者側に与え自由度を高めることで、携

帯加入者の増加を促し、市場をクリティカル・マ

スに早期に到達させ事業運営を軌道に乗せるとい

う内部補助的な意味合いをもっていた可能性も否

定できない。もちろんNTTドコモ以外の携帯事

業者にしてみれば、固定発－携帯着の利用者料金

設定権という経営上重要なファクターを有してい

ることは望ましいことであり、他の携帯事業者側

からこのような制度に対する不満がでることもな

かった。しかしながら、地域競争の進展に伴い、

NTTとは異なる地域固定通信事業者が新たに登

場したことで、発信者側に不利と言える従来の料

金設定制度が再検討されることとなったといえ

る３６）。

日本における固定発携帯着の通話に関する議論

は、現在のところわが国特有な料金設定権の所在

について焦点が当てられているが、これまでサー

ベイした内容に照らせば明らかなように、その根

底には自らで加入者を有する独立したネットワー

クでの相互接続に関わる料金精算問題がある。発

信者課金原則のもと、着信側に料金設定権がある

場合、支払いを行う利用者が自身の加入者とは異

なるため、料金を引き下げるインセンティブが存

在しないことは明らかである。しかしながらこの

問題は、課金原則と対応させる形で料金設定権を

携帯事業者者から固定事業者に移せば解決される

ものでもない。仮に設定権を発信側に移せば、着

信側に対する接続料金支払いという精算問題が発

生する。特に、加入者を有する独立したネット

ワーク相互間での接続に際して、自網の加入者に

直接的な影響を持たない着信接続料金の設定や着

信の独占力濫用問題については、設定権が着信側

にある場合と同様競争圧力が作用しにくく、社会

的に望ましい水準よりも高いレベルにとどまって

しまう可能性があることは、LRTモデル等の理

論帰結からも指摘されるところである。また米国

の例が示すように、自発的協定による接続制度は、

競争環境の進展や様々なネットワークが登場する

場合、複雑で不透明なスキームとなってしまうこ

とにもなりかねない。

諸外国の事例と対比させながら考えうる今後の

対応を整理すると、以下のようになろう。まず、

日本における通信市場の歴史的経緯に鑑み、料金

設定権を現状通り移動体事業者側に残すという選

択肢があり得る。確かに、これまでは利用者料金

の水準が順調に低下してきたため、大きな問題と

なってこなかった３７）。しかしながら、移動体側に

とっては、固定発―移動着の利用者料金を低下さ

せるインセンティブが弱くなる事は避けられず、

社会的に望ましい料金水準が達成されることを制

度的に担保するものではない。設定権を現状のま

ま維持する場合は、利用者利益が確保されるよう、

プライスキャップ規制など、何らかの政策対応が

とられる必要があるかもしれない。また自己の加

入者に対する料金設定権を持たないという、固定

ネットワークと携帯ネットワークの経営上のアン

バランスな関係も解消されない。今後独立した加

入者を有する地域固定系ネットワークが増えるこ

とが予想される中では、このような関係を制度的

３６）２００２年７月、新規参入の固定事業者である平成電電が、料金設定権の帰属について電気通信事業法に基づく裁定申請を行った。
料金設定権が固定側にあれば、現状よりさらに安い料金を設定できるというのが彼らの主張である。紛争処理委員会からの答
申を受け総務大臣が裁定した結果は、平成電電が利用者から料金を直収する場合に限って平成電電に料金設定権を認めるとい
うものであった。一方中継を行う場合については裁定を行わず、適正な料金設定の在り方について研究会を開催して検討する
こととなった。研究会の報告書は本年５月頃にまとまる予定である。

３７）日本における固定発－携帯着の接続料金が国際的に見ても低いという事実が、しばしば理由として挙げられる。しかしながら、
携帯発―固定着料金については、日本の方が英国などに比べて高くなっている。先に述べたように、このような異なる通話形
態間での料金差異は系列等の要因にも大きく依存すると考えられるため、一つの通話形態で観測される料金水準を持って比較
することは妥当ではないかもしれない。
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に維持してゆくことは実質的に困難ではないかと

思われる。

一方、料金設定権を発信者側の固定事業者に移

す場合には、携帯事業者側が着信接続料金を高い

水準に設定したり、事業者間、サービス間、接続

形態別で差別的料金を行ったりする場合の対応が

問題になる。料金差別は効率性の観点から見て必

ずしも不都合な訳ではないが、着信接続の独占性

から発生する超過利潤享受との区別は困難であり、

その適正性を判断する基準はない。また、我が国

の携帯事業者は、利用者料金設定権を保有するこ

とで、固定発―携帯着の着信接続から相対的に多

くの収入を確保してきたと考えられるため３８）、他

の接続形態において適用されている料金水準を、

固定発－携帯着の着信接続サービスに対しても同

様に課すことになれば、携帯事業者の収入は大幅

に減少することが予想される。こうした問題に対

応できるよう、適切な料金体系へのリバランスを

可能にする制度設計をする必要があろう。

独立したネットワーク間の相互接続を巡る精算

制度の設計について、欧州の対応や米国での検討

内容は、我が国の制度的な対応を検討するうえで

も有益である。欧州では、望ましい着信接続料金

の水準を費用志向的にとらえ、何らかの手段で適

切な費用を算定し、これを達成するような制度を

採用するという形が取られていた。具体的には、

英国のように、長期増分方式などにより適切な費

用水準の算定を行い、一定期間内に着信接続料金

がこの水準を達成するようプライスキャップ規制

を導入するといった方式の採用である。しかしな

がら、このような直接規制の導入は、リトルチャ

イルド批判やFCCの認識にあるように、設備投

資や技術革新、サービスの展開について負の影響

を及ぼす可能性もある。

一方、米国の移動通信サービスで既に実施され

ているように、課金原則自身を変更するという対

応もあろう。すなわち着信側の便益にも注目し、

着信側にも該当する費用負担を求めるというもの

である。さらにこれを突き詰めた形として、ビ

ル・アンド・キープ制の検討を現在FCCが行っ

ていることは、先に述べたとおりである。このよ

うな場合、着信拒否のように便益を伴わない通話

への対応や、課金原則変更に伴う料金システムの

変更費用などの問題がある。また経済的な意味で

ネットワークの効率的な利用が制度的に担保され

るわけではないことには注意が必要である。

以上見たように、利用者料金の設定権は、独立

したネットワーク間での相互接続をめぐる問題と

密接に関連しており、日本においても近い将来、

これらが問題として浮上してこないとも限らない。

設定権問題は、このような望ましい接続制度の設

計という枠組みの中で考えるべき問題であり、独

立したネットワーク間での適切な相互接続の在り

方という観点から検討するべき新たな接続問題で

あるといえよう。

おわりに

「移動体通信市場の着信接続料金に規制は必要

か」。標題の問いに一意な結論を出すことは困難

である。なぜなら、これまで見てきたように、各

国間にみられる通信市場の歴史的経緯や現在の市

場の発展状況、および将来の通信市場に対する政

策指針等の相違は著しく、規制の是非は、これら

の要因を総合的に考えて判断する必要があるから

である。

これまでわが国は、移動通信ないしブロードバ

ンド通信に対する規制介入には消極的であった。

移動通信産業は技術やサービスの革新が著しいた

３８）NTTドコモにより設定される料金から、固定事業者（NTT）への接続料を引いた単位当たりの着信接続収入は約７５円分であ
り、携帯事業者間及び携帯－国際通信などの接続約款上で設定されている接続料金４０円と比較して高額である。
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め、介入による市場の歪みをできるだけ避ける意

味もあったし、また実際、移動体通信市場の急激

な拡大や順調な利用料金の低下が規制の必要性を

痛感させなかったこともある。現状でも、移動体

通信の利用者は小売料金について表立った批判の

声をあげていない。市場の進化も続いており、イ

ノベーションの動向（第三世代の登場）、定額制

を始めとした多様な料金体系の出現、寡占間の

シェア競争の激化（実質的な値下げ）など一連の

現象を見る限り、将来的にも規制の必要などない

ように思える。

ただ、IT不況の下、移動通信事業者がアクセ

ス料金を利用して「共謀」、「暗黙の結託」を行う

可能性があることは否定できない。また、小売料

金についても、今後の値下げが制度的に担保され

ているわけでもない。わが国の携帯電話の小売料

金は、上で触れたように、これまで特殊な制度の

下で決定されてきた。しかしながら、現在検討さ

れている料金設定権の見直し問題は相互接続料金

の決定メカニズムについて、その透明化を要求し

ており、改めて固定系と移動系の相互接続料金水

準がコストとの関連で問題にされる可能性は高い。

また、欧米の着信接続料金規制が成功し、小売料

金の低下や移動体市場の順調な発展がわが国以上

に見込まれるようになれば、国際的にもアクセス

料金の値下げに向け圧力をかけられる可能性もあ

る。

着信接続料金に関し、非規制で社会的に望まし

い状況を達成できるならばそれに越したことはは

ない。しかしながら、理論的にも現実的にも公正

有効な競争が阻害される危険を多くはらんでいる

分野であり、何らかの政策的対応を迫られること

は十分に考えられることである。

本稿で検討したように、欧州型の費用指向的な

直接料金規制（及びプライスキャップ規制）方式

の導入や、米国型の課金原則変更による接続問題

の解消など、着信接続を巡る諸問題に対する各国

の対応策にはいずれも一長一短があった。新たに

規制を導入するとしても、前者は規制強化と受け

止められる可能性があり、後者は課金システムの

変更という大幅な移行費用を伴うことから、事業

者や消費者の理解を得るのが容易ではないであろ

う。いずれにしても、最適スキームの考案はかな

り緊張を強いられる作業になることが予想される。

しかしながら、これら欧米の検討内容や議論は、

わが国の接続制度を設計するうえでも十分有効で

ある。欧州型か米国型かそれとも別の異なる第三

の道をとるのか、いずれにせよ望ましい接続制度

は固定発―携帯着の通信だけで完結するものでは

ない。ユニバーサルサービスや他形態での接続を

含め包括的に検討することが必要となるのである。

その際、諸外国の経験の検討は、我々に有効な政

策オプションを示唆してくれるであろう。情報通

信分野においては、産業特性、技術革新の変化の

速度から見て、政策決定に長い時間をかけるのを

許さない。その意味で、規制当局は、今まで以上

に移動通信情報の収集・分析に努めるべきである。

グローバルな視点に立った政策運営が期待されて

いるのである。
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１ はじめに

放送と電気通信の融合化が叫ばれて久しい。し

かし、その法制度レベルでの具体化は困難を窮め

ている。電気通信法と放送法をそれぞれ歩み寄ら

し個別の法律で融合化を図ろうとするのがこれま

で一般的とされてきた。しかし２００２年３月に採択

されたEUにおける２００３年からのエレクロトニッ

ク・コミュニケーション分野の規制フレームワー

クは、融合化アプローチとして初めて一つの法体

〈目次〉

１ はじめに

２ 融合化の諸相

３ 融合化アプローチの選択

４ 融合化における規制上の問題

５ 「１９９９年レビュー」と「デジタル時代の視聴覚政策に関するガイドライン」

� １９９９年レビュー

� 視聴覚政策ガイドライン

� 「全般的利益」の概念

� EU政策当局内及び加盟国間の対立

６ エレクロトニック・コミュニケーション概念の導入

７ ２００３年フレームワークと放送分野

� 認証と周波数利用の権利

� マスト・キャリー責務

� ネットワークと関連設備へのアクセス

� デジタル双方向テレビ・サービスの相互運用性

� 消費者デジタル・テレビ機器の相互運用性

� ワイドスクリーン・テレビ

８ 放送分野の市場分析

９ 結び

特別寄稿

EUにおける放送と電気通信の融合化政策
―２００３年エレクロトニック・コミュニケーションの規制フレームワークと放送―

佐々木 勉
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系の中にその両分野をまとめた点で大いに注目さ

れる。

２００３年規制フレームワークは内容の多くをこれ

までの電気通信分野の規制を継承し、競争法導入

という点で新規さを見せている。同フレームワー

クの分析は電気通信分野の視点からのものが多い

ように思われるが、本稿では、放送側の視点から

紹介・分析・検討を行ってみようと思う。EUの

２００３年フレームワークは必ずしも詳細な部分まで

律したものではなく、加盟国に一定の自由度を与

えているが、それだけに融合化における政策の要

点を示していると思われる。

本稿を執筆するにあたり筆者が抱いた疑問点は

以下の通りである。

� EUにおける融合化の議論がどのように進

められてきたのか。

� 融合化における規制上の問題がどのように

確認されてきたのか。

� 今度の融合化フレームワークにおいて放送

側からどのような動きがあったのか。（放送

分野での規制緩和・競争化には一般に消極的

な見解があったと認識して）

� ２００３年フレームワークで融合化を図った施

策上の鍵は何か。

� ２００３年フレームワークにより放送分野はど

のような影響を受けるのか。

� ２００３年７月末からの実施のためにフレーム

ワークが採択された後、どのような動きが

あったか。

そこで本稿ではまず、融合化がどのように進ん

できたのか現象面で確認することからはじめ、第

１点目に関してEUにおける融合化議論の出発点

となった１９９７年「融合化グリーンペーパー」の融

合化を進めるためのアプローチを確認し、次いで

第２の疑問に対するアプローチとして、市場参入、

ネットワーク・アクセス、規制機能という点から

EUにおける融合化問題を整理する。第３の疑問

については、１９９９年の「１９９９年レビュー」と「デ

ジタル時代の視聴覚政策に関する原則とガイドラ

イン」から融合化を進めて行くことになった議論

をまとめる。その中で、市場の力によっては十分

な解決が図られない事柄に関する概念として、あ

る意味で競争化の行き過ぎに対する安全弁ともい

えるEUが導入した「全般的利益」の概念を議論

する。そしてこの概念が放送分野で大きな意味を

持っていることを確認する。またその章の補論と

して、融合化政策を進める欧州委員会内部と加盟

国間の姿勢の相違に言及する。

第４点目の疑問については、エレクロトニッ

ク・コミュニケーションという概念の導入が融合

化政策の鍵であり、それにより「伝送規制」と

「コンテンツ規制」を分けることで融合化を進め

ようとする点を紹介分析する。第５点目の疑問は

免許制（認証と周波数割当）、マスト・キャリー

責務、アクセス、相互運用性、ワイドスクリー

ン・テレビとして議論する。そして最後に、電気

通信分野同様に放送分野にもSMP事業者規制が

競争法に則り導入されたことで、執筆段階までに

EUが発表した政策文書から放送分野に関する市

場分析、特に関連する市場の画定について触れて

おく。

本稿を執筆するにあたっては、できる限りEU

の政策文書をそのまま整理紹介し、主観的な記述

を少なくし、筆者なりの評価・分析は最小に留め

るようにした。ただし、２００３年フレームワークに

おいて、エレクロトニック・コミュニケーション

という概念を導入し、伝送規制とコンテンツ規制

を分離し、分野特殊な規制を維持しつつもEC条

約の競争ルールを基礎として、全般的利益の概念

を調整弁としていることが明らかになるはずであ

る。またその着実な議論と政策策定のプロセスも

理解できるだろう。従来アングロサクソン的な複
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雑な分野別の融合化アプローチに馴染んで来た思

考には、おそらく新鮮な印象を与えることだろう

と考える。

２ 融合化の諸相

Garzaniti（２０００）１）によれば、融合化は四つの

相に整理できる。技術的融合、ネットワークの融

合、サービスの融合、市場の融合である。

・技術的融合化

技術的融合化を進めた技術は従来のアナログ

技術に代わるデジタル技術である。当初コン

ピュータ産業だけで用いられていたこの技術は、

情報のタイプを問わず（テキスト、音声、ある

いは画像）それらをゼロと１からなる二進法の

「bit」（binary digitの略）に変換する。

また融合化はデータ伝送や蓄積に必要なビッ

ト数を削減し、あるいは徐々に複雑化するコン

テンツ情報を伝送しあるいはその情報を電子的

デバイス（ハードディスクや磁気メモリー）へ

の蓄積に必要な帯域の縮小化を可能にした圧縮

技術によっても後押しされている。これら技術

は様々な情報タイプを混合し、新たなサービス

の創出を可能としている。最も良い例がイン

ターネットで、それは公開の標準、インター

ネット・プロトコルを通じて、マルチメディ

ア・サービスのあらゆるエレメントをルート化

し伝送するために用いることができる。その意

味でインターネットは融合化の象徴といえる。

・ネットワークの融合化

技術的融合化はネットワークの融合化に繋が

る。従来特定タイプのデータあるいは信号を伝

送するだけであったネットワークは、今やあら

ゆるタイプの情報を伝送することができる。電

気通信ネットワークは放送サービスを伝送する

ことができるし、一方、ケーブルテレビ・ネッ

トワークは従来のテレビジョン番組の伝送に加

え、音声電話などの電気通信サービスを提供で

きる。さらに情報系分野ではないとされた電力

分野の送電網、高速道路のネットワーク、鉄

道・地下鉄の路線ネットワーク、水道のネット

ワークなども、光ファイバーを敷設することで、

電気通信や放送の信号を伝送できるようになっ

た。したがって、これまで非情報系ネットワー

ク型公益事業として何らかのネットワークを構

築していた事業は、ネットワーク融合化により、

情報系分野である電気通信、放送への参入が可

能となり、また実際にも参入している。

・サービスの融合化

技術的融合化とネットワークの融合化は、必

然的にサービスの融合化をもたらす。前者二つ

の融合化は、サービス生産者側の観点であるが、

サービスの融合化はその利用に対する観点を提

供している。電気通信、放送及び情報技術の融

合化により「ハイブリッド」サービス、例えば、

ペイ・パー・ビュー、ビデオ・オン・デマンド、

ｉモードなどが登場し、また新たなサービス、

例えば、ホーム・バンキング、ホーム・ショッ

ピングなどが登場している。前者は情報分野内

の融合サービスであり、後者は異分野との融合

化によるサービスである。

・市場構造の融合化

上記の融合化は、市場における企業行動の融

合化をもたらしている。融合化の結果、従来異

なる市場とされてきた市場への参入が容易に

なった。このことは二つの側面で生じている。

一つは垂直的な統合であり、例えば、インフラ

事業とサービス事業の統合化であり、それは企

業買収や合併を促進させている。もう一つはア

１）Garzaniti（２０００）, Telecommunications, Broadcasting and the Internet : EU Competition Law and Regulation , Sweet & Maxwell, pp.
１０１―１０３
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ライアンスの形成であり、自ら垂直的に統合し

て市場活動を行うのではなく、戦略的なパート

ナーとしてアライアンスを組織する動きであ

る２）。

３ 融合化アプローチの選択

こうした背景の中でEUにおける融合化政策の

検討は、１９９７年末の欧州委員会による「融合化グ

リーンペーパー」３）から始まった。これはその後公

開協議に諮られ、産業界、各国規制機関から多く

のコメントを受け４）、それに基づき、インフラ及

び関連サービスの規制並びにコンテンツ・サービ

スの規制を見直す提案として「１９９９年レビュー」５）

の一部に盛り込まれた。

それまでのEUレベルにおける電気通信、放送

及び情報技術活動を見ると、それらは個々に様々

な規制下に置かれていた。情報技術についてはほ

とんど規制がないものの、電気通信と放送分野は

分野特殊な規制下に置かれていた。さらに電気通

信分野の規制は加盟国間の共通化を進めていたも

のの、放送分野の規制はなお各国独自の公共的目

標（例えば、多様性の確保、消費者保護、少数者

保護など）を追求していた。

他方、電気通信や放送分野の規制制度はネット

ワークやサービスの融合化をほとんど考慮してい

なかった。特に電気通信と放送の境界は異なった

ネットワークが特定タイプのメッセージあるいは

信号を搬送するとした融合化前の状況を考慮して

決定されていた。例えば、１９９７年の相互接続指

令６）において、電気通信サービスは「ラジオ・テ

レビ放送サービスを除く、電気通信ネットワーク

において信号の全体的あるいは部分的な伝送及び

経路化を行うサービス」と定義された。この定義

はサービスを伝送するために用いられるネット

ワークの性質に基づいた。したがって、この定義

では様々な情報タイプを搬送するネットワークの

融合化を考慮していなかった。そこで融合化への

布石として、１９９８年の技術標準及び規則の分野に

おける情報提供の手続きを定めた指令９８／３４／EC

は、以下の「国境のないテレビジョン指令」の定

義を除いて、「情報社会サービス」（information

society service）という用語を導入した。情報社

会サービスは「サービスを受けることの個別の要

求により（at the individual request）電子的な

手段によって離れたところで対価と引き替えに通

常提供されるサービス」と定義された７）。

放送分野では、１９８９年の「国境のないテレビ

ジョン指令」（１９９７年改正）（Television Without

２）Rohlfs（２００１）は、ハイテク産業におけるスタートアップ問題と技術標準問題の解決から垂直的統合が促進することを、コン
パクトディスク・プレーヤー、テレビジョンのケースから説明している。Rohlfs（２００１）Bandwagon Effects in High―Technology
Industries , MIT Press.

３）Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implica-
tions for Regulation, Towards an Information Society Approach. COM（９７）６２３

４）Working Document of the Commission: Summary of the Results of the Public Consultation on the Convergence the Telecom-
munications, Media and Information Technology Sectors; Areas for Reflection, S.E.C.（９８）１２８; Communication on the Results
of the Public Consultation on the Green Paper, COM（９９）１０８.

５）Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, Towards a new framework for Electronic Communications Infrastructure and associated serv-
ices: The１９９９Communications Review, COM（１９９９）５３９

６）Directive９７／３３of June３０，１９９７on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal service and in-
teroperability through application of the principles of Open Network Provision（ONP）O.J.１９９７L１９９／３２

７）Directive９８／３４／EC of the European Parliament and of the Council of２２June１９９８laying down a procedure for the provi-
sion of information in the field of technical standards and regulations,

８）Council Directive of October３,１９８９on the co―ordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative
action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities, O.J.１９８９L２９８／２３. これは１９９７年に改定
されている。Directive９７／３６of June３０,１９９７amending the Television Without Frontier Directive, O.J.１９９７L２０２／６０.
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Frontiers Directive）８）が、テレビ放送（television

broadcasting）を「公衆による受信を意図したテ

レビ番組の、暗号化された形式あるいはされない

形式で、衛星を含む無線あるいは有線による初期

的送信である。それは公衆への中継するための企

業間の番組のコミュニケーションを含む。それは

ファクシミリ、電子的なデータ・バンク、その他

の類似するサービスのような個別の要求に基づく

（on individual demand）情報あるいはその他の

メッセージのアイテムを提供するコミュニケー

ション・サービスを含まない」と定義していた。

放送サービスと情報社会サービスは、「非要求

型」か「要求型」かを規準に分けられることに

なったものの、例えば、ビデオ・オン・デマン

ド・サービスのようなサービスの扱いはなおグレ

イゾーンと言わなければならなかった。

用語の定義は規制の在り方に関連する。そこで

EU委員会は、規制の在り方から、１９９７年「融合

化グリーンペーパー」において、三つの融合化ア

プローチを提案した。

・垂直的規制維持のアプローチ：分野毎の「垂直

的規制モデル」を維持すると共に既存の定義を

踏襲し、現行規制をアドホック・ベースで拡張

するというオプション。

・新カテゴリー創設のアプローチ：既存規制制度

と共存し得る新サービスについて別個のカテゴ

リーを設け、それに適用する新たな規制制度を

構築するオプション。（この選択肢は、「テレ

サービス」や「メディア・サービス」という新

概念を設けたドイツにおいて選択された。）

・包括的漸進的アプローチ：市場動向を反映させ

るために、現在の規制を修正し既存サービスと

新サービスを包括する新たな規制制度を漸進的

に導入するという選択肢。これは、現行規制環

境の根本的な再評価と改革を求めることになる

ため、最も大きな変更を伴うオプションである。

これら選択肢に対して、融合化グリーンペー

パーに対するコメントの多くは、垂直的規制の維

持アプローチを支持した９）。このアプローチは三

つの中で最も投資に対する確実性が高く、関連す

る分野の既存の特徴に関連して公共の利益（特に

放送分野における）を継続的に維持できるとして

評価された。第一のアプローチは支持を受けたが、

公開協議の結果は、放送と視聴覚（audio―vis-

ual）の規制を分けている現行の制度を新たな基

準に基づかせ、伝送手段に関する規制とコンテン

ツに関する規制を分離するべきであるという意見

に収束した１０）。すなわち、目指すべき規制のあり

方は、伝送あるいはネットワーク規制の面におい

てコンテンツを別として、それを伝送するネット

ワークは技術中立的に水平的に規制されるべきで

あり、またコンテンツのようなサービス提供では

垂直的な分野特殊な規制アプローチ（例えば、電

気通信ネットワークあるいはケーブル・ネット

ワークでのテレビ番組の提供はコンテンツ規制

に）に従うべきであるということになった１１）。こ

こでの選択の変更は、コンテンツ側の将来規制に

関する危惧があったと思われる１２）。

９）Sauter（１９９９）は垂直的規制のアプローチが、最終的になくなるだろうと考えている。Sauter（１９９９）“Regulation for Conver-
gence: Arguments for a Constitutional Approach？”in Marsden and Verhulst（eds.）Convergence in European Digital TV
Regulation , Blackstone Press, p.９４.

１０）Communication on the Results of the Public Consultation on the Green Paper, COM（９９）１０８; Council Conclusions of Sep-
tember２７,１９９９concerning the results of the public consultation on the Convergence Green Paper. O.J.１９９９C２８３／１.

１１）コメントの中には、放送サービスの基本的な定義となっていた「対公衆」メッセージと「対個人」メッセージの区別が維持し
得なくなるとの指摘もあった。例えば、インターネットは個人間コミュニケーションと公衆向けコミュニケーション、あるい
は「一対一」と「一対多」というコミュニケーションの境界が曖昧化している。Humpe（１９９９）１１は要求対応型の契約ベースか
どうか（オン・デマンド・サービス）、双方向サービスかどうか、あるいは定時性を有する番組サービスかどうかという基準
で規制を分けてはどうかという提案を行っている。
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４ 融合化における規制上の問題

� 市場参入

市場参入に制限があるのかどうかについては、

電気通信、放送あるいはIT（情報技術）分野で

大きな相違がある１３）。IT分野では参入規制はない。

電気通信分野では、１９９８年の規制フレームワーク

において域内の共通化が図られ、規制当局から事

前の許可を必要としないが必要な要件に従ってい

なければならないとする一般認証（general au-

thorisation）と、事前に許可を必要とする個別免

許（individual license）の制度とすることにより、

１９９８年の完全自由化実施を進めていた。一方、放

送分野では通常、ネットワークとサービスの免許

は複雑な手続きを必要とし、加盟国間で大きくば

らついていたし、なおそれは続いている。例えば、

放送免許を得るための期間、手続きの透明性、免

許期間及び免許料などが異なっている。さらに他

の市場への参入制限（業務範囲の制限）が放送分

野には一般に存在し１４）、その代わりとして放送

サービス及びネットワークの構築と運営が排他的

あるいは特別の権利として与えられている。また

ケーブル事業者も一定の無料空中波放送を配信す

るよう求める「マスト・キャリー」（Must―

Carry）責務が課されている。

業務範囲の制限では、既存電気通信事業者によ

る放送事業参入も大きな問題となる。英国などで

は、既存電気通信事業者がその公衆向け電気通信

ネットワークを利用してテレビジョン・サービス

の提供を認めていない。しかしそうした制限は効

率的な参入機会を妨げる不当な差別であり、利用

者がイノベーティブなサービスへアクセスするこ

とを阻害し、消費者に損失をもたらしているとの

主張もある。英国では、ケーブル・ネットワーク

が電気通信サービスを自由に提供していたため、

そうした制限は不当であるとの主張もあった１５）。

業務範囲制限の支持者は暫定的で非対称的な業務

範囲制限が投資を進め、電気通信のローカル・

ループ競争を押し進める重要な方法であり、ドミ

ナントな既存事業者が新市場へ拡大参入すること

に対して揺籃期の競争を保護するためにも必要で

あると主張した１６）。なお１９９８年に欧州委員会が発

表したケーブル・ネットワークにおける電気通信

サービス提供に関するレビュー（「ケーブル・レ

ビュー」）１７）では、その問題に対する明確な方針は

示されなかった。

伝統的な放送規制の前提には、配信チャンネル

に関わる周波数の希少性、広告料による財源確保

や免許料の問題が存在した。しかし新技術、特に

デジタルや圧縮技術の導入は伝統的な電気通信や

１２）Nitsche（２００１）の指摘する「視聴覚及び放送政策は、マスとして組織化されたプロパガンダが人々の政治的な意見に影響を与
えるために用いられたという２０世紀の経験のため、高度にセンシティブで収束しない議論となってきた。」ということが根底
にあり、それが自由化の進む伝送面に引きずられる不確実性を危惧したと考えられる。Nitsche（２００１）Broadcasting in the
European Union , T.M.C. Asser Press, p.２９

１３）Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implica-
tions for Regulation, Towards an Information Society Approach. COM（９７）６２３, pp.１６―１７.

１４）これは一般にメディアの集中を排除するための措置であり、メディアが他の市場へ進出することにより、それらとの関係で報
道の自由の確保が危惧されるためである。

１５）英国の電気通信規制については、Armstrong, Cowan, Vickers（１９９４）Regulatory Reform : Economic Analysis and British Experi-
ence , MIT Press, 第７章、Vogelsang and Mitchell（１９９７）Telecommunications Competition : The Last Ten Miles , MIT Press, 第９
章、Angel（２００１）“The Telecommunications Regime in the United Kingdom”in Walden and Angel（eds.）Telecommunica-
tions Law , Blackstone Press, が参考になる。

１６）OECD（１９９９）Regulation Issues in Broadcasting in the Light of Convergence , DAFFE／CL（９９）１. この文書は様々な見解を整理し
ている。

１７）Commission communication concerning the review under competition rules of the joint provision of telecommunications and
cable TV networks by a single operator and the abolition of restrictions on the provision of cable TV capacity over telecom-
munications networks, O.J.１９９８C７１／４
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放送事業のコンテクストに大きな影響を与え、そ

れは厳格なコンテンツ関連の制限（例えば、多様

性・多元性を確保するための番組責務、ケーブル

事業者に対するマスト・キャリー責務）を曖昧化

させ、またそれによるネットワーク増大やキャパ

シティ拡張による煩雑な免許手続きの問題を顕在

化させた。伝送手段の希少性はマルチメディア環

境における規制介入の基礎としての意味合いを減

じ、オフ・ラインで提供される同一サービスが規

制を受けない場合に、オン・ラインでのサービス

提供に煩雑な免許条件を課すこと（例えば、書籍

のダウンロードなど）は、もはや政策的な正当性

がないとの主張を生み出した１８）。市場参入に関し

て重要なのは、免許制において明確で透明性の高

い非差別なルールを確立することであって、特に

免許を受ける者の選択基準及び免許の有効期間は

域内で調整され簡素化される必要であるとも主張

された１９）。

� ネットワーク・アクセス

EC条約の競争ルールに従えば、ネットワーク

あるいはサービスへのアクセスは基本的に商業的

交渉による。しかしながら、電気通信分野では相

互接続やネットワークないしサービス・アクセス

についてオープンなアクセスが確立されているが、

放送分野ではそうなっていない。放送分野ではデ

ジタル・テレビについて条件付きアクセスの規制

が存在するが、必ずしも全てのデジタル・サービ

スに適用されるわけではない。

電気通信分野ではオープン・ネットワークの

ルール（ONPルール）が確立されたことから、

その原則が他のインフラやサービスにも拡張可能

かということが考えられた。ONPルールのケー

ブル・ネットワークへの適用可能性について、

Garzaniti（２０００）２０）は、そもそも既存電気通信事

業者の強力な市場地位のために競争法の適用がう

まく機能しないという前提の下に、既存事業者イ

ンフラへの参入者のアクセスを保証する必要から

オー プ ン・ネ ッ ト ワ ー ク・プ ロ ビ ジ ョ ン

（ONP）ルールが編み出され、したがってONP

ルールのケーブル・ネットワークへの拡張も、

ケーブル事業者がネットワーク提供で電気通信分

野における既存事業者に類似する市場地位を有す

る場合にのみ、正当化できるだろうと述べた。ま

たそうした場合を除いても、ONPルールの拡張

はケーブル事業者には過剰な規制負担を課すこと

になると拡張には消極論を展開した。さらにケー

ブル・ネットワークが放送目的のために利用され

る限り、ケーブル・ネットワークへのアクセスは

多元主義や多様主義の保証のためローカル・コン

テント・ルールを基礎に規制される可能性が高い

ことも指摘した。

次に条件付きアクセス・システムやその他のデ

ジタル・システムについてみると、条件付きアク

セス・システム（conditional access system：

CAS）は、サービス提供者が番組やチャンネル

毎に視聴者のアクセスをコントロールし、対価を

支払った者だけが番組あるいはチャンネル・サー

ビスへアクセスできるようにするシステムであり、

またその他のデジタル・システムとしては、ナビ

ゲーション・システム（NS）、アプリケーショ

ン・プログラミング・インターフェイス（API）

であり、飛躍的に増大した情報サービスの管理・

検索を容易にするツール（例えば、Netsccape、

Microsoft Exploler、YahooやAltavista）がある。

APIは双方向アプリケーションを管理しサード・

１８）脚注１２
１９）脚注１２
２０）Garzaniti（２０００）Telecommunications, Broadcasting and the Internet : EC Competition Law and Regulation , Sweet & Maxwell, pp.
１０８―１０９,
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パーティによるアプリケーション開発のための特

別なインターフェイスを提供する一連のソフト

ウェアである。そこでの問題は、それらが新たな

ボトルネック設備を作り出すかもしれないことで

ある。したがってそうした技術を用いてサービス

を行うために必要な投資規模やそれらを購入する

顧客の可能性を前提にすれば、新規参入者は既存

事業者のシステムを利用してサービスを提供する

以外の選択肢を持たないことになるかもしれない。

そうしたエレメントが独占されるときには、新規

参入者はアクセスについてそれらを所有する独占

者に依存しなければならなくなる。

高度テレビジョン標準化指令（Advanced

Television Standard Directive）は、ONPルール

をデジタル・テレビジョンの条件付きアクセス・

システムに適用した。しかしこの指令はナビゲー

ション・システムやアナログの条件付きシステム

を対象としていない。したがってそれはケーブル

事業者を除いた放送事業者に有利となっている。

� 規制機能

放送と電気通信分野の分野特殊な規制は、加盟

国のほとんどにおいて文字通り別々の規制機関に

より実施されてきた。いわゆる「規制の垂直的ア

プローチ」がとられてきた。さらにドイツやベル

ギーでは、電気通信分野の規制を連邦レベルの機

関が行うのに対して、放送分野の規制は州レベル

ないし地域レベルで行われ、他の加盟国と異なっ

た制度をとっている。技術革新による融合化の進

展により、事業者は異なった規制機関の異なった

視点からの規制を受け、それは事業者に対し規制

に関わる取引費用を増大させてきた。例えば、放

送と電気通信の融合的サービスを提供しようとす

れば、ネットワークは電気通信ネットワークとし

てまた放送ネットワークとしてそれぞれ免許を得

なければならない。さらに問題なのは、それら規

制機関間で規制要件が不整合であったり矛盾した

りするリスクが生じていることである。また規制

機関の不整合は、それらの規制の範囲外に位置し

うる新規ビジネス事業を創出させることになる。

それは、規制の論理から規制対象外とされるので

はなく、単に規制機関間の不整合から生じるケー

スであり、そうかといって規制機関の整合をとれ

ば、それは過剰規制となる可能性も生じてくる。

既に記したように、融合化グリーンペーパーの

公開協議の結果として、コンテンツとインフラ・

サービス（伝送）の規制を別々にしておくことに

ついてはコンセンサスが得られた。とすれば、コ

ンテンツの規制とインフラ・サービスの規制を

別々の機関が行うのか、あるいは一つの機関が行

うべきかという問題が生じる。

結論から言えば、その公開協議では、コンテン

ツ規制と伝送規制の規制機関統一化という結論は

得られなかった。むしろ現状の分離体制の維持が

容認されたといえる。統一化の賛成者からすれば、

規制機関の統一は一つの規制フレームワークにお

さめることで統合的でシームレスに公共の利益と

経済効率性の実現を図ることができる。規制機関

間の意思疎通に関わる行政費用が削減できる。し

かし、反対論からすれば、規制機関の統一化は単

一的な価値基準を暴走させる可能性があり、規制

機関を分離しておく方が、経済効率に公共の利益

２１）英国では独立の規制機関設立当初、規制機関の長は経済効率を優先し、所得分配問題や消費者問題は議会あるいは貿易産業省
等の政府の問題であるとして、経済規制の機関として機能した。英国の規制機関は、正確に言えば、長官が一機関として機能
するのであって、その下の規制機関はスタッフにすぎない。このため、長官の個性が反映される傾向にあった。電気通信
OFTELの初代長官カールスバーグは所得分配上の問題を扱おうとしなかった。またプライス・キャップの考案者で後に電力
規制機関OFFER長官となったリトルチャイルドはさらに強くそうした姿勢を貫き批判を受けていた。Young（２００１）The Poli-
tics of Regulation : Privatized Utilities in Britain , Palgrave, 第２章。
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が従属させられるリスクを回避できるとしてい

る２１）。経済効率、単純化すれば、商業主義的な規

準は説得と合意に容易であろうが、公共の利益と

いう価値基準は多様であり（曖昧であるとも言え

る）一つの合意を導きにくく、また必ずしも経済

効率と両立せずむしろトレードオフの関係にある

ことが多い。特にコンテンツ規制は経済的要因よ

りも文化的、政治的、歴史的、社会的な非経済的

問題を対象としている。さらに伝送規制とコンテ

ンツ規制は規制に必要な専門的知識が異なってい

ることから、それら規制機関の分離が望ましいと

している。

５ 「１９９９年レビュー」と「デジタル時代の視聴

覚政策に関する原則とガイドライン」

� １９９９年レビュー

１９９９年秋、融合化グリーンペーパーとその公開

協議をもとに、欧州委員会は電気通信の規制フ

レームワーク改革に関する提案（「１９９９年レ

ビュー」）を盛り込んだ通信を採択した２２）。この

提案の目的は、急激な技術変化に対応しより一層

の競争を促進させ、情報社会における欧州の競争

力を維持し増強させるために、既存規制フレーム

ワークを加盟国間で調整することであった。

このレビューは五つの原則を掲げた。

・規制政策は明確な政策目標に基づくこと

表１ 独仏英の規制機関

ド イ ツ フ ラ ン ス 英 国

免 許 交 付 電気通信郵便規制庁（RegTP）

電 気 通 信 規 制 庁

（ART）の提案によ

り産業大臣が交付

貿易産業省（DTI）

電 話 番 号 RegTP ART 電気通信庁（OFTEL）

通 路 権 RegTP 地方自治体 貿易産業省

小 売 料 金 RegTP
ARTの意見に基づき

産業大臣
OFTEL

ユニバーサル

・サービス
RegTP ART OFTEL

相 互 接 続 RegTP ART OFTEL

係 争 処 理 RegTP ART OFTEL

周波数配分／
割 当

配分：連邦政府（個々の無線サービス

及びその他の電波利用に割り与えられ

る周波数帯を示す周波数表を作成）、

割当：RegTP（個々の周波数利用の

ための周波数帯域の割当）

配分：全国周波数庁

（ANFR）、割当：ART

配分：無線庁（RA）、

割当：RA

放 送 各州の担当省 CSA及び文化省 ITC及びOFTEL

競争法の適用
RegTP：電気通信分野の分野特殊な

ルール、連邦カルテル庁：競争法
競争評議会

OFTEL、公正取引庁

（OFT）、競争委員会

（旧独占合併委員会）

出所：EU（２００２）, Telecommunications Regulatory Package―VIII Implementation Report, Annex IIを参考

２２）Commission Communications:“Towards a New Framework for Electronic Communications Ifrastructure and Associated
Services”: the１９９９Communications Review. COM（９９）５３８, November１０，１９９９.
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・その目標を達成するために必要最小限の規制

とすること

・規制は法的な確実性と柔軟性の適切なバラン

スをとること

・規制は技術について中立的であること

・規制はできる限り規制される事業活動に対し

て実行可能であること

また欧州委員会は新規制フレームワークが以下

の要素から構成されるべきであるとした。

・全般的及び特定の政策目標を確認するフレー

ムワークからなる分野特殊な指令と、免許制、

アクセスと相互接続、ユニバーサル・サービ

ス、プライバシーとデータ保護に関する四つ

の個別的な指令（これにより、自由化関連指

令を含め二十あったEUの関係法律を六つに

整理することになる２３））（図６は、２００２年に

採択された共通化に関わる指令・決定の結果

を示している）

・勧告（recommendation）、ガイドライン、行

動規範（code of conduct）からなる非拘束

的な措置とEC条約に定められた一般原則の

枠内で柔軟性を持つその他の非拘束的な措置

（これにより拘束的規定の制限を図る）

・競争法への依存を強化し、競争法が有効な場

合には分野特殊な規制を競争法に置き換える

（分野特殊な規制から競争法への移行）

こうした姿勢から欧州委員会は１９９９年レビュー

において、以下のような政策提案を行った。

・全てのコミュニケーション・インフラとそれ

に関連するサービスについては単一の規制フ

レームワークとすること（ただし、放送サー

ビスなどのコンテンツに適用される各国内ま

たEU全体の規制責務と反することのないよ

うにする）

・無線周波数や番号資源を利用する場合を除き、

免許制を一般認証とすること

・全てのコミュニケーション・インフラについ

てアクセスと相互接続の規制を共通のフレー

ムワークとすること

・無線周波数管理について域内で共通のアプ

ローチをとること

・（９９年段階で）現行のユニバーサル・サービ

スの範囲と定義を継続すること。なお拡張す

る場合には、基準に従い定期的に見直しを行

うこと。

・既存事業者により支配的な市場の状況が続く

ローカル・ループについて、競争促進のため

緊急の措置を講ずること（例えば、アンバン

ドリング）。

・欧州委員会と各国規制機関の関係を改善しな

ければならないが、欧州規制機関（Euro-

pean Regulatory Authority：ERA）の創設

を提案しないこと。

この政策提案から欧州委員会は２０００年１２月新指

令案を発表し、それは修正を経て最終的に２００２年

３月、欧州議会及び閣僚理事会により採択された。

� デジタル時代の視聴覚政策に関する原則とガ

イドライン

上記１９９９年レビューに対して、視聴覚・放送サ

イドから欧州委員会において採択されたのが１９９９

年欧州委員会通信「デジタル時代の視聴覚政策に

関する原則とガイドライン」２４）である。

１９９９年レビューで示された五つの原則は視聴

２３）これら指令は分類して、EC条約第８６条（公企業に関する規定）に基づく自由化関連指令とEC条約第９５条に基づく共通市場
（共通化）に関する指令ないし関連規定に分類される。

２４）Communication from the commission to the council, the European parliament, the economic and social committee and the
committee of the regions: Principles and Guideline for the Community’s Audiovisual Policy in the Digital Age, COM（１９９９）
６５７final
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覚・放送分野にも当てはまるが、内容から推定さ

れるように電気通信主導である。そこで視聴覚・

放送の分野に特殊な性格を考慮しなければならな

いとして、すなわち、電気通信主導の行き過ぎに

歯止めを掛ける意味で、同じ年、同じ欧州委員会

から、以下の原則とガイドラインが発表された

（この内部的ないきさつは、後述�を参照せよ。）。

� 比例性の原則

比例性の原則（principle of proportionality）

とは、規制介入の程度がその目的を実現するため

に必要な範囲を超えるべきではないことを意味し

ている。比例性の適用は関係するサービスの十分

な分析を必要とするのであって、例えば、個々の

利用者のコンテンツに関する選択とそれをコント

ロールする釣り合いが考慮されなければならない。

例えば、無料テレビ放送サービスのための少数者

保護では、利用者IDや直接支払いの方法を必要

とする暗号化されたペイパービュー・サービスの

それとは異なった規制のアプローチとしなければ

ならない。

� 伝送規制とコンテンツ規制の分離

１９９９年レビューと融合化のグリーンペーパーに

おける協議により、伝送規制とコンテンツ規制に

対しては異なった規制アプローチが必要であると

することについてコンセンサスを得た２５）。それを

受けて、コンテンツ規制に関する言及として以下

の事項が示された。

・コンテンツ規制は、コンテンツ・サービスの

特殊な性格に従い、またそのサービスに関連

する公共政策目標に従うものであることを保

証する必要がある。

・コンテンツ規制は、現行体制を構築している

視聴覚分野の特殊性を保証する必要がある２６）。

・市場の不確実性と同時に消費者保護を十分に

維持し、またその実施に絡む初期投資の必要

性を認識しながら、新視聴覚サービスに対す

る適切な規制制度を適用する。

・伝送とコンテンツの区別を行う場合、消費者

のコンテンツへのアクセスに関する問題、例

えば、エレクトロニック・プログラミング・

ガイド（EPG）や「マスト・キャリー」規則

に関して配慮するべきである。

これらは、伝送規制によるコンテンツ規制への

影響を抑えるための覚え書き的意味合いを持って

いると考えられる。

� 「全般的利益」の目標と規制のアプローチ

共同体法の原則と方法論は、法的に安定で確実

な規制フレームワークの構築に大きな力点を置い

ている。これは共同体の視聴覚コンテンツ市場の

効率的な運営と発展に対する必要不可欠な条件で

あるが、そのフレームワークはまた、「表現の自

由や抗弁権、著作者とその作品の保護、多元性、

消費者保護、少数者及び人間の尊厳の保護、言語

的文化的多様性の促進のような社会の『全般的利

益』（general interest）の有効な保護を保証しな

２５）林紘一郎（２００２）は、伝送ではなく「コンデュイト」（管路）と用語を用い、コンデュイト規制とコンテンツ規制を分けた電
子情報通信産業の規制を言及している。EUの考え方はそれに類似していると思われる。林紘一郎（２００２）「電子情報通信産業
―データからトレンドを探る―」電子情報通信学会、pp.１４６―１５５

２６）テレビ放送サービスは「国境のないテレビジョン」指令及び知的所有権と暗号化サービスの保護に関するその他の措置（The
Directive on the co―ordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite
broadcasting and cable retransmission（Council Directive９３／８３／EEC, OJL２４８of６．１０．１９９３, p.１５）and the Directive on the
legal protection of services based on, or consisting of, conditional access（Directive９８／８４／EC of the European Parliament
and of the Council, OJL３２０of２８．１１．１９９８, pp.５４―５７））によって、また放送サービス以外の視聴覚と情報サービスは１９９８年に
採択された規制の透明性メカニズム（The European Parliament and Council Directive ９８／４８／EC amending for the third
time Directive８３／１８９／EEC laying down a procedure for the provision of technical standards and regulations）２６と、Ｅコマー
ス指令によってカバーされている。
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ければならない」（全般的利益の議論については

後述）。

視聴覚政策は「公衆に対するコミュニケーショ

ン」２７）を確立するサービスのような公衆向けの視

聴覚コンテンツ提供に関わり、全体としてメディ

ア分野（例えば、著作権及びその隣接する権利、

芸術作品の一体性の保護、少数者・消費者、文化

的多様性などの保護）と関連する全般的利益に影

響を与えるかもしれないため、伝送手段（放送の

ようなポイント・ツー・マルチポイント、あるい

はビデオ・オン・デマンドのようなポイント・

ツー・ポイント）は明らかに重要であるものの、

いくつかの新規のサービス・タイプについては、

その規制アプローチの必要性及び比例性を評価す

るとき、他の要素も考慮されるべきである。

「徐々に規制を加えるアプローチが各サービ

ス・タイプにより影響を受ける全般的利益を扱う

ために必要である。その規制の基本的理由は、こ

れらの目標を実現するために実際的あるいは潜在

的に市場の力が失敗する（市場の失敗）というこ

とである」としている。

� 公共サービス放送の役割確認とその財源調達

の透明性の必要性

公共サービス（テレビ）放送は欧州共同体の加

盟国において重要な役割を果たしている。「これ

は公共の意見を客観的に形成し、多元性を保証し、

無料放送に基づき品質のある番組を提供する際の

文化的及び言語的な多様性、教育的番組に関し

て」当てはまる２８）。「新しいデジタル視聴覚環境

における公共サービス放送の統合化は、バランス

のとれたアプローチを必要としている。公共放送

と民間放送事業者から欧州における放送のデュア

ル・システムの将来は、加盟国の公共放送制度に

関するプロトコル２９）（後述）により解釈されるよ

うに、条約に従い、自由市場の運営と公正競争の

原則と調整を図りながら公共サービス放送事業者

の役割に依存している」。それは以下を意味して

いる。

「・加盟国は公共サービス権限を協議し、定義し、

組織し、またその公共サービス放送事業者が

どのように財源調達されるべきか（免許料、

政府資金、両方の利用など）を決定すること

について自由である。

・加盟国が定義するとき、公共サービス権限は、

全般的な経済的利益のサービスに関して共同

体の利益に整合するものとする。

・加盟国が決定するとき、財源計画は比例性の

原則を尊重し、プロトコルが解釈するように

（公共サービスの権限の実現が考慮されると

２７）「公衆に対するコミュニケーション」という概念は、例えば、著作権指令におけるように、共同体法において既に見られる。
また国境のないテレビジョン指令第１条１�のテレビジョン放送の定義は「公衆によって受信されることを意図したテレビ
ジョン番組」という類概念に基づいている。他方、基本的に私的な連絡（例えば、ｅメールのような）を可能とすることを目
的としたサービスは、そうした全般的な利益と関わらず、またプライバシーの保護も刑法において禁じられた行動が関係する
場合にのみ合法的に制限される（例えば、児童ポルノの通信に関して）としている。

２８）Nitsche（２００１）によれば、公共放送の学問的な定義については、「帰納法的アプローチ」と「演繹法的アプローチ」の二つに
分けることができる。前者は現状から定義を組み立て、後者はどうあるべきかから定義しようとする。Blumler（１９９２）は帰
納法的に定義し、Granham（１９９２）、Keane（１９９１）、Tracy（１９８８）は演繹法的に定義している。Nitsche（２００１）、Broadcast-
ing in the European Union , T.M.C. Asser Press, p.３１. Tracyによれば、公共サービス放送の主要特徴として八項目に整理してい
る。�所得等にかかわらず利用可能であることのあまねく性（universality）、�主張の総合性（university of appeal）（特別な
主張から平均的な主張まで）、�少数者に対する提供、�公共への奉仕（serving the public sphere）（国としてのアイデン
ティティの滋養）、�教育へのコミットメント、�既得権益からの非密着性（distance from vested interests）�視聴者数に
よってではなく番組品質の点での競争、�番組制作者を制限するよりもむしろ開放すること。Blumler（１９９２）, Television and
the public interest , Sage Publications, p.１１; Granham（１９９２）“The media and the public sphere”in Calhoun, C., ed., Habermas
and the Public Sphere , MIT Press; Keane（１９９１）The Media and Democracy , Cambridge Polity; Tracy（１９８８）The Decline and
Fall of Public Service Broadcasting , Oxford University Press, pp.２６

２９）これによりEUは公共放送の財源について国家補助の妥当性が確認されている。これについては、市川芳治（２００２）「国家補助
ルールの公共放送への適用に関するコミュニケーション（EC委員会見解）」、国際商事法務 Vol. ５及び６を参照されたい。
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き）また欧州裁判所判例において解釈される

ように、EC条約第８６条�（後述）に従い、

共通の利益に反する程度まで共同体の取引条

件と競争に影響を与えないものとする。

・公共サービスの権限の定義及び関連する財源

計画は加盟国の責任であるが、欧州委員会は

それらが国家補助（state aid）ルール（EC

条約第８７条）とサービス提供の自由に関する

欧州裁判所判例３０）によって解釈されるように、

条約と両立するものであることを保証する責

務を持っている。

国内及び欧州レベルでこのバランスを保証する

こと、特に新情報技術による提供の可能性を十分

に汲み取りまた加盟国により定義されるべき各公

共サービス権限をより効果的に実現することを可

能とすることが基本である」。

� 自主規制：補完的プロセス

「急激に変化する環境において安定した規制環

境を確立することは、確立される規制のフレーム

ワークに対する補完として自主規制（self―regu-

lation）が役立つだろう。それはこれまでの議論

から生じた教訓である３１）。

・政府及び公的機関が公共の利益の目標を定め、

その確保の水準に関する要件を規定し、その

実現のために必要な規制を採択するが、それ

にもかかわらず、事業者及び利用者はその同

じ公共の利益目標の実現に、法的なフレーム

ワーク内で自主規制措置を開発することに

よって貢献することができる。そうした措置

は詳細な規制の必要性を不要とする。

・国内及び共同体レベルでの自主規制は、域内

市場の逸脱に導かない限りにおいて、補完

（subsidiarity）の原則の適用の好例となり

得る。反対に、共同体レベルでの行為規範

（code of conduct）の導入も考えられる。

・自主規制は他のものよりも特定分野について

適している。自主規制が望ましくなく実施可

能でない一例は著作権である。そこでは財政

的問題から権利所有者は法律の保護をなお必

要とし続けている。

・自主規制は小規模競争者や新規参入者の損失

をもたらし自己の利益に最も適した『ゲーム

のルール』を定める主要な既存事業者により

利用されることを認めてはならない。」

なおこの自主規制について、Nitsche（２００１）

は「欧州委員会及び閣僚理事会は、自主規制が放

送に関してではなく、ニューメディア、特にイン

ターネットを念頭に置いていると思われる。した

がって、放送にとっては、将来的に、テレビ番組

が「伝統的な経路」とインターネットを通じて視

聴されるようになったならば、重要になるだろ

う」と評している。また自主規制が加盟国間でば

らつく可能性があることや消費者保護の名の下に

提供者側が競争抑制的に結託する可能性も指摘さ

れている３２）。

� 規制機関

欧州レベルで実施される様々な協議は、視聴覚

分野の規制機関に関する共通のガイドラインを欧

３０）EC条約のための国家補助の一般的な定義は、Case ６１／７９ Amministrazione delle finanze dello stato v Denkavit［１９８０］E.C.R,
［１９８１］３.C.M.L.R.６９４. において確立された。Wyatt and Dashwood,（２０００）, Euroepan Union Law , Sweet & Maxwell, p.p.６７９―
７０９.

３１）１９９９年９月２７日付けで、欧州閣僚会議はニューメディア・サービスの発展の点から自主規制の役割に関する結論を採択した。
OJC２８３／２of６．１０．９９

３２）Nitsche（２００１）, Broadcasting in the European Union , T.M.C. Asser Press, p.３５。自主規制の基本的考察では、Baldwin and
Cave（１９９９）Understanding Regulation : Theory, Strategy, and Practice , Oxford University Press, 第１０章「自主規制」が参考にな
る。
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州委員会が定めるように求める方向にある。その

場合、

・規制機関は政府と事業者から独立とするべき

である。（従来、事業者が政府現業であった

ための確認）

・コンテンツ問題は直接あるいは密接に特定社

会の文化、社会及び民主的必要性に関連して

本質的に国内的であり、そのため補完の原則

にそって、コンテンツ規制は加盟国の主たる

責務である。

・技術の融合化のため、規制機関同士が一層の

協力をするべきである。

以上が、１９９９年欧州委員会通信「デジタル時代

の視聴覚政策に関する原則とガイドライン」の概

要であるが、これらの内容は、新規制フレーム

ワークが電気通信主導で進むことを予想して、視

聴覚側からの留保条件を示したものとして読める

ものである。視聴覚側の主張は、「全般的利益」

というEC条約に依拠している。そこで以下では、

「全般的利益」の概念を確認分析し、また欧州委

員会内部の視聴覚と電気通信に関する姿勢の相違

を見ておくことにする。

� 「全般的利益」の概念

上記�で示された「全般的利益」（general in-

terest）の概念は、表現の自由や抗弁権、著作者

とその作品の保護、多元性、消費者保護、少数者

及び人間の尊厳の保護、言語的文化的多様性の促

進のような社会的な目標が、市場の働きで必ずし

も実現されないという考えに由来している。この

概念は普通名詞的な表現であることからややもす

れば見過ごされがちである３３）が、自由化・競争化

を進めるかつての公益事業分野では重要な意味を

持っている。

その背景を探れば、この概念は１９９６年アムステ

ルダム条約によりEC条約第１６条として導入され

た３４）。ただし同条文（脚注３４）から推測できるよ

うに、これは当初、財の自由な移動というコンテ

クストの中で導入され、後にサービスの自由な移

動に拡張された３５）。サービスの自由な移動では、

視聴覚分野においてEU側の懸念は大きかった。

特に視聴覚分野（映画、ビデオ、テレビ番組等）

では、EUの米国に対する年間貿易赤字額は７０億

ユーロ（約８，４００億円）に上り、米国制作作品が

加盟国において（売上ベースで）６０％から９０％の

間でその国の市場を席巻していたためである３６）。

他方、域内レベルでは、一般に公共サービスとい

う曖昧ながらも納得されてきた目標のもとに、そ

れらサービスの提供を担ってきた公的企業が民営

化され市場が競争化されて、それら目標の維持が

危うくなってきていた３７）。加盟国毎に見れば、消

費者保護や少数者保護が懸念されたし３８）、加盟国

間を見るとEU統合による言語的文化的多様性の

確保が危ぶまれた３９）。

３３）我が国のEC競争法解説では、十分に紹介されてこなかったように思える。またEC競争法の紹介では、国家補助、排他的・特
別な権利付与に関する条文紹介も見過ごされがちであるように思われる。

３４）第１６条「加盟国は、欧州連合の影響力が協調し融合された行動をもってできる限り有効に実行されることを保証するために、
全般的利益に関する外交上また社会保障（security）上の政策に関するあらゆる問題について閣僚理事会内で互いに情報を出
し協議するものとする」（全文）

３５）Nitsche（２００１）, Broadcasting in the European Union , T.M.C. Asser Press, p.１８０
３６）Communication from the commission to the council, the European parliament, the economic and social committee and the

committee of the regions: Principles and Guideline for the Community’s Audiovisual Policy in the Digital Age, COM（１９９９）
６５７対照的に米国における欧州制作作品は１から２％を占めるにすぎない。

３７）Services of General Interest in Europe, O.J.C２８１／０３
３８）民営化・規制緩和の先鞭をつけた英国では、例えば、電気通信分野のBTは規制緩和策としてプライス・キャップ料金制が導

入されるサービス品質を劣化させたことが問題となったし、エネルギー分野ではなお燃料貧困者問題が残っている。Young
（２００１）, The Politics of Regulation : Privatised Utilities in Britain , Palgrave. 特に第３章「A Fair Deal for Consumers？」が参考
になる。
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Ｂ国の公共�
サービス責務�

Ａ国の公共�
サービス責務�

ユニバーサ�
ル・サービス�
責務�

全般的利益�
のサービス�

全般的経済的�
利益のサービス�

２００１年欧州委員会通信（以下、２００１年全般的利

益の通信）４０）によれば、「全般的利益のサービス」

とは「この用語は、全般的でありまた特定の公共

サービス責務に従うものとして公的機関が分類す

る市場的また非市場的サービスを対象とする」と

説明されている。極めて曖昧な定義であり、その

全般的利益のサービスについては、加盟国の公的

機関（public authorities）が決定するものとして、

加盟国の意思に委ねている。EUにおける「全般

的利益のサービス」に類した用語には、「全般的

経済的利益のサービス」（services of general eco-

nomic interest）、「公共サービス」（public serv-

ices）、「ユニバーサル・サービス」がある４１）。

「全般的経済的利益のサービス」は、EC条約第

８６条において用いられ、全般的利益の目標のため

に特定の公共サービス責務に関わる「市場的サー

ビス」、すなわち、市場化が可能なサービスとし

て、経済的側面から「全般的利益」との区別を

行っている４２）。また「公共サービス」は、サービ

ス提供に関わる企業、例えば、内航海運、航空、

鉄道、エネルギーなどを提供する企業に対して、

全般的利益の目標実施を推進しあるいは容易にす

るとの観点から、特別の公共サービス責務として

公的機関により課されるものとして定義され、そ

の責務は国内ないし地域レベルであることから、

各国における用法はばらついており４３）、EU全域

的な用語として定義し得ないと考えられる。

「ユニバーサル・サービス」は、その定義を欧

州委員会が行うことにより、電気通信分野のよう

な自由化の進展している分野において加盟国共通

で用いられるようになった。電気通信分野での定

義は、継続的なアクセス可能性と一定品質のサー

ビスがアフォーダブルな料金で全ての利用者ある

いは消費者に提供されることとされている。

これらを筆者なりに整理すれば、それらの関係

は図１のようになる。まず全般的経済的利益の

サービスは、全般的利益のサービス概念に含まれ

る。公共サービスの概念の広さは加盟国毎に異な

り、全般的利益のサービス概念あるいは全般的経

済的サービスの概念の範囲を超えていることもあ

れば、その範囲の中にあるかもしれない（図は超

えている場合）。ユニバーサル・サービス責務の

概念は、既にEUレベルで決定されていることか

ら、全般的利益の概念の範囲内にあるが、全般的

経済的利益のサービスと一部重なるにすぎないと

考えられる４４）。それはまた公共サービス責務の概

念の部分集合になっていると思われる。

いずれにせよ、これら用語はユニバーサル・

サービスを除き、その定義において曖昧である。

EUのこうした用語法は、加盟国個々の独自性を

考慮し、その中で共通項を見出し、また将来に対

して含みを持たせるものとしてまた徐々に確立し

３９）Collins（２００２）は視聴覚コンテンツと経済的な優位性の関係をネイティブ・スピーカー数で説明している。Collins（２００２）
Media and Identity in Contemporary Europe : Consequence of Global Convergence , intellect, pp.１２７―１２９.

４０）Communication from the Commission, Services of, general interest in Europe,（２００１／C１７／０４）, Annex II
４１）ユニバーサル・サービスの概念と公共サービス責務の概念は、判例により認められてきた（Case C―３２０／９１ Corbeau［１９９３］;

Case C―３９３／９２Almelo［１９９４］。
４２）ibid
４３）ibid
４４）この整理は例外も考えられるが、とりあえず概念の整理に役立つにすぎないものであることを断っておく。

図１ 全般的利益のサービスに関する概念図
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て行く概念として理解されなければならない。全

般的利益のサービスに関するEUの概念は、した

がって、加盟国が考えるこれまでの公共サービス

責務をどのように共通化させて行くかが焦点とな

る。もちろん、そこには技術革新・市場動向によ

り全般的利益のサービスに追加されるものもある

かもしれない。

２００１年全般的利益の通信を見ると、利用者ニー

ズが何かという視点からアプローチしている。利

用者にとりユニバーサル・アクセス、高品質及び

アフォーダビリティの保証がそれらのニーズの基

礎であり、企業、特に、中小企業もまた全般的利

益のサービスの利用者でありそのニーズも満たさ

れなければならないとし、利用者ニーズの保証と

して、以下の事項を確認している。

・高いレベルの環境保護

・身障者、低所得者のような人々の特別のニーズ

・遠隔地あるいはアクセスできない地域におけ

る基礎的サービスの完全な地理的カバレッジ

なおここでも「高いレベル」、「環境保護」、「基

礎的サービス」が何かは具体的に明示されていな

い。次にこれらが利用者ニーズの基礎でありそれ

を満たすための条件として、これに関わる全般的

利益のサービスの提供の原則には、以下の事項が

含まれるとして示している。

・良質サービス提供、高水準の公衆の健康及び

サービスの物理的安全性を保証するための基

本的責務の明確な定義

・料金、契約条件、選択、提供者の財源調達に

関する十分な透明性

・サービスの選択及び、適切な場合、供給者の

選択と供給者間の有効な競争

・事業者から独立した規制機関の存在、苦情処

理を行い、係争解決を図るメカニズム。

これらの事項は、１９９９年レビュー及び融合化グ

リーンペーパーで触れられた「表現の自由や抗弁

権、著作者とその作品の保護、多元性、消費者保

護、少数者及び人間の尊厳の保護、言語的文化的

多様性の促進のような」社会の全般的利益という

文言からの予想に反して、極めて限定的であると

言える。電気通信分野におけるユニバーサル・

サービスの規定に近い。しかしこれは全般的利益

のサービスに関するEU加盟国内で調整可能な最

小事項と解釈するべきである。繰り返しになるが、

さらに考慮できるはずの事項については、「全般

的利益のサービス」があるとして、将来に議論の

余地を残しまた市場における競争の行き過ぎに対

する調整弁としての役割を担わせていると筆者は

解釈している４５）。

２００１年全般的利益の通信は、全般的利益のサー

ビスを曖昧なまま、それを加盟国が事業者に委ね

る場合の考慮点を示している。それらはこれまで

公共サービス責務といった形で、排他的権利とし

てまた特別の権利４６）として公的企業に担われてき

た。公的企業（特に放送分野）及び民営化された

企業はその市場において大きな力をなお保持して

いるが、それら企業が全般的利益のサービス提供

を担うことで競争上有利に不利になることがない

ようにしなければならない。したがって、全般的

利益のサービス提供について、

�� 排他的あるいは特別の権利が与えられるこ

と、また

�� 財政上の国家補助を受けること

が問題となる。

排他的あるいは特別の権利に関しては、EC条

約第８６条

４５）Nitche（２００１）は、全般的利益の概念を公共サービス責務とほぼ同義に扱い、過去の欧州裁判所判例を整理している。Nitsche
（２００１）, Broadcasting in the European Union , T.M.C. Asser Press, pp.１８０―１８２.

４６）EUでは、一つの事業者に対してだけ権利を与えるときに排他的権利として、また限られた数の複数事業者に権利を与えると
き特別の権利として使い分けている。

７２郵政研究所月報 ２００３．３



「加盟国が排他的あるいは特別の権利を与える公的企業

あるいは（筆者加筆：私的）企業がある場合、加盟国は

本条約に含まれたルールに反した措置、特に第１２条及び

第８１条から第８９条までに規定されたルールに反した措置

を実施しあるいは継続しないものとする。」（第１項）、及

び「全般的経済的利益を委ねられた企業あるいは独占を

もたらす収益を持つ特性を有する企業は、そのルールの

適用がそれらに与えられた特別の業務の法律上あるいは

事実上の成果を妨げない限り、本条約に含まれるルール、

特に、競争に関するルールに従うものとする。その取引

の展開は、共同体の利益に反するようになる程度まで影

響を及ぼしてはならない。」（第２項）

が基礎となる。

また国家補助（state aid）に関しては第８７条に

おいて規定されている。

「本条約の他において規定されていない場合、加盟国に

よって与えられる補助、あるいはある企業をないしある

財の生産を有利とすることにより競争を歪めあるいは歪

めるおそれのある何らかの形式での政府資源を通じた補

助は、加盟国間の取引に影響を与える限りにおいて、共

同体市場と両立するものとする。」（第１項）、

「以下は共同体市場と両立するものとする。�その補助

が関係する生産物の起源に関して差別なしに与えられる

場合、個々の消費者に与えられる社会的性格を有する補

助、�自然災害あるいは例外的な事象により生じた損害

を償う補助」（第２項）４７）、

「以下は共同体市場と両立すると考えられるかもしれな

い。�生活水準が異常に低いあるいは深刻な失業状態と

なっている地域の経済開発を促進する補助、�欧州の共

通利益に関する重要なプロジェクトの実施を推進し、あ

るいはある加盟国の経済における深刻な混乱を収拾する

ための補助、�その補助が共通の利益に反しない程度に

取引条件にマイナスの影響を与えない場合の、ある経済

地域の経済活動の開発を容易にする補助（以下、省略）、

�共通の利益に反しない程度に共同体における取引条件

及び競争にマイナスの影響を与えない場合の、文化及び

文化財保護を促進する補助」４８）

である。

これら条文をもとに、２００１年全般的利益の通信

では、全般的経済的利益のサービスは、市場がそ

の提供を行う十分なインセンティブを持たない場

合でも提供する必要があると公的機関が考える点

において通常のサービスと異なっているとし、公

的機関がいくつかのサービスが全般的利益に関わ

り、市場の力が満足な提供を行わないと考えるな

らば、多くの特定したサービス提供を全般的利益

のサービス責務という形でそのニーズを満たすよ

う定めることができると指摘している。そしてそ

れらの責務実施では特別あるいは排他的な権利４９）、

あるいは特定の財源調達メカニズムを認めること

ができるとした。またある市場において競争する

全ての事業者の一つあるいは有限数の事業者が公

共サービス責務を課され、他の事業者が課されな

い場合には、追加的な賦課金あるいは公共サービ

ス基金の制度により、全般的利益のサービスにか

かる純追加的費用を絡ませるのが適当かもしれな

いとし、その場合、企業による負担は市場の活動

に比例的とするべきであり、その活動の正常な行

使において負担することができる他の賦課金とは

明確に切り離されるべきであるとした５０）。

なお全般的利益のサービス概念は、前節�で示

４７）第２項�は省略。
４８）�は省略
４９）Commission Directive２００２／７７／EC of１６September２００２on competition in the markets for electronic communications net-

works and servicesにおいて、「排他的権利」とは、加盟国によって一つの企業が法律、規則、あるいは行政措置を通じて、エ
レクロトニック・コミュニケーション・サービスを提供しあるいは一定の地理的範囲内でエレクロトニック・コミュニケー
ション活動を行う権利と定義され（第１条５）、また「特別の権利」とは、法律、規則あるいは行政措置を通じて限定された
数の企業に対し加盟国によって与えられる権利を意味し、それは一定の地理的範囲において、

� 客観的、比例的あるいは非差別的な基準に従う以外の方法で、エレクロトニック・コミュニケーション・サービスを提供し
あるいはエレクロトニック・コミュニケーション活動を行うことを認められるそうした企業を二つの以上の数に指定しある
いは限定すること。

� 実質的に同等の条件のもとに同じ地理的範囲において、同じエレクロトニック・コミュニケーション・サービスあるいは同
じエレクロトニック・コミュニケーション活動を行う他の企業の能力に大きな影響を及ぼす、そうした基準以外の方法で、
法律あるいは規則上の利点を企業に与えること

と定義されている（第１条６）。

７３ 郵政研究所月報 ２００３．３



した「公共サービス放送の役割確認とその財源調

達の透明性の必要性」でも窺えたように、視聴覚

分野、特に放送分野における公共放送の役割を再

考させた。既述したように、１９９６年のプロトコル

は、

「欧州共同体を確立する条約の規定は、その財源が各加

盟国により協議され、定義され、組織されたものとして

の公共サービス権限の実現のために放送機関に交付され

る限り、またその公共サービス権限の実現が考慮されつ

つ、その財源が共通の利益に反する程度までに共同体に

おける取引条件と競争に影響を与えない限り、公共サー

ビス放送の財源を提供する加盟国の権能を侵すものでは

ない。」）５１）（全文）

を内容とし、加盟国における公共サービス放送の

財源支援を確認した。

また１９９９年１月の欧州閣僚理事会決議５２）は、さ

らに進めて、

・公共サービス放送の使命の遂行は技術的な進

歩からの利益を受け続けるものでなければな

らない。

・差別なくまた均等な機会をベースに、様々な

チャンネル及びサービスへの広範な公共アク

セスは公共サービス放送の特別な責務実現の

ための必要条件である。

・加盟国による公共サービス権限の定義によれ

ば、公共サービス方法は新たな視聴覚及び情

報サービスそして新技術の便益を公衆にもた

らす重要な役割を持っている。

・公衆に対して品質ある番組とサービスを提供

する公共サービス放送の能力は、デジタル時

代における活動の発展と多角化を含め、維持

され増進されなければならない。

と公共放送の維持と強化で合意した。視聴覚分野

に言及すれば、２０００年１２月の映画及び視聴覚産業

に対する国家補助に関する閣僚理事会決議５３）は、

� 視聴覚産業は、優れて文化産業である。

� 映画及び視聴覚産業への国家補助は、文化

的多様性を保証する主要手段の一つである。

� 文化的多様性の目標は、その目標を満たす

ために必要な産業構造を前提とし関係する特

定の状況に適応した映画及び視聴覚産業への

国家補助の特別な性格を正当化する。

� これらの主張は特に政策能力が低く、言語

的あるいは地理的エリアが限定されている国

あるいは地域の視聴覚産業の発展のケースに

当てはまる。

� 欧州の映画及び視聴覚分野は、企業の未資

本化、国内市場の未成熟のため非欧州制作物

によって支配され、また欧州作品の越境的循

環の不十分さという構造的弱点を持っている。

この分野に対する国内及び欧州の支援システ

ムはそれら問題を解決する上で果たすべき補

完的及び不可欠な役割を持っている。

とし、

� 加盟国は映画及び視聴覚制作を支援するた

めの国内政策を行う資格を持つ。

� 映画及び視聴覚産業への国家補助は、欧州

視聴覚市場の出現に貢献することができる。

５０）電気通信分野のユニバーサル・サービス基金の制度に関する基本的な考え方は、これに基づいていると言える。２００３年規制フ
レームワークが２００２年３月に採択された後、９月に「エレクロトニック・コミュニケーション・ネットワーク及びサービス市
場の競争に関する２００２年９月１６日付け欧州委員会指令２００２／７７／EC」を採択した。これはそれら排他的・特別な権利の廃止を求
め競争市場の一層の公平性を画す内容となっている。電気通信で言えば、これは既存事業者に過度に負担を課してきたとしそ
の公平性を求める内容とも読め、今後の加盟国での取り扱いが注目される。Commission Directive２００２／７７／EC of１６Septem-
ber２００２on competition in the markets for electronic communications networks and services

５１）OJ.１９９７, C３４０／１０９.
５２）Council Resolution of the council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the

council of２５January１９９９concerning public service broadcasting,１９９９／C３０／０１
５３）Council Resolution of１２February２００１national aid to the film and audiovisual industries,２００１／C７３／０２
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� 文化的な多様性を維持し推進するためのそ

れら措置のための法的な確実性を増進させる

適切な手段が検討されるべきである。

との合意を決議した。

こうした視聴覚分野における全般的利益の概念

を根底とした国家補助の確認と公共放送の役割の

再認識という流れが、経済原則に沿った融合化や

放送市場の自由化・規制緩和という流れと共に存

在していることを見落としてはならない。特に規

制緩和論が強調されて伝えられる英国から欧州を

探るという視点からはなかなか見えにくい点であ

り、また経済学者の議論からはさらに伝わってこ

ない現実である５４）、ただし、これらの点は海外調

査で最も探りにくいところである。（表２はこれ

までの融合化と視聴覚政策の主な事項を示してい

る）。

� EU政策当局内及び加盟国間の対立

上で見たような視聴覚分野における国家補助の

確認などの競争に逆行するような動きと他方で自

由化を進める動きは、EUの政策当局内と加盟国

間（特に、英国とフランス）の対立としても認識

しておかなければならない。

EUの政策策定は、最終的には欧州議会及び閣

僚理事会が採択するが、最初は欧州委員会が担当

する。視聴覚分野について言えば、欧州委員会を

政府とすればその省にあたる総局（Directorate

Generals：DG）の中で、前の呼称でDGIII（産業

問題）、DGIV（競争）、DGX（視聴覚、コミュニ

ケーション、文化）、DGXIII（電気通信産業）の

四つの総局が関わってきた５５）。DGIIIは、「国境の

ないテレビジョン」指令を書いた総局であり競争

化への道をつけた。DGIVもまたその競争政策が

視聴覚分野に大きな影響を与えている。DGXIII

は放送の「ハードコア」（衛星やテレビの標準化

など）について関与する。そしてDGXが視聴覚

分野の政策の中心である５６）。

Collins（２００２）５７）によれば、DGIIIとDGIVは自

表２ 融合化と視聴覚政策の経緯

〈融合化〉

・１９９７年：融合化グリーン・ペーパー

・１９９８年：電気通信分野の完全自由化

・１９９９年：１９９９年コミュニケーションズ・レビュー

・２００２年３月：２００３年フレームワーク採択

・２００３年７月：２００３年フレームワークの実施

〈視聴覚政策〉

・１９９５年：高度テレビジョン標準化指令

・１９９６年：アムステルダム条約第１６条の追加。公共

サービス放送のプロトコル

・１９９７年：国境のないテレビジョン指令（改正）

・１９９８年：条件付きアクセス指令

・１９９９年：公共サービス放送に関する閣僚理事会決議

・１９９９年：デジタル時代の視聴覚政策の原則とガイド

ラインの欧州委員会通信

・２００１年：映画及び視聴覚産業に対する国家補助の閣

僚理事会決議

・２００１年：全般的利益のサービスに関する欧州委員会

通信

・２００２年：視聴覚分野の発展に関する閣僚理事会決議

５４）こうした事情は英国の政治学者、メディア学者の書物からは十分に窺える。例えば、Young（２００１）, The Politics of Regulation :
Privatised Utilities in Britain , Palgraveは英国の規制緩和の不首尾を規制者の説明責任の欠如、規制緩和の複雑さ、消費者無視
といった観点から示しているし、Collins（２００２）Media and Identity in Contemporary Europe : Consequence of Global Convergence ,
intellect, pp. １２７―１２９. は、放送における経済学者の新古典派アプローチに懐疑を抱いている。彼らの主張は少数意見というの
ではなく、むしろ一般的認識に近いものと言える。それは我々が規制緩和を標榜こそすれその難しさを重々承知していること
と同じ感覚で描かれている。

５５）２０００年からこれら総局は再編されている。Nugent（２００１）The European Commission , Palgrave, Ch.６.
５６）DGXは「国境のないテレビジョン」指令の推進と、視聴覚産業の保護育成を行う「MEDIA（Measures to Encourage the De-

velopment of the Industry of Audiovisual Production）プログラム」を柱とした政策を進めている。Council of the European
Communities（１９９０）Decision concerning the implementation of an action programme to promote the development of the
European audiovisual industry（MEDIA）（１９９１―１９９５）.９０／６８５／EEC. OJL３８０.３１．１２．９０. pp.３７―４４. 現在はこのプログラムは
第３期の「MEDIA Puls」（２００１―０５）になり、４億ユーロを財源としている。Leonard（２００２）Guide to the European Union ,
The Economist, p.２４３, Nitsche（２００１）, Broadcasting in the European Union , T.M.C. Asser Press, pp.４９―５３
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由化・競争推進であり、「ウルトラ・リベラル」

と、またDGXとDGXIIIは 市場介入を重んじ

「ディリジスト」（統制経済主義者）とも呼ばれ

る。またNitsche（２００１）５８）によれば、前者は主に

英語を用い、後者は主に仏語を用いていた。ただ

しDGXIIIが再編後情報社会総局となり、筆者が

その関係者から直接聞いた話では、現在は同総局

では英語が中心になっているとのことであった

（なおDGXは教育文化総局となった）。

言語の対立はそのまま英国とフランスの対立で

もある。経済的側面からEUレベルの競争化を促

す英国と文化的側面からEUレベルでの多元化・

多様性を確保しようとするフランスの対立である。

「国境のないテレビジョン」は、いっこうに自由

化の出口が見えない視聴覚政策に業を煮やした英

国のレオン・ブリタン卿（Brittan）が１９８７年か

ら９２年に競争担当の委員であったとき、DGXで

はなくDGIIIから発表されたものであった。これ

が出された時、フランスの有力政治家ジャック・

トゥボン（Toubon）は「English shop―keeper

mentality」と苦々しく評したと伝えられる。た

だし、皮肉なことに、英国はEUでの競争化を進

めることにより、EC条約競争ルールの適用のた

め、国内法の改定・整備に追われている。EC条

約自体が大陸の法体系を基礎としているためであ

る。

６ エレクロトニック・コミュニケーション概念

の導入

欧州委員会の１９９９年レビューを受けて２０００年３

月のリスボンにおける欧州閣僚理事会は、デジタ

ル経済への移行、それによる競争及び雇用創出の

可能性の重要性を確認したが、それは電気通信、

メディア、情報技術の融合化進展により、全ての

伝送ネットワーク及びサービスが単一の規制フ

レームワークによりカバーされるべきであるとい

う基本的方針の確認であった。上記第３章 融合

化アプローチの選択で述べたように、「放送サー

ビス」と「情報社会サービス」を区別する考え方

も導入されていた。しかし欧州委員会はサービス

から規制を考えるのではなく、伝送とコンテンツ

という区分から「エレクロトニック・コミュニ

ケーション・ネットワーク及びサービス」という

概念を導入し、それを２００２年３月欧州議会及び閣

僚理事会により採択された２００３年規制フレーム

ワークで明文化した５９）。

「エレクロトニック・コミュニケーション・

ネットワーク」は、衛星ネットワーク、固定（回

線交換、及びインターネットを含むパケット交

換）ネットワーク、移動体地上ネットワーク、及

び電力ケーブル・システム、そして信号伝送の目

的のために利用される範囲において、搬送される

情報タイプにかかわらず、ラジオ及びテレビ放送

のために利用されるネットワーク、ケーブルテレ

ビ・ネットワークを含む有線、無線、光学的ある

いはその他の電磁的な手段による信号の搬送を可

能とするその他リソースによる伝送システムであ

り、適用可能な場合、交換機あるいはルーティン

グ設備を意味する。

また「エレクロトニック・コミュニケーショ

ン・サービス」は、電気通信サービス及び放送用

ネットワークでの伝送サービスを含むエレクトロ

ニック・コミュニケーション・ネットワークでの

全てあるいは部分的な信号搬送からなり、エレク

５７）Collins（２００２）Media and Identity in Contemporary Europe : Consequence of Global Convergence , intellect, p.１４.
５８）Nitsche（２００１）, Broadcasting in the European Union , T.M.C. Asser Press, pp.４７４８
５９）２００３年７月末からのEUにおける規制フレームワークの概要については、拙稿「EUにおけるエレクロトニック・コミュニケー

ションの規制政策―融合化と競争法の導入―」、公正取引、２００３年３月号を参照されたい。
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トロニック・コミュニケーション・ネットワーク

及びサービスを用いて伝送されるコンテンツの提

供サービス、あるいは編集行為を除く、対価を

とって通常提供されるサービスを意味する。それ

はエレクトロニック・コミュニケーション・ネッ

トワークにおいて全てあるいは部分的な信号伝送

から構成されない情報社会サービスを含まないと

して定義した６０）。これにより、要求型かどうかの

サービス規準ではなく、電気通信と視聴覚を伝送

に着目したフレームワークを構築した。したがっ

てこのフレームワークには放送コンテンツ、金融

サービス、情報社会サービスのようなエレクトロ

ニック・コミュニケーション・ネットワーク上で

供給されるサービスのコンテンツについては含ま

れない。

具体的な形で理解するために、図２以下の視聴

覚産業概観図６１）を示してみる。網掛け部分がエレ

クロトニック・コミュニケーション分野の規制に

従うことになると考えられる。

エレクロトニック・コミュニケーションの概念

導入により、これまでの電気通信の規制緩和法制

と放送など視聴覚分野の関連する法制が整理され

ることになった。その多くはまだ電気通信法制に

立脚した整理にすぎないとも言えるが、２００３年フ

レームワークは総論的指令である共通の規制フ

レームワークに関する指令２００２／２１／EC（フレー

ムワーク指令）６２）と、四つの各論的指令、認証に

関する指令２００２／２０／EC（認証指令）６３）、アクセス

６０）Directive２００２／２１／EC of European Parliament and of the Council of７March２００２on a common regulatory framework for
electronic communications networks and services（以下、フレームワーク指令）, OJL１０８,２４．４．２００２, p.３３第２条�及び�

６１）図２から５は、Andersen, Outlook of the development of technologies and markets for the European Audiovisual sector up
to２０１０, Appendix, June２００２から筆者が一部修正したものである。網掛け部分は筆者。

６２）ibid.４
６３）Directive２００２／２０／EC of European Parliament and of the Council of７March２００２on the authorisation of electronic commu-

nications networks and services, OJL１０８,２４．４．２００２, p.２１

図２ 視聴覚産業概観図におけるエレクロトニック・コミュニケーション規制の範囲
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France２（公共放送）23.3％�

映画館：�
12,327館�

アナログ�
地上波�
74.7％�

200以上のISP：�
Wanadoo�
�
Free�
Tiscali�
AOL France�
�
Club-internet

Orange：�
�
SFR：�
Bouygues�
Telecom：�

ケーブル�
Neos�
France Telecom�
�
NC�
Nuemricable�
�
UPC

衛星�
Canal Sat�
Canal＋Numerique�
TPS�
Absat

Astra�
Eutelsat

TV所有世帯：93.5％、デジタルTV普及率：11.8％� PC普及率� 移動体普及率�

France３（公共放送）16.9％�

M６（商業放送）11.9％�

TFI（商業放送）33.1％�
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Studio Canal�
France�
Film par Film

130の独立会社（USPA）,�
Ellipse Programme,�
Telfrance

Expand

Group Pathe（Renn produc-�
tion）Gaumont、Group Canal�
＋（films Alain Sarde）�

純配給会社�BAC Films,�Metropolitan Film�
Export

Group JC Darmon,�
AB Droits Audiovisuels

混合会社�

権　利�
仲介者�

ネット�
ワーク�
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番組パッ�
ケージ�
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図３ エレクロトニック・コミュニケーション規制の範囲（英国のケース）

図４ エレクロトニック・コミュニケーション規制の範囲（フランスのケース）
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権　利�
保有者�

映画のみ� TV番組のみ�混　合�

ZDF（公共放送）13.8％�

映画館：�
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アナログ�
地上波�
8.5％�

ケーブル59.3％�
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Liberty＞50％�

主なISP：�
T―Online：�
�
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�
others
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�
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�
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Viag�
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�
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RTL（I＆II）（商業放送）18.7％�
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Munchen, Alledia Film &�
Fernseh

Expamd

Studio Hamburg, Em.tv

純配給会社�Constantin Film

CLT―Ufa, TaurusTV（Kirch�
Group）Bavaria Film, Unitel �
Film-und Fernsehprod.

混合会社�
コンテン�
ツ制作者�

権　利�
仲介者�

ネット�
ワーク�

端　末�
販売者�

統合者�

番組パッ�
ケージ�

アクセス・�
プロバイダ�

�
�

32％�
：11％�

�
：1％�
：56％�

�
：40％�

�
39.6％�
：13.7％�

�
�

6.7％�

PC普及率�
47.3％�

移動体普及率�
59％�

ONPフレームワーク指令（90/387/EEC）（97/388/EC）� フレームワーク指令（2002/21/EC）�

アクセス指令（2002/19/EC）�

ユニバーサル・サービス指令（2002/22/EC）�

データ保護指令（2002/58/EC）�

認証指令（2002/20/EC）�

免許指令（97/13/EC）�

GSM指令（87/372/EEC）�

ERMES指令（90/544/EC）�

DECT指令（91/287/EEC）�

S―PCS決定（710/97/EC）�

UMTS決定（128/99/EC）�

欧州緊急番号決定（91/396/EEC）�

国際アクセスコード決定（92/264/EEC）�

ONP専用線指令（92/44/EEC）（97/51/EC）�

TV標準化指令（95/47/EC）�

相互接続指令（97/33/EC）（98/61/EC）�

音声電話指令（98/10/EC）�

テレコムデータ保護指令（97/66/EC）�

図５ エレクロトニック・コミュニケーション規制の範囲（ドイツのケース）

図６ ２００３年フレームワークと１９９８年フレームワークの関係
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及び相互接続に関する指令２００２／１９／EC（アクセ

ス指令）６４）、ユニバーサル・サービスと利用者の

権利に関する指令２００２／２２／EC（ユニバーサル・

サービス指令）６５）、個人データの加工とプライバ

シーの保護に関する指令２００２／５８／EC（データ保

護指令）６６）から構成されている６７）。図６は、１９９８年

フレームワークと２００３年フレームワークの関係を

示している。

７ ２００３年フレームワークと放送分野

２００３年フレームワークでは、フレームワーク指

令第１条�は「この指令及び特別の指令は、全般

的な目標、特にコンテンツ規制及び視聴覚政策に

関する目標の追求のため、共同体法に従う共同体

あるいは国内レベルの措置を侵さないものとす

る」と述べ、自由化の遅れている放送分野が進ん

でいる電気通信分野の影響を過度に受けないよう

にしている。

� 認証と周波数利用の権利

２００２年６月、「２００３年エレクロトニック・コ

ミュニケーションのための規制フレーム―放送へ

の含意」と題されたワーキング・ドキュメント６８）

が発表された。それによれば、２００３年フレーム

ワークでは、放送分野としてネットワーク及び

サービスの認証、周波数配分と割当、マスト・

キャリー責務、ネットワーク及び関連する設備へ

のアクセスが影響を受けることになる。

� 放送サービス提供の認証

認証指令は異なったエレクトロニック・コミュ

ニケーション・ネットワーク及びサービス、さら

にその技術の融合化により、利用技術に関わらず、

同様な方法で全ての比較可能なサービスを含む免

許制度を確立するとし、公共政策、公共の安全及

び公衆衛生に関する制限措置等に制約を受けるが、

１９９８年フレームワークにおける個別免許（indi-

vidual licensing）と一般認証（general authorisa-

tion）の二本立てによる免許制度を一般認証だけ

とすることにした。これにより、参入条件の制限

ともなり得た免許制度を、必要な場合の届出

（notification）だけの手続きとして規制緩和し

た６９）。したがって衛星放送ネットワーク、地上波

放送ネットワーク、あるいはケーブルテレビ・

ネットワークのようなラジオ・テレビ放送のコン

テンツ伝送のためのネットワークとサービスは、

認証指令に規定される認証制度に従うことになっ

た。ただし、「公衆に対する放送コンテンツ提

供」の認証手続きはこのフレームワークの範囲外

に置かれた。

これまでエレクロトニック・コミュニケーショ

ン・ネットワークあるいはサービスを提供するた

めの個別免許と公衆に対する放送コンテンツを提

供するための免許の両方を含んでいる場合、後者

の認証ないし免許が分離されなければならないこ

とになる。

ただし認証については条件を追加することがで

６４）Directive 2００２／１９／EC of European Parliament and of the Council of７March２００２on access to, and interconnection of, elec-
tronic communications networks and associated facilities, OJL１０８，２４．４．２００２, p.７

６５）Directive２００２／２２／EC of European Parliament and of the Council of７March２００２on universal service and users’rights re-
lating to electronic communications networks and services, OJL１０８,２４．４．２００２, p.５１

６６）Directive２００２／５８／EC of European Parliament and of the Council of１２July２００２concerning the processing of personal data
and the protection of privacy in the electronic communications, OJL２０１,３１．７．２００２, p.３７

６７）２００３年フレームワークに関連する重要な指令としては、２００２年９月１６日付けの「エレクロトニック・コミュニケーション・
ネットワーク及びサービス市場の競争に関する欧州委員会指令２００２／７７／EC」OJL L２４９／２１がある。これは排他的あるいは特別
の権利の廃止に関する規定を行っている。

６８）Open Network Provision Committee, Working Document“The２００３regulatory framework for electronic communications―
Implications for Broadcasting,１４June２００２

６９）認証指令第３条。必要な場合の一つとして、届け出がなければ相互接続を要求する権利は生じない（第４条）。
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き、その条件は欧州委員会が網羅的リストとして

制限して提示している。放送分野が関係するのは

主として以下の事項である。

� ユニバーサル・サービス指令に従い、ユニ

バーサル・サービスの財源に対する財政的貢

献

� 認証指令による管理料

� アクセス指令によるサービスの相互運用性

及びネットワークの相互接続

� 環境上及び都市・国土計画上の要件、フ

レームワーク指令に従い公用地あるいは私有

地へのアクセス許可に関する条件、コロケー

ション及び設備の共用に関する条件。適用可

能な場合、インフラ工事の適切な実施を保証

するために必要な財政的あるいは技術的な保

証を含む。

� ユニバーサル・サービス指令に従う「マス

ト・キャリー」責務

� エレクトロニック・コミュニケーション分

野に特別の個人データ及びプライバシーの保

護

� ユニバーサル・サービス指令に従った条件

を含むエレクトロニック・コミュニケーショ

ン分野に特別の消費者保護規則

� 域内市場における情報社会サービスの法的

側面、特に、違法なコンテンツの送信に関す

る制限、有害コンテンツの送信に関する制

限７０）

	 権限ある国内機関による合法的な傍受の可

能性、及び個人データの加工及びそのデータ

の自由な移動おいて個人の保護、権限を有す

る国内機関による法的介入の可能性


 災害時における、緊急サービスと関係機関

及び公衆に対する放送の間のコミュニケー

ション確保のための利用条件

� 共同体法に従い、エレクトロニック・コ

ミュニケーション・ネットワークによる電磁

的な場に公衆を曝すことの制限に関する措置

� アクセス指令に従い、エレクトロニック・

コミュニケーション・ネットワークあるいは

サービスを提供する企業に対してのアクセス

責務の適用

 エレクトロニック・コミュニケーション・

ネットワークあるいはサービスの間の電磁的

干渉を妨げるための条件を含む、アクセス指

令及びユニバーサル・サービス指令に従う公

衆向けコミュニケーションの一体性に関する

メインテナンス。

� 認められないアクセス対する公衆向けネッ

トワークのセキュリティ

� その利用が個々の利用権の交付に従わない

場合、無線周波数利用の条件

� 標準あるいは仕様の遵守を保証するための

措置

このように、エレクロトニック・コミュニケー

ション・ネットワークあるいはサービスを提供し

また放送コンテンツを提供する企業は、その条件

がエレクロトニック・サービスあるいはネット

ワークではなく放送コンテンツの提供に付加され

る場合には、その限りにおいて、国内あるいは欧

州放送法制（例えば、「国境のないテレビジョ

ン」指令８９／５５２／EC）に由来するコンテンツに関

する追加的条件が課される。なお条件付きアクセ

ス・システムの認証はなお９８／８４／EC指令７１）によ

りカバーされることになっている。

７０）テレビジョン放送活動に関する加盟国の法律、規制あるいは行政行為によって決定された規定の調整に関する１９８９年１０月３日
付け欧州閣僚理事会指令８９／５５２／EEC（欧州議会及び欧州閣僚理事会指令９７／３６／ECにより修正）第２条��に従う。

７１）Directive９８／８４／EC of the European Parliament and of the Council of２０November１９９８on the legal protection of services
based on, or consisting of, conditional access, OJ L３２０,２８／１１／１９９８, p.５４
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� 放送目的のための周波数割当

希少資源である無線周波数はその配分及び割当

は、選択を必要とする。したがってその選択のた

めの一般的ルールは、フレームワーク指令第９条

により客観的、透明的、非差別的及び比例的な基

準に基づかなければならない。しかし無線周波数

の個々の「利用権」の交付、すなわち、割当

（assignment）は、「オープンで、非差別かつ透

明的な手続き」に従い行われなければならないが、

「共同体法に従い全般的利益の目標を追求する観

点を持つラジオあるいはテレビの放送コンテンツ

提供者に対して無線周波数利用権を交付するため

の加盟国による特別の基準及び手続きを侵すもの

ではない」（認証指令第５条�）として、例えば、

公共サービス責務を担う放送事業者についての特

別の基準ないし手続きの存続を認め、その責務達

成に必要な無線周波数の利用権を直接交付するこ

とができるとしている。

認証指令は加盟国が無線周波数利用権に対し条

件を付加することを、上記同様、可能であると明

示的に規定している（第６条）。それら条件は関

係するサービスとの関係で客観的に正当化され、

非差別的で透明的でなければならない（認証指令

第６条�）とし、網羅的リストが認証指令付録第

Ｂ部に示されている。それは以下の通りである。

� 特別なコンテンツあるいは特別の視聴覚

サービスの送信のための周波数に関する排他

的利用を含む、周波数の利用権が交付される

ためのサービス、ネットワーク・タイプある

いは技術の指定

� カバレッジの条件を含む、周波数の効果的

かつ効率的利用

� その条件が一般認証に含まれるものと異な

る場合、有害な妨害の回避及び公衆を電磁的

な分野に曝すことの制限に必要な技術的及び

運用上の条件

� 国内周波数計画の変更に従う最大の利用期

間

� 権利所有者のイニシアチブによる権利の譲

渡及びその譲渡の条件

� 利用料

� 利用権を得る企業が競争的選択あるいは比

較選択手続きにおいて関係する事項

� 周波数利用に関する関連の国際協定におけ

る責務

なお、周波数の割当方法としての「入札制」に

ついては、指令案段階で条文に盛り込まれていた

が、最終的に削除された。これは移動体の３Ｇ免

許入札での高額化、ITバブルの崩壊、比較審査

を行う国があるなどの要因から、削除されたと考

えられる。

� マスト・キャリー責務

ユニバーサル・サービス指令はエレクロトニッ

ク・コミュニケーション・サービスに関して利用

者が持つ権利、特にユニバーサル・サービスの権

利を定めている。それにはいくつかのネットワー

ク事業者に対する、いわゆる、「マスト・キャ

リー」（Must―carry）ルールの規定が含まれてい

る（ユニバーサル・サービス指令第３１条）。

マスト・キャリーのルールはラジオ・テレビの

放送チャンネルとサービスが利用者にあまねく利

用できるようにすることを保証するよう求めてい

るが、それら責務は「明確に定義された全般的利

益の目標を満たすために必要な場合に限り課され、

比例的で透明的である」こととし、その責務を

「定期的に見直す」ことにしている。加盟国は

「類似の環境において、エレクロトニック・コ

ミュニケーション・ネットワークを提供する企業

の取り扱いに差別がないことを保証しながら、本

条に従って講じられる措置の観点から、場合に

よって、適切な対価を」定めることができる。こ
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れは電気通信のユニバーサル・サービス責務の実

施に類似して、それに要した費用を事業者に補填

し、競争上の公平な土俵作りを保証するものであ

る。同じく電気通信のユニバーサル・サービス制

度で見られた社会政策的な措置として、「マス

ト・キャリー」責務には身障者利用者による適切

なアクセスを可能とするための特別に意図された

サービスの伝送を含めることができる。

ただしユニバーサル・サービス指令第３１条はエ

レクロトニック・コミュニケーション・ネット

ワークを提供する企業に課される責務に関係する

が、どの放送事業者がマスト・キャリーの権利を

持つかという問題は提示されていない。また第３１

条はエレクロトニック・プログラム・ガイド

（EPG）の中で放送事業者のサービス関連設備に

おける放送コンテンツ表示に関するルールを含ん

でいない。

同条にカバーされるネットワークに関して、マ

スト・キャリー責務は「そのネットワークの有意

な数のエンド・ユーザーがそれをラジオ・テレビ

放送受信の主要な手段として利用する場合、公衆

に対するラジオ・テレビ放送の提供のために利用

されるエレクロトニック・コミュニケーション・

ネットワーク」にのみ課すことができる。またマ

スト・キャリー・ルールの対象となるサービスに

関して、ユニバーサル・サービス指令第３１条は

「加盟国は特定されたラジオ・テレビ放送のチャ

ンネルとサービスの伝送に関して妥当な「マス

ト・キャリー」責務を課すことができる」として

いる。このマスト・キャリー責務と特定されるラ

ジオ・テレビの放送チャンネル及びサービスは、

加盟国により前もって確認されるべきであると加

盟国に要請している。なおアプリケーション・プ

ログラム・インターフェイス（API）やEPGのよ

うな条件付きアクセス・システム（CAS）ある

いは他の関連設備についてマスト・キャリー責務

を課すことを認めていない。

EU電気通信分野におけるユニバーサル・サー

ビス責務は、非競争的な要因である社会政策的措

置をその責務にまとめ、競争促進を図る措置とし

て解釈できるが、マスト・キャリー責務はそれに

類似しつつも、競争促進という理由からだけでは

説明できない要因を含んでいる。それは放送分

野・視聴覚分野の競争とはいったい何かという根

元的な疑問について答えることの難しさを反映し

ているように思える。

� ネットワークと関連設備へのアクセス

アクセス指令はEUにおけるアクセスと相互接

続に関するフレームワークを確立している。アク

セス指令もまたエレクロトニック・コミュニケー

ション・サービスを配信するための放送目的に利

用される伝統的なネットワークへのアクセスを第

三者が求める場合に適用される。アクセスに関す

る一般的なフレームワークを確認すれば、市場の

プレーヤー間の交渉が商業的ベースでまず実施さ

れるべきであるという考えに基づき制度を確立し

ている。ただし、競争が特定の市場で有効でない

場合、アクセス措置は国内規制機関の「市場分

析」に従い、特定市場において有意な市場支配力

を持つと指定された事業者に課すことができる

（アクセス指令第８条）。アクセス指令により生

じる規制措置は、透明的、非差別的、会計分離、

特定のネットワーク設備へのアクセス及びその利

用、料金コントロールと費用会計責務（アクセス

指令第９条から１３条）あるいは例外的なケースに

おいて欧州委員会の同意を得た他の規制タイプ

（アクセス指令第８条）である。

放送分野では、デジタル・ラジオ及びTV放送

への条件付きアクセス・システムが問題となる。

条件付きアクセス問題に関しては、指令９５／４７／

EC７２）における条件付きアクセス・システム
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（CAS）に関する中心的措置はアクセス指令に

盛り込まれていた（第６条及び付録Ｉ第Ｉ部）７３）。

この特別な制度の主要な規定は以下の通りである。

� 条件付きアクセスに関して、CAS事業者

は「公平、妥当かつ非差別」の条件で他の放

送事業者にサービスを提供し、同じベースに

おいて製造者に対してその知的所有権のライ

センスを与えるよう求められる。さらに、

� CAS提供者と他のローカル・ネットワー

ク事業者の間の費用効果的な相互コントロー

ル（transcontrol）は、例えば、ケーブル事

業者がそれ自身の顧客に提供されるCAS

サービスを直接運営することができるように

しなければならない。

これらを一般的なアクセス制度と比較すれば、

CAS制度は全てのサービス提供者に適用されま

たSMP事業者にも適用される。ただし加盟国は

その国内規制機関が、フレームワーク指令第１６条

の市場分析を行い、それに従ってそれら責務を課

すことにすることも認めている。その際、協議と

透明性のメカニズムに従い、非SMP事業者に対

して課される条件を維持し、修正しあるいは撤廃

するかどうかを決定することもできる（フレーム

ワーク指令第６条及び第７条）が、責務を撤廃す

る場合、その前に、規制者は、ユニバーサル・

サービス指令第３１条に従う放送チャンネルとサー

ビス及びラジオ・テレビ放送のエンド・ユーザー

のアクセス可能性に関する修正あるいは撤廃につ

いてマイナスの影響がないことを保証しなければ

ならない。すなわち、加盟国の規制機関は小売の

デジタル・テレビあるいはラジオ放送サービス、

条件付きアクセス・システム、その他関連設備の

市場における有効な競争の可能性を不当に危うく

し、あるいは減少させることがないと結論できな

ければならないとしている。またその修正あるい

は撤廃により影響を受ける当事者には告示（no-

tice）の適切な期間が与えられる。

競争的な双方向デジタル・テレビ・サービスの

出現は、見直されるべきAPIやEPGのようなその

他の関連設備へのアクセスに関する状況を可能と

する柔軟なメカニズムを含めることを必要として

いるが、欧州委員会はその他の関連設備へのアク

セスが必要な場合、アクセス指令第８条から１３条

のもとに、フレームワーク指令の市場分析制度に

従い、関連する設備のSMP事業者に対してのみ

アクセス・ルールを課すことで多くの場合には十

分だろうとの姿勢を示している。

アクセス指令はまた、それが加盟国によって特

定されたデジタル・ラジオ・テレビ放送サービス

へエンド・ユーザーのアクセス可能性を確保する

ために必要である場合、加盟国規制機関はAPIや

EPGのようなその他の関連設備へのアクセスを提

供するよう、公平、妥当、かつ非差別な責務と条

件を事業者に課すことができると規定している

（アクセス指令第５条��）。

このように放送分野におけるアクセスの問題は、

市場分析が鍵となっている。どのように市場が有

効に競争的であるのか、またSMP事業者をどの

ように決定するのかが問題となる（後述）。

� デジタル双方向テレビ・サービスの相互運用

性

放送分野でも標準化の問題が生じてくる。フ

レームワーク指令は産業主導の標準化アプローチ

を確立している（フレームワーク指令第１７条）。

この一般的な標準化手続き以外に、フレームワー

７２）Directive９５／４７／EC of the European Parliament and of the Council of２４October１９９５on the use of standards for the trans-
mission of television signals, OJ L２８１,２３／１１／１９９５, p.５１.

７３）標準化指令第２条�のワイド・スクリーン要件はアクセス指令第４条に継承されたことに注意せよ。ユニバーサル・サービス
指令は同じ指令９５／４７／ECの相互運用性の要件を引き継いでいる。
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ク指令第１８条はデジタル双方向テレビ・サービス

のAPI標準化と相互運用性に関して加盟国に対し

特別の責務を課している。その責務と対象者は以

下の通りである。

・伝送モードに関わらず、オープンなAPIを利

用するよう、デジタル双方向テレビ・プラッ

トフォームにおいて共同体の公衆に対し提供

するデジタル双方向サービスの提供者

・関連する標準あるいは仕様の最小要件に従い

オープンなAPIに従うよう、双方向ディジタ

ル・テレビ・プラットフォームにおけるその

サービス受信のために設置される全ての高度

なデジタル・テレビ装置の提供者

また第１８条�は、「アクセス指令の第５条�ｂ

に反することなく、APIの所有者が公正、妥当、

非差別的な条件で、また適切な対価により、デジ

タル双方向TVサービス提供者が完全に機能する

形でAPIによりサポートされる全てのサービスを

提供できるようにするために必要な全ての情報を

利用できるように」加盟国は求めることができる

としている。

� 消費者デジタル・テレビ機器の相互運用性

ユニバーサル・サービス指令第２４条は、付録�

の条件に従うことを求めている。すなわち、付録

�パラグラフ１はスクランブルの解除（例えば、

無料で空中波受信を意図した受信機を排除する）

を含む全ての受信機の共通のスクランブル・アル

ゴリズムの挿入を求めている。それは全てのそう

した受信機が無料空中波サービスの表示を可能と

するように求めている。付録�パラグラフ２は、

指令９５／４７／ECの規定によるアナログとデジタル

機器の相互運用性を示している。それはデジタ

ル・デコーダーのような付加機器の接続を容易に

するため、欧州技術標準化機構（ETSI）により

標準化されたアナログとデジタル・テレビ機器の

オープンなインターフェイス・ソケットの要件を

定めている。

またアクセス指令第６条１は、加盟国がテレビ

あるいはラジオ・サービスのための条件付きアク

セス・システムの提供者が指令の付録Ｉに定める

条件に従うよう求めている。すなわち、それらの

工業所有権がそれ自身の条件付きアクセス・シス

テムを製造者にライセンス供与する際に、別の条

件付きアクセス・システムに特定の手段あるいは

共通のインターフェイス・ソケットの挿入を阻む

べきではないことを求めている。これは異なった

条件付きアクセス・モジュールがその受信で利用

されるか、あるいは同じ受信機内でいくつかの条

件付きアクセス・システムを組み込まれるか、そ

れぞれ可能とする共通のインターフェイス・ソ

ケットを含めるかどうかを製造業者に任せるよう

にするためである。

� ワイドスクリーン・テレビ

アクセス指令第４条�はワイドスクリーン・テ

レビジョンを規定している。同条は適切なワイ

ド・スクリーン・フォーマットでワイド・スク

リーンTVサービスを送信するための能力を持つ

よう、ネットワーク事業者に求めている。この責

務は利用者がワイド・スクリーン番組と既存サー

ビスを受けることができるようにするためである。

以上をまとめるならば、次の表３のようになる。

これら２００３年フレームワークにおける放送分野へ

の影響事項を見ると、免許制度では電気通信分野

と同様に認証制度への変更が必要となるものの、

付帯条件の運用次第ではなお参入条件の緩和とい

うことにならないかもしれない。さらに既述した

ように公共放送の役割確認と強化によるデュア

ル・システムが維持されるために、電気通信分野

のように民営化と規制緩和が整合的に進展すると
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表３ ２００３年規制フレームワークと放送分野

事 項 内 容 指令関連箇所

免許制（認証） 伝送部分は認証（これまで伝送とコンテンツを一つとして
免許していた場合には分離が必要）認証に可能な主な付帯
条件
・ユニバーサル・サービス責務への貢献
・管理料
・相互運用性、相互接続の条件
・環境等の条件、土地利用に関する条件、共用の条件
・マスト・キャリー責務
・個人データ・プライバシー保護の条件
・消費者保護の条件
・違法・有害コンテンツの制限
・傍受に関する条件
・災害時・緊急時の利用条件
・アクセス責務
・一体的メインテナンスの条件
・利用権交付を受けない場合の無線周波数利用条件
・標準・仕様の保証

認証指令第３条
認証指令付録Ａ

免許制（放送用周
波数割当）

周波数の割当（利用権）は、客観的、非差別的、比例的な
規準に基づく。全般的利益の目標から、コンテンツ提供者
に対する加盟国の特別の基準・手続きは認められる。
可能な付帯条件
・特別なコンテンツあるいは特別の視聴覚サービスの送信
のための周波数に関する排他的利用を含むネットワー
ク・タイプあるいは技術の指定
・カバレッジの条件を含む周波数の効果的かつ効率的利用
・有害な妨害の回避及び公衆を電磁的な分野に曝すことの
制限に必要な技術的及び運用上の条件
・国内周波数計画の変更に従う最大の継続期間
・権利所有者の権利の譲渡及びその譲渡の条件
・利用料
・利用権を得る企業が競争的選択あるいは比較選択手続き
において関係する事項
・周波数利用に関する関連の国際協定における責務

フレームワーク指令
第９条
認証指令付録Ｂ

マスト・キャリー
責務

ラジオ・テレビの放送チャンネルとサービスが利用者にあ
まねく利用できるようにする責務の賦課。
これには、身障者利用者による適切なアクセスを可能とす
るための特別に意図されたサービスの伝送を含めることが
できる。
有意な数のエンド・ユーザーがラジオ・テレビ放送受信の
主要な手段として利用する場合に限り責務を課すことがで
きる

ユニバーサル・サー
ビス指令第３１条

アクセス責務 アクセス措置は国内規制機関の市場分析に従い特定市場に
おいて有意な市場支配力を持つと指定された事業者に課す
ことができる。
その場合、透明的、非差別的、会計分離、特定のネット
ワーク設備へのアクセス及びその利用、料金コントロール
と費用会計責務等が課される。
CAS事業者は「公平、妥当かつ非差別」の条件で他の放送
事業者にサービスを提供し、同じベースにおいて製造者に
対してその知的所有権の免許を与える。

アクセス指令第８条

デジタル双方向テ
レビ・サービス

APIの標準化と相互運用性に関して加盟国に対し特別の責
務

フレームワーク指令
第１７条、第１８条

消費者デジタル・
テレビ機器

スクランブルの解除を含む全ての受信機の共通のスクラン
ブル・アルゴリズムの挿入。

ユニバーサル・サー
ビス指令第２４条
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いう図式ではない。また周波数割当では、「放送

目的」の周波数として、移動体通信のような電気

通信分野での周波数割当と区分しているが、周波

数自体はどちらの分野でも利用可能であるから、

それらひとまとめとした割当についてはなお制限

的に考えているように思われる。その意味で、

２００３年フレームワークは周波数全体の効率的割当

ではなく、放送目的に限った効率的割当となって

いる。

アクセス関連では、放送分野の市場分析と

SMP事業者の指定が重要となる。これは基本的

に競争促進策であるが、他方でマスト・キャリー

責務が存在し競争抑制的に作用する。デジタル双

方向サービスや消費者機器の問題は融合化の正に

中心となっているが、放送分野とすれば依然周辺

的問題である。したがって、２００３年フレームワー

クでの融合化政策は、放送分野からみれば電気通

信に近い周辺的部分からの改革でしかないかもし

れない。放送分野での競争導入という困難な問題

を、電気通信に近いところからアプローチする、

すなわち、周辺的であろうができるところから進

めていこうとする極めて現実的なアプローチとも

言える。

８ 放送分野の市場分析

上で見たように、放送分野での政策も市場分

析・SMP事業者指定が重要になった。この市場

分析とSMP事業者評価の方法については、欧州

委員会の２００２年７月にガイドライン７４）において包

括的に示されている。基本的な原則を確認してお

くならば、市場分析では、まず対象とする市場

（「関連市場」（relevant market））が何かを生産

物市場と地理的市場の観点から画定する（電気通

信で言えば、固定サービス市場か移動体サービス

市場か、あるいは専用サービス市場か基本電話

サービス市場か、また市内サービス市場か長距離

サービス市場かなど）。次いで、それら市場で競

争が有効かどうかを、その市場での事業者の単独

支配性あるいは複数事業者による共同支配性

（collective dominance）が存在するかどうかに

より判断する。そしてそうした支配性が存在する

場合に、市場は有効に競争的ではないとして、

SMP事業者に規制を課す７５）。

また２００２年６月欧州委員会は、関連市場の確定

のために、関連する生産物及びサービスについて

の委員会勧告提案と公開協議に関する文書７６）を発

表した。それによれば、視聴者への最終的な放送

サービスの提供はエレクロトニック・コミュニ

ケーション規制の対象ではなく、すなわち、小売

レベルのサービス提供を規制対象とするのではな

く、放送サービスの「伝送に利用されるネット

ワーク及び関連する設備」が対象となる。しかし、

加入型の放送やペイ放送システムはエンド・ユー

ザーを確認しまたエンド・ユーザーのアクセスを

コントロールすることに関わっている。条件付き

アクセス・システムは受信を認めたエンド・ユー

ザーへサービス提供するため、放送事業者によっ

て活用される。完全な双方向サービスの提供では、

リターン・パス（return path）が必要であり、

電話回線と同じかあるいは別の経路が用いられる

７４）Commission guidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the community regulatory
for electronic communications networks and services,（２００２／C １６５／０３）, Official Journal of the European Communities
１１．７．２００２, p.１６５／６―３１

７５）フレームワーク指令第１６条
７６）Working Document, Public consultation on a draft Commission Recommendation On Relevant Product and Service Markets

within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive２００２／２１／EC of
the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and
services.１７June２００２.
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かもしれない。双方向サービスの提供とコント

ロールは通常、セットトップ・ボックスに組み込

まれた双方向アプリケーションやナビゲーション

などの関連するソフトウェアによって行われる。

したがって、卸し市場を規制対象とする場合でも、

それらエンド・ユーザーに対するサービス提供の

伝送部分をそうした要因に依拠して、別々の市場

と見るのかまた一体的な市場とするかが問題とな

る。

欧州委員会の関連市場案は「それがエンド・

ユーザーに放送コンテンツを提供する手段に関

わっている場合に限り、放送の伝送サービスと配

信ネットワーク」が関連市場として提案している

にすぎない。それは必ずしも上記の問題点を明確

にアドレスしていると言い難い。その意味で最終

決定が待たれる。関連市場が画定して、初めて有

効競争の有無とSMP事業者の指定の作業が可能

となる。一般的に言えば、関連市場を細分化する

ほどSMP事業者の存在可能性は高まり、した

がって規制の可能性も高まる。ただし、遡って

「放送における競争とは何か」について欧州委員

会は明示していない。そこに大きな問題が残され

ているように思える。むしろそれを問わずに現状

の推移から、競争的と言えるところの弊害を除去

していこうといのが実際のところかもしれない。

また放送分野は現在デジタル化への移行期を迎え

ており、電気通信と異なり融合化での基盤作りの

段階であることが、詳細な言及を留めているのか

もしれない。

９ 結び

欧州の放送・視聴覚制度は今大きな転機を迎え

ている。１９９０年から進めて来た電気通信分野の規

制緩和に沿って、法制度的にエレクロトニック・

コミュニケーション分野として統括し技術革新に

より可能となった融合化を一層進めようとしてい

る。そこではさらに、分野特殊な規制を維持しつ

つも、EC条約の競争ルール７７）を大幅に取り入れ

た規制制度としている。他方、融合化と規制緩和

により危機に曝される可能性を持つ全般的利益に

ついての維持確保も合わせて検討が進められてい

る。２００３年フレームワークにおける放送分野への

影響は、コンテンツ規制を除き、認証制、ユニ

バーサル・サービス責務（マスト・キャリー責

務）、そして相互運用性（標準化）の面からのみ

エレクロトニック・コミュニケーション分野とし

ての共通化を図ることになっている。

こうしたEUにおける動きは、それが国内モデ

ルではなく国際モデルであるため、詳細な実施は

加盟国に委ねられ、加盟国がどのように措置する

かを見なければならないが、その一方でシンプル

に融合化における政策の要点を示すモデルとなっ

ている。その意味でEU政策を注視し参考とする

点があろうと思われる。

最後に本稿執筆段階で考えさせられた点を付記

しておく。放送分野の競争は電気通信とは異なる

側面を持っているのではないか。競争が商業的放

送事業者によるものを意味するとすれば、その財

源は広告収入かあるいは加入料という形となる。

広告収入は、インターネットの普及で広告手段の

多様化もあり今後大きな伸びが期待できるわけで

なく、その限りにおいて一定のパイの奪い合いで

あり、したがって事業者数は適度に抑えられるこ

とになる。また加入料収入によるとすれば、加入

者を引きつけるために魅力ある番組作りあるいは

スポーツなどの主要イベント獲得の競争となる。

しかし、番組作りは経済効率が必ずしも機能する

わけでなく、またイベント獲得はこれまで無料で

７７）EUの電気通信市場に対する競争法適用のため検討経緯及び手法については、拙稿「EU電気通信における競争法の適用」郵政
研究所月報２００１年４月号３４―６８頁を参照されたい。
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見られたものが加入料という有料形式になり、あ

る規模の視聴者への提供阻止により可能となる。

それは「只のランチはない」ことを利用者に示す

意味で経済学的には正しかろうと、必ずしも受け

入れられることではないかもしれない。番組放映

に関する「マスト・キャリー」措置はそのために

存在している。放送分野の競争は、広告料から加

入料形式に依拠して進むとするならば、そこに大

きな矛盾を抱えていることになる。電気通信が料

金の低廉化・品質改善・多様化で競争を訴えるこ

とができたのと明らかに異なった状況に直面して

いる。さらに放送の視聴時間は平均して１日あた

り３時間なり４時間にすぎない。電気通信の競争

化で長距離の通話が容易となり通話時間を増やし、

また企業の通信費が安くなり通信量を増大させた

ことと違って、放送の競争化でサービス品質が改

善したとしても、我々の１日が２４時間である限り、

視聴時間が大きく伸びるわけではない。さらに

サービス品質も、番組について言えば、競争での

優位性が視聴率の獲得にあるとすれば、高品位の

番組よりも低品位の番組のほうが一般に視聴率獲

得の近道となる。ある意味で、融合化は高品位の

面よりも低品位の面においてその視界を広げてい

る。放送の競争化とは何か、それが改めて考えさ

せられた問題であった。

＊本稿は、電気通信普及財団平成１４年度助成研究「ア

クセス規制と構造分離」（代表者山本哲三早稲田大学

教授）による研究の一部である。

（tsaki@club―internet.fr、Belle Gabrielle

Research代表、在パリ）
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日銀短観：２００２年１２月調査

○１２月の業況判断DIは－２８と、９月の－３０から若干の改善。ただし、２００３年３月の先行きは、－３１と、再
び悪化が見込まれている。

（出所） 日本銀行

景 気 動 向 指 数

○１１月の一致指数は３３．３％と１０か月ぶりに５０％を下回った。先行指数は７２．２％と２か月ぶりに５０％を上
回った（速報値）。

一致指数等の推移

（注） シャドーは景気後退期を示す。
（出所） 内閣府
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○鉱工業生産指数（季節調整値）（確報）……１１月は前月比－１．６％ 在庫率指数……１１月は前月比＋０．９％
（後掲トピックス「平成１４年１１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）………１１月は前月比－０．２％
資本財出荷（輸送機器を除く、季節調整値）（確報）……１１月は前月比－０．４％

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………………１１月は前年同月比－６．７％（２か月ぶりの減少）
首都圏マンション販売戸数……１２月は前年同月比－２２．５％

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、�不動産経済研究所
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○実質家計消費支出（全世帯）……１１月は前年同月比－２．０％
小売業販売額………………………１１月は前年同月比－２．３％

可処分所得等の推移

（注） シャドーは景気後退期を表す。 （出所） 総務省、経済産業省

所 得

○可処分所得（勤労者世帯）…………………………………１１月は前年同月比（名目）－４．１％
現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）……１１月は前年同月比－０．８％

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）………１１月は５．３％（－０．２）
有効求人倍率（季節調整値）……１１月は０．５７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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（出所） 財務省

物 価

○消費者物価指数………１１月は前年同月比－０．４％
国内企業物価指数……１２月は前年同月比－１．２％

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……１２月のM２＋CDは前年同月比＋２．２％
民間銀行貸出………１２月は前年同月比－４．４％

マネーサプライの伸び率の推移 銀行貸出の伸び率の推移

（出所） 日本銀行
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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�

総合的な指標の動き

《１０月の動き》
・上昇傾向の管内：北海道、東北、関東、信越、北陸、
東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

・横ばい傾向の管内：東京
・下降傾向の管内：なし
※ 以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（CI）を作成し、

後方３か月移動平均後の前月比増減をもとに傾向を判断する。

一致指標…鉱工業生産（季節調整値）、有効求人倍率（季節調整値）、

大型小売店販売額（店舗調整済）、入域観光客数（沖縄の

み）

先行指標…新設住宅着工戸数、建築着工床面積（商工業・サービス

用）、新車販売台数（乗用車）

遅行指標…実質家計消費支出

※ 景気判断には１５年１月８日現在発表の指標を用いており、今後新し

い指標の公表や改定により判断を変更する場合がある。

（○：上昇、―：横ばい、×：下降）

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

主要経済指標の動き
前月比

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

（資料） �：経済産業省、各都道府県 �：厚生労働省 �：経済産業省 �：国土交通省 �：日本自動車販売協会連合会 �：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

９５ 郵政研究所月報 ２００３．３
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雇 用

○１２月の非農業雇用者数（季節調整値）は、前月比－１０．１万人、失業率（季節調整値）は、前月と同じ
６．０％、時間当たり賃金（季節調整値）は、前月比＋０．０５ドル
（後掲トピックス「２００２年１２月の米国雇用統計」参照）

米国雇用統計の推移

（出所） 米国労働省

貿 易 収 支

○貿易収支（季節調整値、国際収支ベース）……１１月は４０１．０億ドルの赤字
輸出は前月比＋１．１％、輸入は同＋４．９％

財・サービスの純輸出等の推移

（出所） 米国商務省
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ナスダック指数（右軸、ポイント）

物 価

○消費者物価指数（季節調整値）……１２月は前月比＋０．１％、コアも同＋０．１％
卸売物価指数（季節調整値）………１２月は前月比横ばい、コアは同－０．３％

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１．２５％
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８，８００ドル、NASDAQも１，４６０ポイントを回復後、下落（終値ベース）

NYダウ等の推移

９７ 郵政研究所月報 ２００３．３



月例経済報告（１月）

○景気判断、３か月連続の下方修正 （内閣府：１月１７日発表）

１月１７日に発表された１月の月例経済報告では、「景気は、引き続き一部に持ち直しの動きがみられ

るものの、このところ弱含んでいる。」との景気判断を示し、基調判断を３か月連続で下方修正した。

３か月連続で下方修正するのは２００１年４～６月以来となる。

先行きに関しては、世界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

れる懸念が存在している。」として引き続き警戒感を強めているものの、米国経済に対する評価を「景

気の回復力に底堅さがみられる」とし上方修正を行った。

各論では、輸出が上方修正され、輸入、生産、個人消費が下方修正された。個人消費の下方修正は０１

年１１月以来の１年２か月ぶりとなる。

なお、需要の下押し懸念に関しては、特に１―３月に、イラク情勢の緊迫化、不良債権処理に伴う失

業の増加、株価下落があげられよう。

マクロ経済トピックス

９８郵政研究所月報 ２００３．３



１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）

１２月 月例 １月 月例

総括

判断

景気は、持ち直しに向けた動きが弱まっており、お

おむね横ばいで推移している。

・企業収益は改善しており、設備投資は下げ止まり

つつある。

・雇用情勢は、求人が増加傾向にあるものの、失業

率がこれまでの最高水準となるなど、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、生産は横ばいとなっている。

先行きについては、世界経済が緩やかに回復すれば、

景気は引き続き持ち直しに向かうことが期待される。

一方、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、厳しい環境が続いており、我が国の最終

需要が引き続き下押しされる懸念が存在している。

景気は、引き続き一部に持ち直しの動きがみられる

ものの、このところ弱含んでいる。

・企業収益は改善しており、設備投資は下げ止まりつ

つある。

・雇用情勢は、求人が増加傾向にあるものの、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、横ばいで推移している。

・輸出は横ばいとなっている一方、生産は弱含んで

いる。

先行きについては、アメリカ経済等の回復が持続す

れば、景気は持ち直しに向かうことが期待される。一

方、世界経済の先行き懸念や我が国の株価の低迷など

により、我が国の最終需要が引き続き下押しされる懸

念が存在している。

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。 横ばいで推移している。

設備

投資
下げ止まりつつある。 同左

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、弱含んでいる。輸入は、増加している。貿

易・サービス収支の黒字は、やや縮小している。

輸出は、横ばいとなっている。輸入は、伸びが鈍化

している。貿易・サービス収支の黒字は、おおむね横

ばいとなっている。

生産 横ばいとなっている。 弱含んでいる。

企業

収益
改善している。 同左

業況

判断
緩やかながら、引き続き改善がみられる。 同左

倒産

件数
減少している。 同左

雇用

情勢

依然として厳しい。求人が増加傾向にあるものの、

完全失業率がこれまでの最高水準となり、賃金も弱い

動きが続いている。

依然として厳しい。求人が増加傾向にあるものの、

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 横ばいとなっている。 同左

９９ 郵政研究所月報 ２００３．３



（参考） 月例経済報告総括判断の推移

年 月 総 括 判 断

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。

１２月

景気は、持ち直しに向けた動きが弱まっており、おおむね横ばいで推移している。
・企業収益は改善しており、設備投資は下げ止まりつつある。
・雇用情勢は、求人が増加傾向にあるものの、失業率がこれまでの最高水準となるなど、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、生産は横ばいとなっている。
先行きについては、世界経済が緩やかに回復すれば、景気は引き続き持ち直しに向かうことが期待され
る。一方、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、厳しい環境が続いており、我が国
の最終需要が引き続き下押しされる懸念が存在している。

１５年１月

景気は、引き続き一部に持ち直しの動きがみられるものの、このところ弱含んでいる。
・企業収益は改善しており、設備投資は下げ止まりつつある。
・雇用情勢は、求人が増加傾向にあるものの、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、横ばいで推移している。
・輸出は横ばいとなっている一方、生産は弱含んでいる。
先行きについては、アメリカ経済等の回復が持続すれば、景気は持ち直しに向かうことが期待される。
一方、世界経済の先行き懸念や我が国の株価の低迷などにより、我が国の最終需要が引き続き下押しされ
る懸念が存在している。

（資料） 内閣府
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平成１４年１１月分鉱工業生産等について

○生産は弱含みで推移 （経済産業省：１２月２７日発表）

経済産業省が１２月２７日に発表した生産・出荷・在庫指数速報によると、１１月の鉱工業生産指数は前月

比－２．２％と３か月連続で低下した。ただし、原指数を前年同月比で見ると＋４．５％と、５か月連続のプ

ラスとなっている。

出荷は前月比－１．４％で１００．４となり、２か月ぶりにマイナスとなる一方、在庫は前月比－２．５％の

８６．０と３か月ぶりにマイナスとなった。

また、同日に発表された製造工業生産予測調査によると、１２月は前月比＋０．３％、１月は＋１．２％とな

り、これにより１０―１２月期の生産を試算すると前期比－１．２％と、４期ぶりの低下が見込まれる。

こうした結果を受け、経済産業省は基調判断を「生産は弱含みで推移しており、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、２か月連続で判断を下方修正した。

生産指数を業種別（前年同月比）でみると、鉄鋼業は＋１０．４％と８か月連続、非鉄金属工業は＋

０．７％と２か月連続、一般機械工業は＋２．６％と２か月ぶり、電気機械工業は＋１４．６％と６か月連続、輸

送機械工業は＋５．１％と９か月連続、精密機械工業は＋２．６％と今年度初、窯業・土石製品工業は＋

２．８％と５か月連続、化学工業は＋２．８％と６か月連続、石油・石炭製品工業は＋０．７％と２か月ぶり、

プラスチック製品工業は＋４．１％と３か月連続、パルプ・紙・紙加工品工業は＋１．２％と５か月連続でプ

ラスとなっている。先に財務省から発表された平成１４年１２月上旬分貿易統計（速報値）によると、同期

の輸出額は前年同期比で＋２０％と引き続き堅調であり、鉱工業生産指数においても輸出関連の業種は引

き続き回復基調を示しているといえる。

一方で、前年同月比マイナスの業種には、金属製品工業－３．７％、繊維工業－８．０％、その他工業

－０．５％があげられる。

ここで、輸送機械工業と電気機械工業を取り上げて見てみよう。輸送機械工業は前年同月比では引き

続き堅調なプラスを示しているが、前月比では大幅なマイナスを示し、１１月の鉱工業生産の前月比マイ

ナスに大きく寄与している。これは、乗用車は引

き続き堅調に推移しているものの、鉄道車両、普

通トラック、鋼船等の低下が寄与したものである。

一方、電気機械工業は、前月比ではマイナスであ

るものの、前年同月比では堅調さを持続している。

これは、通信機械（コードレスホンやPHS・携帯

電話）、通信・電子部品、液晶パネル等が前年同

月比で大幅なプラスを示しているためである。

在庫指数については、輸送機械工業、電気機械

工業他１０業種が低下したことを受け、３か月ぶり

の低下となった。

鉄工業生産指数等の推移

（出所） 経済産業省

１０１ 郵政研究所月報 ２００３．３
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在庫循環図から見ると、出荷が前年比上昇幅を

緩やかにする一方で、在庫が前年比マイナス幅を

拡大させている。在庫積み増し局面にあるものの、

動きは停滞している。

前述のとおり、経済産業省は鉱工業生産の基調

判断を、前月に続いて下方修正した。ただし、こ

のまま落ち込みに至る可能性は少ないと予想する。

電気機械工業や輸送機械工業をはじめとして輸出

は底堅く増加しており、前年同月比では堅調に推

移している。輸送関連業種に牽引され、生産は１４

業種中１１業種が前年同月比でプラスとなっている。

米国によるイラク攻撃の有無や低迷する我が国株

価の影響等、内外の諸問題により先行きは不確実性を増している。今後については、米国景気の回復基

調、為替相場や輸出の動向いかんとなろう。

平成１５年度一般会計予算の概要

（財務省：１２月２４日発表）

１２月２４日、平成１５年度政府予算案が閣議決定された。政府は平成１４年度の補正予算案と共に年明け１

月２０日から始まる通常国会に提出し、年度内の成立を目指す。

○一般会計合計は８１．８兆円（今年度比＋０．７％）と微増。歳入については税収不足を反映して国

債発行が、３６．４兆円（前年比＋６．４兆円）に大幅増額。借金体質が続く。

一般会計合計は今年度当初予算比０．７％増の８１．８兆円と３年ぶりに前年を上回る。歳入については、

税収が先行減税や景気停滞の影響で今年度比５．０兆円減少し、１６年ぶりの低水準である４１．８兆円まで落

ち込む見込みであり、この税収減を補うため、新規国債の発行額が当初予算としては過去最大の３６．４兆

円となる。歳入全体に対する比率（公債依存度）は過去最悪の４４．６％となり、また、平成１５年度末には、

国・地方を合わせた長期債務残高は６８６兆円程度と、GDP（平成１５年度政府見通し）の１３７．６％となる

見込みで国家財政の借金体質が続く。なお、来年度の国債総発行額はこの新規発行額３６兆円に借換債７５

兆円弱を加えて１４１兆円に達する見込みで、過去最大規模となる。

○一般歳出は４７．６兆円と今年度比０．１％の微増。国債費は１６．８兆円と０．８％の増加。

政策に充てる一般歳出は４７．６兆円と今年度費＋０．１％の微増に留まる。国債の償還や利払いに当てら

れる国債費が１６．８兆円（今年度比＋０．８％）と歳出の２０．５％を占めるに至っている。歳出総額の２１．３％

を占める地方交付税交付金は１７．４兆円と今年度比＋２．３％となっているが、このうち１．４兆円は財源不足

在庫循環（鉱工業全体）

（出所） 経済産業省
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【歳　入】 【歳　出】

公債金
36,445（44.6％）

その他収入
3,558（4.4％）

租税及び印紙収入
41,786（51.1％）

一般会計
歳入総額
81,789

（100.0％）

（単位：十億円）
（　）内は構成比

一般歳出�
47,592（58.2％）�

社会保障
18,991（23.2％）

国債費�
16,798（20.5％）�

地方交付税�
交付金等�
17,399（21.3％）�

公共事業
8,097（9.9％）

文京及び科学振興
6,471（7.9％）

防衛
4,953（6.1％）予備費

350（0.4％）

その他の経費
5,131（6.3％）

恩給　1,203（1.5％）
経済協力　816（1.0％）

産業投資特別会計編入　164（0.2％）
中小企業対策　173（0.2％）

エネルギー対策　557（0.7％）
食料安定供給　688（0.8％）

一般会計
歳出総額
81,789

（100.0％）

に対する交付税特別会計借入れの解消に伴う繰り入れの額である。また、財政投融資は２３．４兆円と今年

度比１１．６％減となっている。

○予算の重点配分と効率化について。

今回の予算では一般歳出全体を抑制するなか、経済活性化に向けて将来の発展につながる分野への歳

出の重点配分が課題とされた。

このため、政府は「活力ある社会・経済の実現に向けた新重点４分野」を掲げ、IT・バイオなどの科

学技術、都市再生、少子高齢化対策、環境の４分野に予算を集中配分する方針を示し、三大都市圏の環

状道路整備に０．２兆円、子育て支援として保育所運営費を０．４兆円、科学技術振興費は１．２兆円、環境政

策に０．１兆円などを計上する一方、農村整備費などは２ケタ削減した。また、予算編成にあたっては、

各省庁に２０％の増額要求を認めた上で政策評価や予算執行調査の結果も活用し、厳しく査定するという

手法が採られた。

国と地方の関係については、政府は６月の「基本方針２００２」で国庫補助金・交付税・税源配分の三位

一体の改革を行う方針を示しており、今回の予算でその芽出しを行うとしていた。この観点から、教員

の人件費などを国が半分負担している義務教育費国庫負担金について、共済費長期給付等の部分２，２００

億円を削減し一般財源化した。

また、国税で２．８兆円の規模となっている道路特定財源については、公共事業の削減で浮く３，０００億円

強のうち、９３０億円を地方に税源として委譲し、国と地方の直轄による高速道路整備に使用することに

なった。但し残りの大半は本州四国連絡橋公団の債務処理などにあてられ従来どおり「道路関係」の範

囲内での予算見直しとなっている。

平成１５年度一般会計予算（政府案）
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○先行減税は１．８兆円規模。他方、年金の給付削減などで国民負担は２兆円近く増大。

税制改正については、企業の研究開発・投資減税（約１．２兆円）や土地・証券関連減税などを盛り込

む一方、発泡酒・ワイン・たばこへの課税強化、平成１６年１月からの配偶者特別控除の原則廃止、平成

１６年４月からの法人事業税への外形標準課税導入などを盛り込んでいる。平成１５年度の減税総額は約２

兆円、増税が約０．２兆円となる計算で、減税から増税を引いた先行減税の規模は１．８兆円程度となった。

平成１５年度予算の社会保障関係費は１９．０兆円と今年度当初予算比＋３．８％と増加している。しかし、

これは高齢者の増加や失業者の増加で全体の規模が膨れ上がったものであり、公的年金や失業手当など

の個別の給付は物価の下落などを背景に減額されており、国民負担の増大は日本経済新聞によれば総額

で２兆円近くと試算されている。

老齢年金に対する物価スライドの適用は、過去３年間高齢者への配慮から凍結されてきたが、４月給

付分から今年の消費者物価下落分（０．９～１．０％ １５年１月確定）だけ減額されることとなり、生活保護

手当や母子家庭の児童福祉手当の支給額も物価に連動して初のマイナスとなる。医療の分野ではサラ

リーマン本人の医療費の自己負担が２割から３割にアップし、介護の分野では介護報酬が全体で２．３％

の引き下げとなる。また、雇用保険の失業手当の給付日額上限は４５～５９歳の場合に１万６０８円から８，０４０

円に減額となる。

２００２年１２月の米国雇用統計

（米国労働省：１月１０日発表）

○１２月の失業率は６．０％、非農業雇用者数は前月比－１０．１万人。

米国労働省が１月１０日に発表した米国雇用統計によると、１２月の失業率（季節調整済）は前月と同じ

６．０％だった。また１２月の非農業雇用者数（季節

調整済）は前月比－１０．１万人と大幅なマイナスと

なった。さらに、非農業雇用者数は１１月が同＋

４．０万人から同－８．８万人に、１０月が同＋８．６万人

から同＋６．９万人にそれぞれ下方修正されたこと

から、雇用者数の減少は米国の雇用環境が悪化し

ていることを示す結果となった。

今回、雇用者数が減少した要因は、製造業が前

月比－６．５万人と引き続き減少したことに加えて、

広義のサービス業が同－４．２万人とマイナス幅が

拡大したためである。特に、小売業が同－１０．４万

人、運輸業が同－２．３万人と減少したことがマイ

ナス要因となった。小売業の大幅な減少は、クリ

スマス商戦が不調だったためで、飲食店（同－

米国失業率推移（季調済）
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６．３万人）、食料スーパー（同－１．７万人）、自動車

販売店・ガソリンスタンド（同－１．４万人）、総合

小売店（同－１．０万人）など幅広い業態でマイナ

スとなった。主要小売業８２社が発表した１２月の売

上高は前年同月比＋１．０％と伸び悩んでおり、ク

リスマス商戦が不調であったことを裏づけている。

さらに、運輸業は、大手航空会社ユナイテッド航

空の持ち株会社UALが経営破たんするなど航空

需要が低迷していることを反映している。

一方、狭義のサービス業は前月比＋７．３万人と

引き続き雇用の増加を示している。中でも娯楽

サービス（同＋２．８万人）、宿泊サービス（同＋

１．６万人）、医療サービス（同＋１．０万人）が好調

であった。さらに流動性の高い人材派遣の補助

サービス（Help supply services）が同＋１．９万人と３ケ月ぶりに増加に転じた。ただし、補助サービス

の増加が、企業業績の回復を受けたものか、一般社員から派遣社員に雇用をシフトしたものかについて

の判断は難しい。

時間あたり賃金は同＋０．０５ドルの１４．９８ドル、週あたり労働時間は同－０．１時間の３４．１時間であった。

同時に発表された２００２年の平均失業率は、５．８％と２００１年の４．８％から１ポイント上昇し、非農業雇用

者数も前年末に比べて１８．１万人減少した。２００２年は米国景気が回復したにも関わらず、雇用の回復は依

然遅れていることを裏づける結果となった。これは製造業（前年末比－５９．２万人）、小売業（同－１７．３

万人）、運輸・通信（同－１６．５万人）などの業種が雇用を減少させたためである。これらの企業では、

業務の効率化やオートメーション化により業績を回復させた結果、景気回復が雇用の増加に結びつかな

かった。一方、雇用を増加させた業種は、狭義のサービス業（同＋５９．０万人）、政府部門（同＋２５．７万

人）、金融・保険・不動産（同＋７．０万人）である。サービス業は、人材派遣や医療、教育などを中心に

幅広く雇用を増加させている。また、金融・保険・不動産は低金利による活発な住宅投資が雇用増加の

背景にある。

雇用情勢の悪化を受けて、フライシャー米大統領報道官は、ブッシュ大統領が「雇用なき景気回復に

ついて、引き続き強く懸念しており、議会に対してできる限り早急に、先に提案された景気対策を可決

するよう働きかけている」と述べたことを明らかにした。ブッシュ政権は、１月７日に株式配当への課

税撤廃や所得税率引下げの前倒しなど、総額６，７００億ドル（約８０兆円）の景気対策を議会に提案した。

エバンズ商務長官は景気対策が雇用に与える効果について「今後３年間で約２１０万人の雇用を創出する

効果がある」と述べているものの、財政赤字の拡大による金利上昇を懸念する見方もある。いずれにし

ろ、景気対策の効果があらわれるのは今年後半以降とみられ、当面雇用は弱含む状況が続くであろう。

非農業雇用者数増減
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○２００２年１２月 米国雇用統計概要（数値は全て季節調整済）

１１月 １２月 前月比増減

失 業 率（ ％ ） ６．０ ６．０ ０．０

成 人 男 性 ５．７ ５．６ ▲ ０．１

成 人 女 性 ５．０ ５．３ ０．３

１０ 代 １６．８ １６．１ ▲ ０．７

非 農 業 雇 用 者 数（千人） １３０，８１０ １３０，７０９ ▲１０１

財 生 産 部 門 ２３，６２５ ２３，５６６ ▲５９

鉱 業 ５５０ ５５３ ３

建 設 業 ６，５４０ ６，５４３ ３

製 造 業 １６，５３５ １６，４７０ ▲６５

サービス生産部門 １０７，１８５ １０７，１４３ ▲４２

運 輸 ・ 通 信 ６，７１８ ６，６９１ ▲２７

卸 売 業 ６，６４３ ６，６３７ ▲ ６

小 売 業 ２３，２４９ ２３，１４５ ▲１０４

金融・保険・不動産業 ７，８１０ ７，８１８ ８

サ ー ビ ス 業 ４１，４００ ４１，４７３ ７３

政 府 部 門 ２１，３６５ ２１，３７９ １４

週 平 均 労 働 時 間（時間） ３４．２ ３４．１ ▲ ０．１

時間あたり平均賃金（ドル） １４．９３ １４．９８ ０．０５
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最近お会いする方から当郵政研究所が置かれて

いる建物のことをよく聞かれるが、二度も勤務し

ながら不明なところが多いため、今回良い機会な

ので調べてみた。

完成は、昭和６年１月（同年１２月、現東京中央

郵便局も完成）。貯金局用庁舎として建築。関東

大震災で逓信本省とともに同一構内にあった貯金

局も灰燼に帰し、仮住まいの後、ようやく建設さ

れたもの。なお、本省は、昭和１８年ここ分館に移

転するまで仮住まいのまま。場所は、徳川家私設

図書館南葵（なんき）文庫跡地。当時の住所は、

麻布区飯倉六丁目。

旧住所については、麻布区狸穴（まみあな）と

記す文献も。かつて旧郵政省入省当時、飯倉分館

は「狸穴の庁舎」と呼んでいた方が多かったよう

な記憶がある。ちなみに［狸穴］は、現在、「麻

布狸穴町」として残っており、分館前の道路（外

苑東通り）を挟んだ向かい側の地域一帯。江戸時

代、「まみ（雌狸、ムササビの類）」が住む穴が

あったことから名付けられたとか。「飯倉」は、

「穀倉」・「伊勢神宮の屯倉」説等諸説あるようだ

が、平安時代に既にあった地名とか。ただし、今

は交差点や小学校等の名前の中に姿を留めるのみ。

さて当初は、貯金局として使用されていたが、

昭和１８年、当時の本省は木造で空襲による被災を

受け易いことから、より頑丈な当館を、先に触れ

たよう本省用に転用。以降、組織は幾多の変遷を

経るも、昭和４４年、霞ヶ関旧郵政省庁舎に移転す

るまで、郵政事業関係の本部として機能。付言す

れば、昭和２０年４月、罹災した麻布郵便局（飯倉

４丁目）がこの分館に仮住まい。２１年、結局それ

まで当館内に設置されていた逓信院内郵便局を廃

止し、麻布郵便局が本住まい。当初は分館正面向

かって左側。昭和５９～６２年全面改装。その際、右

側に移転。昭和４４年以降、一時国土庁が入居（同

庁は、昭和５８年霞ヶ関に移転）。本省移転後は、

オンラインシステム関係の部署等が入居。当郵政

研究所は、昭和６３年に入居。

分館の周りを少し紹介すると、高台にあるため、

周りにやたら坂が多い。北から時計回りに三年坂、

雁木坂、榎坂、狸穴坂、鼠坂、行合坂、落合坂等。

狸穴坂は、もちろん麻布狸穴町にあり、ロシア大

使館向かって右側の坂道。参考までに、ロシア大

使館向かって左側の道は、袋小路になっているが、

かつて東京天文台が設置。その関係から、日本測

地原点の一つである経緯度原点が設置（測量法施

行令２条）。この原点設置場所を記念し、後世に

残したいとして、１９７３年日本人発見小惑星の一つ

に「AZABU」の名。

最後に、調べていて困ったことが一つ。「飯

倉」の発音。分館前表示板振仮名は、「iikura…」。

東京都港区史や分館近く飯倉片町交差点信号の地

域表示板振仮名は、「iigura…」。さて？

（参照文献は省略させて頂きました）

小 径

郵政事業庁飯倉分館のこと

郵政事業庁総括専門官 高橋 靖広
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国際協力NGOについて

NGOと は、Non―Governmental Organization

（非政府組織）の略称であり、元々は、国連の場

で、国連諸機関と協力関係にある政府以外の非営

利組織を指すのに使われていた言葉が広がったも

のである。国際協力の分野では、国家機関や国際

機関を除く組織の中でも特に営利を目的としない

非営利組織で、非政府の立場から海外協力や地球

規模問題に取り組む市民レベルの組織のことを指

す。

現在、国際協力活動に取り組んでいる日本の

NGO（以下、「国際協力NGO」という。）の数は、

全国に４００団体以上あるとされている。この国際

協力NGOは、１９６０年代より徐々に誕生しており、

インドシナ難民に対する支援（１９７０年代終わりか

ら１９８０年代初頭）を契機に活動が活発になり、

１９８０年代には団体数も飛躍的に増加した。

国際協力NGOに対する資金助成制度には、公

的なものと民間で独自に実施しているものがある。

公的な制度としては、外務省の国際開発協力関係

民間公益団体補助金、環境事業団等の特殊法人に

よる資金助成、国際ボランティア貯金の寄附金の

配分等がある。一方、民間においては、�国際開

発救援財団や公益信託経団連自然保護基金などの

民間助成財団等からの資金助成がある。

国際ボランティア貯金の特徴

ここでは、国際ボランティア貯金の制度、実績、

主な特徴を概観するとともに、国際協力NGOに

対する資金助成制度と比較してみたい。

●制度概要 （図１国際ボランティア貯金の仕組

み参照）

総務省（旧郵政省）は、開発途上地域の人々の

福祉の向上に寄与するための援助の充実に資する

ことを目的として、平成３年１月から、国際ボラ

ンティア貯金の取扱いを開始している。この制度

は、郵便局の通常貯金・通常貯蓄貯金の預金者が

受け取る税引後利子の２０％～１００％（１０％単位で

自由に選択）を寄附してもらい、その寄附金を国

際協力NGOへ配分することを通じて、海外の開

発途上地域における人々の福祉の向上を支援する

仕組みである。

●実績概要 （図２国際ボランティア貯金の年度

別加入件数・図３国際ボランティア貯金の年度

別配分実績参照）

平成１４年３月末現在の累計で、国際ボランティ

ア貯金の寄附金による海外援助の実績は次のとお

りである。

国際ボランティア貯金の加入件数２，６２７万件、

寄附金配分団体数２，２５３団体、寄附金配分事業数

トピックス

「国際社会に貢献する国際ボランティア貯金
―国際協力NGOへの資金助成―」

第二経営経済研究部研究官 町田 七重
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仕組み�

（例）１年間の平均残高を40万円、寄附割合を50％とした場合�

※寄付割合は、20％から100％までの間の10％単位で自由に選択できる。�
　また、寄付割合は変更することもできる。�

40万円�
（元金）�

×� 0.005％�
（通常貯金の利率）�
H14. 11. 30現在�

＝�

＝�

20円�
（発生利子）�

20円�
（発生利子）�

－�４円�
（税金）�

16円�
（税引後の受取利子）�

16円�
（税引後の受取利子）�
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（寄附割合）�
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など�
開発途上地域の人々の�
福祉の向上を支援�

国際ボランティア貯金は、通常貯金や通常貯蓄貯金
の税引後の受取利子の全部又は一部を、開発途上地
域の人々の福祉の向上のために寄附していただく貯
金である。�

平成13年度

平成12年度

平成11年度

平成10年度

平成９年度

平成８年度

平成７年度

平成６年度

平成５年度

平成４年度

平成３年度

平成２年度 213

461

371

334

295

272

248

234

110

46

24

19

2,608

2,584

2,538

2,428

2,194

1,946

1,674

1,379

1,045

2,627

674

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
万件

各年度増加件数
累計件数

２，７６１事業、寄附金配分金額１７９億２，７０５万９千円、

援助事業実施国９１カ国となっている。なお、国際

ボランティア貯金の加入件数は、平成１４年１１月末

現在の累計で２，６６８万件となっている。

●主な特徴

� 援助の範囲（配分対象事業）

国際ボランティア貯金は、日本のNGOが行う

開発途上地域の人々の福祉の向上に寄与するため

の援助事業であって、�援助事業の対象地域の状

況や人々のニーズを十分把握し、反映したもの、

�NGOのスタッフ等が申請援助事業の対象地域

図１ 国際ボランティア貯金の仕組み

図２ 国際ボランティア貯金の年度別加入件数
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平成14年度�

平成13年度�

平成12年度�

平成11年度�

平成10年度�

平成９年度�

平成８年度�

平成７年度�

平成６年度�
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平成３年度�

配分団体数� 配分事業数�

150

193
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237
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264
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配分金額（万円）�

3億4,103

6億6,646

6億5,041

11億8,024

12億4,228

10億6,191

15億7,569
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事業実施国数�

36

45
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50

57

61
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48
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に出向き、当該地域の人々に対して直接活動を実

施するもの、�援助事業の対象地域の人々に技術

を指導する等、当該地域の人々の自立を支援する

ものという三つの条件を満たす事業を配分対象と

する。つまり、BHN（Basic Human Needs、基

礎的生活分野）を中心に、「顔の見える援助」か

つ「自立を支援する事業」を援助範囲としている。

BHNとは、日常生活を営む上で必要不可欠なも

のであり、具体的には、衣食住、水、必要最低限

の医療、教育など開発途上地域の人々の生活改善

に直接結びつく内容を指す。

対象分野の特定はなく、対象団体や対象事業の

条件を満たす国内NGOの活動であれば、その事

業内容を審査した上で、援助事業経費の一部を補

助している。

過去の配分実績をみると、援助分野別では、医

療・衛生、教育、職業訓練・技術指導、農業指導

等の農村開発、環境保全及び住民の生活改善一般

に係る事業など幅広い分野に配分している。

他の助成制度における援助範囲をみると、例え

ば、外務省の国際開発協力関係民間公益団体補助

金は、自ら人員を開発途上国に派遣して実施・遂

行する政府レベルでは対応が困難な草の根レベル

の開発協力活動であって、地域社会のニーズを十

分に把握し、地域住民の自助努力による自立を促

し、地域住民の参加がある事業を援助範囲として

いる。資金助成や物資輸送のみを行う事業、現地

カウンターパート等に全面委託する事業は対象外

としている。また、環境事業団の地球環境基金は、

開発途上地域や国内で実施する環境保全活動で

あって、現地のニーズに基づいた活動の必要性、

活動の自主性、現地住民又は民間団体の参加（海

外活動）や広範な国民の参加（国内活動）を得て

実施される活動など活動の広範性がある事業を援

助範囲としている。現地ニーズを反映させた事業、

現地住民等の広範な参加を得られる事業、現地住

民の自立を支援する事業であることは、他の助成

制度にも共通する援助範囲である。

� 団体資格（配分対象団体）

国際ボランティア貯金の寄附金による海外援助

の対象となる団体資格は、�日本国内に事務所を

図３ 国際ボランティア貯金の年度別配分実績

（配分団体数・配分事業数・配分金額・事業実施国数）
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置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び活

動の責任の所在の明確な団体、�海外援助事業を

実施する営利を目的としない民間の団体（法人格

の有無を問わない）、�適正な会計処理が行われ

ていること、�事業の実施に必要な自己資金を確

保する能力を有していること、�他の援助団体に

対して助成を行っていないこと、�過去の援助事

業実施に当たって重大な問題がなかったことと

なっている。

他の助成制度における対象団体をみると、日本

国内に住所又は事務所等を置き責任の所在が明確

であること、継続的な活動実績があること、事業

遂行や会計面において十分な管理能力を有するこ

と、政治的、営利的、宗教的活動を行わないこと

などは、国際ボランティア貯金と同様、他の助成

制度にも共通する団体資格である。

� 募集方法、審査方法

国際ボランティア貯金の寄附金の配分申請につ

いては、公募期間中（年１回、例年３月）に申請

団体の所在地の集配郵便局（配達を受け持つ郵便

局）に申請する。その後、総務省内での書類審査、

審議会専門委員からの意見聴取、外務省等関係行

政機関との協議後、審議会へ諮問し、その答申を

受けて総務大臣が配分団体及び配分額を決定（例

年６月）する仕組みとなっている。

平成１５年４月以降は、日本郵政公社が募集、選

考を行い、総務大臣の認可を受けて配分決定を行

うこととなる。

他の助成制度における募集方法や審査方法をみ

ると、国際ボランティア貯金の寄附金配分決定の

段取りと同様に、年１回の公募期間を設け、２、

３ケ月の間に、事務局での書類審査、審査委員会

等において審査選考し、助成金交付先及び助成額

を決定する助成機関がほとんどである。

� 配分対象となる経費

国際ボランティア貯金の寄附金による海外援助

の対象となる経費は、物資・資機材の調達費、建

設費、建造物の工事費、現地事務所経費（事務所

借料、光熱費等）、現地における雇用費（専門家、

スタッフ及び作業員等）、専門家やスタッフの派

遣費（航空運賃、現地交通費、滞在費、日当）な

どである。限られた寄附金を有効に配分する観点

から、恒常的に要する経費で配分の成果が具体的

な形で見えにくいもの（国内事務所経費、通信費、

事前調査・事後評価の経費等）は配分対象外と

なっている。

他の助成制度における対象経費をみると、物

資・資機材の調達費、施設建設費、専門家・現地

スタッフ人件費、渡航費などは、国際ボランティ

ア貯金と同様、他の助成制度も共通して対象経費

としている。外部監査費（外務省の国際開発協力

関係民間公益団体補助金）やNGO自身が実施す

る事後評価の経費（�国際開発救援財団）を対象

経費とする助成機関もある。

� 助成金の交付のタイミング

国際ボランティア貯金の寄附金は、事業を実施

する前に、国際協力NGOへ概算払いしている。

他の公的な助成制度である国際開発協力関係民

間公益団体補助金や地球環境基金では、助成金を

精算払い（NGOが事業を実施した後に助成金を

交付）している。一方、民間の助成制度では概算

払いとしているところが多い。助成金を概算払い

する仕組みは、概して日本の国際協力NGOは財

政基盤が脆弱であるため、NGOにとっては活動

経費を調達しやすいというメリットがある。反面、

助成機関にとっては事業実施後の監査で不適切な

ものは返還金を求める形となり事務手続きが煩雑

になるというデメリットがある。助成金を概算払

いする助成機関の中には、（助成金が一定金額以
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上の場合）事業実施当初と中間報告書受領後に分

けて助成金を交付するなど、概算払いを取り入れ

ながらも、事業の進捗状況に応じた助成金交付を

行っているところ（公益信託経団連自然保護基

金）もある。

� 配分事業の監査

国際ボランティア貯金の配分事業に対する監査

については、書面監査と実地監査を行っている。

書面監査では、全事業を対象として、中間報告書

及び完了報告書（会計帳簿、領収書、実施状況の

写真等を含む）により配分申請書に記載された実

施計画どおりに事業が実施されたこと及び配分金

が適切に使用されたこと等を確認している。監査

の結果、不適切である場合は、配分団体に対して

改善や配分金の返還を求める。また、実地監査で

は、職員や委託した民間調査機関のスタッフが配

分団体の事務所又は現地の事業実施地域を訪問し、

事業が計画どおり適正に行われていることなどを

確認している。

他の助成制度における助成事業に対する監査に

ついては、ほとんどの助成機関が、中間報告書や

完了報告書により事業の活動状況の確認、会計監

査等を行っている。

終わりに

国際ボランティア貯金の寄附金は、郵便局の通

常貯金・通常貯蓄貯金の利子の全部又は一部を原

資としているため、長引く超低金利の影響を受け

て、寄附金配分金額は年を追うごとに減少してい

る。しかしながら、国民参加による草の根の援助

活動を支援し、開発途上地域の人々の福祉の向上

に貢献する国際ボランティア貯金の役割は、日本

の国際協力活動の中で、益々大きくなってきてい

るといえる。少額であっても、預金者の善意の結

晶である国際ボランティア貯金の寄附金が、全国

各地の国際協力NGOによって、開発途上地域の

人々の福祉の向上、当該地域住民の自立の促進に、

効率的・効果的に活用されることを期待するもの

である。
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�国際開発救援財団ホームページ（http:／／www.fidr.or.jp／）

経団連自然保護基金ホームページ（http:／／www.keidanren.or.jp／kncf／）
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キーワード 拓銀の破綻、預貯金比率、リスク分散化、プロビット分析

１ はじめに

ここ十年ほど、金融業界については良かれ悪か

れ話題に事欠かない状況にある。その中でも１９９７

年の「北海道拓殖銀行」（以下、拓銀と略す）の

破綻は「まさか」の都銀初の破綻としてショック

も大きく未だに記憶にあるのではなかろうか。

こういった金融に関連する世帯の動向の分析で、

最近のものには、櫻井、奥井［２０００］や奥井

［２００１］などがある。前回、筆者は『「拓銀の破

綻」と「北海道の金融機関利用に関する意識」の

変化』と題し、「符号検定」及び「χ２検定」を用

いて、「拓銀の破綻」が北海道における金融機関

の利用動向に変化をもたらしたことを検証した

（長瀬［２００２］、郵政研究所月報）。

本稿では引き続き「拓銀の破綻」の影響を検証

すべく、個票データを用いたプロビット分析を

行ったが、個票データとしては、郵政研究所の

「金融機関利用に関する意識調査」（以下、「機関

利用調査」と略す）のデータを用いている。

これについては、平成元年より隔年で調査会社

へ委託してデータを取得しており、全国の約

３，０００～５，０００世帯を対象とし、毎回、層化二段抽

出法で無作為に抽出して調査が行われている。

この個票データのうち９５年の調査データ（サン

プル数３，３１６）と９７年の調査データ（サンプル数

３，２６７）を用いて、拓銀の「破綻前」と「破綻

後」の比較検証を行った。

２ 前回の分析について

前回の分析（長瀬［２００２］）では、「拓銀の破

綻」の影響を、「都市銀行の選択割合」の推移の

「符号検定」及び「預貯金比率」の分布が「北海

道」と「全国（除く北海道）」で異なることに着

目し、これを「χ２検定」するという手法で、個

票データには立ち入らずに検証した。この「預貯

金比率」の定義は、「最も預貯金額の多い金融機

関に預けている額が金融資産全体に占める割合」

であり、「機関利用調査」の調査項目を利用して、

世帯のリスクに対する意識を分析するためにこの

ような定義を採用している２）。

前回の分析では、「預貯金比率」の分布は、９５

年の時点では「全国」と「北海道」でほぼ同じ

たったにもかかわらず（図１）、「拓銀の破綻」後

の９９年においては、「全国」と「北海道」に顕著

な差があることが判明した。すなわち「北海道」

トピックス

「拓銀の破綻」にみるリスクに対する意識の変化１）

第二経営経済研究部研究官 長瀬 隆久

１）本稿作成に当たっては溝口敏行所長（郵政研究所）及び，寺崎康博教授（東京理科大学経営学部）より貴重なコメントを頂い
たので、この場を借りて御礼申し上げます。

２）一般に預貯金比率とは、金融資産全体の中から株式などを除く預貯金が全体の何割を占めるかという指標であり、複数の金融
機関にまたがる預貯金を含むはずだが、「機関利用調査」では直接それを求めることが不可能なため。
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では預貯金比率「２割未満」である世帯の割合が

「全国」の約２倍になっている（図２）。預貯金

比率「２割未満」ということは、残りの８割以上

の金融資産をいくつかの金融機関に分散化させて

いることを表しており、「北海道」の世帯におい

て、リスク分散化が進んでいることを示唆してい

る。

そこで、今回はこのような「金融資産の分散

化」が具体的に、どのような属性をもつ世帯の影

響なのかを個票データを用いたプロビット分析に

より検証する。

３ プロビット分析の概要

プロビット分析とは簡単に説明すれば、重回帰

分析において被説明変数をダミー変数に置き換え

て各説明変数の影響を調べる場合に用いられる手

法であり、他にはロジット分析なども同様の手法

である。以下に、その概要を簡単に述べる。

通常の回帰モデルでは被説明変数 y、説明変数

xiとした場合

y＝a＋Σbixi（＋εt） ―�

として、最小２乗法によりa、biを求めるが、プ

ロビット・モデルの場合、yが１である「確率」

をP（y）と表し、それに累積正規分布を仮定して、

P（y）＝φ（a＋Σbixi）

＝
１!
２π∫

a＋Σbixi

－∞
exp（－ z２

２）dz ―�

とする。上記のようなモデルを考え、このパラ

メータ（係数）は、最尤法で求める。

以下では、プロビット分析の結果において、各

説明変数に対する係数を表でまとめているが、こ

の係数の大きさ自体には回帰分析のような意味は

なく、プロビット分析では、係数の正、負が有意

であるかないかが意味を持ち、被説明変数への効

果の有無を表すこととなる３）。通常のプロビット

分析では、有意水準１０％以下を念頭に入れるが、

本稿では有意水準は１％以下を考え、影響力の強

い変数のみに的を絞った。

また、被説明変数の設定としては、前回の分析

結果を踏まえ「預貯金比率」が「２割未満」であ

るという回答を「被説明変数：１」、それ以外

（つまり預貯金比率「２割以上」）を「被説明変

数：０」と設定し、プロビット分析を行った。

４ プロビット分析に際しての変数の選択

「機関利用調査」において、特に世帯主の職業

の選択項目は、９５年の調査と９９年の調査で同一で

図表１ ９５（全国と北海道）

図表２ ９９（全国と北海道）

３）厳密に変数の効果の大きさを比較するには「マージナル効果」（「限界効果」）というものを算出しなければならないが、今回
のケースでは有意か否かの比較だけでも年度、地域の差が測定できている。ここでは簡単な説明にとどめて、詳しくは参考文
献中の他書にゆずる。
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はないため、両年ともに一括で分析をする場合、

職業別の分析をあきらめざるを得ない。そこで本

稿では、世帯主の職業別の差も調べるため、年度

ダミーとの交差項を増やすよりも、９５年と９９年を

分割して別々に分析する手法を選択した。そうす

ることにより、９９年の北海道において、世帯主の

職業による影響があるか否かということを含めた

分析を行った。

プロビット・モデルにおける説明変数の設定に

ついては、アンケート調査の回答を得た世帯の属

性項目を最大限に活用することとした。具体的に

は、「世帯主性別（男：１、女：０）」、「世帯主年

齢」、「世帯人員」、「有業人員」、「年収の対数」、

「貯蓄の対数」、「借入金の対数」（９９年のみ）、世

帯主の「職業」、「持ち家」である。この中で特に

「世帯主性別」、「職業」、「持ち家」はダミー変数

である。

さらに世帯主の職業に関しては、９５年及び９９年

の調査票における選択肢を表１に示しているが、

実際のデータ４）をみると、選択肢が設定してあっ

ても例えば、「北海道」に限定してしまうと選択

されていないものも多い。そうした場合、それら

はダミー変数として意味をなさなくなり、解析が

不可能となるので、そういった変数は基本的に

「その他」として除外し、「北海道」においても

比較的選択されているものだけを厳選した。

例外として、９５年の選択肢の中の、「２：個人

業主・自由業」、「３：自営業主」、「４：個人経営

者」は、選択されている数が比較的少なかったが、

「個人経営・自営業」としてまとめ、近似的に９９

年の選択肢（同じく「個人経営・自営業」）と同

様に設定した。

結果として世帯主の職業に関しては、９５年では、

「一般従業者」、「個人経営・自営業」、「無職」の

３変数を、９９年では「民間企業の常勤」、「官公庁

の常勤」、「その他の団体の常勤」、「個人経営・自

営業」、「パート・アルバイト」の５変数を分析に

用いた。

５ ９５年、９９年のプロビット分析

まず、９５年のデータに対するプロビット分析の

結果（係数）を表２に示す。

表２で係数が正であれば「２割未満」を、負で

あれば、「２割以上」を選択する傾向を示してい

表１ 世帯主の職業の選択肢

９５年 ９９年

１：一般従業者 １：民間企業の常勤

２：個人業主・自由業・農

林漁業を含む

２：官公庁の常勤

３：自営業主（従業員１人

～４人）

３：その他の団体の常勤

４：個人経営者（従業員５

人以上）

４：農林漁業に従事

５：法人経営者（会社、団

体などの役員）

５：個人経営・自営業（商

人、職人を含む）

６：家族従業者 ６：パート・アルバイト

７：無職 ７：その他

８：学生 ８：働いていない

９：専業主婦

１０：パート従業者

１１：その他

４）９５年のデータは、分析者による補完が必要である。この年の調査票では、問３�で「最多決済取引金融機関に預けている額の
割合」、問４�で「最多決済取引金融機関と最多貯蓄金融機関が同一か否か」、問４�で「最多貯蓄金融機関に預けている額の
割合」を聞いているが、問４�で「同一」と回答した場合、問３�と問４�の回答も「同一」になるはずなので問４�には回
答しなくて良いことになっている。そのため、本稿で扱っている「預貯金比率」の項目（問４�）は、データ上「未記入」と
なっている世帯が多く、サンプル数１，３９８といったように９９年の約半分になってしまう。これは上記の関係を踏まえ補完する
必要がある。問４�で「同一」であると回答している世帯については、問４�が未記入の場合でも問３�に対する回答で補完
を行うと、９９年と同程度のサンプル数（２，６５２）が得られる。ここで言う、サンプル数は本稿で利用する質問項目の中に、１つ
でも未記入の項目がある世帯は除いているので、冒頭で述べた総サンプル数よりも当然少なくなる。
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る。

この９５年の結果においては、「北海道」、「全

国」ともに「貯蓄」が有意水準１％で有意に負で

ある。つまり「貯蓄」が高額である世帯は、「全

国」、「北海道」ともに預貯金比率が「２割以上」

となる傾向にある。

特徴的なのは、「北海道」において「貯蓄」だ

け有意だということと、全国では「貯蓄」だけで

なく、「年収」も有意であるということである。

次に今度は９９年度のデータに対しても同様にプ

ロビット分析をおこなった結果（係数）が表３で

ある。

表３でもまた、同様に係数が正であれば「２割

未満」を、負であれば、「２割以上」を選択する

傾向を示している。

この９９年のプロビット分析で最も明確な特徴は、

左側の「北海道」で「貯蓄」が有意でなくなって

しまっていることである。

また、右側の「全国」においては、「年収」、

「貯蓄」は係数が有意水準１％で有意に負である

が、これは全国的に、「年収」、「貯蓄」が高額で

あると預貯金比率は「２割以上」である傾向があ

ることを示している。しかし、北海道においては

この傾向はデータからは伺えない。つまり、北海

道においては、「貯蓄」が高額であっても（ある

いは「年収」を踏まえても）、預貯金比率が「２

割以上」である傾向が失われており、これは「全

国」と比べて「北海道」の世帯がリスク分散化傾

向を示すようになったものと考えられる。

今回の分析は、前回の分析との関係で「２割」

という、かなり少ない割合を基準とした５）。「２割

以上」というと、たいていの世帯が含まれるので

はないかと直観的には感じられるが、実際には、

表２ プロビット分析の結果 ’９５

北海道 全国（除く北海道）

サンプル数 １２９ ２，５２３

対数尤度 －６３．４５４５３ －１，０８８．０５

AIC １．１３８８３ ０．８７８８２２

属性（変数）

世帯主性別 ０．５１７８９５ －０．０１０６６３

世帯主年齢 ０．０２１８８９

世帯人員 －０．０５３６９２ ０．０１９４０２

有業人員 ０．１８６０２２ －０．０３２０４２

年収の対数 ０．３２４８１８ ０．２５７１９２＊

貯蓄の対数 －１．１７２２５３＊ －０．８１０３４２＊

世帯主の職業

一般従業者 －０．４１０５２５ ０．０８５５３８

個人経営・自営業 －０．１１１２８５ ０．０８０５９３

無職 －０．０８４８１７ ０．０８０５９３

住居形態

持ち家 －０．４６５４２０ ０．０９２０６０

＊：１％水準で有意

表３ プロビット分析の結果 ’９９

北海道 全国（除く北海道）

サンプル数 １０９ ２，０９０

対数尤度 －６２．２９８６８ －８９７．９３０１

AIC １．３８１６２７ ０．８７１７０３

属性（変数）

世帯主性別 －０．５０９６２５ ０．１４５９２９

世帯主年齢 ０．００４５３７ ０．０１５０２５＊

世帯人員 ０．２５３９３４ ０．０１８４４６

有業人員 ０．１１３７２２ ０．０５９２７９

年収の対数 －０．２３１９０２ －０．３６５８８９＊

貯蓄の対数 －０．３１９１４６ －０．４７９６９０＊

借入金の対数 －０．０９９２８４ ０．０２７１５３

世帯主の職業

民間企業の常勤 ０．７３１２０８ ０．３６５００９＊

官公庁の常勤 ０．９０４１２１ ０．１７２６８５

その他の団体常勤 ０．０８５８０６ ０．０９６４２６

個人経営・自営業 １．３０６９３４ ０．３７２８２０＊

パート・アルバイト １．５９０２０９ ０．３３２３７６＊

住居形態

持ち家 －０．３１１８０９ －０．２４１２０９＊

＊：１％水準で有意
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北海道において「２割以上である傾向が失われて

いる」という結果は興味深い。

奥井［２００１］の研究でも、「預貯金比率」の

トービット・モデルを用いた分析が行われており、

全国（北海道を含む全国）の世帯主が有業者で年

齢２０―５９歳である世帯において、「貯蓄総額（対

数）」が預貯金比率の大きさに対してプラスに有

意であるという結論が導き出されている。これは

高額貯蓄世帯ほど、預貯金を集中化させる傾向を

示しており、本研究の結果とほぼ一致している。

６ 北海道における９５年と９９年の比較

「拓銀の破綻」の影響について「北海道」の預

貯金比率の分布の変化が、具体的にどのような属

性をもつ世帯の影響なのかという検証結果をまと

めてみたいと思う。

表２、表３ともに「北海道」は有意な変数が少

ないため分析しやすい。９５年には有意に負であっ

た「貯蓄」が９９年には有意ではないことが、北海

道における特徴的な変化である。しかし、全国で

は、「貯蓄」は両年ともに有意である。

この結果から、やはり「北海道」は９５年から９９

年において変化があったと見ることができる。北

海道の「貯蓄」が高額で経済的に安定している世

帯は９５年において有意に負であり、すなわち「２

割以上」を選んでいるという傾向があるが、９９年

になるとそれが有意ではなくなっている。つまり、

「貯蓄」が高額である世帯などでも預貯金比率が

「２割以上」である傾向が失われていると言える

であろう。これらはやはり、「拓銀の破綻」の影

響によりリスクの分散化を志向するようになった

ことを示すものであると考えられる。

つまり、北海道において「拓銀の破綻」により

預貯金比率の分布が変化したのは、高額貯蓄世帯

のリスク分散化の影響であると考えられる。

７ 今後の検討事項

本稿ではある程度、明確な分析結果が得られた

が、厳密に考えると、「北海道」と「全国」に分

けて分析を行った場合、単純に「地方」と「３大

都市圏」の影響が反映している可能性もある。

よって今後は、各郵政局管内別（地域別）の分析

を行う必要があると考えられる。

また、「拓銀の破綻」は「北海道」固有の出来

事であるが、金融不安それ自体は全国的なもので

ある。そういった意味においても、地域別の特徴

とその背景に関する分析は重要である。「機関利

用調査」には、９１年にも預貯金比率のデータがあ

るので、今後はそれも用いて地域別のプロビット

分析の結果を、時系列変化を追いながら比較検証

したい。

５）ここでは、詳細な結果は示さないが、「４割」、「８割」で同様に区切った分析も行った。図２では「２割以上～４割未満」で
も全国と北海道では多少の差がある。しかし、「４割未満」で区切った場合でも、「２割未満」を選択した世帯の影響が大きく
結果はほぼ同様であった。
また、「８割以上」で区切った場合、両年とも北海道では目立って有意な変数はなかったが、全国で９９年のみ、貯蓄が１％
水準で有意に正であった。つまり、全国でも高額貯蓄世帯に分散化傾向がみられる。しかし、それは預貯金比率８割以上から、
それ以下へ移行したものであり、極端な分散化ではない。
図１、２で見ると、９５年から９９にかけて、「８割以上１０割未満」および「１０割」は割合がほとんど変わっていないが、それ
を構成する世帯の特性は変化しているということも同時に言える。
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法人企業統計調査とは

「法人企業統計調査」とは、財務省が発表する

統計調査で、国内の法人企業経営に関する統計で

す。

この調査は、「年次別調査」と「四半期別調

査」からなり、前者は金融・保険業を除く営利法

人の前年度における確定決算の計数を調査の上、

毎年９月に発表しています。これに対して速報的

側面のある後者は対象企業をやや絞っており、金

融・保険業を除く資本金１，０００万円以上の営利法

人のみを調査対象としています。こちらは、３月、

６月、９月、１２月の上旬に前四半期の仮決算の計

数を発表しています。いずれも標本調査で、全国

の財務局及び財務事務所等を通じて調査票を企業

に郵送して記入を依頼する方法をとっています。

その内容ですが、「年次別調査」も「四半期別

調査」も、企業の経営内容を分析するために必要

な貸借対照表、損益計算書の詳細な財務データが

業種別・資本金階層別にわかるようになっていま

す。そのため、景気動向の見極めに重要なわが国

の企業活動の実態を分析・把握するために大変有

効な統計です。

特に設備投資については企業の資産増加として

それが実現した段階で把握することが可能なので、

資本財出荷指数、機械受注、建設着工などの他の

関連統計と比べても実態をよりよく把握できます。

このことから法人企業統計はGDP（国内総生

産）を推計する際の重要な基礎資料ともなってい

ます。

本稿ではこの法人企業統計のデータを使って最

近の我が国の企業収益と設備投資の動向について

簡単に概観してみます。

規模別に見た国内企業の姿

法人企業統計調査では国内の企業データを資本

金階層別に発表していますので、国内企業の動向

を規模別に探ることが可能です。本稿では以降、

資本金「１０億円以上」の企業を大企業、「１億円

以上１０億円未満」の企業を中堅企業、「１，０００万円

以上１億円未満」の企業を中小企業・「１，０００万円

未満」の企業を個人企業と表記して説明します。

図表１は２００１年度のわが国の企業を規模別に分

け、法人数、従業員数、売上高、経常利益、設備

投資額などの項目について、それぞれの規模の企

業が全体に対してどの程度の割合を占めるかをグ

ラフ化したものです。

このグラフを見て最初に気づくことは、数の上

では全法人数約２６０万社に対してわずか０．２％

（５，５５９社）を占めるに過ぎない資本金「１０億円

以上」の大企業が、総従業員数の２割弱を雇用し、

総売上の４割弱を販売し、さらには総経常利益の

半分を稼ぎ出しているという事実でしょう。設備

投資についても全体の合計金額３７兆円の半分以上、

約２０兆円を大企業が占めています。

ちなみに２００２年１０月末時点で東京証券取引所に

トピックス

法人企業統計調査から見た企業収益と設備投資動向

第三経営経済研究部研究官 内藤 秀司
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（約28兆円）�
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法 人 数　�
（約260万社）�

7.6％�

16.3％�

53.7％�

26.0％�

29.9％�

39.3％�

53.0％�

45.1％�

13.2％�

14.0％�

14.7％�

12.3％�

55.8％�

54.3％�

38.3％�

18.4％�

1.8％�

5.0％�

1.0％�0.2％�

0％� 10％� 20％� 30％� 40％� 50％� 60％� 70％� 80％� 90％� 100％�

上場している国内企業数は２，１００社（第１部上場

１，４９６社、第２部上場５６７社、マザーズ上場３７社）

ですので、資本金１０億円以上の企業群は上場会社

の大部分と未上場の大企業から構成されることに

なります。

いわゆる中堅企業に該当する資本金「１億円以

上１０億円未満」の企業数は２７，３０１社とこれも全国

の法人数の１．０％に過ぎません。これらの企業は、

総従業員数の１２．３％を雇用し、総売上の１４．７％を

販売し、総経常利益の１４．０％を稼ぎ出しています。

そして設備投資について占める割合は１３．２％と

なっています。

次に、資本金「１，０００万円以上１億円未満」の

中小企業ですが、これらの企業は数の上では約

１１７万５，０００社と全国の法人数の４５．１％を占め、従

業員数でも５３．０％を占めます。しかし、売上では

３９．３％、経常利益では２９．９％とそのウエィトは下

がっていき、設備投資では２６．０％を占めるに過ぎ

ません。

最後に資本金「１，０００万円未満」の個人企業で

すが、これらの企業は数の上では約１４０万社と全

国の法人数の５３．７％を占めるものの、従業員数で

は１６．３％を占めるにすぎません。単純平均して計

算してみると１社あたりの従業員数は４．３人に過

ぎず、家族を中心とした個人経営の有限会社がそ

の多くを占めると考えられます。これは１９９０年の

商法改正により１９９６年４月以降、株式会社は

１，０００万円、有限会社は３００万円が最低資本金と定

められたためです。個人企業は売上では６．７％、

経常利益では１．８％とそのウエィトは下がってい

きますが、しかし設備投資では５．０％と経常利益

に比べれば全体でのシェアは高くなっています。

ここではグラフを示しませんでしたが、１０年前

（１９９１年度）および２０年前（１９８１年度）の法人企

業統計を分析してもこのような大企業優位とでも

いうべき傾向は同様に見てとることができます。

利益率の高い企業であれば業績が進展して売上・

内部留保が増え、株式公開等による資本増強の機

会も増えていくことを考えればこれはある意味当

たり前かもしれません。一般化すれば、規模の大

きい企業ほど効率よく人を使って利益を上げてい

ることを示しています。次にこの点を労働生産性

の推移から検証してみましょう。

図表１ 規模別に見た国内企業の姿

（出所） 財務省「法人企業統計調査」
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企業の労働生産性の推移について

付加価値とは生産の過程で新たに加えられた価

値を言います。具体的には売上高から原材料費や

減価償却費などの生産者費用を差し引いたもので

すが、言い方を替えれば経常利益に人件費、借入

利子、賃貸料、租税公課などを足し合わせたもの

です。そして従業員１人あたり付加価値額は労働

生産性とも呼ばれ企業の効率性を表す指標となっ

ています。

図表２は従業員１人あたり付加価値額を企業規

模別に示しています。グラフを見て明らかなよう

に、従業員１人あたり付加価値額は過去２０年間一

貫して企業規模が大きいほど高く、またその増加

額についても同様の傾向が見られます。また、バ

ブルが崩壊する９０年代初頭までは労働生産性はそ

れぞれ程度に差はあっても、どの規模の企業でも

着実な上昇傾向にありました。特に大企業につい

ては上下の変動が大きいものの全体としてその伸

びは相当に目立つものでした。

しかし、バブル崩壊以降は企業規模によって労

働生産性の推移には大きな差が出てきています。

大企業の労働生産性は低下する局面があっても中

期的には上昇傾向をなんとか維持していますが、

中堅企業ではほぼ横這いで推移するようになり、

中小企業や個人企業に至っては若干ながら減少傾

向を示すに至っています。

バブル崩壊後の１０年は最近よく「失われた１０

年」と呼ばれますが、この日本経済の長期低迷が

規模の小さい企業にとってより深刻なものであっ

たことを示唆しているものと言えましょう。

図表３では従業員１人あたり付加価値額の推移

を製造業・非製造業別に見ています。バブル崩壊

以前は製造業、非製造業の双方が着実に上昇して

きたといえますが、バブル崩壊を契機に横這いと

なっています。さらに９５年頃以降は製造業のそれ

が上昇に転じ、その後も上下の変動はあっても上

昇傾向を示しているのに対し、非製造業は同じ頃

から逆に低下傾向を示すようになっています。

これはバブル期に行った過剰な借入が重荷と

なって収益が低迷している企業が建設業、不動産

業、流通業など非製造業の業種に多いことを反映

しているものと思われます。また、バブル崩壊以

降、日本企業全体の労働生産性の数値が低下して

いるのは、この非製造業の労働生産性低迷の影響

が大きいと言えそうです。

図表２ 規模別労働生産性

（出所） 財務省「法人企業統計調査」

図表３ 業種別労働生産性

（出所） 財務省「法人企業統計調査」
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産業別の企業動向について

最近の我が国の景気を概観すれば、９９年から

２０００年にかけてはITブームに沸いて好転しまし

たがそれも長続きはせず、２００１年に入って景気は

後退局面に入りました。２００２年初頭から、好調に

推移する海外輸出を中心に景気は回復傾向を示し

てはいますが、継続するデフレと世界的な株安傾

向もあってその足取りは弱く、先行きはなお懸念

されています。この状況のもと２００２年１２月に発表

された２００２年７―９月期の法人企業統計調査を産

業別に見てみましょう。（図表４、５、６参照）

まず売上高ですが、全産業の売上高は前年同期

比でマイナス６．９％と、５四半期連続のマイナス

だったものの減少幅は４―６月期のマイナス

９．２％に比べて縮小していました。産業別に見る

と製造業の売上高は前年同期比マイナス２．１％、

非製造業の売上高は前年同期比マイナス８．８％と

なっており製造業の売上の回復が先行しているよ

うです。

経常利益は、全産業では前年同期比２０．５％とな

り、４―６月期のマイナス１６．８％に比べて大幅な

改善を示しています。特に製造業では前年同期比

４８．８％と大幅に改善しています。これに対し非製

造業では前年同期比７．５％の小幅な増加に留まっ

ています。

設備投資は全産業では前年同期比マイナス

１３．９％（４―６月期はマイナス１５．５％）と減少幅

はやや減ったものの４四半期連続の２桁減少を続

けています。特に製造業の設備投資は前年同期比

マイナス２３．１％で低迷しています。これに対し非

製造業の設備投資は前年同期比マイナス８．８％と

なっています。

全体的に見れば、デフレが続く中、需要低迷と

価格低下により売上高が伸びないため合理化で利

益の回復には努力しているものの、それが設備投

図表４ 売上高の推移

（前年同期比）

（出所） 財務省「法人企業統計調査」

図表５ 経常利益の推移

（前年同期比）

（出所） 財務省「法人企業統計調査」

図表６ 設備投資の推移

（前年同期比）

（出所） 財務省「法人企業統計調査」
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資の回復にダイレクトには結びつかない現在の企

業動向が鮮明に現われているものと言えましょう。

特に製造業の売上高が前年同期比マイナスであ

るのに経常利益が急回復しているのは、合理化の

推進による経費節減の効果が製造業において特に

著しいことを示唆します。これに対し、非製造業

は売上高の回復が遅れ、経常利益の回復も製造業

ほどは目立ちません。

一方、設備投資については、製造業は非製造業

よりむしろ低水準で推移しており、製造業の企業

が利益回復にも関わらず先行きの不透明感から設

備投資を手控えている様子が窺われます。

回復がばらつく各機械産業の状況

図表７、８、９では一般機械、電気機械、輸送

用機械の各産業の売上高、利益、設備投資につい

て最近の推移をグラフ化しました。これら三業種

は売上高を合計すれば我が国製造業の約四割を占

める日本の製造業の中心ともいうべき分野です。

自動車産業を中心とする輸送用機械産業は好調

な北米輸出に支えられて２００１年度も売上をそれほ

どは落とさず、経常利益・設備投資の落ち込みも

一時的なものに留まっていることがわかります。

強力なリーダーシップのもとコスト削減や販売努

力で業績の回復に成功した企業もあり、日本の産

業を引き続きリードしています。

一方、IT景気の反動を直接的に受ける形に

なった電気機械産業では２００１年度は売上・利益の

急減と設備投資の落ち込みが目立ちました。前年

度までの黒字基調から一転して総合電機や家電な

どの大手企業が最終赤字に陥ったのもこのときで

した。特に経常利益は全体でも大幅な赤字となっ

ており、２００２年度に入って利益に回復の兆しが窺

えるものの、設備投資の回復にはなお時間がかか

りそうです。

一般機械産業には原動機や土木建設機械、運搬

図表７ 機械産業の売上推移

（前年同期比）

（出所） 財務省「法人企業統計調査」

図表８ 機械産業の経常利益推移

（出所） 財務省「法人企業統計調査」

図表９ 機械産業の設備投資推移

（前年同期比）

（出所） 財務省「法人企業統計調査」
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機械、工作機械などの資本財を生産する企業が多

く含まれるため、他業界の設備投資動向の影響を

大きく受ける傾向があります。

２００２年度の売り上げには回復の兆しが伺えます

が利益はふるわず、設備投資は冷えこんでいます。

設備投資とキャッシュフロー

ここで、過去設備投資が企業業績に対してどの

ような関係で推移してきたかを簡単に見てみま

しょう。参考として、図表１０では設備投資金額が

キャッシュフローに対してどんな比率で推移して

きたかをグラフ化しています。キャッシュフロー

とは一般には「現実にどれだけのキャッシュが企

業に入ってきて、出て行ったか」を表示する財務

指標のことで、色々な計算方法がありますが、こ

こでは借入や起債・増資などの外部調達に頼らず

に企業が利用できる金額を想定して、「経常利益

×１／２（税金支払分を考慮）＋減価償却費」を計

算しています。

このグラフを見ると、設備投資金額のキャッ

シュフローに対する比率が、９０年代初頭以降ほぼ

一貫して減少傾向を示してきたことがわかります。

時期別に見れば、日本の企業は９２年度頃までは

キャッシュフローのおよそ１３０％程度の設備投資

を行っていましたが、９３年度から９８年度の間に

キャッシュフローと同水準かそれをやや下回る範

囲に設備投資をとどめるようになり、９９年度以降

はキャッシュフローのほぼ八割以下に設備投資を

とどめる傾向となっていて、さらにこの比率は減

少傾向にあるようです。

９０年代初頭、キャッシュフロー以上の設備投資

を行っていた時期の企業は金融機関からの借入や

起債・増資などの外部調達資金で不足部分を補っ

ていたわけですが、逆に９９年度以降は稼いだお金

の２割以上を設備投資以外に充当しており、その

多くは銀行借入の返済や社債の償還資金に充てら

れています。２００２年１２月２８日の日本経済新聞によ

れば２００２年９月までの１年間に有力上場企業１００

社の有利子負債減少額は３．５兆円、率にして３．１％

に達するとのことでした。

投資に対する期待収益率の低さや財務体質強化

の要請から、キャッシュフローを事業への投資よ

り既存負債の圧縮に充当する傾向は当分の間続き

そうです。

図表１０ 整備投資対キャッシュフロー比率（製造業・非製造業別）

（出所） 財務省「法人企業統計調査」
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また、製造業・非製造業別に見ますと、設備投

資の対キャッシュフロー比率は製造業よりも非製

造業の方で高い傾向にあったことが注目されます。

その差は９８年度以降縮小してきていますが、それ

でも最近までかなりの差があります。

現在では構造不況業種とよばれる建設業、不動

産業、流通業などの非製造業の諸企業が、資金調

達の容易だった９０年代初頭にキャッシュフローを

大きく超える設備投資を借入や起債・増資などの

外部調達によって行ったことがバブルとよばれる

状況であったと言えそうです。

今後の企業動向について

前述のように２００２年１２月に発表された法人企業

統計調査は全般的には企業の経常利益の大幅改善

と売上高と設備投資の減少幅の縮小を示しており、

やや景気回復を示唆するものでした。

しかし、個別の状況を見れば、継続する国内の

デフレ、低迷する内外株式相場、米国景気の減速

による海外輸出減少の懸念、さらにはイラク情勢

による原油価格の上昇など、設備投資意欲を冷え

込ませ、景気の本格的回復を遅らせる先行き不安

要因が多いと言わざるを得ません。

製造業に属する企業は２００１年度以降、既に人員

や設備の合理化に相応の成果を上げつつあり、利

益が出る体制を整えつつあります。２００３年度も引

き続き中国等海外生産を利用したコスト削減の努

力は続けられるでしょうし、新製品開発や海外市

場開拓にも期待がかかります。しかし、国内の売

上高はデフレで伸びにくく、国内設備投資の本格

回復までにはなお時間がかかりそうです。

一方、非製造業に属する企業については、バブ

ル期の過剰債務が残る建設業、不動産業、流通業

など構造不況業種の問題企業の整理がいよいよこ

れからの段階を迎えていると言えましょう。流通

業の中には、消費者のニーズに直結した販売戦略

の構築に成功したコンビニエンスストアや電機量

販店などの企業のように既にその地歩を十分に固

めた業態もありますが、その企業間競争も厳しさ

を増しています。

政府が２００２年秋に発表した「金融再生プログラ

ム」は主要銀行の資産査定の厳格化、自己資本の

充実、ガバナンスの強化などにより日本の金融シ

ステムと金融行政に対する信頼を回復することを

目的にしています。

しかし、不良債権の広範且つ抜本的な処理が行

われれば、当然のことながら多くの企業が市場か

ら退場することになり、それは雇用状況や賃金の

悪化を通じて景気にマイナスの影響を与え、さら

なるデフレの圧力となります。

このような状況を総合的に判断すれば、２００３年

度もデフレが引き続き継続する予想のもとで日本

企業の業績の回復はまだ力に欠けると考えられ、

設備投資が本格的に回復するまでにはなお時間が

かかりそうです。
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小原 宏 第三経営経済研究部研究官

米国の労働力開発・人材育成の取組み 大寺 廣幸 沖縄総合通信事務所長

№１６６ 高齢者にやさしくない金融機関 倉澤 慶子 第二経営経済研究部研究官

企業におけるインターネット活用と企業間

関係に関する調査研究

鎌田 真弓 通信経済研究部研究官

物流連続講演会『日本の物流コストとサプ

ライチェーンマネジメント』

鈴木 準 �サン物流開発代表取締役

観光と電子商取引 大寺 廣幸 沖縄総合通信事務所長

№１６７ コンビニエンスストアの料金収納代行サー

ビス

井浦 雅一 第二経営経済研究部研究官

消費の地域特性に関する分析 佐藤 孝則 第三経営経済研究部研究官

物流連続講演会「花王におけるSCMへの

取り組み」

松本 忠雄 花王システム物流�代表取

締役社長

米国の高速道路とハイウェイ信託資金（特

別会計）

大寺 廣幸 沖縄総合通信事務所長

№１６８ 我が国企業におけるブランド戦略への取り

組み―全日空、日本エアシステム、JTの

事例―

中川 豪 前第一経営経済研究部研究

官

物流連続講演会「日立物流における３PL

事業の展開」

関山 哲司 �日立物流システム開発営

業本部次長

米国の電力事業改革とカリフォルニア州の

電力危機

大寺 廣幸 沖縄総合通信事務所長
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№１６９ 欧米における郵便市場を巡る最新動向―

「第１０回郵便と配達の経済学に関する会議

（ドイツ、ポツダム）」から―

丸山 昭治 第一経営経済研究部主任研

究官

アンケート調査から分かる郵便局の姿につ

いて

河合 亮宗 第二経営経済研究部

携帯電話のリサイクル促進に対する行政の

役割について

住尾健太郎 通信経済研究部主任研究官

連続物流講演会「物流におけるバーコー

ド・自動認識技術の活用」

深田 陸雄 �流通システム開発セン

ター研究開発部長

WorldComの経営破綻と情報通信市場競争

のセイフティ・ネット

大寺 廣幸 沖縄総合通信事務所長

№１７０ 地方債の運用環境の変化 内炭 克之 第三経営経済研究部研究官

食品メーカーとしてのサプライチェーン構

築への取り組み

川島 孝夫 味の素ゼネラルフーヅ�常

勤監査役

ブロードバンド（広帯域）網と高度情報通

信サービス展開の米国の現在

大寺 廣幸 沖縄総合通信事務所長

№１７１ 「拓銀の破綻」と「北海道の金融機関利用

に関する意識」の変化

長瀬 隆久 第二経営経済研究部研究官

物流におけるヒューマンファクター 武田 正治 武蔵工業大学大学院工学研

究科教授

№１７２ コンプライアンス研修・教育体制の整備 遠藤 雅範 第二経営経済研究部研究官

№１７３ 米国のDMM５７（国内郵便マニュアル）に

ついて

松田 桃子 第一経営経済研究部

指定金融機関の今後について 山本 一吉 第二経営経済研究部主任研

究官

ウェブサイト・ユーザビリティの評価要素

と当該要素の公的機関への適用に関する調

査研究

藤井 啓造 通信経済研究部主任研究官

西村 雅人 通信経済研究部研究官

№１７４ 国際社会に貢献する国際ボランティア貯金

～国際協力NGOへの資金助成～

町田 七重 第二経営経済研究部研究官

「拓銀の破綻」にみるリスクに対する意識

の変化

長瀬 隆久 第二経営経済研究部研究官

法人企業統計調査から見た企業収益と設備

投資動向

内藤 秀司 第三経営経済研究部研究官

表紙裏 ていぱーく所蔵錦絵紹介（初代広重「東海道五十三次（保永堂版）」より）

№１６３ ２４ 東海道五拾三次之内嶋田【大井川駿岸】

№１６４ ２５ 東海道五拾三次之内金谷【大井川遠岸】
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№１６５ ２６ 東海道五拾三次之内日坂【佐夜ノ中山】

№１６６ ２７ 東海道五拾三次之内掛川【秋葉山遠望】

№１６７ ２８ 東海道五拾三次之内袋井【出茶屋ノ図】

№１６８ ２９ 東海道五拾三次之内見附【天竜川図】

№１６９ ３０ 東海道五拾三次之内浜松【冬枯ノ図】

№１７０ ３１ 東海道五拾三次之内舞阪【今切真景】

№１７１ ３２ 東海道五拾三次之内荒井【渡舟ノ図】

№１７２ ３３ 東海道五拾三次之内白須賀【汐見阪図】

№１７３ ３４ 東海道五拾三次之内二川【猿ヶ馬場】

№１７４ ３５ 東海道五拾三次之内吉田【豊川橋】

表紙裏 ていぱーく所蔵資料紹介

№１６３ ３７ 初代逓信大臣 榎本武揚（写真）

№１６４ ３８ プレゲ指字電信機

№１６５ ３９ 郵便博物館陳列品原簿

№１６６ ４０ 小判切手の原版

№１６７ ４１ コンクリート製のポスト

№１６８ ４２ 徳川斉昭のダニエル電池と薬品

№１６９ ４３ 北条家伝馬文書

№１７０ ４４ 林式郵便葉書自動押印機

№１７１ ４５ 簡易保険局製作の扇子

№１７２ ４６ 郵便貯金奨励双六

№１７３ ４７ はかり

№１７４ ４８ 佐久間象山の電気治療器

裏表紙 ていぱーく展示場紹介

№１６４ １ 新常設展示場オープン！

№１６５ ２ 「逓信博物館の１００年」展―重要文化財３点公開！―

№１６６ ３ 「逓信博物館の１００年」展―１００周年記念展示！―

№１６７ ４ 「逓信博物館の１００年」展―博物館の「お宝」―

№１６８ ５ 博物館の「ぷれみあむ」コーナー―「逓信博物館の１００年」展より―

№１６９ ６ 〈近代以前の通信〉コーナー―さまざまな情報伝達手段―

№１７０ ７ 〈近代以前の通信〉コーナー―郵便制度の誕生と発達―

№１７１ ８ 〈近代以前の通信〉コーナー―近代郵便制度の誕生―

№１７２ ９ 〈近代以前の通信〉コーナー―わが国の通信制度の発達―
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№１７３ １０〈近代以前の通信〉コーナー「わが国の通信制度の発達」～中世の通信～

№１７４ １１〈近代以前の通信〉コーナー「わが国の通信制度の発達」～近世の通信～

裏表紙 学芸員雑記帳

№１６４ １ 「逓信の意味」

№１６５ ２ １００歳を迎える「特殊通信日付印」

№１６６ ３ 博物館創設の功労者「樋畑雪湖」

№１６７ ４ １００年目を迎える逓信省発行「記念絵葉書」

№１６８ ５ 「小型記念通信日付印」

№１６９ ６ 「明治初期の通信日付印」

№１７０ ７ 「小包郵便の開始」

№１７１ ８ 「お年玉付郵便葉書の誕生」

№１７２ ９ 「明治時代の年賀状」

№１７３ １０「〒」マークについて

№１７４ １１「近代郵便の創業」

その他

№１６３ 〈特別寄稿〉

アクセス料金：OECDの理論と政策（下）

山本 哲三 早稲田大学商学部教授

〈特別寄稿〉

金融政策の機能低下と銀行

渡部 和孝 プリンストン大学経済学部

（前第二経営経済研究部主

任研究官）

〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第４回）〉

情報ネットワーク・システムの分散化

吉田 眞 東京大学大学院工学系研究

科教授

NNT―AT�エギュゼキュ

ティブアドバイザ

小林 勉 NNT―AT�グローバルイ

ンテグレーション推進室長

№１６４ 〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第５回）〉

電子政府を支えるミドルウェア

阪田 史郎 日本電気�インターネット

システム研究所所長

№１６５ 〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第６回）〉

電子政府と無線通信

中野 博隆 �NTTドコモマルチメ

ディア研究所所長

№１６６ 〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第７回）〉

電子政府とデータベースの役割

菰田 文男 埼玉大学経済学部教授

菅原 研次 千葉工業大学工学部教授
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№１６７ 〈特集〉

日本経済再生の方策―第１４回郵政研究所研

究発表会第一部特別講演―

植草 一秀 野村総合研究所主席エコノ

ミスト

№１６８ 〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第８回）〉

ユビキタスカード

村松 晃 �日 立 製 作 所MMCソ

リューションセンター長

№１６９ 〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第９回）〉

IDCのアーキテクチャと電子政府

浅見 徹 �KDDI研究所所長

№１７０ 〈特集〉

ドイツにおける電気通信及び郵便の最近の

動向について―郵政研究所講演会―

カール・ハインツ・ノイマン

ドイツ通信科学研究所所長

№１７１ 〈特集〉

日本経済中期見通し（２００２年度―２００６年

度）

寺谷 淳 第三経営経済研究部主任研

究官

藤重 雅哉 第三経営経済研究部研究官

矢島 徹 第三経営経済研究部研究官

佐藤 孝則 第三経営経済研究部研究官

№１７２ 〈シリーズ「電子政府を支える情報通信基

盤技術」（第１０回）〉

電子政府と新サイバーネットワーク論

浦山 重郎 麗澤大学国際経済学部教授

№１７３ 〈特集〉

日本経済地域見通し（２００２年度―２００４年

度）

寺谷 淳 第三経営経済研究部主任研

究官

小原 宏 第三経営経済研究部研究官

藤重 雅哉 第三経営経済研究部研究官

内藤 秀司 第三経営経済研究部研究官

〈特集〉

「情報通信の産業競争力：政府の役割、民

間の役割」（情報通信シンポジューム）の

開催について

住尾健太郎 通信経済研究部主任研究官

№１７４ 〈特別寄稿〉

移動体通信市場の着信接続料金に規制は必

要か―双方向アクセスと移動体接続規制

山本 哲三 早稲田大学商学部教授

春日 教測 通信経済研究部主任研究官

宍倉 学 通信経済研究部研究官

〈特別寄稿〉

EUにおける放送と電気通信の融合化政策

―２００３年エレクロトニック・コミュニケー

ションの規制フレームワークと放送―

佐々木 勉
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１ 学会・大学・講演会等での発表

「送金決済サービスの現状と利用者の意識」（信越郵政研修所１月２９日）

「ウェブサイト・ユーザビリティの評価要素と当該要素の公的機関への適用に関する調査研究」

（東海総合通信局１月２２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―」

（信越郵政研修所２月５日）

２ 報告書等の発行

「IPTPトピックス」（適宜）

「日本経済地域見通しに関する調査研究」

「金融変革―コミュニケーションの視点から―」ディスカッションペーパー

「金融革新と人間の安全保障」ディスカッションペーパー

「ウェブサイト・ユーザビリティの評価要素と当該要素の公的機関への適用に関する調査研究」

ディスカッションペーパー

３ 広報活動

� Ｐ―sat放映

「デジタルパーク郵政館」（毎週木曜日放映）

� 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「米国世帯の郵便利用動向」（通信文化新報１月３０日）

「デフレ（デフレーション）」（かんぽ資金１月号）

「９月の地域経済総合指標の動き」（かんぽ資金１月号）

「ユニバーサルサービス制度改革の便益」（情報通信ジャーナル１月号）

「江戸の町を描いた錦絵」（郵政１月号）

「厚生年金基金の解散と代行返上の動き」（かんぽ資金２月号）

「１０月の地域経済総合指標の動き」（かんぽ資金２月号）

「情報通信の産業競争力：政府の役割、民間の役割」（情報通信シンポジューム）の開催について

（情報通信ジャーナル２月号）
せいいんほんしょうゆうびんけつ ぎ ぼ

郵便創業時の起案文書「正院本省郵便決議簿」（郵政２月号）

外国切手に掲載された人物「目でみる世界人物百科」第１巻～５巻

（株式会社日本図書センター刊）

４ ていぱーくの特別展

・第３５回手紙作文（絵手紙部門）及び第５２回全日本年賀状版画・絵手紙コンクール中央展

郵政研究所通信
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３月１日（土）～３月９日（日）

手紙や年賀状の交換により心の通い合うコミュニケーションを広めようと募集した楽しく個性豊

かな作品の中から入賞作品約１，６００点を展示します。

・春休みこども大会「コミックボンボン スーパーキャラクターフェスティバル」

３月２０日（木）～３月３０日（日）

講談社発行の人気少年コミック誌「コミックボンボン」の世界から、人気キャラクター別のイベ

ントやマジックショー＆ゲーム大会、工作教室など春休み中の子供達が友達や家族と一緒に楽し

める数々のイベントを開催します。

◆ 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。所属先及び氏名を明記の

上、下記のあて先にお送り願います。

【御意見等のあて先】

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

TEL：０３―３２２４―７３１０ FAX：０３―３２２４―７３８２

E-mail：www-admin@iptp.go.jp

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／

編集後記

時代は昭和から平成に変わろうとしている頃。昭和６３年（１９８８年）６月１０日に郵政研

究所が発足し十余年。本月報は同年１１月に創刊し、この平成１５年３月までに、通算１７４

号の発行を数えました。

この間、様々な環境の変化がありましたが、本年４月、日本郵政公社の設立に伴い、

郵政研究所月報は今月号をもって最終号となる運びとなりました。

郵政研究所月報の永らくの御愛読、誠にありがとうございました。また、御執筆を賜

りました皆様に対しまして、この場をお借りし改めて深く感謝いたします。

ありがとうございました。

（紺野）
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江戸時代になると世の中も安定して商業が盛んになり、手紙のやりとりが
ますます多くなったため、手紙を運ぶ制度として飛脚が発達しました。
飛脚には、継飛脚、大名飛脚、町飛脚などの種類があります。
継飛脚は江戸幕府の文書を運んだ飛脚のことで、通常２人１組になって、

街道を宿場から宿場へとリレーのように引き継ぎながら運びました。
大名飛脚は、大名が江戸と地元の間の連絡をするために利用した飛脚で、

紀伊や尾張の飛脚が有名です。この大名飛脚は、街道の七里（約２８km）ご
とに引き継ぎをする小屋を置いたので、七里飛脚とも呼ばれていました。
町飛脚は一般に人々が利用した飛脚のことです。江戸、京都、大坂の商人たちが幕府の許可を得て、東

じょう び きゃく

海道を利用した飛脚屋を営業しました。（定 飛 脚ともいう。）この飛脚は、ひと月に３回、３つの都市の
間を往復して手紙を運んだので三度飛脚と呼ばれました。また江戸時代の末には、江戸の狭い範囲内だけ
で営業していた町飛脚も現れ、担ぎ棒に鈴を付けていたことから「チリンチリンの町飛脚」という愛称で
町人に親しまれていました。

学芸員雑記帳 「近代郵便の創業」

明治４年１月２４日（太陽暦では１８７１年３月１４日）に、郵便創業の太政官布告が発せられ、同年３月１日
（太陽暦では４月２０日）新式郵便がスタートしました。この制度により、日本最初の切手「竜文切手」４
種の発行と、郵便物を差出すための箱である「書状集箱」（郵便ポスト）の設置が行われました。東京で
は四日市郵便役所（現日本橋郵便局の場所）のほか１１箇所、京都では４箇所、大阪では７箇所に、また、
東海道の各駅には、上り用・下り用の２個ずつが設置されました。切手の販売をする切手売りさばき所も
設置されました。また、郵便業務の機関として、郵便業務全体を統括する駅逓司があり、その下に、現業
機関として東京・京都・大阪の３都市に郵便役所が、東海道の宿場には６２カ所の郵便取扱所が設置されま
した。こうして、従来の飛脚から、国営の近代郵便制度が創業しました。この創業にあたっての最大の功
績者は前島密であり、新しい事業を軌道に乗せたのが、初代駅逓権正の杉浦譲の功労によるものです。（井上恵子）

ていぱーく展示場紹介�

〈近代以前の通信〉コーナー「わが国の通信制度の発達」
～近世の通信～

あかつき ふ じ

「冨士百撰 下三十七 暁の不二」
葛飾北斎筆 模刻彩色

（夜明け時、富士山を背に状箱を担いで走る継飛脚の
様子。早く走るため上半身は裸で運送していました。）

「日本交通図絵稿本 定飛脚の図」
尾形月耕筆

（馬に乗っているのが町飛脚の宰領）

「江戸名所寿留賀町」
初代広重筆

（画面左で箱を肩に担ぎ立ち話をしている２人が町飛脚）

展示場風景

郵便創業当時の郵便役所（左側の建物）
（中央門内は駅逓司、徳川幕府の魚類御用屋敷を
改築したものです。）

日本最初のポスト
（左側は京都・大阪市内用。右側は街道筋用。）

日本最初の切手
「竜文切手」４種
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