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大手チェーン小売業が消費税５％還元セールを行なった時、この試みは消費の拡大

に結びつかないと判断した。５％還元をさらに７％に拡大した店舗を実際に見たとき、

食品売場のテナントの総菜食品は還元の対象になっていなかった。また、食品売場の

外にあるドラッグや写真用品などの売場もテナント経営らしいが、還元セール対象で

はないとされていた。

「２，０００円の買物をしても、１４０円ぐらいなのね」という、その店での買物客の冷静

な声を聞くと、到底強いインパクトを与える試みとは思えなかった。毎日の買物では

自動車のガソリン代にもならない。とは言え、同じ商圏内の買物客の移動が、激しく

なることは容易に想像できた。

日常的な食品売り場をみると、還元セールが消費の拡大に結びつくことは、無理で

あるという実感があった。消費が本当に拡大する（もどる）には、消費者・生活者へ

の将来の安定した収入の保証が必要なのである。

還元セールは消費需要の刺激には役立たないと、そのとき原稿依頼のあったある農

業関係の専門誌の原稿に書いた。農業の世界でも小売現場への関心を高めているので

ある。

だが、そう書くには、かなりの開き直りが必要であった。その時、「権威ある大新

聞」を先頭にジャーナリズムは、その試みの華やかさを大々的に報道していたからで

ある。

自分の判断は間違っていたかもしれない。しかし、自分の見た現実は、そうではな

いことを示している。だが、的を外しているかもしれない。まな板の鯉の心境であった。

その一方で、新聞の記事を書いた人は、実際に小売の現場を見たのだろうかという、

疑問が湧いてきた。ひょっとして、それを最初に実行した小売企業の発表を、丸呑み

しているのではないかとも思った。わたしは自分の「虫の目」を信ずることにした。

現実に、還元セールは瞬間的な効果に終わってしまい、スーパー業界の売上高は息

自分の「虫の目」を信用する

日本大学商学部教授 梅沢昌太郎

巻 頭 言
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切れしている。その一方で、最初にそれを仕掛けた小売企業は圧勝し、同じ商圏に

あってそれに追随できなかった「非力な」チェーン小売企業は、惨憺たる事業業績と

なっている。

ミクロの、そのまたミクロの世界では大成功であったが、マクロの観点からの効果

は全く無かったのである。還元セールはそのような次元での、事業戦略だったのである。

いま、郵政研究所の人々と、共同研究をする機会を持っている。情報システムの先

端にある企業をインタビューして、共通する特性を分析し、情報革新の本質を産業を

横断して解明しようとする研究目的がある。

現実には、期待していた大手有名企業からは冷たい扱いを受けたりして、大変な苦

労を体験している。しかし、非常にユニークな事業情報システムを構築している、中

小企業の数社を「見つけ出した」。そのなかの１社は大臣賞まで受けた情報システム

を破壊し、自分たちの力で自分たちに合ったシステムを、一から作り上げている。

その「知られざる」情報システムは、研究担当者が自分の足と目で確かめ、そして

聞き取りをした、自分たちの宝といえる。「鳥の目」ではなく自分自身の「虫の目」

で見つけ出した貴重で独創的なデータなのである。

もちろん、その情報を客観的に評価するためには、学問的な手法が必要となる。し

かし、野外学での研究は、書斎学では考えられない独創的な発想をもたらしてくれる。

調査報告を書くに際して、自分たちの見つけたその鉱脈の分析と考察を、「蛮勇を

持って」前面に掲げることを勧めている。

鮮度のある美味しい料理としてのレポートを作り出すには、センスと閃きが重要で

あり、その両方ともに、野外での観察とそれを支える好奇心が重要となる。そのこと

を書斎学は教えない。学者の論文なら、書斎での研究業績が高く評価されるだろう。

しかし、研究所は生きた現実を考察し客観化することに、存在意義がある（と思う）。

「閃いていて、独創的で、分かり易い」研究報告が、期待されている。

３ 郵政研究所月報 １９９９．５



［要約］

日本の郵便は、１２０年余の歴史の中で段階的に新しい技術を導入して進歩してきた。最

近では、昭和５９年２月の区分・輸送システムの改善と平成１０年２月の新郵便番号制があげ

られる。新郵便番号制では、バーコードが導入され、機械化で残されていた配達を行う前

処理としての道順組立も機械化された。

一方、わが国に先がけて道順組立の機械化を導入した米国や部分的な競争導入の行われ

た欧州では、現在、郵便処理システムのリストラクチャリングが大々的に行われている。

これらの国々での郵便ネットワークは、集中処理型であるのに対して、わが国は分散処理

型である。欧米の集中型のネットワークがそのまま日本に適用できるとは限らないが、今

後とも、低廉で安定した郵便サービスを提供するため、内外での経験を生かして、「最適

な郵便の区分・輸送ネットワークのあり方」を検討することは重要なことである。

現在の郵便のネットワークは、過去における膨大な投資結果として構築されたものであ

り、現実に日々大量の郵便物がそれにより処理されているので、これを軽々しく変更する

ことはできない。新しいアイデアがあっても、それを実現するには、十分な検討、長い時

間と大きな投資が必要である。こうした条件の下で、最適な区分・輸送ネットワークを構

築する手がかりとして、シミュレーションに期待が集まっている。

平成１０年度の研究の目的は、次のようなアイデアに基づく郵便の区分・輸送ネットワー

クのモデルの１つを構築することである。

１ 区分・輸送ネットワークのうち、重要な拠点である地域区分局の機能を変更し、ま

た、配置数を減少する。

２ 地域区分局機能を評価する軸として区分方法、運送便の設定及び送達時間をパラ

メータとする。

３ 区分方法としては、差立区分及び道順組立の集中化を考慮する。

なお、平成１０年度の研究では、検討の対象を全郵便物のうちの７０％以上を占めている第

一種定形郵便物及び第二種郵便物に絞った。

今後は、これまで検討してきたモデルを取りまとめるとともに、更に複数のモデルを構

郵便の区分・輸送ネットワークに関する研究

技術開発研究センター主任研究官 岩間 司
研究官 佐藤 政則
研究官 田村 佳章

調査・研究
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１ 研究の背景

最適な区分・輸送ネットワークを設計すること

は、郵便事業にとって永遠の課題である。

郵便の区分・輸送ネットワークは、創設以来、

今日に至るまでの間、輸送及び区分の技術的進歩、

郵便需要の変化に対応して、再構築を繰り返して

きている。

欧米においては、郵便処理システムのリストラ

クチャリングが大々的に行われている。オランダ

は、全国の郵便処理センターを二度にわたって再

編成した。ドイツでは、１９９０年の東西統合に伴い、

“２０００年の郵便：Brief ２０００”のスローガンの下

に全国の処理システムを再編成中である。アメリ

カでも自動化計画が更に大規模に計画されている。

また、日本でも昨年２月から新郵便番号制が始ま

り、配達道順組立の機械化が進みつつある。

このような大々的な変革が行われているのは、

情報通信技術の著しい発展が郵便情報機械や輸送

管理システムの進歩を促しているためである。そ

れは、製造業においてコンピュータにより制御さ

れる生産システムが生産方式を根本から変えつつ

あるのと全く同様に、郵便においても、一世紀余

にわたった手作業本位の時代から情報化による新

しい処理方法の時代へと移行しつつあるというこ

とであろう。

２ 研究の目的

郵便コストに占める人件費的経費の比重は、約

７割に達していると言われており、しかも、この

人件費は年々増加する傾向にある。従って、現行

の郵便サービスの料金水準をできるだけ維持する

ためには、人件費的経費のコスト削減が必要不可

欠である。

人件費の削減を行うには、一定のサービスを生

産するのに必要な労働時間を削減することが最も

効率的である。このため、日本の郵便事業におい

ては従来から機械化・情報化が進められてきた。

前述した新郵便番号制と同時に行われた新郵便処

理システムもこの機械化・情報化の一環である。

また、現在の日本の区分・輸送ネットワークは、

「５９．２区分運送システムの改善」が基本となって

いるが、この改善から既に１４年が過ぎ、当時とは

郵便事業を取り巻く環境も大きく変わっている。

このため、地域区分局の業務内容、配置問題及び

輸送ネットワークのあり方等についても見直し、

効率化を図るべきではないかという意見も出てい

る。

前記した世界の動きの中で、日本の郵便のネッ

トワークは、基本的には分散処理の形を取りなが

ら、部分的な集中処理が行われてきた。

しかし、これまでは、「今後、郵便事業の区

分・輸送ネットワークはどうあるべきか」という

問題について自由な発想に基づいてモデルを作り、

その実現可能性、経済性を探るというタイプの検

討はなされていなかった。

そこで、本研究の目的は、「わが国に適した区

分・輸送ネットワークのあり方」についてある一

定の答を模索するものである。

３ 研究の進め方

ここで、「郵便の区分・輸送ネットワークの研

究」の進め方全般について述べ、平成１０年度の研

究内容の位置づけを行っておくこととする。

３．１ シミュレーションの意義

現実のネットワークは、過去における膨大な投

資の結果として構築されたものであり、現実に

日々大量の郵便物がそれにより処理されているの

で、これを軽々しく変更することはできない。新

築し、それらをシミュレーションにより比較、検討する必要がある。

５ 郵政研究所月報 １９９９．５



しいアイデアがあっても、それを実現するには、

十分な検討、長い時間と大きな投資が必要である。

こうした条件の下で、最適な区分・輸送ネット

ワークを構築する手がかりとして、シミュレー

ションに期待が集まっている。現実の世界では、

時間と費用がかかり、かつ、失敗した場合のリス

クが大きいものでも、計算機の中でのシミュレー

ションでは、極めて短時間で、かつ、小さな費用

で、試行錯誤的にパラメータを様々に変えつつ、

ネットワークを構築し、動かしてみることができ

るからである。

３．２ シミュレーションを中心とする研究の進め

方

シミュレーションを中心とした区分・輸送ネッ

トワークの研究は、次の５つの段階に分けて考え

ることができる。

�１ 区分・輸送ネットワークの現状の把握

�２ 現状を改善するためのアイデアの抽出（日

本及び外国の郵便事業の経験に基づくアイ

デア、民間における輸送事業等の経験に基

づくアイデア）

�３ アイデアを取り込んだモデル・ネットワー

クの構築（複数のモデルを構築）

�４ モデル・ネットワークのパラメータの最適

化（各モデルごとに最適化）

�５ 最適化されたモデル相互の比較

これらの諸段階は、単純な直列関係にあるので

はなく、シミュレーション結果をみて新たなアイ

デアを作り、それによりモデルを再構築すると

いったフィードバックを含むものである。

３．３ シミュレーションにおける条件設定につい

て

シミュレーションにおいては、様々な拘束条件

の下で、ある評価関数（例えば、ネットワークの

総コスト）を最適化する数理計画法が手法として

用いられる。この場合、シミュレーションを行う

モデルがどの程度現実を反映しているかが問題と

なるが、それは拘束条件をどのように設定するか

にかかっている。区分・輸送ネットワークの検討

においては、少なくとも次のような点を拘束条件

として、考慮する必要がある。

�１ 局の配置及び局舎面積

�２ 送達基準

�３ 機械設備の性能

�４ 機械設備の価格

�５ 人件費

�６ 輸送費

�７ ランニングコスト

�８ リスクマネジメント

３．４ 平成１０年度の研究の位置づけ

平成１０年度の研究は、ある特定のアイデアに基

づく郵便の区分・輸送ネットワークの１つのモデ

ルの構築である。

モデルの構築に当たっては、物流システム（マ

テリアル・ハンドリング及びロジスティクス）、

オペレーションズ・リサーチ、交通工学、経営学

等各方面の専門家からなる研究会を設置し、様々

な意見を聞きながら、研究を進めた。

なお、平成１０年度の研究では、検討の対象を全

郵便物のうちの７０％以上を占めており、業務収入

にも大きな影響を与える第一種定形郵便物及び第

二種郵便物に絞ることとした。

４ 郵便処理の現状

４．１ 郵便処理の流れ

図表１に郵便の流れと特徴的な数値の概数を示

す。

年間２５０億通（平成９年度の普通通常の引受物

数）にのぼる郵便物は、ポスト、郵便局の窓口を

通じて全国５，０００程度ある集配局に取集される。

取集された郵便物は、次いで全国８０程度ある地域

区分局向けに送られる。これを受け取った地域区

６郵政研究所月報 １９９９．５



約5,000局�

取集�

集配局�

地域区分局�

地域区分局�

地域区分局�

集配局�

地域内輸送は�
スター型NW 配達区：約4.7万�

配達先：約5,000万�

地域区分局�

約80局�

地域間輸送はメ�
ッシュ型NW　�

〒�

〒�

年間郵便物：�
　　約250億通�

区分・輸送� 配達�

分局は差立区分、到着区分等の区分を行い、区分

が完了した郵便物を管内の配達局に届ける。配達

局では、受け取った郵便物を配達する順番に並べ、

外務員が配達する。

外務員が配達を担当する区域の単位である配達

区は全国に約４７，０００あり、配達先は約５，０００万箇

所ある。このように、郵便は取集、区分、輸送、

配達の処理を経て流れることになる。

図表２に現行の郵便の区分処理フロー図を示す。

左のフローは手区分の場合であり、右のフローは

機械区分の場合である。

なお、このフロー図は、地域間輸送を伴う郵便

物のフローを示したものであり、実際には地域区

分局を全く経由せずに区分・輸送されるものも多

くある。例えば、自局引受の自局配達となる郵便

物は、集配局で一度区分されれば、それですぐに

配達に回る。

図表２について、簡単に説明する。手区分の場

合には、集配局で地域区分局あてに差立区分を行

い、一部は二次区分（１回で区分できる区分数（区

分棚の口数）を超える場合に行われる２回目の区

分）にまわる。これを受け取った地域区分局は、

把束区分、雑区分（継越区分）を行い、他の地域

区分局向けに輸送する。到着側の地域区分局では、

これを配達局あてに区分する。配達局では、配達

区ごとに区分を行った後、更にこれを配達順に並

べるため、大区分及び戸別組立を行う。

一方、新型区分機などによる機械区分の場合に

は、差立区分において手区分の場合のような二次

区分はなく、また、配達区分においても配達区区

分を省略して、まとめて２パスによる道順組立を

実行する。

４．２ 日本の郵便の特徴

全国の郵便局で引き受けられた郵便物がどこか

らどこへ、どのくらい流れているのか明らかにす

るために、郵政省では「あて地別引受郵便物数調

査」を３年に一度実施しているが、平成９年６月

に行った調査結果では、次のようになっている。

�１ 普通通常郵便物

普通通常郵便物全体では、自県あてが５０．８％

図表１ 郵便の流れと特徴的な概数
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（うち自局区内あては、１３．６％）、他県あてが

４９．２％となっており、他県あては年々増えている

ものの、依然として半数は自県あてとなっている。

機械処理が可能である第一種定形郵便物及び第二

種郵便物について見ると、近隣あての郵便物の割

合はもっと高くなっており、自局区内あては１５％

にも及んでいる。

�２ 一般小包郵便物

一般小包郵便物では、自県あてが３０．２％（うち

自局区内あては、３．６％）、他県あてが６９．８％と

なっており、この割合はほぼ一定である。小包郵

便物については、普通通常郵便物のような近隣指

向性は少ないことがわかる。

以上のことから、日本では大きく性質の異なる

２つの種別の郵便物を扱っているということがい

える。

また、郵便は約１億余りのユーザーから引き受

けた郵便物を約５，０００万の受取人の元へ届けるこ

と、取扱量も年間約２５０億通と膨大な量であるこ

と、などの特徴も有している。

５ 平成１０年度のモデル

５．１ モデルの考え方

平成１０年度に検討したモデルは、地域区分局に

区分機能をできるだけ集中することを基本とする

モデルである。

なお、区分機能を極大化された地域区分局のこ

とを今後、「区分輸送センター」と呼ぶこととす

る。

ｎ口の区分棚（又は区分機）をｍ回使用すると

ｎmのあて先に区分できる。一般に、あて先数が

決まっているとき、区分数ｎが大になれば必要な

図表２ 現在の郵便の区分処理フロー図

（最も経路が長い場合）
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区分回数は小さくなる。

日本のあて先数は約５，０００万である。この場合

のｎとｍの関係を図表３に示す。

以上の考察では、暗黙のうちにあて先ごとの郵

便物数は等しいとしているが、これは現実とは異

なる。平均の区分回数を最小にするには、あて先

ごとの郵便物数の分布により、区分方法を変更す

る必要がある。直感的には、物数の多いあて先を

少ない回数で処理し、物数の少ないあて先にはよ

り多くの区分回数を割り当てることにより、最適

化できそうに思われる。

実は、これは電気通信の世界では、約５０年前に

シャノンが創始した情報理論の最も初歩的な結論

の１つである。

現在の郵便の区分・輸送ネットワークは、情報

理論に基づいて設計されたものではないが、結果

として、ほぼそれに近いネットワークになってい

ると思われる。

５．２ モデルの構築のための観点

本研究では、拠点施設としての区分輸送セン

ターの機能を極大化することによる区分・輸送

ネットワークへの影響を把握すべく、以下の観点

から１つのモデルを構築した。

ネットワークの階層化の見方により、他にも多

くの可能性を有したモデルが想定されるが、今回

は１つのモデルを検討したにとどまり、それらの

構築と相互の評価については今後の課題となった。

今回検討の対象としたのは、

�１ 区分・輸送ネットワークのうち、重要な拠

点である地域区分局の機能を変更し、また、

配置数を減少する。

�２ 地域区分局機能を評価する軸として区分方

法、運送便の設定及び送達時間をパラメー

タとする。

�３ 区分方法としては、差立区分及び道順組立

の集中化を考慮する。

という発想に基づくものである。

区分処理を集中化した場合、機械要員を効率的

に使用できるメリットが生まれる可能性がある反

面、次のようなデメリットが発生することも考え

られるため、この面についても考慮する必要があ

る。

図表３ 区分数と区分回数の関係

（配達箇所数５，０００万に区分する場合）
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・ 集中化により区分処理に当てることができ

る時間の制限が厳しくなり、区分機の配備

台数増加要因となる。

・ 集中する局に広大な局舎面積が必要となる。

・ 運送コストが増加する。

５．３ １つのモデルの構築

以上の条件整理の下、１つのモデルを構築して

みた。

まず、集配局は郵便物の取集を行い、これを区

分しないで直接、区分輸送センターへ運ぶ。２回

で配達区まで区分するためには、計算上√４７，０００

≒２１７であり、区分輸送センターでは、２１７口の区

分を２回行えばよい。

差立側の区分輸送センターで２１７区分が行われ

た郵便物は、約８０の到着側区分輸送センターに平

均３口（実際には２～５口分）がまとめられて輸

送される。これを受けた到着側区分輸送センター

では、それぞれを２１７口に区分し、配達区分を完

了する。

配達区分が完了した郵便物は、区分輸送セン

ターあるいは配達局において２パス区分で道順組

立を行う。

このような区分処理の流れを図表４に示す。ま

た、区分輸送センターのモデル案を以下に示す。

区分輸送センターのモデル案

�１ 現在の地域区分局機能を見直して区分輸送セ

ンターとする。

�２ 区分輸送センターは、差立区分、到着区分及

び道順組立の一部を行う集中区分局及び輸送

のハブ局とする。

�３ 引受から配達までの区分工程を４ステップと

する。

�４ 差立側の継越区分（雑区分、把束区分）を極

力少なくする。

�５ 差立区分と到着区分の２ステップで現在の配

達区まで区分する。

�６ 区分輸送センターの施設は、極力、既設の地

域区分局等を活用することとし、増改築及び

一部の移築で対処することを原則とする。

なお、比較的土地等の制約条件が緩やかな

地方においては、新築も考慮する。

図表４ モデルにおける区分処理の流れ
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６ 今後の課題

平成１０年度に行ったのは、「シミュレーション

を中心とする郵便の区分・輸送ネットワークの研

究」の一部分にすぎず、以下のような課題が平成

１１年度以降に残されている。

６．１ シミュレーションに関する課題

�１ 現状把握

平成１０年度は、ひとまず１つのモデルを作成し

たが、検討の段階で現状把握の重要性を痛感させ

られた。今後、シミュレーションを実行する場合

や新たなモデルを構築する上においてもしっかり

とした現状把握を抜きにしては話を進めることは

できない。

そこで、日本の郵便事情と現在進められている

新郵便番号制度における機械化の手法について詳

細な分析を行う必要がある。

�２ モデルの精緻化

比較評価を行うモデルには、平成１０年度評価し

た項目以外に以下の点をパラメータとして加え、

精緻化した複数のモデルを構築する必要がある。

�１ 結束時間を考慮した場合のモデルの妥当性

の検証項目

�２ 施設条件を評価できる項目

�３ 現行の一般局（集配局）における作業内容

及びその方法に関する項目

�４ 機械区分及び手区分におけるオペレーショ

ンに関する項目

�３ モデル間の比較

平成１０年度は、１つのモデルについてのみ検討

を行ったため、モデル間の比較はできていないが、

今後、複数のモデルを作成し、それぞれのモデル

についてシミュレーションによるパラメータの最

適化を行った後、比較・評価を行う必要がある。

６．２ その他の課題

シミュレーションに関するもの以外で、平成１０

年度は検討できなかったが、平成１１年度以降に検

討しなければならない項目について以下に述べる。

�１ 輸送面からの検討

平成１０年度の研究では、主として区分の面につ

いて検討を進めてきたが、ネットワーク全体を考

えるのであれば、輸送の部分を抜きにしては語れ

ない。今後、郵便輸送の見直しを検討する上で考

えるべきいくつかの観点を以下に示す。

�１ 輸送のネットワークの階層

基本的には、現在は集配局を第１段、区分

局を第２段とするハブ＆スポーク構成の輸送

ネットワークとなっている。新東京局や新大

阪局は、区分局の上位に位置する輸送ハブの

大拠点としての役割も担っている。

今回のモデルでは、区分輸送センター間の

輸送は現行どおりとした。輸送の効率化を考

える場合、ハブの大規模化を図り、ハブ間輸

送のスケールメリットを生かすことも重要と

考えられ、区分輸送センターより上位の大輸

送センターの必要性についても検討を行う必

要がある。

�２ 輸送のモーダルシフト

道路環境の改善は送達速度の向上に効果を

もたらしている。トラックによる輸送環境を

ベースに、鉄道の持つ長距離、大量、一括輸

送における低コスト性を活用することや、区

分輸送センターの位置関係から生じる送達速

度の悪化等を防ぐ手立てとして、航空機を活

用する等の輸送手段のマルチモーダル化も検

討すべき課題である。

最終的な足回りはトラックにならざるを得

ないが、高速道路の整備等により得られる時

間短縮分の利得を単に実質的な送達時間の短

縮に振り向けるのではなく、現在の送達基準

を満たす範囲において、より低コストの輸送

手段採用の可能性の検討も考えられる。

�３ 情報通信技術を活用した輸送の効率化
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本研究における検討テーマであるネット

ワーク構造そのものの課題の他に、効率的に

それを動かすシステムとして、情報通信技術

の活用は大きなキーポイントであり、これを

用いた情報システムの検討が必要であろう。

現在の個別の運送事業者との契約の変更が伴

うであろうが、たとえば以下のようなシステ

ムが考えられる。

・ 効率的なダイヤ作成と配車管理を目指す

積載率管理システム

・ 全国規模の運行管理システム

・ ITS（次世代高度道路交通システム）技

術の導入による道路渋滞回避等輸送時間

の短縮等を目指すシステム

等が考えられる。郵便輸送の効率化にどの

ような輸送情報システムが役立つのか具体的

議論が今後必要と思われる。

�２ 集配局の機能の検討

平成１０年度のモデルの構築においては、全国約

５，０００局の集配局の集配業務は現状維持とした。

しかし、その内務の果たす役割については局に

よってかなりの差があり、今回のモデルのような

処理の集中化を行うのであれば、従来とは異なる

イメージの作業内容となる。例えば、集配局での

窓口業務は現状のままとするのか、集配局と区分

輸送センター間の取集便はどのようになるのかと

いった問題については、平成１０年度は具体的な検

討を行っていないため、今後、検討を進めなけれ

ばならないであろう。また、集配局の統廃合と

いった問題についても検討すべきであろう。

�３ 年賀郵便物への対応

年賀郵便物への対応については、平成１０年度は

特に検討を行わなかったが、区分・輸送システム

の変更を検討するのであれば、この問題も避けて

は通れない。

現状では、各郵便局に年賀対応のための予備室

があり、それでも不足する局においては仮設を建

て、年賀の処理を行っている。また、これの処理

のために多数の非常勤職員を雇用している。

こうしたことから、年賀郵便物の効率的な区

分・輸送システムについても検討を行う必要があ

ると考える。

なお、現実には、年賀郵便物についても、道順

組立の機械処理が始まり、処理物数が拡大されて

いる。

�４ 大型郵便物・小包郵便物等の処理のモデルへ

の取り込み

平成１０年度の研究においては、大型郵便物や小

包郵便物等の区分・輸送システムについては、あ

えて除外して検討を進めた。

しかし、現実の区分・輸送ネットワークにおい

ては、輸送手段の大半は小型郵便物と大型郵便物

及び小包郵便物等とで共用しており、より現実に

近いモデルを作成するのであれば、大型郵便物及

び小包郵便物等を無視するわけにはいかない。

また、大型郵便物については、現在、機械化の

検討が進められていることから、それらの動向も

踏まえながら検討を進める必要がある。

今後は、できるだけ早期にこれらの課題に取り

組んでいく必要がある。

最後に、当研究の発足当時より物流システムの

観点から助言をいただいた早稲田大学の高橋教授、

数理計画法の観点から助言をいただいた同大学の

森戸教授及び郵便機械のあり方の観点から助言を

いただいた佐藤亮氏を初め、研究会に御参加いた

だいた専門家の方々にお礼申し上げるとともに、

今後、当研究がますます充実した内容となるよう、

各方面の方々の御協力をお願いして結びの言葉と

する。
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はじめに

経済成長や国民生活向上等への貢献が高く評価

されてきた我国の経済システムが現在変化しつつ

ある。従来政府固有の役割と考えられていた公共

投資のあり方が再検討されており、民間主体と政

府との共同によるPFI（Private Finance Initia-

tive）の導入への期待が高まっている。電気通信

分野での規制緩和は概ね積極的評価を獲得してお

り、様々な分野で規制が緩和されつつある。経済

システムを「市場中心型システム」と「制度中心

型システム」とに大別した場合、我国の経済シス

テムは後者から前者へと向かっているのである。

金融システムについても同様である。金利規制や

業務分野規制は撤廃の方向にあり、護送船団方式

に代表される競争制限的規制は健全経営規制へと

移行しつつある。まさに金融システムの潮流は市

場化である。

我国の金融市場において民間銀行と併存してい

る公的金融（注１）は、市場化する我国の金融システ

ムにおいて、どのような役割を果たし得るのであ

ろうか。その役割は減少してしまうのであろうか。

本稿ではこのことについて考えてみたい。

金融システムの市場化の意味すること

市場機構には畏怖すべき効率性がある。需要の

増加に伴って価格が上昇し、供給の増加に伴って

価格が低下するという市場機構のために、財・

サービスの過不足が発生せず、需要・供給の均衡

がはかられる。ある財・サービスの需要の増加に

伴って、誰に命じられるのでもなく、その財・

サービスの供給が増加するのみならず、関連する

全ての財・サービスの需給の変化が誘発され、新

たな均衡状態が実現するのも市場機構の効率性の

賜物である。仮にもし市場機構が存在しないとす

れば、我々は欲する財・サービスの獲得のために

取引相手の慈悲に訴えたり、政府へ陳情せざるを

得なくなってしまうだろうし、仮に政府が命令に

よって全ての財・サービスの需給均衡を実現しよ

うとすれば、膨大な情報や費用が必要となってし

まうだろう。市場機構は財・サービスの需給均衡

を極めて効率的に達成する。そのような市場機構

の効率性についての研究は経済学の中核的研究の

一つであり、その成果は「厚生経済学の基本定理」

としてまとめられている。

「厚生経済学の基本定理」の重要な意義は、市

場機構の効率性を証明するとともに、市場機構が

効率的とならない条件も明らかにしていることで

ある。ある主体の経済活動が他の主体の経済活動

に直接影響を与えしかも恩賞も罰則も受けない状

況下では市場機構が非効率的となることが示され

金融システムにおける柔
らかな官民関係に向けて

慶應義塾大学経済学部 藤田 康範

視 点

（注１） 本稿における公的金融とは、貝塚（１９８１）等に従い、郵便貯金等を原資として政府系金融機関などから民間経済主体に資
金を供給する主体のことである。
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ている。企業の設立が周辺の住環境を改善するが

企業が恩賞を受けない場合、あるいは悪化させる

が罰則を受けない場合等がその例である。「技術

的外部経済に起因する市場の失敗」である。「制

度中心型システム」も万能ではないが、「市場中

心型システム」もまた万能ではないのである。

このことは金融市場の効率性を考える上で重要

である。金融機関の融資先である企業は産業内で

影響を互いに直接授受する存在である。産業内の

生産経験の蓄積は技術革新を生み、しかもその技

術は同世代のみならず次世代へと伝播していく。

技術革新を行った主体がその恩賞を受けるのでは

必ずしもない。

そのような関係がある場合には、市場機構が必

ずしも効率的ではないことを「厚生経済学の基本

定理」は教えているのである。それゆえ、金融シ

ステムの市場化に伴って、何らかの補完が必要と

なってくる（注２）。

公的金融は、制度的に定められた行動原理の下

で、金融市場において民間銀行と併存しており、

いわば「市場」と「制度」の両者の性質を併せ持っ

ている。市場化する金融システムを補完する可能

性が公的金融にはあるのではないだろうか。

公的金融に関する研究の潮流

公的金融が金融システムを補完する可能性に着

目した分析は、貝塚（１９８１）等を濫觴として行わ

れている。貝塚（１９８１）は、民間銀行が寡占状態

にある場合に、公的金融が競争促進的手段として

の機能を果たす可能性を指摘した。貝塚（１９８１）

の問題意識は、井手・林（１９９２）、吉野・藤田

（１９９６）等に継承され、金融市場において公的金

融と民間銀行とが併存することの帰結が新産業組

織論的モデルによって分析されている。公的金融

の制度的特徴は、井手・林（１９９２）においては厚

生最大化、吉野・藤田（１９９６）においては収支相

償下での預金者余剰・借入需要者余剰の最大化と

定式化されている。

藤田（１９９８）では、そのような研究の系譜に、

技術の蓄積および次世代への伝播という産業内の

通時的直接的相互依存関係を組み込むことを試み

た。藤田（１９９８）における産業はinfant期を経て

mature期を迎える。“manna from the heaven”

のように外生的に与えられるのではない。infant

産業の生産性は低いが、infant期における生産経

験の増加によって培われた技術が次期へと伝播し、

mature期における資金需要が増加するものと想

定されている。

藤田（１９９８）では、infant産業とmature産業が

毎期併存しているという世代重複モデルを構築し、

日本版金融ビッグバンに伴って民間銀行間の競争

が激化している状況において、市場化する金融シ

ステムを公的金融が補完できるのかどうかについ

て考えた。公的金融の制度的特徴は収支相償下で

の預金者余剰・借入需要者余剰の最大化である。

藤田（１９９８）で得られた主な結論は以下の通り

である。

�１ 民間銀行間の競争が活発化している状況に

おいては、公的金融がmature産業への貸出

を増加させることによって、mature産業へ

の民間銀行の貸出、mature産業への貸出市

場の余剰、infant産業への貸出市場の余剰が

共に増加し、経済全体の利益が増加する。

�２ 民間銀行間の競争が活発化している状況に

おいては、公的金融を仮に廃止し民間銀行へ

補助金を供与しても経済全体の利益が必ずし

も増加しない。

（注２） 金融機関の特質に起因する市場の失敗も指摘されている。
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生産技術の蓄積・伝播と公的金融

�１は公的金融がmature産業への貸出市場にお

ける民間銀行との競合を強めると、mature市場

における民間銀行の活動が活発化し、しかも経済

全体の利益が増加することを示しており、民間銀

行への補助金供与では公的金融の役割が代替され

ないことを�２は明らかにしている。そのような結

論が導出される論理展開の概要は以下の通りであ

る。

infant期における生産経験の増加に伴って技術

が向上し、それが同世代・次世代へ伝播し、ma-

ture期における資金需要が増加するという状況に

おいては、経済全体としてはinfant産業への貸出

の増加が必要である。金融機関が長期的視点を

持って「迂回生産」を行う必要があるのである。

しかし、民間銀行間の競争が活発化している場合

には、民間銀行は来期の利益増加を期待してin-

fant産業への今期の貸出を増加させることができ

ない。民間銀行は利潤最大化をはかるものの、

mature産業への貸出からの利潤、infant産業への

貸出からの利潤がそれぞれ消滅しているからであ

る。

民間銀行はmature産業への貸出よりもinfant産

業への貸出を優先させることができず、その結果、

infant産業への民間銀行の貸出が社会的最適値を

下回ってしまう。infant産業への貸出の増加が社

会的には望ましいのにも関わらず、金融市場が仮

に民間銀行のみから構成されているならば、実現

し得ないのである。

収支相償を制度的に定められた公的金融であれ

ば、infant産業への貸出からの赤字をmature産業

への貸出からの黒字によって補うことができる。

公的金融がmature産業への貸出を行って利潤を

獲得すると、infant産業への貸出を増加させるこ

とができるので、infant産業への貸出総量が社会

的最適値に近づくことになる。しかも、民間銀行

への補助金供与では代替できない可能性が高いこ

とも示されている。

これまで公的金融は「民業補完」の名の下に、

利益のあまりあがらない分野への貸出に専念する

ことを理念とし、利益のあがる分野での民間銀行

との併存を避けてきた。すなわち、mature産業

への貸出よりinfant産業への貸出を重視してきた

のであるが、民間銀行間の競争が活発化している

状況においては、公的金融がmature産業への貸

出において民間銀行との競合を強めることが経済

全体の利益を高めること、しかも民間銀行への補

助金供与では代替できないことが示されている。

このことは、金融システムの市場化における補完

の一つのあり方を示唆している。

おわりに

本稿では、我国の金融システムが「市場中心型

システム」へと向かう状況において、公的金融が

どのような役割を果たし得るのかについて考えた。

日本版金融ビッグバンに伴って民間銀行業間の競

争が活発化している状況においては、民間銀行へ

補助金を供与するよりも、制度的側面を持つ公的

金融が金融市場に併存することの方が経済全体の

利益を増進する上で優越することが概説された。

現在の日本経済の不況の原因については様々な

意見が述べられているが、単なる景気循環の底に

あるのではないという見解が有力である。膨大な

過剰投資を抱える一方で、今後の潜在的ニーズの

増加に対応すべき新規・成長分野が十分に伸びて

きていないという主張が説得的なのである。

そのような認識に基づいて、産業構造転換の促

進を重視する政策への転換の必要性が強く提言さ

れている。

新規産業育成の重要性はシュンペーター等も強

調している通りであるが、そのための金融支援と

しては、民間銀行のみでは不十分であり、公的金
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融の積極的な関与が必要である。「市場」と「制

度」の両者の性質を併せ持つ公的金融が金融市場

に併存するという「柔らかな官民関係」が、我国

の経済を活性化する上で、一つの手がかりとなる

のではないだろうか。

引用文献

井手一郎・林敏彦（１９９２）「金融仲介における公的部門の役割」

『現代日本の金融分析』堀内昭義・吉野直行編 東京大学出版会

貝塚啓明（１９８１）「金融業における官業と民業」『季刊現代経済 臨時増刊』

藤田康範（１９９８）「金融ビッグバン・企業のライフサイクルと公的金融」『三田学会雑誌』

吉野直行・藤田康範（１９９６）「民間銀行と公的金融が併存する金融市場における競争と経済厚生」『経済

研究』
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○日銀短観（11年３月調査）･･･全国大企業・製造業の業況判断は▲47と12月調査（▲49）から改善�

 全国大企業・業況判断D.I .の推移�

 
 （注）シャドーは景気後退期を示す。11年6月の値は予測値。�      (注) シャドーは景気後退期を示す。11年6月の値は予測値。�

《ポイント》�
・ 日銀短観（企業短期経済観測調査、３月）によると、全国大企業・製造業の業況判断は、▲47と前回調査の▲49から若�
　干改善した。前回12月調査時の３月予測値は▲43であったが、実際にはこれを下回った。先行き６月については▲38と�
　改善するものの、依然大幅なマイナスが続くと見込まれている。�
・ 全国大企業・非製造業の業況判断は、▲34と前回12月調査時の▲39から同じく改善した。先行き６月については、▲27�
　と改善するものの、依然大幅なマイナスが続くと見込まれている。�
・ 中小企業の業況判断は、製造業が▲53と前回12月調査時の▲56からやや改善した。非製造業も、▲38と前回調査時の▲�
　43から改善している。先行き６月については、製造業は▲49と改善、非製造業は▲37とこちらも改善が見込まれている。�

(出所:日本銀行　４月５日発表）�

【概　要】�
全体�

・景気は下げ止まりつつある。最終需要は総じて弱い状況にあるが、各種政策効果が下支え。住宅建設は低水準だが、�

一部に持ち直しの動きも。鉱工業生産は低い水準ながらも、在庫調整は進展。雇用情勢は依然として厳しい状況。�

内需面�

・２月の実質家計消費支出：前年同月比－3.8％(２か月ぶりの減少)。�

・２月の新設住宅着工戸数：年率換算値で119.4万戸(8か月連続の120万戸割れ)。�

・２月の機械受注(船舶･電力を除く民需)：前月比－5.0％。�

・�２月の公共工事着工総工事費：前年同月比＋33.5％�

外需面�

・２月の通関貿易黒字：前年同月比－26.6％(３か月ぶりの減少)。�

生産面�

・２月の鉱工業生産指数：前月比－0.6％(３か月ぶりの低下)。�

・２月の在庫率指数(＝在庫／出荷)：前月比＋4.8％(４か月ぶりの上昇)。�

雇用面�

・２月の完全失業率：4.6％(既往最悪を更新)。�

・２月の有効求人倍率：0.49倍(前月と同水準)。�

物価面�

・２月の全国消費者物価(生鮮食品を除く総合)：前年同月比－0.3％。３月の国内卸売物価：同－1.9％。�

景� 気� の� 現� 状�

全国中小企業・業況判断D.I .の推移�

月例経済・金融概観�

日 本 経 済 �

59 60 61 62 63 元�2 3 4 5 6 7 8 9 10 11（年）�
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○通関貿易収支･･････２月の通関貿易黒字は前年同月比－26.6％と３か月ぶりに減少�

海　外　部　門�

《ポイント》�
・�輸出�は�アジ�ア�向け�が�前年�同�月比�で�
－�17.9％�と�減 少 �幅�が拡�大（�１�月は�同� 
－9.5％)､米国向けも同－7.3％と４か月連�
続の減少､ＥＵ向けも同－2.6％と２か月連�
続の減少となったため､全体でも同－12.2％�
と５か月連続の減少となった｡�
・輸入は内需の不振や原油価格の低下等を反�
映して､同－5.7％と14か月連続で前年同月�
の水準を下回った｡�

・この結果､通関貿易黒字は9,370億円、前年�
同月比では－26.6％と３か月ぶりに前年同�
月の水準を下回った。�

(出所：大蔵省　３月�29 日発表)
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○鉱工業生産･････２月の鉱工業生産指数は前月比－0.6％と３か月ぶりに低下�

(注)シャドーは景気後退期を示す。11年３月、４月の点は予測値。�

企　業　部　門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比－2.3％と３か月ぶりに�
　低下した。在庫指数は同＋0.5％と10か月ぶ�
　りに上昇した。この結果、在庫率指数は前�
　月比＋4.8％と４か月ぶりに上昇した。�
・生産予測指数は、３月が前月比＋0.8％、４�
　月が同－3.3％と見込まれている。�
・通産省は、｢生産には底固めへの動きがみら�
　れるものの、最終需要の先行きに不透明さ�
　があり、今後の動向を注視する必要がある｣�
　とし、１月の判断を継続した。�

（出所：通商産業省　３月�29 日発表）�
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○実質家計消費支出･････２月は前年同月比－3.8％と２か月ぶりの減少�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家  計  部  門�

《ポイント》�
・２月の実質家計消費支出は、前年同月比－�
　3.8％と２か月ぶりに減少した｡費目別に見 �
　ると､｢教養娯楽｣や､｢保健医療｣など10費目�
　中４費目がプラス寄与となったが､｢交通・�
　通信｣や｢教育｣など６費目がマイナス寄与と�
　なった｡�
・２月の大型小売店販売額(既存店)は、同 －�
　2.7％と10か月連続で減少した。業態別には､�
　百貨店が同－2.6％､スーパーも同 －2.8％�
　と共に10か月連続で減少した�

（出所：総 務 庁  4 月 5 日発表�
　　通商産業省 3 月�29 日発表）�
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〇雇用者数の伸び･･･３月の非農業部門雇用者数は、前月比＋4.6万人と低い伸び�

(注)シャドーは景気後退期を示す。�

《ポイント》�

・３月の非農業部門雇用者数は、前月比＋4.6万人と２月の同＋29.7万人に比べ伸びは大幅に低下した。内訳を�
　みると、建設業が天候要因等から－4.7万人と減少し、製造業も－3.5万人と減少が続いている。一方、サービ�
　ス生産部門は小売業の減少から伸びは低下したものの、同＋13.5万人と増加が続いている。�

・失業率は4.2％と前月の4.4％から低下し、70年２月以来の低水準となった。�

・インフレ関連指標とされる平均時給は、前年同月比＋3.6％と伸び率は鈍化しており、インフレ圧力は抑制さ�
　れた状態が続いている。� （出所：労働省　４月２日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は拡大。�

・10－12月期の実質ＧＤＰ(確報値)：前期比年率＋6.0％と好調な伸び。�

・３月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）景況指数（製造業）：54.3（ほぼ全項目で上昇）。�

内需面�
・２月の小売売上高：季節調整済み前月比＋0.9％（ほぼ全分野に亘って好調）。�

・２月の住宅着工件数：季節調整済み前月比－0.6％（戸数では年率換算179.9万戸と高水準）。�

・２月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比－0.7％（２か月連続の減少）。�

外需面�
・１月の貿易･サービス収支（国際収支ベース、季節調整値）の赤字幅：前月比＋20.9％の169.9億ドル�

　（92年以降の現行統計で過去最高の水準）。�

・１月の対日貿易赤字：46.6億ドル（貿易赤字全体に占める比率は23.7％と中国に次いで２位）。�

生産面�
・２月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.2％（情報関連産業を中心に底堅い）。�

物価面�
・２月の生産者物価：前年同月比＋0.5％（コア＋2.2％。安定的に推移）。�

・２月の消費者物価：前年同月比＋1.6％（コア＋2.1％。安定的に推移）。�

金融政策�（３月30日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で決定）�
・政策金利（ＦＦ（ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ）金利誘導目標・公定歩合）据置き。�… 
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〇貿易･サービス収支（１月）…国際収支ベース･季調値の赤字は､169.9億ドルと過去最高の水準�

海　外　部　門�

《ポイント》�
・赤字額は、前月比＋20.9％と大幅に増加�
　した。これは輸出の減少が続く一方、輸�
　入が幅広い品目で増加したことによる。�
・内訳をみると、サービス収支の黒字が前�
　月比－0.2％と減少、貿易収支の赤字は同�
　＋14.2％と大幅に増加した。�
・対日貿易赤字は前年同月比＋7.0％と増加�
　したが、赤字全体に占める割合は23.7％�
　と低下し、国別のシェアは中国に次ぐ２�
　位となった。�

(出所:商務省 ３月�18 日発表)
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〇鉱工業生産指数（２月）…季節調整済み前月比＋0.2％と底堅く推移�

（注）シャドーは景気後退期を示す。�

企　業　部　門�

《ポイント》�
・品目別にみると、自動車などが落ち込ん�
　だ一方で、コンピュータ、半導体等情報�
　関連産業が好調だった。�
・鉱工業設備稼働率は、前月比－0.1％ポイ�
　ントの80.3％と、軟調な推移が続いた。�
・生産・出荷等の先行指標とされる製造業�
　新規受注は、前月の民間航空機の急増の�
　反動などから、前月比－2.5％と４か月ぶ�
　りに低下した。�

(出所:ＦＲＢ ３月�16 日発表)
商務省 ３月�31 日発表)
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〇小売売上高（２月）…季節調整済み前月比＋0.9％と好調に増加�

（注）シャドーは景気後退期を示す。�

家　計　部　門�

《ポイント》�
・内訳をみると、自動車が強い結果だった�
　（前月比＋1.8％）他、住宅市況の活況や�
　暖冬気味の気候を反映して建設資材（同�
　＋1.2％）や家具（同＋1.0％）が伸びるな�
　ど、全分野に亘って良好な結果だった。�
　変動の大きい自動車を除くベースでも同�
　＋0.6％と堅調だった。�
・３月の消費者信頼感指数は133.9と５か月�
　連続で上昇した。�

(出所:商務省        ３月�11 日発表)
ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ  ３月�30 日発表)
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○ドイツ：景気が一時的に減速、フランス：緩やかな景気拡大を持続、イギリス：拡大テンポが鈍化傾向�

《ポイント》�
【ド�イ�ツ】�
・２月の鉱工業生産指数（除く建設）は104.2で、前月比－3.4％となり、前年同月比でも－1.1％と31か月ぶりに�
　マイナス。�
【フランス】�
・１月の鉱工業生産指数（除く建設）は108.8で、前月比＋0.6％、前年同月比＋2.3％と堅調に推移。�

【イギリス】�
・２月の鉱工業生産指数は101.3で、前月比＋0.1％。前年同月比では－0.1％と２か月連続でマイナス。昨年７月�
　をピークに緩やかな低下傾向。�

（出所：独連邦統計庁､仏国立経済統計研究所､英中央統計局）�

【概要：欧州経済】�
全体�
・欧州全域で景気拡大テンポは鈍化傾向。�
・ドイツ：景気が一時的に減速、フランス：緩やかな景気拡大を持続、イギリス：拡大テンポが鈍化傾向�
内需面�
・[ド イ ツ]  ２月の国内資本財新規受注：前月比－3.1％、前年同月比－5.7％。�

２月の製造業新規受注：前月比－1.7％、前年同月比－4.5％。�
１月の小売売上数量：前月比＋5.5％、前年同月比＋0.2％。�

・[フランス] ２月の工業品家計消費：前月比－3.4％、前年同月比では＋4.6％。�
・[イギリス] ２月の小売売上数量：前月比－0.4％、前年同月比＋1.3％。�
外需面�
・[ド イ ツ］�１月の貿易収支：121億マルクの黒字、前年同月比＋59.0％と拡大（輸出が同－3.2％、輸入が�

同－9.8％と輸入の減少が輸出の減少を上回ったため）。�
２月の国外向け製造業新規受注：前年同月比－3.3％。�

・[フランス]  １月の貿易収支：95億フランの黒字、前年同月比－16.8％と減少。�
・[イギリス]  １月の貿易収支：28億ポンドの赤字、前年同月比＋246.3％と拡大。�
雇用面�
・[ド イ ツ]  ３月の失業率：10.5％（前月比変わらず）。�
・[フランス] ２月の失業率：11.5％（前月比＋0.1％ポイント、20か月ぶりに増加）。�
・[イギリス] ２月の失業率：4.6％（7か月連続変わらず、低水準を維持）。�
物価面�
・[ド イ ツ]  ３月の消費者物価：前年同月比＋0.5％、2月の生産者物価：前年同月比－2.4％｡�
金融政策�
・ECB（欧州中央銀行）の政策金利：4月8日に3.00％から2.50％へ（0.50％引下げ）�
・イングランド銀行の政策金利：4月8日に5.50％から5.25％へ（0.25％引下げ）�

景　　気　　の　　現　　状�
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上昇傾向の管内�

横ばい傾向の管内�

下降傾向の管内�

　　　　　　　　　　　（�○�：上昇、―：横ばい、×：下降）�

総�合�的�な�指�標�の�動�き�

　１月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､６管内で前月比上昇､６管内で同低下となった｡有効求人倍率（季節�
調整値)は､東北､信越管内で改善し､北陸､九州管内で悪化した｡大型小売店販売額(店舗調整済)は､東京管内を除�
く�11 管内で前年同月比マイナスとなった｡建設関連の指標では､住宅購入を手控える動きが続き､新設住宅着工�
戸数は､四国､九州管内を除く�10 管内で前年同月比減少となった｡建築着工床面積は､北海道、北陸管内を除く�
10 管内で同減少となった｡新車販売台数は､関東､東京､九州管内を除く９管内で前年同月比減少となった｡実質�
家計消費支出は､７管内で前年同月比増加､５管内で同減少となった｡�

（資料）①：通商産業省、各都道府県  ②：労働省  ③：通商産業省  ④：建設省  ⑤：日本自動車販売協会連合会　⑥：総務庁�
         　　なお、地域区分の相違により管内データが公表されていない指標、地域については郵政研究所にて推計�

主�要�経�済�指�標�の�動�き�

《１月の動き》�

・上昇傾向の管内　：北海道、東北�
・横ばい傾向の管内：東京、近畿、中国、九州、�

沖縄�
・下降傾向の管内　：関東、信越、北陸、東海、�

四国�

※ 以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済指標を作成し、�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４月９日現在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。�

地 域 経 済 �

10 年２月� ３月� ４月� ５月� ６月� ７月� ８月� ９月� 10 月� 11 月� 12 月� 11 年１月�

北海道� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －� －� －� －� 〇�

東　北� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －� 〇� 〇�

関　東� ×� ×� ×� ×� ×� －� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

東　京� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －�

信　越� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

北　陸� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

東　海� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

近　畿� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －� －�

中　国� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －� －� ○� －� －�

四　国� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

九　州� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －�

沖　縄� ×� ×� ×� －� －� －� ○� ○� －� ×� ×� －�

北海道� 東北� 関東� 東京� 信越� 北陸� 東海� 近畿� 中国� 四国� 九州� 沖縄� 全国�

鉱工業生産指数（季節調整値、前月比）� ①�
有効求人倍率（季節調整値、前月差）� ②�
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）�③�
新設住宅着工戸数（前年比）� ④�
建築着工床面積（商工業･ｻｰﾋﾞｽ用、前年比）�④�
新車販売台数（乗用車、前年比）� ⑤�
実質家計消費支出（勤労者世帯、前年比）�⑥�

ＣＩ(平成３年＝100、３か月移動平均)
ＣＩ(平成３年＝100、３か月移動平均、前月比)

-1.4 1.8 -1.5 2.0 -0.3 -2.9 -0.2 0.3 0.8 0.1 0.4
0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.02
-5.4 1.5 -7.6 -6.3 -5.4 -6.4 -5.3 -7.4 -4.8 -8.6 -4.6
-15.3 -6.8 -6.3 -6.4 -0.6 -19.6 -3.5 7.6 0.6 -33.4 -11.2
-10.8 -50.4 -34.6 0.2 -37.5 -20.9 -0.2 -18.5 -20.9 -61.0 -20.5
2.2 2.7 -1.2 -8.1 -1.3 -3.6 -1.5 -0.6 0.7 -23.3 -0.9
2.3 -5.0 -9.9 -13.7 -0.7 6.3 5.6 12.8 0.8 16.9 2.6
62.1 61.2 57.6 56.1 57.1 70.5 70.9 69.4 71.3 80.5 63.4

2.3
0.00
-6.0
-22.2
22.2
-5.9
-5.7

79.1
1.8

-3.3
0.02
-5.1
-24.2
-12.7
-4.5
13.1

70.8
0.1 -1.7 0.7 -0.9 -0.4 -0.9 -1.1 -0.3 -0.1 0.0 1.3 0.0

郵政研究所月報 １９９９．５23



管内別地域経済総合指標（平成３年＝100、３か月移動平均）の推移�

3 4 5 6 7 8 9 10 11 (年�)

120

100

80

60

40
全　国�

中　国�
四　国�
九　州�
沖　縄�

3 4 5 6 7 8 9 10 11

全　国�

(年�)

120

100

80

60

40

信　越�
北　陸�
東　海�
近　畿�

3 4 5 6 7 8 9 10 11

北海道�
東　北�
関　東�
東　京�
全　国�

(年�)

120

100

80

60

40

24郵政研究所月報 １９９９．５



◎　北海道管内�

　地域経済総合指標（ＣＩ型：コンポジット･インデックス型､平成３年＝100､３か月移動平均､以下同様）は､�

８年12月以降下落基調で推移していたが､10年11月に横ばいとなり､12月には上昇に転じた｡11年１月も新設住�

宅着工戸数等の改善により前月比＋1.8％と上昇基調を維持した｡１月の総合的な判断も横ばい傾向から上昇傾�

向に転じた｡�

◎　東北管内�

　地域経済総合指標は､９年３月にピークをつけた後下落が続いていたが､10年11月から上昇に転じた｡11年１�

月は､鉱工業生産指数等が減少したものの､新車販売台数や実質家計消費支出などが改善したため､前月比＋0.1�

％の上昇となった｡１月の総合的な判断は12月からの上昇傾向を維持｡�

◎　関東管内�

　地域経済総合指標は､11年１月は前月比－1.7％の62.1となった｡新車販売台数等は伸びたものの､その他の項�

目では総じて減少傾向となったため｡１月の総合的な判断は６か月連続で下降傾向｡�

◎　東京管内�

　地域経済総合指標は､９年７月にピークをつけた後下落基調で推移していたが､11年１月は鉱工業生産指数�

等が改善し前月比＋0.7％の61.2となった｡１月の総合的な判断は下降傾向から横ばい傾向に転じた。�

◎　信越管内�

　地域経済総合指標は､９年３月にピークをつけた後下落基調で推移しており､11年１月も前月比－0.9％と下落�

し57.6となった｡１月の総合的な判断は18か月連続の下降傾向｡�

◎　北陸管内�

　地域経済総合指標は､９年３月にピークをつけた後下落基調で推移しており､11年１月も前月比－0.4％と下落�

し56.1となった｡１月の総合的な判断は21か月連続の下降傾向｡�

◎　東海管内�

　地域経済総合指標は､９年７月にピークをつけた後下落が続いており､11年１月も前月比－0.9％と下落し57.1�

となった｡１月の総合的な判断は17か月連続の下降傾向。�

◎　近畿管内�
　地域経済総合指標は､10年12月に前月比横ばいとなったが､11年１月は鉱工業生産指数等が悪化したため､前�

月比－1.1％と再び下落し70.5となった｡１月の総合的な判断は横ばい傾向を維持。�

◎　中国管内�

　地域経済総合指標は､10年9月以降上昇基調が続いていたが､10年12月は前月比 －1.3％と低下し､11年１月も�

同－0.3％の70.9となった｡１月の総合的な判断は横ばい傾向を維持。�

◎　四国管内�

　地域経済総合指標は､９年７月にピークをつけた後下落を続けており､11年１月も前月比－0.1％と下落し69.4�

となった｡１月の総合的な判断は18か月連続の下降傾向｡�

◎　九州管内�

　地域経済総合指標は､９年４月以降下落基調で推移していたが､11年１月は新設住宅着工戸数等の改善により�

前月比0.0％と横ばいとなった｡１月の総合的な判断は下降傾向から横ばい傾向に転じた｡�

◎　沖縄管内�

　地域経済総合指標は､10年10月以降は入域観光客数の減少などにより下落していたが､11年１月は再び入域�

観光客数が増加したこと等により前月比＋1.3％の80.5となった。１月の総合的な判断は下降傾向から横ばい傾�

向に転じた｡�
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・３月上旬の無担保コール翌日物金利は、日銀は引き続き大幅な緩め調節を実施し、一時史上最低水準の�
　0.03％まで低下した。その後、日銀がやや積み上幅を縮小したことなどから上昇した。中旬も、１兆円超の�
　大幅な緩め調節を継続したことから、準備預金積み最終日の15日も難なくこなし、0.03-0.05％の低位で安定�
　的に推移した。下旬にはいると、0.08％での取引が成立した局面もあったが、日銀は期末要因に配慮し期末�
　に近づくにつれ最大３兆円まで積み上幅を拡大したため、0.03-0.05％での落ち着いた展開が続いた。�

（無担保コール翌日物加重平均金利：0.05％  ３月�31 日現在）�
・３月上旬のＣＤ３か月物金利は、無担保コール翌日物金利の低下を受け様子見ムードが強まり、出会いが無�
　かった。中旬は、短期プライムレートの引き下げと株価上昇を好感して、0.10％での発行が見られた場面も�
　あったが続かず、出会いは数える程度であった。下旬は、過去最低水準の0.07％での出会いが一度見られた�
　が、それ以外の出会いは無かった。　　　　　　　　　　 （ＣＤ３か月物金利：0.07％  ３月�24 日現在）�
・３月上旬の国債指標銘柄利回り（業者間）は、６年国債入札が好調な結果に終わったことや日銀審議委員の�
　ターム物金利引き下げ容認発言を受け、一時1.5％台半ばまで低下した。しかしその後、利食い売りや債券�
　単価調整の再規制との観測記事を受け1.7％台後半まで上昇する場面もあった。中旬に入ると、政府要人の�
　金融政策を巡る発言を材料に1.7％台前半～1.8％台後半のレンジで推移した。その後、４月以降も10年債発�
　行金額と大蔵省資金運用部の債券買入は現行通り継続するとの観測報道を受け、1.6％台後半まで低下した。�
　下旬は、10年債入札が低調に終わったことを受け、利回りは1.7％台後半まで上昇した。しかしその後、押し�
　目買いが入って低下に転じ、さらに30日発表の日銀金融政策決定会合議事要旨(２月25日開催分)を受けて量�
　的金融緩和期待が高まり、1.5％台後半まで低下した。�

（国債指標銘柄業者間利回り終値：1.600％  ３月�31 日現在）�

国　内　金　利�

国　内　株　式�

・3月上旬は、国内投資家の決算対策の売り急ぎが広がり一時�

14000円割れしたが、米国株高､円安基調､長期金利低下等の�

外部環境の好転、一部企業の抜本的事業再編策、銀行の健全�

化計画等を好感し、外国人投資家の大幅な買い越しにより�

15500円手前まで急上昇した。�

・中旬は、利食い売りと外国人投資家による積極的な買いが交�

錯して連日大商いとなる中、16200円台まで続伸した。その後�

は決算を睨んだ利益確定売りと押し目買いが交錯し500円以上�

の激しい値動きで乱高下した。�

・下旬は、外国人投資家の積極的な買い越しが続いたが高値警�

戒感から利益確定売りが強まり15500円台まで続落した後、買�

い戻しにより16000円を回復した。その後は決算期末日を目前�

に控え模様眺めが強まり、国内投資家のポジション調整売り�

や利食い売りで続落した。�

（日経平均株価終値：15836.59円　3月31日�現在）�

金 融 市 場 （３月期）�
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米　国　金　融�

・３月のＮＹダウは、上旬から中旬にかけて、企業間提携�
　発表、良好な経済指標、石油減産による石油企業増益観測�
　などを好感して連騰し、史上初めてザラ場で１万ドルを突�
　破（16日、10001.78ドル）した。下旬にかけて、利益確定売�
　りや企業業績悪化懸念から9600ドル台まで下落した後、複�
　数の合併話や、四半期末で優良株組入れの動きなどから初め�
　て終値1万ドル台（29日、10006.78ドル）をつけたが、利益�
　確定売りなどから月末は１万ドル割れとなった。�
・３月の30年物国債利回りは、金利先高感の高まりから�
　5.7％近くまで上昇したが、その後賃金統計の低い伸びを�
　好感して低下した。中旬は、株式を利食い売りして債券�
　を買う動きなどから5.4％台後半まで低下したが、大型の�
　企業起債の観測などから再び上昇した。下旬は株価上昇�
　や製造業景況感の改善などから5.6％台前半に上昇した。�
�　（ＮＹダウ終値：9786.16ドル�　　　　　３月�31 日現在）�
　（30年物国債利回り終値：5.621％　　３月�31 日現在）�

為　　　　　替�

・３月上旬は、米国では景気堅調による利上げ懸念が生�
　じる一方、日本では短期金利が実質０％となるなど金�
　融緩和が強化され、123円台後半に上昇した。しかし、�
　利益確定売りや、日本の株価上昇などにより、海外で�
　119円台半ばまで下落した。�
・中旬は、大蔵省高官の円高牽制発言から海外で120円�
　台後半に上昇したが、その後、日本の景気回復期待に�
　よる海外投資家の日本株購入や期末資金還流の観測�
　から弱含み、116円台後半に下落した。�
・下旬は、弱い米国耐久財新規受注などから海外で117円�
　付近まで下落したが、邦銀の海外不良債権償却に絡む�
　期末のドル需要や、ユーゴ情勢の緊迫から121円付近ま�
　で上昇した。�
（ﾄﾞル･円レート東京終値：�119.97/00円３月�31 日現在）�

・３月上旬は、米国原油在庫の減少、及びサウジ・イラン�
　会談（7日）、湾岸協力会議（10日）と一連の主要産油国に�
　よる新規追加減産に向けた協議が進み、供給過剰解消、�
　価格上昇期待から14ドル台後半まで大幅に上昇した。�
・中旬は、主要産油国の新規追加減産合意に対してOPEC�
　総会での承認待ちで反応せず、小動きに止まったが、在�
　庫統計で製品需要増が示されたことやロシアの協調減産�
　への参加を好感して15ドル台まで上昇した。�
・下旬は、OPEC総会による追加削減合意は織り込み済み�
　としてほとんど反応がなかったが、米国製油所の操業停�
　止が相次いだことによるガソリン、暖房油の需給逼迫懸�
　念や主要産油国の追加減産に対する期待から16ドル後半�
　まで続伸した。�
（ＷＴＩ原油期近物終値：16.76ドル　3月31 日現在）�

原　　　　　油�

　　ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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はじめに

バブル崩壊後の不況下で、企業部門が抱える過

剰設備、過剰雇用、過剰債務といった財務面の問

題をどう解決していくかが焦点になっている。

そもそも、バブル期を経て、企業の財務内容は

どのように変化してきたのだろうか。

本稿は、大蔵省「法人企業統計」をもとに、バ

ブル期をはさむ２０年間、１９７９年から９８年の間の、

企業の資産・負債構成や収益面での特徴的な変化

についていくつかの財務比率を中心に概観してみ

たものである。

企業は製造業・非製造業（金融・保険業は含ま

ない）の業種別に、大企業（資本金１億円以上）、

中小企業（資本金１０００万円以上１億円未満）に分

けて特徴を示すようにした。

法人企業統計は簿価ベースという制約があるほ

か、中小企業などはサンプルを毎年度入れ替える

ため、データの連続性という点でも問題はある。

また、９１年に最低資本金制度が施行され、株式会

社については最低資本金が１０００万円に引き上げら

れた。その結果、中小企業の推計法人数がその後

急増し、企業サンプルの内容もかなり変化してい

ることが推測される。

こうしたいくつかの問題はあるものの、１０年、

２０年ほどの中長期的なおおまかな傾向を観察する

には有用と判断したものである。

Ⅰ 資産・負債の構成

�１ 資産

まず、バランスシートのうち資産面にみられる

特徴として、固定資産を構成する主な科目を取り

出し、総資産に対する割合をとって７９年Ⅰ四半期

と９８年Ⅳ四半期とを比較してみたのが（図表１）

である。

大企業・中小企業を問わず、大部分の科目が、

総資産に占める割合を高めていることがわかる。

ただし、業種と企業規模によって相違がある。

まず、固定資産全体の割合をみると、製造業と

非製造業とで異なる傾向がある。非製造業は、大

企業が１５ポイント、中小企業は１８ポイント割合を

増やした。これに対し、製造業は大企業・中小企

業ともに１０ポイント以下の増加にとどまっている。

このため、総資産に占める固定資産の割合は、７９

年では業種別の差が小さかったが、９８年になると

非製造業が製造業を上回るようになった。非製造

業の大企業は５０％を超し、中小企業も４７％に達し

ている。

つぎに、固定資産を構成する主な項目別に総資

産に占める割合をみてみよう。「有形固定資産（土

地を除く）」をみると、非製造業は大企業が６．５ポ

イント、中小企業が８．２ポイント割合を高めた。

これに対し、製造業は大企業が０．３ポイントの低

下、中小企業は２．４ポイントの増加となっている。

固定資産全体と同様、有形固定資産の割合も、非

財務面にみる企業経営状況の変遷

第二経営経済研究部研究官 山中 勉

トピックス
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製造業が製造業を上回るようになった。有形固定

資産と比べると割合は小さいが、同様の傾向は

「土地」についてもみることができる。

製造業・大企業にのみ特徴的なのは、「投資そ

の他の資産（有価証券、投資不動産、長期貸付

金）」の割合である。製造業・大企業は、７９年か

らすでに「投資その他の資産」の割合が１１％と高

かったが、９８年には１７．８％とさらに高めている。

製造業の中小企業や非製造業も高めてはいるもの

の、製造業・大企業には及ばない。

以上、資産構成の変化の特徴をまとめてみよう。

総資産に占める固定資産の割合は、かつては製造

業・非製造業の差が小さかったが、現在では非製

造業が製造業を上回って高い。とくに、土地を除

く有形固定資産の割合については、製造業が横ば

いに近いのに対して、非製造業は著しく増加させ

ている。こうしたことは、現在問題となっている

過剰設備の問題は、製造業だけでなく非製造業に

ついても、深刻である可能性をうかがわせる。

また、製造業・大企業は本業以外の投資などに

よる資産運用の割合を高めている。

�２ 負債・資本

�１ 自己資本比率の格差の拡大

つぎにバランスシートの借方、資金調達面に目

を転じてみよう。はじめに、自己資本比率および

その内訳について、資産と同様に７９年Ⅰ四半期と

９８年Ⅳ四半期とを比較したのが（図表２）である。

７９年から９８年の間に、業種別・規模別に著しい差

が広がっている。

製造業は、７９年時点では大企業・中小企業とも

自己資本比率は２０％前後でほぼ同水準であった。

しかしその後両者の差は拡大した。大企業が自己

資本比率を高め、９８年には約４０％に達したのに対

し、中小企業は３０％弱にとどまった。

自己資本の内訳をみると、大企業・中小企業と

もに「その他の剰余金」の割合を１０ポイント以上

高めている。これは、利益を内部に着実に留保し

てきたことを反映しているとみてよいだろう。し

かし「資本金」「資本準備金・利益準備金」では、

大企業が割合を高めているのに対し、中小企業は

いずれの科目も減らしている。これは、８０年代か

ら大企業がエクイティファイナンスの恩恵を受け

られるようになったことに起因している面があろ

う。

図表１ 総資産に占める割合
（％）

固 定 資 産 うち有形固定資産

７９年Ⅰ四半期 ９８年Ⅳ四半期 増減 ７９年Ⅰ四半期 ９８年Ⅳ四半期 増減

製造業
大企業

中小企業

３８．６

３１．９

４７．８

４１．７

９．２

９．８

２１．１

１９．９

２０．９

２２．３
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製造業と比較すると、非製造業は大企業・中小

企業とも自己資本比率では製造業よりも低い。大

企業は７９年の１２．３％から９８年には１８．１％に上昇、

中小企業は１２．８％から１４．１％への上昇にとどまっ

た。中小企業はほとんど横ばいといってよかろう。

�２ 借入金・社債

資本に続き、負債の項目の特徴として、借入金

と社債合計額の総資産に対する割合を（図表３）

でみてみよう。

まず製造業についてみると、大企業は７９年で

３９．２％だったのが、９８年には２９．７％に低下してい

る。これに対し、中小企業は３６．３％から４３．７％に

上昇している。自己資本比率の格差を、数字上ほ

ぼ借入金によってまかなった形になっている。

非製造業については、大企業は７９年の４４．７％か

ら、９８年には４８．６％に上昇した。中小企業は

３７．２％から９８年には５０．８％と大幅に上昇している。

資金調達についてまとめると、製造業・大企業

以外は、借入金・社債の比率を上昇させており、

非製造業・中小企業が著しい。非製造業は大企

業・中小企業とも資金調達の半分を借入金・社債

でまかなうようになっている。

最後に、固定資産が自己資本の何倍に相当する

かを表す「固定比率」を示したのが（図表４）で

ある。

製造業の大企業・中小企業と、非製造業・大企

業については７９年と比べ９８年には比率を低下させ

た。非製造業・中小企業のみ、７９年の２２２から、

９８年には３３２と大幅に上昇させている。それだけ

借入金依存によって固定資産の割合を増やしたこ

とになる。

図表３ 総資産に対する借入金＋社債の比率
（％）

７９年Ⅰ四半期 ９８年Ⅳ四半期 増減

製造業
大企業

中小企業

３９．２
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４４．７

３７．２

４８．６

５０．８

３．９

１３．７

図表４ 固定比率
（％）
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図表２ 自己資本比率
（％）
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５．７
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５．９
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３．７

０．３

－０．４
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製造業
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３．３

１．１
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Ⅱ 収益構造の推移

�１ 総資本経常利益率の推移とその分解

バランスシートの次は、収益面をみてみよう。

ここでは資産との関連も考慮して、指標として総

資本経常利益率を取り上げ、その推移を観察して

みた（図表５）。

全体の傾向としては、波はあるものの、８９年か

ら９０年のバブル経済のピーク時をはさんで、低下

傾向にあるといえよう。とくにバブル崩壊後は、

９４年から９７年にかけて一時的に回復したものの、

その後ふたたび低下に転じている。

製造業と非製造業を比較すると、製造業が非製

造業よりも高い。業種ごとに大企業と中小企業を

比較すると、製造業は８５年前後の時期を除き、中

小企業が大企業を上回って推移していたが、バブ

ル崩壊後の９４年から９７年にかけて、大企業に逆転

され、その後の下降に転じてからはふたたび中小

企業が大企業を上回っている。非製造業について

は、中小企業が大企業よりも一貫して高い。

つぎに、総資本経常利益率は、売上高に占める

経常利益の比率「売上高利益率（経常利益／売上

高）」と、売上高に対する総資本の回転数「総資

本回転率（売上高／総資本）」との積に分解できる。

分解した結果を（図表５）と合わせて比較してみ

よう。

まず、売上高利益率を示したのが（図表６）で

ある。全体として、（図表５）と同様にバブル期

をはさんで右下がりの傾向がみられるが、こちら

のほうがなだらかである。

特徴的なのは、大企業と中小企業との関係であ

る。（図表５）の総資本経常利益率とは異なり、

大企業に対する中小企業の優位性がみられない。

製造業については、反対にほとんどの時期で、中

小企業が大企業を下回っている。非製造業は、大

企業と中小企業は時期によって逆転しあっている

ものの、ほぼ同じ程度の水準で推移しているとい

えよう。

（図表５）と（図表６）の相違は、総資本回転

率の違いによる。（図表７）は総資本回転率の推

移である。読み取れるのは、製造業・非製造業の

中小企業と、非製造業・大企業の回転率の大幅な

図表５ 総資本経常利益率

（注） 年率換算し後方４四半期移動平均。

図表６、図表７も同様。
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低下傾向である。中小企業については、８０年代初

めは１．６～１．８回転していたのが、９８年には１．２回

転程度に落ちている。大企業・非製造業について

も、１．６回転から１回転程度へ落ちている。大企

業・製造業は、もともと１．３回転程度と低めで

あったが、１回転程度に下落している。

総資本回転率について特徴的なのは、８０年ごろ

をピークとして、すでにバブル期以前から、波は

あるものの低下する傾向にあることである。

以上をまとめるならば、中小企業や大企業・非

製造業は、８０年代半ばまでは、売上高経常利益率

を高い総資本回転率によってカバーすることで、

総資本経常利益率を保ってきたといえよう。総資

本経常利益率にみられた、中小企業の大企業に対

する優位性は、回転率の高さに支えられていた。

しかし、総資本回転率はすでにバブル発生以前

からしだいに低下する傾向がありながらも、バブ

ル期の一時的な好景気によって売上高経常利益率

が異常に上昇した。このことが、回転率の低下と

いう中長期的な問題を隠してしまったばかりか、

図表６ 売上高経常利益率

図表７ 総資本回転率
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さらに売上が増加するものと見込んで積極的な設

備増強をして資産を膨らませ、結果的に回転率を

さらに低下させた。

�２ 売上高経常利益率に影響する主要項目

つぎに、売上高経常利益率を左右する主な経費

の推移についてみておこう。

�１ 売上原価

売上原価は売上高の７０～９０％と高い割合を占め

ている。（図表８）によりその推移をみると、い

ずれの業種・規模においても、８０年代前半と比較

して低下している。

これは、製品や商品内容を、より付加価値の高

いものにシフトさせたということもあろうが、交

易条件、具体的には原材料や商品の仕入れ価格と

製品・商品の販売価格の条件が、企業にとって有

利な方向に動いていたことも大きな要因であった

と考えられる。

図表８ 原価率

（注） ４四半期移動平均。

図表９ 交易条件指数
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製造業について、日本銀行「交易条件指数（産

出物価指数・９０年基準／投入物価指数・９０年基

準）」をみると、８５年から８６年にかけて急速に改

善し、その後もおおむね改善傾向にある（図表９）。

これは円相場の上昇も反映しているとみてよいだ

ろう。製造業の場合、売上原価には労務費も含む

ため、動きのすべてを交易条件で説明することは

できないが、交易条件の改善が原価率の低下に有

利に働いたことは間違いない。

非製造業については製造業のような交易条件指

数はない。類似した大まかな目安として、総務庁

「消費者物価指数（全国・９５年基準）で日本銀行

「卸売物価指数（総平均・９５年基準）」を除して

みたのが（図表１０）である。

製造業の交易条件指数と同様に、８０年代以降、

一貫して右上がりの傾向がある。非製造業につい

図表１０ 卸売物価指数／消費者物価指数

図表１１ 人件費の対売上高比率

（注） 後方４四半期移動平均。

図表１２、図表１３も同じ。
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ても、やはり交易条件は有利な方向に働いていた

とみてよかろう。

�２ 人件費・減価償却費

第二に、固定費用として人件費と減価償却費が

売上高に占める割合をみてみよう。まず人件費の

売上高に占める割合の推移をみたのが（図表１１）

である。９４年から９６年にかけて低下がみられたが、

全体として、８１年ごろから上昇傾向が続いている

といえよう。

減価償却費については、前述のとおり、総資産

に占める固定資産の割合が高まっていることや、

総資本回転率が低下していることを反映して、全

体として８０年代初めよりも割合が高まっている

（図表１２）。とくに、大企業・非製造業の負担が

重くなっているのが目立つ。

�３ 金融収支（支払利息割引料―受取利息等）

最後に、金融収支の売上高に占める割合を（図

表１３）でみてみよう。なお、「受取利息等」が独

図表１２ 減価償却費の対売上高比率

図表１３ 金融収支の対売上高比率
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立項目として表示されるようになった時期の関係

で、８４年以降のみ示している。

製造業・非製造業の中小企業と非製造業・大企

業については、９０年代初めの金融引締め期に急上

昇し、その後金利の低下によって改善している。

製造業・大企業は特異な動きをしている。前三

者と比較して、８４年以降は低めの水準を示すよう

になっており、１ポイント程度低い。最近ではゼ

ロに近づいている。これは、前述のとおり資産に

対する借入金・社債依存度の低下や、「投資その

他の資産」の割合を高めたことによる受取利息や

配当などの収入も寄与しているものと推察される。

以上、主な費用項目について概観したことをま

とめると、交易条件の改善を背景とする原価率の

低下と、金融収支負担の低下が売上高利益率を支

え、人件費と減価償却費が圧迫要因となってきて

いるといえよう。

しかし、交易条件が今後もつねに有利な方向に

働く保証はない。現在の金利水準が史上最低にあ

ることからみて、もはや借入金依存度を低下させ

ない限り、金融収支改善による収益の下支え効果

は期待できないとみてよいだろう。売上高を急激

に増やすことが困難だとすれば、企業としては売

上高利益率を高めるためには、人件費や減価償却

費の負担を軽減することを考えざるを得ない。

Ⅲ 指数でみた売上高、人件費、有形固定資産の

水準の推移

ここまでは、財務面の諸比率をみてきた。以下

では、売上高、人件費、有形固定資産（土地、建

設仮勘定を除く）の三項目を、７８年平均を１００と

して指数化し、これらのバランスがどのように変

化してきたかをみてみよう（図表１４�１～�４）。

�１ 製造業・大企業からみると、９１年まではおお

むね売上高が人件費、有形固定資産を上回る水

準であった。しかし９２年以降は下回るように

なっている。ただし、売上高とほかの項目との

ギャップは、�２～�４で述べる中小企業や非製造

業よりも小さい。売上高に見合った設備や人件

図表１４ 指数でみた売上高・人件費・有形固定資産

�１ 製造業・大企業

（注） 後方４四半期移動平均。�２～�４も同様。

３９ 郵政研究所月報 １９９９．５
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費の調整が、すでにそれだけ行われてきている

ことをうかがわせる。

�２ 製造業・中小企業をみると、８５年までは三項

目がほぼ同じ水準で推移していたのが、それ以

降は売上高が他の二項目の水準を下回っている。

ギャップは大企業よりも大きい。

�３ 非製造業・大企業と�４の非製造業・中小企業

についても、８０年代半ば以降より売上高が人件

費、有形固定資産を下回る傾向をはっきり示し

ている。非製造業は、製造業と比較すると最近

の売上高と他の二項目とのギャップが大きい。

とくに中小企業は著しい。

８５年ごろまでは、三項目の指数水準は、どの業

種・企業規模についても、ほぼ一致するか売上高

が他の二項目を上回るなど比較的安定していた。

そこで、物価水準の変動や推計法人数の変化、原

�２ 製造業・中小企業

�３ 非製造業・大企業

４０郵政研究所月報 １９９９．５
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価率や金利負担の低下といった条件は無視して、

単純にかりに売上高の指数水準と一致させるよう

に、９８年の人件費と有形固定資産の水準を引き下

げたらどうなるかを計算してみた（図表１５）。

人件費（４四半期平均額）は、製造業では大企

業が８０００億円、中小企業が２兆４０００億円で合計３

兆２０００億円、非製造業では、大企業が３兆円、中

小企業が６兆２０００億円で、合計９兆２０００億円減ら

すことになる。

有形固定資産は、製造業では大企業が９兆２０００

億円、中小企業が９兆５０００億円で、合計１８兆７０００

億円、非製造業では、大企業が６５兆５０００億円、中

小企業が４６兆７０００億円で、合計では１１２兆３０００億

円減らすことになる。

もちろん、この数字がそのまま構造調整のコス

トというわけではない。それでも、人件費につい

ても有形固定資産についても、非製造業が製造業

よりもギャップ幅が大きそうであることはうかが

えよう。

こうした格差の背景としては、製造業が海外企

業との競争に早くからさらされていたのに対して、

非製造業にはそうした圧力が働きにくく、結果と

して高コスト体質が改善されずにきたことなどが

考えられる。構造調整を行うとすれば、製造業以

�４ 非製造業・中小企業

図表１５ 売上高と同じ指数水準とした場合の人件費・有形固定資産（９８年 ４四半期を平均）
（百万円）

人件費 有形固定資産

修正前 修正後 差 修正前 修正後 差

製造業
大企業

中小企業

９６０７６５６

７３１８７１３

８７８８５９６

４９０９６５４

８１９０６１

２４０９０５９

５９６４０３５２

２３５１１２１２

５０４１７００８

１３９６３９７１

９２２３３４４

９５４７２４１

人件費 有形固定資産

修正前 修正後 差 修正前 修正後 差

非製造業
大企業

中小企業

１０９８７２７７

１８１６８２５８

７９６０７８１

１１９６８２０５

３０２６４９６

６２０００５４

１２７７１７１９５

８４７５３２３９

６２１７５９５５

３８０２６０２９

６５５４１２４１

４６７２７２１０

４１ 郵政研究所月報 １９９９．５



上に非製造業も相当な痛みを享受しなければなら

ないであろう。

Ⅳ 終わりに

最後に、これまで述べてきたことを踏まえ、

個々の企業経営という観点から二点を述べておき

たい。

第一は、企業、とりわけ中小企業が自身の利益

や投資効果を厳しく判断することの重要性である。

今後、経営者あるいは起業を志す者にとって必須

となるのは、しっかりとした計数観念をもち、売

上や資産、負債のバランスに常に目配りしながら、

投資効果を厳しく自己判断する能力である。同時

に企業を支援する金融機関や出資者にとっても、

同様に企業経営者のそうした能力を厳しくチェッ

クし、高める方向に督励する姿勢が必要となろう。

第二に、需要創出努力の重要性である。

今後、企業部門のバランスシート改善が、政策

の新たな焦点となりつつある。金融機関が債権放

棄と引き換えに経営不振企業の株式を取得する

「債務株式化」や税制面で企業の設備廃棄を促進

することなどが、具体策として検討されている。

しかし、こうした策によって企業がスリムにな

りさえすればよしというわけにはいかない。人員

の削減や設備廃棄が収益性の改善に必ず結びつく

という保証があるわけではないからである。残っ

た人員や設備が売上を上げ、かつより高い効率性

を実現できなければ、単なる縮小にとどまる。

スリム化を追求するのと同時に、企業にとって

必要なのは、他社に対する優位性をもった魅力的

な商品やサービスを創出することで、資本の回転

率を高めるための努力である。同業他社との単純

な値引き競争のような横並びのものではなく、よ

り高い次元での競争を、経営者は覚悟しなければ

ならないであろう。

非製造業は、今後製造業のリストラに伴って吐

き出される労働力を吸収する先として期待されて

いるが、財務面でみるとその現状は決して良好と

はいえない。しかし、それゆえに、効率的・革新

的なビジネスを生み出すことができれば、既存企

業に対する優位性を確立しやすいともいえよう。

企業部門全体のパフォーマンスを改善するため

には、結局は個々の企業が地道な努力を通じて自

社のパフォーマンスを高めるしかない。緩やかで

あっても、その変化は、中長期的に企業部門全体

の統計に結果として現れてくるのである。

参考文献

大蔵省「法人企業統計季報」

日本銀行「交易条件指数」、「卸売物価指数」

総務庁「消費者物価指数」
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１ はじめに

遂に今年の１月１日から、EU（欧州連合）加

盟国１５か国のうちEMU（経済通貨同盟）に参加

した１１か国において、単一通貨「ユーロ」が導入

された。その経済圏は、人口約２．９億人、GDP

（国内総生産）約６．３兆ドルとなり、米国（人口

約２．７億人、GDP約７．８兆ドル）に匹敵しうる巨

大な規模となった。

「ユーロ」導入に先立ち、９４年１月のEMI（欧

州通貨機構）設立に続き、９８年６月にECB（欧

州中央銀行）及びESCB（欧州中央銀行制度）が

設立された（EMIはECBに任務を引き継ぎ、解

散）。また、９８年５月には、EMUへの参加国（以

下「ユーロランド」という）の第一陣１１か国（ド

イツ、フランス、イタリア、ベルギー、ルクセン

ブルク、オランダ、オーストリア、アイルランド、

フィンランド、スペイン、ポルトガル）が決定し

た。

そして、今年１月１日からは、EMUの最終段

階である第三段階が開始され、「ユーロ」とユー

ロランド各国通貨との交換レートを固定（図表１

を参照）した上での単一通貨のユーロの導入と、

ECB・ESCBによる一元的な金融政策が開始され

た。ただ、現段階では、紙幣・貨幣は各国のもの

がそのまま使われており、「ユーロ」紙幣・貨幣

の流通と各国紙幣・貨幣の回収は、２００２年１月１

日までに開始されることになっている。そして、

２００２年７月１日までには、「ユーロ」への移行を

完了させ、各国通貨が法貨としての地位を失い、

「ユーロ」がユーロランド域内の唯一の法貨とな

る予定となっている。

本稿では、今後のユーロランドの金融政策を担

うECBについて、その概要や独立性、更に今後

の課題について考察することとする。

ECB（欧州中央銀行）の概要と独立性

第三経営経済研究部研究官 桜井 哲弥

トピックス

図表１ ユーロと各国通貨の交換レート

国名・通貨名 １ユーロ当たりの交換レート 国名・通貨名 １ユーロ当たりの交換レート

ベルギー・フラン ４０．３３９９ ルクセンブルク・フラン ４０．３３９９

ドイツ・マルク １．９５５８３ オランダ・ギルダー ２．２０３７１

スペイン・ペセタ １６６．３８６ オーストリア・シリング １３．７６０３

フランス・フラン ６．５５９５７ ポルトガル・エスクード ２００．４８２

アイルランド・プント ０．７８７５６４ フィンランド・マルカ ５．９４５７３

イタリア・リラ １９３６．２７

注 交換レートは、有効数字６桁で統一されている。

４３ 郵政研究所月報 １９９９．５



２ ECBの組織の概要

まず、ECBの組織について、その目的及び組

織構成の面から見ていく。

�１ 政策目的

「マーストリヒト条約」（以下「条約」という。）

には、ESCBの第一の目的が物価安定の維持であ

る旨が規定されており、ECBの金融政策運営も

それに沿うことが求められている。そのために、

「ESCBは、EU、各国政府、その他いかなる機

関からも指示を求めたり、受けたりしてはならな

い」（条約１０７条）とされている。なお、独立性に

ついては３の�２のところで検討する。

この目的を達成するためにEMIは、「第３段階

における単一金融政策」と題するレポートを９７年

１月に公表した。その主な内容は以下のとおりで

ある。

ア 金融政策の中間目標

金融政策の中間目標として、マネーサプライ・

ターゲットとインフレーション・ターゲットの両

者に絞られたが、マネー・サプライを目標として

いたドイツやフランス等と、インフレ率を目標と

していたスペインやフィンランド等が対立した。

その後の調整の結果、第３段階開始時点での金融

環境等を考慮する必要があるとして、今後更に検

討を行い、最終的にECBが決定することとされ

た。

そして、ユーロ導入を間近に控えた９８年１０月の

ECBの政策委員会において、マネー・サプライ

の伸び率とインフレ率を併用する折衷型とするこ

とが決定された。インフレ率に関しては、ユーロ

ランドで消費者物価の統一基準を作成し、その上

昇率が年率２％未満の状態を目標とすることとさ

図表２ ECBの公開市場操作及び常設ファシリティー

政 策 手 段
取引手段

（資金供給）

取引手段

（資金回収）
期 間 頻 度 取引方式

［公開市場操作］

主要オペ（Main refinancing operations）

――最重要政策手段

レポ ― ２週間 週１回 標準入札

中期オペ（Longer–term refinancing operations）

――補助的手段

レポ ― ３か月 月１回 標準入札

微調整オペ（Fine–tuning operations）

――流動性の一時的歪みを調整

レポ

為替スワップ

買い切りオペ

レポ

為替スワップ

中銀定期預金

売り切りオペ

不定型

―

不定期

不定期

即時入札

相対取引

相対取引

構造調整オペ（Structural operations）

――流動性の構造的歪みを調整

レポ

買い切りオペ

中銀債務証書の発行

売り切りオペ

定 型

不定型

―

定 期

不定期

不定期

標準入札

相対取引

［常設ファシリティー］

ロンバート型貸付け

――上限金利を形成

レポ 翌日物 要請による

預金ファシリティー

――下限金利を形成

中銀への付利預金 翌日物 要請による

（出所） EMI “The Single Monetary Policy In Stage Three Specification of the operational frame work”

日本銀行月報「欧州経済通貨統合（EMU）を巡る最近の動きについて」９７年３月ほか
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ECB（欧州中央銀行）�

ECB政策委員会�

ECB役員会�

ECB総裁、同副総裁�
同理事４名�

通貨統合　参加国�
中央銀行総裁　11名�

ESCB（欧州中央銀行制度）�

NCBs（EU加盟国中央銀行）�＋�

＋�

ECB一般委員会�

ECB総裁、同副総裁　　　　�
同理事４名（投票権なし）　�
EU加盟15か国中央銀行総裁�

れた。マネー・サプライの目標はこの時には今後

の検討とされたが、同年１２月の政策委員会におい

て、M３の伸び率の目標を年率４．５％とすること

とされた。

イ 政策手段の細目

政策手段については、公開市場操作を柱として、

金利の上下限を設定する常設ファシリティーが挙

げられている。

公開市場操作については、毎週１回の期間２週

間のレポを主要オペとした上で、中期オペ、微調

整オペ、構造オペの計４種類を用意して、資金量

の調整を行う。

常設ファシリティーについては、金利の上限を

設定するロンバート型貸付及び、下限を設定する

中央銀行付利預金ファシリティーがある（図表２

参照）。

�２ 組織および政策決定プロセス

ECBの設立及びその権限については、条約及

びその議定書の一つである「欧州中央銀行制度お

よび欧州中央銀行の定款に関する議定書」（以下

「ECB法」という。）に規定されている。

これらによると、ECBはEU加盟国の中央銀行

（以下「NCBs」という。）とともにESCBを構成

しており、その組織は以下のとおり（図表３参照。

ECBとNCBsとの関係は�３で述べる。）。

ECBは、政策委員会、役員会、一般委員会か

ら構成され、その政策は政策委員会及び役員会に

より決定される。

ア 政策委員会

政策委員会は、金融政策目標、政策金利、外貨

の供給に関する決定を含めユーロ圏の金融政策の

方針を定める。メンバーは、ECBの役員会のメ

ンバー６名と通貨統合参加国の中央銀行総裁で構

成され、案件の決定は原則として単純多数決によ

り行われる。

イ 役員会

役員会は、政策委員会で決定した方針に従って、

金融政策を執行する機関であり、政策実施のため

に参加各国の中央銀行に指示を与える。メンバー

は、ECB総裁、副総裁及び４名の理事の計６名

で構成される。

ウ 一般委員会

一般委員会は、EMIの役割を引き継ぎ、通貨統

合未参加国との間の金融・為替政策を調整する。

メンバーは、ECB総裁、副総裁、理事及びEU加

盟１５か国の中央銀行総裁で構成される。ただし、

一般委員会においては理事に投票権はない。

図表３ ESCBの概念図

（資料） 欧州連合条約（マーストリヒト条約）

欧州中央銀行制度および欧州中央銀行の定款に関する議定書（ECB法）
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�３ EMU参加各国中央銀行との関係

ECBと各国中央銀行の関係は、通貨統合参加

の各国中央銀行は、独自の金融政策を放棄し、

ECBの傘下に入る形となることから、通貨統合

参加国の金融政策の決定は一元的にECBが行い、

参加各国の中央銀行はその金融政策の執行機関と

位置付けられる。こうした関係と、前述した組織

構成は、従来のドイツにおける連邦銀行と州中央

銀行との関係に類似している（図表４参照）。

３ ECBの独立性

�１ ECB総裁選出をめぐる動き

９８年６月のECBの発足を前に、同年５月のEU

蔵相政策委員会でECBの初代総裁に、ドイセン

ベルグEMI総裁を推薦することを決定した（その

後の欧州議会で承認され確定した）。

しかし、この決定にあたっては、ドイセンベル

グ氏を推すドイツなど各国と、フランス銀行総裁

のトリシエ氏を推すフランスとが対立したため難

航した。

図表４ ECBとドイツ連邦銀行との比較

ECB ドイツ連邦銀行

目 的 ・物価の安定維持を第一の目的とする（条約１０５条

１項、ECB法２条）

・通貨価値の安定確保を目的とする（連銀法３条）

独 立 性 ・EU、各国政府、その他いかなる機関からも指示

を求めたり受けたりしてはならない（条約１０７条、

ECB法７条）

・連銀法により付与された権限の行使について、連

邦政府の指示を受けない（連銀法１２条）

・ただし、連邦政府の要請があれば、政策委員会の

議決を最長２週間延期できる（連銀法１３条、この

条項が行使されたことはなく、見直しの予定）

政府など

に対する

信用供与

の 禁 止

・共同体（EU）の機構または機関、中央政府、地

域・地方その他の公的当局および公法によって運

営されるその他の機関、または加盟国の公的企業

に対して、ECBまたは各国中央銀行は、当座貸

越その他のいかなる形態の信用供与を行ってはな

らない。また、ECBおよび各国中央銀行は、こ

れらの者から直接的に債務を購入してはならない

（条約１０４条１項、ECB法２１条１項）

・政府、その他公共機関に対する信用供与は禁止さ

れる（９４年７月の連銀法の改正による）

任命方法 ・ECB総裁、副総裁、その他役員は、EU閣僚政策

委員会の勧告に基づき、欧州議会およびECB政

策委員会との協議の後、国家あるいは政府首脳レ

ベルでの加盟国政府の共通の合意により、任命さ

れる（条約１０９a条２項、ECB法１１条２項）

・連銀総裁、副総裁、理事は、連邦政府の推薦に基

づき大統領によって任命される（連銀法７条）

・州中央銀行総裁は、連邦参議院の推薦に基づき大

統領によって任命される（連銀法８条）

任 期 ・８年、再任不可（条約１０９a条２項、ECB法１１条

２項）

・８年（連銀法７、８条）

政策決定

機 関

・ECB政策委員会（ECB総裁、副総裁、その他役

員４名、通貨統合参加国中央銀行総裁１１名）（条

約１０９a条１項、ECB法１０条）

・中央銀行政策委員会（連銀総裁、副総裁、その他

理事６名、州中銀総裁９名）（連銀法６条）

議決方法 ・一人一票、単純多数決、賛否同数の場合は総裁が

決定（ECB法１０条）

・一人一票、単純多数決（連銀法６条）

（資料）欧州連合条約（マーストリヒト条約）

欧州中央銀行制度および欧州中央銀行の定款に関する議定書（ECB法）葛見、石川訳［１９９２］ほか
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こうした対立や決定の難航には、以下のような

背景があったものと考えられる。

�１ ECB本部をフランクフルトに設置する代わ

りに、初代総裁をフランス人から選出する、と

いう約束がミッテラン・フランス大統領とコー

ル・ドイツ首相（いずれも当時）との間にあっ

たとされていること。

�２ 独立性が保証されているECBの金融政策に、

フランス政府が介入することをドイツなどが恐

れたこと。

�３ ECBの役員人事は、EU加盟国の全会一致で

決定（言い換えれば、加盟各国が拒否権を保有

していることになる）する旨条約に規定されて

いること。

こうした対立を解決するため、以下の形で政治

的妥協が図られた。

�１ ドイセンベルグ総裁は任期が８年あるものの、

高齢を理由に任期途中の２００２年を目処に退任。

�２ 同総裁の退任を受けて、フランス人（現在の

ところトルシエ氏が候補）が新たな総裁に就任。

このような人事を巡る混乱は、制度上の不安定

要因が存在することを示しており、これからも同

様の混乱が生じる可能性がある。こうしたことは、

ECBの独立性と密接に関係する問題と考えられ

る。以下では、人事面を含むECBの独立性につ

いて考察していく。

�２ 独立性

ECBの最大の目標が物価安定の維持にあるこ

とから、その実現にあたって、市場参加者の信認

を得ることが重要であり、政治的独立性が保証さ

れることが求められる。

そこで本稿では、現在用いられている各種の中

央銀行独立性指数の作成手法の中から、中央銀行

に関する法律等を検討して、それらを指数化する

手法であるCukierman, Webb and Neyapti法（以

下「CWN法」という）を用いて、ECBの独立性

について考察してみる。

ア CWN法

中央銀行の独立性の測定法について、CWN法

以前は、人事・予算・政策決定の３つの視点から

独立性を測るシンプルなものであったが、CWN

法では、それらに加えて、�１中央銀行の政策目標

が物価安定に特化していること、�２政府への信用

供与に関して禁止的又は制限的であること等につ

いても評価の対象としている。これは、財政赤字

時における中央銀行によるファイナンスが、しば

しばインフレーションの主因であったという歴史

的な経験則によるものと思われる。

イ CWN法の評価基準

CWN法の評価基準は図表５に示されていると

おり、８分野・１６項目に分かれ、なかでも人事面

のウエイトが最も高くなっている。また、政策目

標や政府への無担保貸出等も比較的高いウエイト

となっている。

ウ ECBの独立性

CWN法に基づいてECBの独立性を測定したと

ころ、図表６のとおり、主要国の中央銀行と比較

して、ドイツ連銀に次ぐ高い得点となった。これ

を分野・項目別に見ると、次のような特徴をもっ

ている。

�１ 人事面については、ドイツよりもフランスに

近く、総裁の任命においては、政府の影響を受

けやすいものとなっている。

�２ 政策決定の主体性については、ドイツやフラ

ンスに近く、アメリカやイギリスと比較して高

い独立性を保持している。

�３ 政策目標や対政府貸出等については、ドイツ

とフランスとの折衷的なものとなっており、両

国の妥協によるものと考えられる。

�４ 主要国において法令上、特に禁止されていな

いPrimary Marketでの国債購入について、明
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独立性� １　人事� ①総裁任期�

８年以上� 1.00

６～８年�

５年�

４年�

４年未満�

②総裁任命者�

中銀理事会�

中銀理事会・立法府・行政府�
からなる諮問委員会�

健康等非政策的理由によって�
のみ解任�

立法府�

行政府�

１～２人の行政府官吏（大臣）�

③総裁の解雇�

解任なし�

中銀理事会で解任可能�

政策的理由で立法府により解任�

無条件に立法府より解任�

政策的理由で行政府により解任�

無条件に行政府により解任�

④総裁の兼職�

他の公職兼任禁止�

行政府の承認なく公職禁止�

兼職禁止法令規定なし�

備考　人事面の得点計算は、（①＋②＋③＋④）/４�

⑤金融政策立案�

⑧政策目標�

中央銀行のみが金融政策を立案�

中央銀行と政府が金融政策を立案�

中央銀行は金融政策立案に助言�

唯一物価安定�

政府が金融政策を立案�

⑥政府との意見調整�

中央銀行が法定目標につき最終�
決定権を保有�

唯一物価安定、政府判断に優先�
する独立性�

法定されない目標には政府が決�
定権を保有�

立法府が政策に最終決定権を保有�

行政府が政策につき無条件で優越�

⑦政府予算への発言権�

あり�

なし�

備考　政策面の得点計算は、0.25＊⑤＋0.5＊⑥＋0.25＊⑦�

⑨対政府無担保貸出�

禁止�

可能、金額に厳しい制限あり�

可能、ゆるい制限あり�

法的制限なし、中央銀行との交渉�

1.00

0.67

0.33

0.00

法定目標なし�

法定目標あり、物価安定含まず�

得　点�

２　政策�

３　政策目標�

４　対政府無担保貸出�

得　点�

得　点�

得　点�

立法・行政・中央銀行の諮問委�
員会が決定�

物価安定とこれに矛盾する目標�
（完全雇用等）�

物価安定とこれに矛盾しない他�
目標（信用秩序維持）�

行政府が政策最終権限を保有し、�
中央銀行と協議�

0.75

0.50

0.25

0.00

0.50

0.25

0.00

1.00

0.75

1.00

0.83

0.67

0.50

0.33

0.17

0.00

1.00

0.50

0.00

８　信用供与等制限�

（ウエイト…0.1）�

（ウエイト…0.05）�

（ウエイト…0.1）�

（ウエイト…0.2）�

（ウエイト…0.15）�

（ウエイト…0.15）�

（ウエイト…0.1）�（ウエイト…0.15）�

⑬金額制限�

⑭期間制限�

絶対額の上限あり� 1.00

中央銀行の資産・負債の何割かまで�

政府収入の何割かまで�

最長６か月以下�

最長１年以下�

法定上限なし�

⑮金利制限�

ある金利以下では貸さない�

市場金利による中央銀行信用�

ある金利以上では貸さない�

明確な法定規制なし�

政府向け信用は無利子と決定�

⑯国債購入に際してのPrimary Marketへの参加�

禁止�

禁止規定なし�

備考　信用供与等制限の得点計算は、（⑬＋⑭＋⑮＋⑯）/４�

得　点�

0.67

0.33

政府支出の何割かまで� 0.00

1.00

0.67

0.33

0.00

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

1.00

0.00

1.00

0.67

0.33

0.80

0.00

1.00

1.00

0.80

0.40

0.00

1.00

0.00

0.20

0.00

0.60

0.40

0.60

⑪対政府貸出条件決定者�

法定又は法により中央銀行が決定�

中央銀行�

⑩対政府有担保貸出�

禁止�

可能、金額に厳しい制限あり�

可能、ゆるい制限あり�

法的制限なし、中央銀行との交渉�

1.00

0.67

0.33

0.00

６　対政府貸出条件決定者�

５　対政府有担保貸出�

得　点�

得　点�

行政府に決定権限、強制力あり�

中央銀行と行政府の交渉により�
決定�

0.67

1.00

0.00

0.33

0.20

⑫信用供与先�

中央政府のみ�

中央政府・地方自治体�

中央政府・地方自治体・公営企業�

中央政府・地方自治体・公営企�
業・民間企業�

最長期間が１年超�

７　信用供与先�
得　点�

1.00

0.67

0.33

0.00

図表５ Cukierman, Webb and Neyapti分析法における評価基準とウエイト
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文化されている。

以上のような特徴から、ECB及びESCBの制度

がドイツ連銀を特に意識しているものの、フラン

ス等にも配慮した上で設立されたものと推測され

る。

４ 独立性におけるECBの課題

�１ ユーロの動き

今年１月１日から導入されたユーロは、図表７

にあるように、対円に対しては多少上下してはい

図表６ ECBと主要国中央銀行との独立性の比較

ECB
ド イ ツ

連 銀

フランス

銀 行
日本銀行

米国連邦

準備制度
平 均 ECBの根拠条文

イングラ

ンド銀行

総合得点 ０．６６ ０．７３ ０．２４ ０．２７ ０．３７ ０．４６ ０．４６

１ 人事 ０．６５ ０．６９ ０．４４ ０．５８ ０．６５ ０．４４ ０．５７

�１総裁任期 １．００ １．００ ０．００ ０．５０ ０．５０ ０．２５ ０．５４ 法１１条２項

�２総裁任命者 ０．２５ ０．７５ ０．２５ ０．００ ０．２５ ０．５０ ０．３３ 法１１条２項

�３総裁の解雇 ０．８３ １．００ １．００ ０．８３ ０．８３ ０．００ ０．７５ 法１１条４項

�４総裁の兼職 ０．５０ ０．００ ０．５０ １．００ １．００ １．００ ０．６７ 法１１条１項

２ 政策決定の主体性 ０．６５ ０．６７ ０．４７ ０．００ ０．２７ ０．１０ ０．３６

�５金融政策立案 １．００ ０．６７ ０．６７ ０．００ ０．６７ ０．００ ０．５０ 法３条、１２条１項

�６政府との意見調整 ０．８０ １．００ ０．６０ ０．００ ０．２０ ０．２０ ０．４７ 法２～４条

�７政府予算への発言権 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ―

３ 政策目標 ０．６０ １．００ ０．００ ０．２０ ０．６０ ０．４０ ０．４７

�８政策目標 ０．６０ １．００ ０．００ ０．２０ ０．６０ ０．４０ ０．４７ 法２条

４ 対政府無担保貸出 １．００ ０．６７ ０．００ ０．００ ０．３３ １．００ ０．５０

�９対政府無担保貸出 １．００ ０．６７ ０．００ ０．００ ０．３３ １．００ ０．５０ 法１７、１８条

５ 対政府有担保貸出 ０．３３ ０．６７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．３３ ０．２２

�１０対政府有担保貸出 ０．３３ ０．６７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．３３ ０．２２ 法１７、１８条

６ 対政府貸出条件決定者 ０．６７ ０．６７ ０．３３ ０．００ ０．３３ ０．３３ ０．３９

�１１対政府貸出条件決定者 ０．６７ ０．６７ ０．３３ ０．００ ０．３３ ０．３３ ０．３９ 法１８条２項

７ 信用供与先 １．００ １．００ １．００ １．００ ０．００ １．００ ０．８３

�１２信用供与先 １．００ １．００ １．００ １．００ ０．００ １．００ ０．８３ 法２１条

８ 貸出等制限 ０．４８ ０．５６ ０．００ ０．６９ ０．２３ ０．３１ ０．３８

�１３金額制限 ０．６７ １．００ ０．００ １．００ ０．００ ０．００ ０．４５ 法３０条３項

�１４期間制限 ０．００ １．００ ０．００ １．００ ０．６７ １．００ ０．６１ ―

�１５金利制限 ０．２５ ０．２５ ０．００ ０．７５ ０．２５ ０．２５ ０．２９ ―

�１６国債購入制限 １．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．１７ 法２１条１項

備考１ Cukierman, Webb and Neyapti分析法による

２ ECB、ドイツ連銀の�１２及び日本銀行以外の数値は、Cukierman, Webb and Neyapti分析法で示されている数値を使用して
いるため、フランスについては、各種法改正前のものとなっている

３ ECB及びドイツ連銀の�１２については、対政府の信用供与が禁止されていることから１．００と置いた
４ 日本銀行の�１１については、中央銀行が関与しないものの、国会の議決を経ることから０．３３と置いた
５ 網掛けの箇所は、平均を下回るもの

６ ECBの根拠条文の欄中、「法」とあるものはECB法を表す
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るものの、導入当初と大きな変化はない。一方、

対ドルに対しては下落基調となっている。これは、

米国経済が好調に推移しているのに対し、欧州、

特にドイツ経済が昨年末から減速していること、

そうした状況への対応を巡るECBとドイツ政府

との意見の相違などが影響しているものと考えら

れる。ECBでは、ユーロランドにおける物価が

安定していることから、今年１月以降のECB政

策委員会では特に大きな議論もなく、政策金利を

３％で据え置いているのに対し、ドイツのラフォ

ンテーヌ元蔵相からは、金利引下げを求める発言

が繰り返されていた。

�２ 問題点

このようにメンバー国の中で景気拡大が鈍化し

ている国があると、当該政府はその対策のための

財政政策や金融政策をとることが必要となるが、

財政政策を行おうとしても、条約上の制約（政府

の財政赤字はGDP比３％以内、債務残高は同

６０％以内）があることから、当該政府によるECB

への金利引下げ要求などの圧力が生じることが十

分考えられる。その一方で、景気が堅調な国にお

いては、金利の引下げが行われるとインフレ懸念

が生じることから、金利引下げには反対の立場を

とる国がでてくる可能性がある。ユーロランドで

統一の金融政策を行うECBにとっては、こうし

た経済状況の異なる国々の間のデリケートな調整

を図ることが求められる。仮に、調整が困難とな

り、適時適切な金融政策が行えず、その結果、経

済状況が悪化する国がでれば、当該国の政府及び

国民の信頼を失い、最悪の場合EMUからの脱退

ということも考えられ、第三段階への移行に大き

な支障をきたすおそれがある。万が一このように

なった場合、ユーロランドの経済及び金融は大き

な混乱を生じ、人々の間で通貨統合は不可能との

イメージが持たれ、EMUの崩壊やその後の通貨

統合実現の可能性が大きく後退することになる。

こうした問題点は、ECBが一般の中央銀行と

は異なり、経済状況、財政政策、税制等が異なる

主権国家の集合体であるユーロランドの中央銀行

であることによる。そうした環境の中で、域内に

おける統一した金融政策を適時適切に行うには、

明確な目標、それを実現するための有効な手段及

び政府からの高い独立性が必要不可欠となる。

しかしながら、これまで見てきたように、

ECBは主要国の中央銀行に比べ、比較的高い独

立性を有しているものの、十分なものとはいい難

く、以下の点については修正が必要と考えられる。

図表７ ユーロの対円及び対ドルレート水準の推移
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ア 総裁人事

総裁人事については、加盟各国政府の一致した

合意が必要であることから、多様な考えを持つ各

国政府の介入を非常に受けやすく、混乱を生じや

すい制度となっており、次回の総裁決定時までに

修正が必要である。

イ 対政府貸出

対政府貸出については、ECB法上は「有利な

貸付」を禁止しているが、金額や金利等の具体的

な内容は規定されていないことから、その解釈を

めぐって政府との対立が生じる可能性がある。

ウ 各国政府及び国民の意識

法的にECBの独立性が比較的高いものである

としても、EMU加盟各国政府や国民が、自国の

意向を比較的忠実に実行する者を自国中央銀行の

総裁やECBの理事として、ECBの政策委員会に

おいて自国の利益や事情を優先させようとするこ

とが考えられる。この場合、事情の異なる各国間

の対立が強まり、速やかな意志決定が困難となる

おそれがある。

�３ 問題点改善のための私案

ア 総裁人事

総裁決定過程において、ECB側からみて理想

的なものとしては、次の点が指摘できる。

�１ 政策委員会において多数決で決定する。

しかし、これではECBの金融政策に影響力を

残したいと考える国の政府の合意を得ることは困

難と考えられる。そこで、

�２ 政策委員会で多数決で選定した後、各国政府

首脳の過半数の賛成により決定する。

これは、あくまでECBの意思を主体に置きな

がらも、政府の関与も多少認める規定であり、実

現可能性は高いであろう。

イ 対政府貸出

対政府貸出の条件や制限については、政府の関

与をできるだけ小さなものとするため、具体的内

容を法的に規定するか、ECBと各国政府との協

議の場を設けながらも、最終的な決定権はECB

に持たせる旨の規定を法的に規定する必要がある

と考えられる。

ウ 各国政府及び国民の意識

いくら制度が整ったとしても、各国政府及び国

民の意識の中でECBが「欧州人の欧州人による

欧州人のため」の金融政策実施機関であるという

意識が弱く、あくまで自国のみの利益や発展のた

めに利用するものという意識が強ければ、利害調

整に多くの時間、知識及び労力がさかれることと

なり、欧州全体で見た場合、通貨統合によるメ

リットが小さなものとなる。

こうしたこと等を各国政府及び国民が十分認識

し、欧州人としての自覚を持ち、欧州の発展が自

国の発展にもつながるとの考えの上に立ち、欧州

全体の発展のために今、何が必要なのかというこ

とを考えていく必要があろう。

�４ ECBのこれから

ア 通貨統合不参加国の動向

�１ イギリス

イギリスは、通貨統合に反対する根強い国民世

論を背景に、通貨統合への参加を見送り、しばら

く様子を見る立場をとった。しかし、当初参加国

が予想よりも多かったことから、産業界等から通

貨統合への不参加による悪影響を危惧する気運が

高まってきたため、ブレア首相は今年２月２３日に、

ユーロ導入の日程案を発表した。これによると、

政府がユーロ導入を決定した後、早ければ４か月

後に国民投票を実施し、その２４～３０か月後にユー

ロ紙幣・硬貨の導入が可能としている。

こうした方針の変更は、最近の景気拡大テンポ

の鈍化の他に、通貨統合不参加による経済効率の

相対的低下、競争力の低下等産業界におけるデメ
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リットへの危機感の増加等によるものと思われる。

こうした状況から、今後イギリス経済が非常に

好調なものになるか、ECBやESCBが混乱して通

貨統合の推進が困難にならない限り、通貨統合へ

の参加はやむなし、という結論に至るものと考え

る。

�２ デンマーク

デンマークもイギリスと同様またはそれ以上に、

通貨統合に反対する根強い国民世論がある。当初

条約の批准の是非に関する国民投票では反対が過

半数を超えて否決されたため、「デンマーク・

ショック」と呼ばれた。

この背景としては、小国であるデンマークが大

国の意志により自国の経済・金融情勢が影響を受

け、生活や福祉等の水準が低下することを危惧し

たためと言われている。また、通貨統合に参加し

たとしても、経済規模が小さいことから、メリッ

トは大きなものとはならいと思われる。

こうしたことから、デンマークが通貨統合に参

加することは当面ないであろう。ただ、今回は不

参加だった国の参加やEMUの中・東欧諸国への

拡大が実現した場合には、参加する可能性が高く

なるであろう。

�３ スウェーデン

スウェーデンも通貨統合に反対する根強い国民

世論があったため、あえて通貨統合への参加のた

めの基準を達成させなかったが、デンマークと同

様、参加国の動向によっては参加の可能性がある

と考えられる。

�４ ギリシア

ギリシアは他の３か国と異なり、通貨統合に参

加を希望していたものの、参加基準を達成するこ

とができなかったため、参加できなかった。現在、

２００１年の参加を目指し、財政赤字の削減やインフ

レ率の引き下げに取り組んでいる。

このため、基準を達成次第、速やかに参加する

ことになると考える。

イ おわりに

これまでみてきたように、今後「ユーロ」がユー

ロランドの域内通貨として、また、国際通貨とし

て信任を受け、安定した通貨となるためには、目

標遂行のための高い独立性に基づくECB及び

ESCBの適時適切な運営が必要不可欠である。

既に、EMUの第三段階に入り、後戻りできな

いとの認識をユーロランドの各国政府が持ち、各

国の事情よりも域内全体の発展を優先させ、改善

すべき点は速やかに改善することが求められてい

る。

欧州の復活に大きな可能性をもつEMUを成功

させるか、自国の事情を優先させて日米に遅れを

とる状況を継続するかは、結局のところ、欧州各

国の政府や国民が何を求め、そのために何をすべ

きかという意志にかかっている。
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１ 情報システム（ハード）の活用…その前に

組織文化が注目される契機となったのが、１９８０

年代初めのエクセレント・カンパニー・ブームだ

と言われる。１９８２年に提唱されたエクセレント企

業の特徴として、組織文化や価値観といった目に

見えない組織のソフトな側面の重要性が強調され

たのである。

また、研究者の間でも、競争の激しい環境にお

いては、企業文化という「ソフト面」が業績・収

益に及ぼす影響の方が組織構造やシステム、戦略

といった「ハード面」の影響よりもむしろ強いと

考えられるようになりつつある。（Virginia O’

Brien［１９９６］）

情報システムは、企業組織における「ハード面」

である。

ハード面とソフト面の両面が密接に関係し合っ

て企業組織が構成されており、ハード面の活用は、

ソフト面の在り方に大きく左右される。

そこで、ここでは、情報システム（ハード面）

の活用についての前提条件として、ソフト面の重

要性に触れることとする。

２ 組織文化（ソフト）の定義

初めに、企業文化という言葉については、「組

織文化とは、ときに企業文化と呼ばれ、あるいは、

組織風土や社風といわれるものと本質的に同じで

あるといっていい。（伊丹・加護野［１９８９］）」に

より、以下、「組織文化」で統一して記述するこ

ととする。

Virginia O’Brienは「THE FAST FORWARD

MBA IN BUSINESS」［１９９６］の中で、目には見

えずとも大切な要素として、組織文化について次

のように定義している。

組織文化とは、意味を共有するシステムである。

それによって、社員が結びつき、生活・労働の背

景となる文脈が与えられるのである。文化的に共

有された「意味」は、公式にも非公式にも、ある

いは具体的な文書としても暗黙の了解としても、

さまざまな形で表現される。こうした「意味」は、

組織の運営、メンバーの任務の達成、社員同士の

相互作用に影響を与えている。組織文化は、いわ

ば氷山のようなものである。価値観や信念、前提

や解釈は水面下に沈んだままで、目に見えるのは、

慣例や実践、行動などの部分だ。

このVirginia O’Brienの言う「氷山のようなも

の」という概念を、柴田昌治［１９９３］は、氷山モ

デルとして提唱している。水面下を「見えざる企

業秩序」として、組織文化を定義している。（図

表１）

その他、Edgar H. Scheinは、組織文化は、形は

なく、システムとして、一気に構築できないとし

て、「組織の大半の成員が自明視し、もはや疑問

に思われることのなくなった、仮定、前提、思い

組織のソフトな側面「組織文化」の重要性
―情報システム活用の前提条件として―

情報通信システム研究室研究官 川井 かおる

トピックス
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水面�

込みや発想法の塊」と定義している。暗黙の了解

事項となっていることである。

組織の体質だからとか、組織とはこんなものだ

などと、変えることのできないものとして、あき

らめてきたようなこと、または、新人のころ慣れ

親しんでいなかった前提や不文律のせいで戸惑っ

たことである。

また、Stephen P. Robbinsは、「組織文化とは、

その構成員が共有する意味のシステム・組織の構

成員が持つ共通の見方」と定義している。

以上にように、組織文化の定義は、組織文化を

議論する学者の数だけ存在する（David Ulrich

［１９９７］）といわれるほど、捉えどころがないも

のである。

３ 組織文化を理解するために

組織文化を解読するための体系的で唯一実践的

な方法は存在しないが、多くの研究者がいろいろ

な方法を提唱している。

例えば、David Ulrichは、組織文化に関する議

論はきわめて単純な仮説、すなわち組織は行動せ

ず、人々が行動するという前提から開始されるこ

とが多いとしている。

つまり、組織文化を理解するためには、その組

織に属する人々によって共有されているマインド

セットを判別することが求められるとしているの

である。共有されるマインドセットとは、組織内

の人々に共通して存在する無意識の内に行われる

自然の思考法を意味する。この自然の思考法は、

組織内の人々に、意識的な行動や思考に依らず、

自然に行動し、思考することを促す。

この自然の思考法は、図表２の４つの組織プロ

セスに根ざしたものと考えることができる。すな

わち、４つの組織プロセスを理解することが、組

織文化を理解することにつながっているのである。

以上４つのプロセスは、それぞれ相互に複雑に

図表１ 氷山モデル（企業組織のハード・ソフト構造）

（出所） 柴田昌治［１９９８］，「なぜ会社は変われないのか 危機突破の企業風土改革」

日本経済新聞社．柴田昌治［１９９４］，「コアネットワーク変革する哲学」ダイヤ

モンド社．
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関係しているが、ここでは、情報システム活用の

前提条件として、組織文化の在り方を探っている

ことから、特に「情報の流れ」に着目する。

４ 情報の流れと質

David Ulrichは、組織文化を構成する主要な組

織プロセスの「情報の流れ」を決定する主な課題

として「組織内で情報がどの程度共有されている

か」「組織内の情報共有の形はどんなものか。トッ

プダウンの一方向で共有されるのか、それとも全

方向か」をあげている。

これらの重要性は、柴田昌治氏も「情報の流れ

方と質を変える」ことがハードの改革を成功させ

る前提条件としてのソフト改革として強調してい

る。

つまり、情報の流れ方だけでなく、情報の質も

変えることが、ハードのより有効な活用につなが

るとしているのである。これは、情報システムに

も通じることである。

企業の体質を変えていきながらうまく情報シス

テムを導入するのであれば、その効果は強大なも

のになる。（柴田［１９９３］）

企業の体質、つまり、組織文化のことである。

それでは、具体的に「情報の流れ方と質」がど

のようなものであれば良いのかだろうか。明快な

答えはない。

そこで、日本のある大手企業が組織文化改革と

して、社員一人ひとりの意識に浸透してしまった

情報観を変えていくことに取り組んでいる例を取

り上げる。どのように変えたのかは図表３に示す

通りである。

図表３の現場に転がっている情報や膝詰めで伝

える情報を柴田昌治氏は、「現場感覚系の情報」

と定義している。これに対して、書類に載りやす

い情報を「データ系の情報」と定義し、情報の種

類を大きく２種類に分類している。

そして、「現場感覚系の情報」が不足すると、

情報の質が低下するとしている。

この大手企業は、図表３のように価値観を転換

することで情報の流れと質を向上することにそれ

なりの成果をあげている。

５ 組織文化の重要性と今後の展望

日産自動車とルノーの資本提携が発表された。

図表２ 組織文化を構成する主要な組織プロセス

ワークフロー 組織内で仕事がどのように配分され、遂行されているか

コミュニケーションと情報の流れ 組織内で情報がどのように形成され共有されているか

意思決定と権限の流れ いかに意思決定が進められ、どこに権限が属するか

人材フロー 組織内の人々がどのように扱われているか

（出所） David. Ulrich［１９９７］，「HUMAN RESOURCE CHAMPIONS」（梅津祐良訳『MBAの人材

戦略』日本能率協会マネジメントセンター１９９７）より抜粋．

図表３ 情報に関する価値観の転換

右肩上がりの時代 創造と自立の２１世紀

情報はお上が持っている → 情報は現場に転がっている

情報は文字で伝えるもの → 情報は膝詰めで伝えるもの

情報とは機密と同義語である → 競争相手を利する情報だけが機密

情報は職制を通じて流すもの → 必要とするネットワークで流すもの
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そして、その際の問題として、第一番目に「企業

の体質の違いと文化の違い」があげられていた。

いかに、組織経営にとって、組織文化が重要であ

るかを示している。

また、これを裏付けるものとして、J.D．エド

ワーズ社のCEOであるマグヴェイニーの「組織

文化、企業風土というものが企業の中で最も強力

な要素であり、これは企業の指導者よりも強力な

ものである」という発言があげられる。

組織文化は、ある企業の長期的な業績にかなり

の影響を与える場合がある（John P. Kotter and

James L. Heskett ［１９９２］）としている研究もあ

る。

Stephen P. Robbinsも組織文化の変革を重視し

ている。

「歴史的に成功してきた多くの大手企業組織は、

組織文化が時代遅れになり、それが変化する環境

への適応を大きく妨害することを痛みとともに学

んだ。より柔軟に、敏感に、そして顧客ニーズ、

サービス、品質にもっと焦点を当てる組織文化が

強調される傾向が強まっている。」

このように組織文化の重要性は、さまざまに指

摘されている。

しかしながら、差し迫った事態に直面した組織

はハードに目を据えて、ソフトはまったく省みら

れなくなる場合が多い。（David. A. Nadler）

環境が劇的に変化している現在こそ、捉えにく

く、扱いにくい「組織文化」に注目すべき時なの

である。

最後に、今後の組織文化の在り方について簡単

に触れる。

David. A. Nadlerは、唯一つ本当に成功をもた

らせる組織文化は「組織が環境の変化を予測し適

応できるもの」であるとしている。

そのような組織文化に変革するために情報の流

れや質は重要な要素である。

また、J.P. Kotterは、組織文化の今後のあり方

について、図表４のように展望している。
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FIM MARK

OPTIONAL�
ADVERT..�
ART AREA 

１ はじめに

米国において、企業におけるインターネットの

利用状況をみると、今日インターネットに登録さ

れている法人、教育機関、政府機関などは、約８０

万以上あり、２０００万台以上のホストコンピュータ

が接続され、家庭においては、既に全世帯の４０％

がインターネットに接続しているといわれている。

１９９６年には、初めて米国人のテレビ視聴時間が減

少した。こうした状況の中で、米国郵便事業体

（USPS）は、電子切手の実験を開始した。電子

切手とは、インターネットを通じ、市販の標準的

なパソコンとプリンタを利用して封筒に直接印刷

できる全く新しいタイプの切手（印影）である。

USPSによる本格導入が２０００年にも開始されれ

ば、伝統的切手（ここでは、電子切手と区別する

ため、今までの郵便切手を「伝統的切手」と称す

ることとした。）の登場から約１５０年ぶり、また、

いわゆる料金計器の登場から見て約８０年ぶりに導

入される新形式の切手（印影）の誕生となる。

ここでは、電子切手の仕組み、電子切手の及ぼ

す影響を中心に記述した。

なお、ここに示した意見及び見通しにわたる部

分は、筆者の個人的見解に基づくものである。

２．電子切手の仕組み

�１ 政策目的

IBIプログラム（IBIP：Information Based Indi-

cia Program：電子切手計画）で使用される電子

切手（印影）は、料金計器で使用されるマークと

異なり、肉眼で読める情報と二次元バーコードか

ら構成されている。

電子切手は、切手料金の金銭価値以外にもたく

さんの情報を有しており、それが、USPSの郵便

処理の合理化、偽造防止対策といった様々な目的

のために使われることが想定されている。なお、

米国における電子切手の実験

技術開発研究センター主任研究官 神山 貞弘

トピックス
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将来の更なる付加価値サービス提供を目的とした

予備エリアが確保されている。

�２ 二次元バーコード

二次元コードは、一次元のバーコードに比較し

て、数十倍から数百倍のデータ量を表現すること

が可能である。

また、一次元バーコードに比べ、同じ桁数を、

１／１０～１／４５に高密度化して表現できる。つまり、

単位面積当たりのデータ量が多いので、一次元

バーコードと同じ情報量を入れる場合、ラベルを

小さくできる。

二次元バーコードでは、誤り復元機能をもたせ

ることが可能で、印字精度が悪かったり、コード

の一部が汚れていたり、破損していても、正確に

読み取れるようにすることができる。（汚れに強

くするためには、冗長度を持たせることが必要で

ある。どの程度の耐汚染力を持たせるかは、用途

に応じた設計が可能である。）

二次元バーコードは、世界に３０種類以上あると

いわれている。その大半は、アメリカで開発され

９０年代半ばになって、ようやく標準化作業が進み、

文字や数字をコード化する規則などの仕様を公開

して、国際自動認識工業会（AIMインターナショ

ナル）などから標準コードとして認定されるよう

になり、最近になって実用化に踏み切る企業が増

えてきている。

この内、特に、PDF４１７、データマトリックス、

マキシコード、QRコードの４種類の二次元バー

コードを軸に世界標準が固まりつつあるといわれ

ている。電子切手で利用可能な二次元バーコード

は、暫定的にPDF４１７とデータマトリックスの２

種類とされているが、まだ流動的である。

�３ 電子切手システムに関する仕様

電子切手システムは、基本的に、ホストシステ

ムと呼ぶプロバイダーが提供するアプリケーショ

ン及びハードウェア、PSD（Postal Security De-

デ ー タ 項 目
二次元バー

コード情報

肉眼で読

める情報

利 用

目 的

電子切手バージョン番号 ○ × Ｓ

暗号アルゴリズムID ○ × Ｓ

PSDの証明書（公開鍵）連番 ○ × Ｏ

顧客（装置）ID ○ ○ Ｓ

加算レジスタ ○ × Ｓ

切手料金 ○ ○ Ｓ

送信日付 ○ ○ Ｏ

送り主のZIP × ○ ―

送り主（認可局）のZIP ○ × Ｏ

宛先地のZIP ○ × Ｏ

ソフトウェアID ○ × Ｏ

減算レジスタ ○ × Ｏ

料金種別 ○ ○ Ｏ

電子署名 ○ × Ｓ

予備エリア ○ × Ｖ

（凡例）Ｓ：セキュリティ目的 Ｏ：オペレーション目的

Ｖ：将来の付加価値サービス目的

PDF４１７ データマトリックス マキシコード QRコード

シンボル見本

コードタイプ スタック型 マトリックス型 マトリックス型 マトリックス型

読取り方法 バー幅の計測 セルの白黒判別 セルの白黒判別 セルの白黒判別
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PSD

ＵＳＰＳ�

IBIP関連�
システム�

プロバイダー�
システム�

ホスト�
システム�

プリンタ�

４つのプロセス�
１．初期化/許可プロセス�
２．ファイナンスプロセス�
３．電子切手生成プロセス�
４．装置監査プロセス�

vice：電子切手を保管する周辺装置）、プロバイ

ダーシステム、USPSのIBIP関連システムの４シ

ステムから構成されている。

電子切手システムには、初期化／許可プロセス、

電子切手購入プロセス（ファイナンスプロセス）、

電子切手生成プロセス、装置監査プロセス、とい

う４つの基本プロセスがあり、４システムは相互

に連携して、これらのプロセスをシステム機能と

して実現している。

電子切手システムにより最初の切手を印刷する

前に、ホストシステムの初期化、PSDの初期化及

び許可、がなされる必要がある。これが、初期化

／許可プロセスである。

初期化／許可が完了した後は、電子切手システ

ムのアプリケーションが提供するインターフェー

スを使用して利用者が入力する情報や指示に基づ

いて、PSDとプロバイダーシステムが連携処理す

ることにより切手の金額価値をダウンロードする

電子切手購入プロセスが行われる。

次に、ホストシステムとPSDが連携処理をする

ことにより電子切手が生成される。

装置監査プロセスは、ホストシステムやPSDが

適切に使用されていることをUSPSが確認するこ

とができるようにしている。紛失したり盗難され

たりしていないかどうかといったことがこの監査

により確認できる。

なお、PSDを使わず、インターネットを通じて

プロバイダーシステムに直接接続し、電子切手を

購入後、オンラインで電子切手をプリンタに出力

する方法もある。この場合、不正利用の防止は、

プロバイダ側のサーバ上で行われる。

�４ 電子切手システムで利用される暗号化／電子

署名技術

IBIプログラムでは、ネットワークを通じて行

われるデータのやり取りに関わるセキュリティを

総合的に担保する仕組みを構築している。電子切

手システムのセキュリティの目的は、メッセージ

の機密性、メッセージの完全性、メッセージの認

証である。この目的を達成するため、IBIプログ

ラムでは、暗号化、電子署名技術を利用しており、

認証局が全体のセキュリティをコントロールする

仕組みとなっている。

IBIプログラムで利用されている公開鍵方式は、

インターネットなどの送受信者が不特定多数の

オープンなネットワークで主に利用されている。

公開鍵方式は、暗号化と復号化に別々の鍵を用い

る暗号化方式であり、一方の鍵を秘密鍵と呼び、

自分で管理し、もう一方の鍵を公開鍵と呼び、

ネットワーク上で誰でも使用できるようになって
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電 子 署 名 � 電 子 署 名 の 確 認 �

元データ�

秘密鍵�

ハッシュ関数�

メッセージ�
ダイジェスト� 元データ�

（暗号化）�

電子署名�

電子署名� 元データ�
（復号後）�

メッセージ�
ダイジェスト�

メッセージ�
ダイジェスト�

公開鍵�
ハッシュ関数�

平文�
暗号文�

暗号化�

第三機関�

公開鍵�

公開鍵方式�

暗号文�
復号化�

送信者� 受信者�

秘密鍵�送受信�

平文�

いる。この公開鍵を管理する第三者機関が認証局

（CA）と呼ばれる機関である。

暗号化により、ネットワークを流れるデータの

盗聴や漏洩を防止することはできるが、通信途中

でのデータの偽造、改竄等は防止することはでき

ない。そこで、電子的なサインや印鑑の役割を果

たす技術である電子署名の概念が考え出された。

この電子署名は、データの偽造、改竄を防止し、

本人認証を可能にするといわれている。

�５ 電子切手のプロバイダー製品

１９９９年２月末現在、USPSの認可を受け、テス

トの実施段階に達しているプロバイダ会社及び製

品は、E–Stamp社のE–Stamp Internet Postage

（Desktop software）（同社のE–Stamp Internet

Postage（Web–based）は現在、テスト申請中）、

StampMaster社 のStampMaster、Neopost社 の

PC Stamp（同社のPostagePlus、SIMPLY POST-

AGEは現在、テスト申請中）、Pitney Bowes社の

Click Stampの４社、４製品である。

電子切手のプロバイダーが提供する製品の基本

的な仕様及びサービス内容は、USPSが規定した

要求仕様を満足しなければならないため、基本的

には共通的なものである。

電子切手システムでは、利用者は、市販の標準

的なパソコンとプリンタを利用して、インター

ネットを通じて切手を電子的に購入し、封筒に直

接印刷することができる。

印刷される電子切手の外観は、二次元バーコー

ドと肉眼で読める部分で構成されており、利用に

あたっては、利用者の認証、暗号化、複製防止と

いった厳格なセキュリティ対策が施されている。
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インターネット�

電子切手�

セキュリティ�

パソコン＆プリンター�

①インストール＆取り付け� ②まとめて購入（決済）� ③使う度に印刷＆減額�

オンライン� オフライン�
周辺装置�
PSD ソフトウェア�

① E-Stamp Internet Postage（Desktop software）（E-Stamp社）�

①取り付け�

周辺装置� オフライン�オンライン�

①ソフトウェアダウンロード� ②使う度に購入（決済）＆印刷�

Stamp�
Master

オンライン�

② StampMaster（StampMaster 社）�

③ PC Stamp（Neopost 社）及び④Clink Stamp  (Pitney Bowes社)

②まとめて購入（決済）�③使う度に印刷＆減額�

�
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CostCostValueValue

SOHO（伝統的切手利用者）�SOHO（伝統的切手利用者）�

・24時間365日�

・郵便局に行く必要なし�

・既存のパソコン・�
　　　プリンターの使用�

・手数料�〒�〒�

   
郵 便 事 業 �
総収入�
582億ドル�
（1997年度）�

料金計器�
245億ドル�
（42％）�

伝統的切手�
111億ドル�
（19％）�

その他�
89億ドル�
（15％）�

Permit�
137億ドル�
（24％）�

３．電子切手への代替性

USPSは、これまで基本的に、Permit、料金計

器、伝統的切手の３種類の郵便料金支払手段を提

供してきた。１９９７年度の郵便事業における総収益

５８２億ドルの内、Permitを郵便料金の支払手段と

しているものは、１３７億ドル（２４％）、以下、料金

計器２４５億ドル（４２％）（郵便利用者による料金計

器の利用２０９億ドル、USPSによる料金計器の利

用３６億ドル）、伝統的切手１１１億ドル（１９％）、そ

の他８９億ドル（１５％）となっている。

電子切手のターゲットは、USPSのIBIプログラ

ム関係者及びプロバイダ各社が言っているように

SOHO（いわゆるスモールオフィス・ホームオ

フィス）であると思われる。

SOHOのうちほとんどが、料金計器の利用が必

要なほど、郵便利用に対するニーズが高くなく、

これまで、切手を利用する場合には、郵便局や自

動販売機等で伝統的切手を購入する以外に、コス

トが安く、便利な代替手段がなかったと思われる。

この伝統的切手利用者であるSOHOから見た電子

切手の利点は、以下の点と考えられる。

電子切手の利用には、既存のパソコン・プリン

タの使用が前提となるが、Washington Postの報

道によると、SOHOの７０％がパソコン、プリンタ

を保有しているとされている。

電子切手の手数料等について決定されていない

ため、伝統的切手から電子切手へ代替する可能性

を判断することは難しいが、伝統的切手代替市場

の顧客であるSOHOは、これまで他に有効な代替

手段が見当たらないため、伝統的切手を利用して

いたという場合もあると考えられ、プロバイダに

支払う手数料を考慮に入れても、電子切手を利用

するニーズはあると思われる。

なお、これについては、スモールオフィス、

ホームオフィスのそれぞれに、電子切手の利用可

能性をアンケートしたところ、スモールオフィス

で絶対又は多分使用すると回答した人が３３％（絶

対又は多分使用しないと回答した人２５％）、ホー

ムオフィスで絶対又は多分使用すると回答した人注：USPS発表
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が４２％（絶対又は多分使用しないと回答した人

１５％）という調査結果がある。（Internet Postage

Research Report June １９９８）

料金計器からの代替可能性については、電子切

手の手数料が未定であり、また、詳細な利用方法

も流動的なため、推計することは難しいが、料金

計器から電子切手へ代替する可能性を考える上で

のポイントは２つあると思われる。一つは、顧客

が支払う手数料の違いにより、電子切手を利用し

た方が料金計器を利用するより安い場合である。

もう一つは、料金計器の不正使用、切手の偽造等

を防止するため、古い機械式料金計器を一定の期

日以降利用できなくするという計画があり、これ

により料金計器の代替が行われ、その一部が電子

切手を利用する場合が考えられる。

また、現在、電子切手を市販の標準的なプリン

タで印刷した場合、時間がかかり、大量に使うの

には向かないという意見があるが、今後の使い勝

手の改善により、これらの判断も異なってくると

思われる。

米国では現在、４７００万のSOHOがいると言われ

ているが、今後も、パソコンとネットワークイン

フラが整備され、電子切手のターゲットとされる

SOHOは、今後、更に拡大していくことが予想さ

れる。いくつかの調査機関では、年間約２割の伸

び率を予測しているほどである。

また、既存の料金計器は、郵便事業収入のうち、

約４割を占めており、SOHOにおける競争が一段

落すれば、民間企業であるプロバイダーが、これ

までの料金計器に対抗する新しい価格体系を持っ

た新製品を既存の料金計器市場に投入し、新たな

市場獲得競争を繰り広げていくことは十分考えら

れる。

すでに、大企業、中小企業向けの電子切手製品

を開発している社もあるとの情報もあり、電子切

手プロバイダとして市場に参入する民間企業の動

向で大きく予測が変動するものと思われる。

４．郵便事業にもたらすインパクト

�１ 収益に与えるインパクト

電子切手導入では、顧客が切手をインターネッ

トで購入することができ、利便性の向上による郵

便サービスの需要効果とともに、電子切手プロバ

イダにとって電子切手は、手数料ビジネスとなる

ため、大量に販売しようというインセンティブが

働くことになる。

郵便物に貼られた電子切手の２次元バーコード

と郵便物追跡システムにより、新しい郵便サービ

ス需要を創出する可能性がある。ただし、この場

合は、２次元バーコードの読み取り機器を郵便局

に相当数配備する必要がある。

IBIプログラムでは、USPSの認証サービスを利

用しており、公的機関としての認証サービスとい

う新ビジネスを将来的に開拓する可能性もある。

�２ 費用に与えるインパクト

電子切手を導入することにより、情報化、機械

化等による生産性の向上を図ること等が考えられ

る。

いずれにしても、全体の郵便物のうち、電子切

手の貼られた郵便物の割合が相当大きな割合を占

めなければ、効果は期待できないと考えられる。

また、２次元バーコードの読み取り機器を郵便局

に相当数配備しなければ、効果は期待できない。

考えられる主な効果は、以下のとおり。

伝統的切手の製造・流通・販売費用削減効果

電子切手では、顧客が切手を供給者である

USPSからプロバイダ経由で直接ネットワークを

通じて購入することを可能にしたことにより、切

手の製造、物流、販売、それぞれに関連するコス

トがいらなくなることが直接的な費用削減効果と

して考えられる。
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郵便物処理における効率化効果

９９％以上の読み取り率が期待できる二次元バー

コード（電子切手）により、郵便物処理の機械化

比率が上がり、生産性が向上すると考えられる。

経営管理改革

電子切手が貼られた郵便物は、情報（二次元

バーコード）と物（郵便物）が一体となったもの

である。各郵便物処理において、リアルタイムに

コスト管理のための情報を容易に取得することが

可能になると思われる。

例えば、電子切手に表示されている郵便種別情

報により、ある郵便物の処理に係る事務量（コス

ト）を郵便種別毎に算出するといったことが可能

になり、郵便サービス毎の正確な原価計算が可能

になる。ただし、全体の郵便物に占める電子切手

の貼られた郵便物の割合が低い限り、原価計算の

正確性は、サンプル調査と大きく変わるものでは

ない。

また、電子切手の場合、切手の販売実績につい

て、USPSのIBIシステムからリアルタイムに取得

することが可能となる。

Henderson（USPSポストマスタージェネラル）

は、「経営者がリアルタイムの情報を得ることは

極めて重要である。多くのレポートは早くとも昨

日何が起こったかを示しているに過ぎない。必要

な情報をリアルタイムでつかめば、より早くより

正しい意思決定を行うことができる。もし、現在

より、タイムリーに必要な情報を得ることができ

れば、マネジメントチームは、この組織のパ

フォーマンスを劇的に変え、今後１０年間で、何十

億ドルもコスト削減することが可能である。」と

述べている。

５．おわりに

USPUが実施している電子切手のテストは、テ

スト参加者を募って、一定の期間、一定の地域で、

プロバイダー製品の信頼性、安全性などを調べる

ことを目的としている。テスト参加者は、テスト

期間中に限っては、手数料やソフトウェア購入費

用といった負担は免除されており、切手利用代金

のみ負担することになる。USPSは、電子切手を

読み取ることが可能なスキャナを試験用に配備し

たワシントン、サンフランシスコ（カリフォルニ

ア州）の２地域を試験フィールドとして指定して

いる。しかし、テストは、適切なデータが集めら

れたと判断できるまで実施するとして、テスト期

間に制限を設けていない。

USPSの電子切手の試みは、USPSを取り巻く

環境変化に対応し、新たな事業展開の一つの試み

とも窺える。しかし、それは一方で、USPS自身

にも莫大な投資が必要になる。電子切手が米国の

利用者にどのように受け入れられ、米国の郵便事

業にどのようなインパクトをもたらそうとしてい

るのか、そして、USPSがどのような戦略をとろ

うとしているのか、引き続き注視していく必要が

ある。
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第２章 仮説の検定Ⅰ

１ 帰無仮説と対立仮説

日本の雇用慣行の中でも年功賃金制度は、その

特徴の一つとして有名である。年功賃金制度は簡

単にいうとある一定の年齢までは年齢と共に賃金

が上昇するということを指している。言い換えれ

ば年齢が賃金に影響していることを仮定している

ものと言えよう。実際５０歳半ば前後まで賃金が上

昇し、５０代後半以降から賃金が低下するという労

働市場に関するグラフを、読者は見られたことが

あるだろう。多くのケースで賃金と年齢が関係し

ているというような推測（conjecture）を仮説（Hy-

pothesis）といい、それを統計的に確かめること

を仮説の検定（Hypothesis Testing）という。た

とえば以下のようなモデルを考えたとする（なお

本章でも仮定A．１からA．５は充たされているもの

とする１））。

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋…＋bjxji＋

…＋bkxki＋ei ２．１）

xjiがyiに影響していないならば、bj＝０である。

逆にxjiがyiに影響しているならばbj≠０である。

bj＝０が何％の確率で発生するかを確かめようと

いうのが仮説の検定である。検定したい仮説を帰

無仮説（null hypothesis）といい、帰無仮説と論

理的に対立し相容れない仮説を対立仮説（alterna-

tive hypothesis）という（帰無仮説をH０、対立仮

説をH１で表すことが多い）。したがって帰無仮説

が間違いとされたときは対立仮説が採択される。

この例では、帰無仮説と対立仮説は

H０：bj＝０

H１：bj≠０

のように表記する。

帰無仮説は検定したい仮説であるが、我々はこ

のモデルでxjiはyiに影響しているということを主

張したい（だからモデルに必要な変数としてxjiが

加えられている）。言い換えればbj＝０を否定し

たいと考えている。そこで多くの場合否定したい

仮説（無かったことに帰着させたい）を帰無仮説

に選ぶことになる。前回の章でt検定を紹介した

が、t検定は計量分析で最も頻繁に行われる仮説

の検定である。前回の例で消費は所得の関数であ

るというとき

yearconsi＝a＋b＊disposali＋ei

のモデルでb≠０と主張したいのだから、b＝０

を否定したかったのである。

応用計量経済学�２

横浜市立大学商学部教授 松浦 克己
大阪大学国際公共政策研究科助教授 Colin McKenzie

シリーズ

１）Ａ．１ 誤差項の期待値は０である。E（ei）＝０ for all i
Ａ．２ 誤差項の分散は一定である。Var（ei）＝E（ei２）＝σ２ for all i
Ａ．３ 誤差項間に系列相関はない。E（eiej）＝Cov（ei,ej）＝０ for all i≠j
Ａ．４ 誤差項は正規分布（normal distibution）に従う。
Ａ．５ 説明変数はある特定の値を取る非確率変数である。
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２ 有意水準と棄却域

（有意水準）

b＝０であれば、観測された b^より大きい推定

値の絶対値がどの程度の確率（％）で発生するか

ということが問題となる。

b＝０であれば、観測された b^より大きい推定

値の絶対値が５％の確率で発生するとき有意水準

（significance level）は５％であるという。１％

の確率で発生するときは有意水準は１％、あるい

は１０％の確率で発生するときは有意水準は１０％で

あるという。この発生する確率をp値 （p―value）

という。EviewsはOLSの推計の場合このp値を自

動的に出力する。ある特定の１変数の値が、b＝

０であるかどうかはt分布をもとにした検定で行

う。このt値のように検定に必要な統計量を検定

統計量（test statistic）という。またある有意水

準を定めたときそれに対応する統計量を臨界値

（critical value）という。

A．１～A．５の仮定が充たされているとき、２．１）

式のOLS推定量bjを用いると b^jと真の値bjとの差

を測るt値は

t＝
b^j－bj
se（ b^j）

２．２ａ）

で計算された。これが自由度（n－（k＋１））のt

分布に従う。なおnは２．１）式の標本数、k＋１は

２．１）式の係数の数である。真の値が０であると

すると、

t＝
b^j

se（ b^j）
２．２ｂ）

を自由度（n－（k＋１））のt検定を行うことにな

る。２．２ｂ）式を利用し、 b^jが０と異なるかどう

かを検定する。

H０：bj＝０の帰無仮説が正しい場合も b^jは線形

不偏推定量であるから、 b^jは０に近く、 b^jと比

べてse（ b^j）は大きくなるのでt値も０に近くなる。

H１：bj≠０の対立仮説が正しければ、 b^jは０から

離れ、 b^jに比べてse（ b^j）は小さくなるので、t値

は０から離れるであろう。ある有意水準を定めた

場合、｜t値｜＞臨界値であればH０：b＝０という

ことは、有意水準以下の確率でしか発生しないこ

とになる。このときはH１：b≠０と考えることが

できそうである。

たとえば前回の消費関数では

yearcons＝２５３．２４２７＋０．１６４２＊disposal＋ e^

２．３）

（１３．４３４）（７．３１５） （ ）内はt値

［０．００００］［０．００００］［ ］内はp値

（１８．８５０）（０．０２２４）（ ）内は標

準偏差

という結果が得られていた。自由度１２１（サンプ

ルは１２３、推定される係数は定数項と説明変数の

２個である）の有意水準５％のt値は１．９８である

（したがってこの場合は１．９８が臨界値ということ

になる）。ここで７．３１＞１．９８であるから、b＝０

ということは５％以下の確率でしか発生しないこ

とが分かる。この様な場合その説明変数は５％水

準で統計的に有意（statistically significant）、あ

るいは５％水準で有意に０と異なる（significantly

different from０）という。disposalのp値がb＝０

かどうかを判断するための検定統計量である。

disposalのp値は０．０００であるからb＝０というこ

とは千回に１回も起きないということが分かる。

推計された b^が０以外のある特定の値と有意に

異なるかどうかも２．２ａ）式により検定を行うこ

とが可能である。たとえば b^が０．３と異なるかど

うかを見るためには、２．３）式の例では（H０：b

＝０．３ H１：b≠０．３）

t＝
０．１６４２－０．３００
０．０２２４

＝－６．０５である。 ２．４）

自由度はb＝０のケースと同じなので５％の有意

水準で検定すると適切な臨界値は１．９８となる。

｜－６．０５｜＞１．９８であるから、５％有意水準で b^
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f（t）�

t（m）�

－tc tc t

a/2 a/2

棄却 H0：b2＝0
受容 H1：b2≠0
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は０．３と有意に異ることになる（この問題につい

ては区間推定で後述する）。したがってH０：b＝

０．３は棄却される２）。

（棄却域）

ところで我々は検定を行う際はあらかじめ何％

の有意水準で判断するかを定める。例えば５％を

有意水準と定めた場合、H０：b＝０が否定できる

とき、その否定できる５％に入る領域を棄却域

（rejection region）という。このケースではdis-

posalの係数が棄却域に入る確率は万に一つとい

うことになる。臨界値、有意水準と棄却域の関係

を図示したものが図２．１である。

帰無仮説の｜t値｜＞臨界値であれば、帰無仮説

を誤りと判断しその仮説を棄却する（reject）と

いう。｜t値｜≦臨界値であれば、帰無仮説を積極

的に否定する根拠がない（その仮説が間違ってい

るという根拠はない）という意味で帰無仮説は棄

却されない（not to reject）、あるいは仮説を受

容する（accept）という。すなわち仮説を棄却す

るということは、それを間違いと判断することで

ある。他方仮説を棄却できないということは、必

ずしもそれが間違いとは言えないという意味であ

り、その仮説を積極的に正しいと認めているわけ

ではない。その意味で「棄却する」というのは「棄

却できない」ということより強い概念である。

３ 片側検定と両側検定

H０：b＝０という帰無仮説に対する対立仮説を

考える場合、それと論理的に対立する仮説として

は、H１：b≠０の他にH１：b＞０とH１：b＜０があ

る。経済理論で消費は所得の関数であると言うと

き、消費の限界性向は正であると考えている。逆

に金利が上昇すれば住宅投資は減少するというと

きは、住宅投資は金利の減少関数であると考えて

いることになる。このように理論的にある説明変

数の係数の符号が正（または負）と予想されるこ

とがある。その場合は対立仮説としてはH１：b＞

０（符号条件が正と予想されるとき）、あるいは

H１：b＜０（符号条件が負と予想されるとき）を

考えてやればよい。

その棄却域はH１：b＞０であれば上側、H１：b

＜０であれば下側を用いて行う。なぜならばb＞

０（b＜０）が正しいとすれば、bは正（負）で

０から離れ、t値も同一のはずだからである。棄

却域の片方を用いて検定する場合を片側検定

（one sided test, one―tailed test）という。棄却

域の上側と下側の双方を同時に用いる検定を両側

検定（two sided test, two―tailed test）という。

H１：b≠０の対立仮説は、b＞０とb＜０の二つの

概念を包含するから両側検定を行うことになる。

図２．１ 臨界値、有意水準、棄却域

２）帰無仮説が正しければ、（０．１６４２－０．３０）の値は有意に０と異ならないはずである。
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たとえば正が予想される場合の有意水準５％の

棄却域は図２．２で示される。

先の消費関数の例に戻ろう。帰無仮説はH０：b

＝０、対立仮説はH１：b＞０である。t値の導出は

前と同様である。有意水準を５％と定めた場合、

棄却域は上側のみを見てやればよい。t分布の自

由度１２１の上側５％有意水準は１．６６である。７．３１

＞１．６６であるからH０：b＝０は棄却され、b＞０

という対立仮説が採択される。なおt分布は左右

対称であるからp値は両側検定の１／２となる

（Eviewsで表示されるp値は両側検定を行ったと

きのp値が表示される。それを１／２倍してやれ

ばよい）。

４ 第１種の誤りと第２種の誤り

帰無仮説は真か偽のいずれかである。また検定

の結果は棄却するか棄却しない（受容する）かの

いずれかである。我々が行う検定は、正しい場合

もあれば誤ることもある。正しいケースは

�１ 帰無仮説が真、検定結果は仮説を棄却しな

い（受容する）。

�２ 帰無仮説が偽、検定結果は仮説を棄却する。

である。誤るケースは次の通りである。

�３ 帰無仮説が真、検定結果は仮説を棄却する。

�４ 帰無仮説が偽、検定結果は仮説を棄却しな

い（受容する）。

�３のケースを第１種の誤り（type I error）と

いい、�４のケースの誤りを第２種の誤り（type II

error）という。これをまとめると以下のようで

ある。

第１種の誤りを起こす確率は有意水準に等しい。

したがって第１種の誤りを起こす確率を低くしよ

うと考えるならば、有意水準をたとえば５％から

１％に変更してやればよい。t値は

t＝
b^

se（ b^）
である。先の消費関数の例（両側検定）

で有意水準５％に対応する臨界値は１．９８、有意水

準１％に対応する臨界値は２．６２である。 b^＞１．９８

se（ b^）または b^＜－１．９８se（ b^）であれば５％水準

で帰無仮説H０：b＝０を棄却する（－１．９８se（ b^）

＜ b^＜１．９８se（ b^）であれば帰無仮説を受容する）。

１％水準では b^＞２．６２se（ b^）または b^＜－２．６２se

（ b^）であれば帰無仮説を棄却する（－２．６２se（ b^）

＜ b^＜２．６２se（ b^）であれば受容する）。

仮に真の値がb＞０であったとする。その分布

は次のように描かれる。有意水準を５％から１％

に変更するとH０：b＝０の帰無仮説を受容してし

まう確率（第２種の誤りを起こす確率）が高くな

る。つまり第１種の誤りを起こす確率を低下させ

ると、第２種の誤りを起こす確率が高くなる。こ

れから第一種の誤りを起こす確率と第二種の誤り

図２．２ 片側検定の臨界値、有意水準、棄却域
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を起こす確率は、いずれか一方を低くしようとす

ると他方が高くなるトレードオフの関係に立つこ

とが分かる（図２．３．１参照）。

そこで通常検定を行う場合には、第１種の誤り

を起こす確率を一定として第２種の誤りを起こす

確率を低くするようにする。このとき

１－p（第２種の誤りの確率） ２．４）

を検出力（power of test）という（図２．３．２参照）。

５ 点推定と区間推定、点予測と区間予測

５．１ 点推定と区間推定

今までの議論では主にあるパラメータの平均値

を求めてきた。この様にあるパラメータにについ

て一つの値を求める推計を点推定（point esti-

mate）という。しかし推定量（あるいは推定値）

は、確率変数であるから、幅を持って考えること

もできる３）。このようにある一定の確率でパラ

メータがどの範囲に存在するかを推計することを、

区間推定（interval estimate）という。つまり区

間推定は、得られた推定値がある確率（例えば

９５％）で最大最小でどの値をとるのかということ

である。それは一般的に次のように求められる。

y^ i＝ a^ ＋ b^１x１i＋ e^ i ２．５）

が得られたとする。

ある確率を定める。この定めた確率を信頼度

（level of confidence）、あるいは信頼係数という。

このとき２．２a）の結果を利用すると信頼度（例え

ば９５％）にパラメータが入る区間は

P（（ b^－b）±tc＊se（ b^））＝０．９５ ２．６）

tcは、（１－信頼度）すなわち有意水準に対応

するt値の臨界値。

２．６）式のカッコ内を書き直すと

b^－tc＊se（ b^）＜b＜ b^＋tc＊se（ b^） ２．７）

となる。この区間が信頼区間（confidence inter-

val）である。先の消費関数例ではbの９５％の信頼

区間が０．１２０＜b＜０．２０９となることを読者は確か

められたい（先に我々はdisposalの点推定で得ら

れた値０．１６が０．３０と５％水準で有意異なることを

見た。これはdisposalの係数の推定値が信頼度

９５％（５％の有意水準）の信頼区間に０．３０を含ん

でいない例である。０．２０９＜０．３０を考えれば容易

に理解できよう）。

図２．３．１ type Ⅰ error と type Ⅱ error

３）連続確率変数がある特定の一点をとる確率は０である。

図２．３．２ 検出力
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５．２ 点予測と区間予測

yi＝a＋b１x１i＋eiを推計し、その結果次の予測が

得られたとする。

y^ i＝ a^ ＋ b^１x１i ２．８）

これはaやb１の求められた点推定値（平均値）

をそのまま利用して、被説明変数の動きを予測し

ようというものである。これを点予測（point pre-

diction）という。点推定（平均値）を用いた予測

であるから、平均での予測ということができる。

xiの値がx０のときy０のモデルがy０＝a＋b１x１o＋e０

とし、y０の予測値を y^０とすると、予測誤差は

e^０＝ y^０－y０＝（ a^ －a）＋（ b^１－b１）x１０－e０ ２．９）

となる。e０は標準的仮定を充たすとする。また仮

定によりaとb１は不偏推定量であるからE［（a－ a^ ）

＋（ b^１－b１）x１０］は０となる。したがって２．９）式

の期待値は０となるので、 y^０はy０の不偏予測推

定量である。

予測誤差の分散は

V（ y^０－y０）＝σ２［１＋１n＋
（x１０－x１）２

Σ（x１i－x１）２］２．１０）
で得ることができる。σ２の不偏推定量s２で置き換

えると

V^（ y^０－y０）＝s２［１＋１n＋
（x１０－x１）２

Σ（x１i－x１）２］ ２．１１）
となる。その平方根が√V^（ y^０－y０）で予測の標

準誤差（standard error of forecast）である。こ

れを仮にse（f）と書こう。

（ y^０－y０）
se（ f^ ）

２．１２）

は自由度n－２のt分布に従う（この例では推定の

ために利用した標本数がnで、推定される係数は

２個である）。

これから区間推定の場合と同様に信頼度を設定

して、その範囲内で予測がどの程度の幅を持つか

図２．４ 予測値と信頼区間
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という予測の信頼区間を設定できる。この様にし

て得られた予測を区間予測（interval prediction）

という。

P（ y^０－tcse（f）≦y０≦ y^０＋tcse（f））＝A ２．１３）

ここでtcは求めようとする信頼度の臨界値、A

は信頼度となる。予測の９５％の信頼区間を正確に

計算するためにtcを調べる必要があるが、標本数

（n）が十分に大きいときは、tcは２前後となる。

消費関数の信頼度±２標準偏差での信頼区間を掲

げておく。そのプログラムは以下の通りである

（’で始まる行はEviewsでは注釈行で、その行の

作業は行わない。プログラムの解説に便利であ

る）。

equation eq１_１．ls yearcons c disposal

’予測値をyc_hat、その標準誤差をyc_seとする

（_hat, _seはEviewsの予測値と予測標準誤差を

表す既定の表現方法）

eq１_１．fit yc_hat yc_se

’±σを求める。

genr ycup＝yc_hat＋２＊yc_se

genr yclow＝yc_hat－２＊yc_se

’予測値と±２σの信頼区間を図示する

plot yc_hat ycup yclow

６ 多重共線関係

モデルが複数の説明変数を含む場合、多重共線

関係（multicollinearity）といわれる困難な問題

を生じることがある。たとえば

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋ei ２．１４）

x２i＝dx１ ２．１５）

のようにx２iとx１iが線形従属である（完全に相関し

ている）としよう。２．１４）式を２．１５）式に代入す

ると

yi＝a＋b１x１i＋b２（dx１i）＋ei

＝a＋（b１＋b２d）x１i＋ei ２．１６）

となりb１とb２を推計することはできない（第１章

で多重回帰の係数を求めた１．３５）式の分母S１１S２２

－S１２２＝０となることから容易に確かめることが

できる４）。この場合を完全な多重共線関係（per-

fect multicollinearity）という）。このように説明

変数間に完全に相関があるのは希であろうが、相

関が高い場合も類似の問題が起こりうる。多重共

線関係が存在する時以下のような問題が生じる。

�１ サンプルを増減すると推定値が大きく変化

する。

�２ 説明変数を入れ替えると推定値が大きく異

なる（時には正負の符号が逆転することがあ

る）。

�３ 推定値の分散（標準誤差）が大きくなり、

本来統計的に有意な変数を非有意と誤ること

がある。

このために多重共線関係にあるときは、その多

重共線関係にある各説明変数の影響を個別には捉

えることができなくなる（多重共線関係にないそ

の他の説明変数は影響を受けない）。

さらに多重共線関係は説明変数間の相関が高く

ない場合にも起こりうる。

より一般的に、yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋…＋bkxki＋

ei、のケースでj番目のパラメータの分散V（bj）

を考える。σ２を誤差項の分散、Sjj＝Σi（xji－xj）

（xji－xj）、Rjj２をxjiを他の全ての説明変数に回帰し

たときのR２とする。以下の結果を得る。

V（ b^j）＝
σ２

Sjj（１－Rjj２）
２．１７）

これから b^jの分散はσ２が大きいほど、Sjjが小

さいほど、またRjj２が高いほど大きくなることが分

かる。したがってたとえ説明変数間の相関が低く

とも、σ２やSjjの値によっては推定された分散は

４）多重回帰の前提としてS１１S２２―S１２２≠０、あるいは完全な多重共線関係のないことを仮定する研究者もいる。
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大きくなり、多重共線関係は起こりうる（多重共

線関係が起きたと判断したときEviewsは、“Near

singular matrix”というエラーメッセージを出

す）。

多重共線関係の尺度としていくつかの指標が提

案されているが、一致した見解は得られていない

のが実状である。また多重共線関係問題の解決に

は、（可能であれば）サンプルを増やすこと（Sjj

が大きくなる）、あるいは不必要な変数を落とす

ことなど様々な案が出されているが、決め手はな

いのが現状である。

（どのように報告するか）

しかしRule of Thumbとして次のように報告す

ることは有益である。x１とx２が多重共線関係にあ

るとしても，その全ての説明変数を含む推計、多

重共線関係にある（と疑われる）各１個の変数を

落とした推計を報告することである。この例を後

ほど実際に見てみることにする。また多重共線関

係にあるときも、点予測については全ての説明変

数を含む回帰の場合、多重共線関係の影響は受け

ないので、点予測に用いることはできることが知

られている。

たとえば金融資産を入れた消費関数についてみ

よう。disposal、money、numberの相関係数を

求めよう。そのためのコマンドは次の通りである。

cor（p）disposal money number

そうするとdisposalとmoneyの相関係数は０．４３で

あり、それほど高いわけではないということを読

者は確認されたい５）。

次に前章のequation１_３からdisposalを除いて

推計してみよう。

equation eq１_４ .ls yearcons c number money

この結果は表２．１に示すとおりである。money

の係数は０．０２となり、t値は４．０１、p値は０．０００１と

変わる。金融資産は１％水準でも有意に正の影響

を消費に与えている。このケースはdisposalと

moneyで多重共線関係が起きていた可能性がある

ことを示唆している（断言はできないが）。

この様に多重共線関係が疑われるとき、個々の

説明変数の影響が明確でなくなるので、我々は判

断に迷うことが多い。しかしRule of Thumbに従

い、このケースでは次の３通りを報告することが

表２．１ 金融資産を入れ所得を除いた推計例

Dependent Variable: YEARCONS

Method: Least Squares

Sample: １ １２３

Included observations １２３

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.

C

NUMBER

MONEY

２０７．２８４５

４０．０７０９９

０．０２１０９７

２８．３２０９９

７．９９３５７５

０．００５２５９

７．３１９１１３

５．０１２８９９

４．０１１３４１

０．００００

０．００００

０．０００１

R–squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin–Watson stat

０．２５８２４５

０．２４５８８２

１２９．７４００

２０１９８９６．

－７７１．４７１３

２．０７４３８５

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

３６３．８０４９

１４９．４０１３

１２．５９３０３

１２．６６１６２

２０．８８９２３

０．００００００

５）共分散はcov（p）disposal money numberで求めることができる。
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LWAGE

b2ˆ

ˆ ˆ ˆ

LWAGE＝（a＋b2）＋b1z

LWAGE＝a＋b1z

ˆˆ ˆ ˆ
（b2＜0を想定）�

z

有益である。

yearcons＝１７９．２８
（６．７６）

＋０．１２３
（４．９６）

disposal

＋２８．３６２
（３．６９）

number＋０．００９mo
（１．７１）

ney＋ e^１

AdjR２＝０．３７０ SER＝１１８．６１

yearcons＝１８６．２３
（７．０６）

＋０．１４２
（６．３４）

disposal

＋２６．７１
（３．４８）

number＋ e^２

AdjR２＝０．３６０ SER＝１１９．５６

yearcons＝２０７．２８
（７．３２）

＋４０．０７
（５．０１）

number

＋０．０２１
（４．０１）

money＋ e^３

AdjR２＝０．２４６ SER＝１２９．７４

このとき点予測については全ての説明変数を含

む回帰の場合、多重共線関係の影響は受けないの

で、点予測に用いることはできることが知られて

いることは前に述べたとおりである。

７ ダミー変数

ある条件を充たす場合を１、ある条件を充たさ

ない場合は０となるような変数をダミー変数

（Dummy Variable）という。たとえば女性であ

れば１、男性であれば０というのはその一例であ

る。更にあるグループを属性により３個以上に分

けてダミーを作ることもできる。たとえば勤務先

の従業員数により９９人以下、１００～４９９人、５００人

以上と区分すれば、３個のダミー変数を作ること

ができる。

（定数項ダミー）

日本の労働市場では男女間の賃金格差があるこ

とが指摘されている。これは他の条件を一定にし

て女性の賃金が男性よりも低いことを意味してい

る。具体的には以下のようなモデルで

lwagei＝a＋b１zi＋b２femalei＋ei ２．１８）

lwageは賃金の対数、 zは女性以外の説明変数，

femaleは女性の場合＝１、男性の場合＝０となる

ダミー変数。a，b１，b２は推計すべきパラメータ。

eiは誤差項

男女間の賃金格差仮説はb２＜０を想定している

ことになる。女性と男性についてダミー変数を用

図２．５ 定数項ダミーの効果
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いて書き分けると次のようになる。

lwagei＝（a＋b２）＋b１zi＋ei if female＝１ ２．１９）

lwagei＝a＋b１zi＋ei if female＝０ ２．２０）

２．１９）式と２．２０）式を比較すると定数項の部分

が異なることが分かる。他の説明変数に係るb１は

共通であるから、両式はb２の部分だけlwageの予

測値が異なるので、回帰直線はb２だけ平行にシフ

トする（図２．５参照）。

このように定数項の部分だけに影響するダミー

変数を定数項ダミー（intercept dummy variable）

という。なお男性（female＝０）と比べて女性の

賃金がどうなっているかを見るものであるので、

ダミー変数が０となるものを基準値あるいは既定

値（default）ということがある。

これをEviewsで実際に見てみよう。データは

「家計の金融資産選択（１９９６年）」である。

１ workfile a: labor u １１０９

２ smpl １―１１０９

３ read a: labor. dat lwage kigyou edu age

female

４ group group２１ lwage age female

５ group２１. stats

６ series age２＝age ２^

７ equation eq２_１． ls lwage c age age２

female

１行目で作業領域を設定している。２行目でサ

ンプル数が１１０９であることを指定している。その

変数がlwage（世帯主の収入、万円の対数値）、

kigyou（勤め先の従業員数ダミー、１＝４人以

下、２＝５―２９人、３＝３０―９９人、４＝１００―４９９

人５＝５００人以上）、edu（教育歴、１＝中卒、２

＝高卒、３＝短大卒、４＝大卒、６＝その他）、

age（年齢）、female（世帯主が女性＝１、男性＝

０）であることを指定している。

７行目でlwagei＝a＋b１agei＋b２age２i＋b３femalei

＋eiを推計するコマンドを指示している（方程式

の名前はeq２_１である）。

結果は表２．２に示す通りである。femaleの係数

は－０．３９である。t値は－７．５９であるから１％水

準で統計的に有意である。p値は０．００００であるか

らb３＝０の帰無仮説は、両側検定でも片側検定で

も、強く棄却されている。この結果では女性の賃

金は男性に比べて０．３９（対数値）低くなっており、

男女間の賃金格差仮説は支持される。

（複数のダミー変数）

定数項ダミーを２個以上作ることも可能である。

企業規模による賃金格差がいわれている。これは

大企業、中堅企業、中小企業の従業員の間で他の

表２．２ 定数項ダミーの例

Dependent Variable: LWAGE

Method: Least Squares

Included observations:１１０９

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

AGE

AGE２

FEMALE

４．３９８０６２

０．０７８３１７

－０．０００７４５

－０．３９１１４９

０．１８６１７７

０．００８６４４

９．６４E―０５

０．０５１５２１

２３．６２２９９

９．０６０２７８

－７．７２９２６０

－７．５９２１０３

０．００００

０．００００

０．００００

０．００００

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．１８８００８

０．１８５８０４

０．４４８８９０

２２２．６６０２

－６８３．３１５９

１．６４２５２６

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

６．２７５６８５

０．４９７４８０

１．２３９５２４

１．２５７５９８

８５．２８３６２

０．００００００
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条件を一定として賃金水準が異なることを意味し

ている。この様なケースでは大企業、中堅企業と

中小企業の３個のグループ間で違いがあるかどう

かが課題となる。それをダミー変数を用いること

により検証してみよう。

まず企業間の賃金格差をEviewsで推計してみ

よう。なお説明の便宜のためにここでも注釈行を

つける。

前回の論理演算子の所で説明したように、

series Ａ変数＝Ｂ変数＝ある条件

とすれば、B変数が条件を充たすとき、Ａ＝１

（充たさないときＡ＝０）という変数が作成され

た。これを利用する。企業規模は３個に区分され、

大企業、中堅企業と中小企業はそれぞれ５００人以

上、１００―４９９人と９９人以下の企業とする。９９人以

下の企業を基準値として推計してみよう。

８ ’１―４人企業ダミー

９ series emp１＝kigyou＝１

１０ ’５―２９人企業ダミー

１１ series emp５＝kigyou＝２

１２ ’３０―９９人企業ダミー

１３ series emp３０＝kigyou＝３

１４ ’１―９９人の企業ダミー

１５ series emp１３＝kigyou＜＝３

１６ ’１００―４９９人企業ダミー

１７ series emp１００＝kigyou＝４

１８ ’５００人以上企業ダミー

１９ series emp５００＝kigyou＝５

２０ ’記述統計量

２１ group group２２emp１ emp５ emp３０

emp１３emp１００emp５００

２２ group２２. stats

２３ ’lwagei＝a＋b１agei＋b２age２i＋b３femalei＋

b４emp５００i＋b５emp１００i＋eiを推計するコマ

ンド

２４ equation eq２_２. ls lwage c age age２

female emp５００emp１００

２４行は、２．１８）式にならうと以下のように書く

ことができる。

lwagei＝a＋bzi＋b４emp５００i＋b５emp１００i＋ei

２．２１）

従ってダミー変数の効果は以下のように表すこと

表２．３ 複数のダミーの例

Dependent Variable: LWAGE

Method: Least Squares

Sample: １ １１０９

Included observations:１１０９

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

AGE

AGE２

FEMALE

EMP１００

EMP５００

４．４０７６３５

０．０６８７４３

－０．０００６２２

－０．３２２２３８

０．１５１６１７

０．３４３２９９

０．１７５９３０

０．００８２２１

９．１８E―０５

０．０４９０５７

０．０３３６１９

０．０２９５９５

２５．０５３３４

８．３６２３１０

－６．７７１７２８

－６．５６８５７４

４．５０９９０７

１１．５９９７０

０．００００

０．００００

０．００００

０．００００

０．００００

０．００００

R―squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．２７６２９８

０．２７３０１７

０．４２４１６８

１９８．４４９９

－６１９．４８７２

１．６５７４９３

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

６．２７５６８５

０．４９７４８０

１．１２８０２０

１．１５５１３２

８４．２２１４７

０．００００００
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ができる。

lwagei＝（a＋b４）＋bzi＋ei emp５００

＝１，emp１００＝０のケース ２．２２）

lwagei＝（a＋b５）＋bzi＋ei emp１００

＝１，emp５００＝０のケース ２．２３）

lwagei＝a＋bzi＋ei emp５００＝０，emp１００

＝０のケース ２．２４）

このケースでは９９人以下の企業が基準となって

いるので、b４は５００人以上企業と９９人以下企業の

賃金格差、b５は１００‐４９９人企業と９９人以下企業の

勤労者の賃金格差を表している。

なおここでは９９人以下の企業ダミー（emp１３）

が取り上げられていない。これはこの変数も取り

入れた場合、各経済主体に取り

１＝emp５００i＋emp１００i＋emp１３i ２．２５）

となるので、完全な多重共線関係となり推計でき

ないからである。

推計結果は表２．３に示す通りである。emp１００

とemp５００の係数は正である。しかもt値は４．５１と

１１．６０でありいずれも１％水準で有意である。１００

―４９９人、あるいは５００人以上の企業に勤務する勤

労者の賃金は、９９人以下の企業に勤務する勤労者

の賃金よりそれぞれ０．１５，０．３４（対数値）高いこ

とが分かる。

（交差項、係数ダミー）

ダミー変数とダミー変数をかけた変数を考える

こともできる。あるいはダミー変数と他の連続変

数をかけることもできる。複数の変数をかけあわ

せた変数を交差項（interaction variable）という。

後者を特に係数ダミー（slope dummy variable）

ということがある。

たとえば女性ダミー＊５００人以上勤務ダミーとす

れば、それは女性でかつ５００人以上の企業に勤務

する人を指すダミーである（第１章のoldmanを

思い出してほしい）。

係数ダミーはそれに係る連続説明変数の傾きを

変えることになる。たとえば年功賃金といっても

女性の年功カーブと男性の年功カーブでは異なる

かもしれない（男女間の賃金格差は年齢と共に拡

大するということもしばしば言われている）。そ

こで次のような関数を考える。

lwagei＝a＋b１agei＋b２age２i＋c１（femalei＊agei）

＋c２（femalei＊age２i）＋dzi＋ei ２．２６）

男性であればfemale＝０であるから

lwagei＝a＋b１agei＋b２age２i＋dzi＋ei ２．２７）

となる。女性であればfemale＝１であるから

lwagei＝a＋（b１＋c１）agei＋（b２＋c２）age２i

＋dzi＋ei ２．２８）

となる。女性の年齢の効果は、ageについては（b１

＋c１）、age２については（b２＋c２）となるので、

その傾きは男性と比べてダミー変数の推定値であ

るc１、c２だけ異なることになる。

８ F検定と線形制約

８．１ ０制約の例

年功序列賃金制度が存在しないならば、年齢は

賃金に統計的に有意な影響を与えていないであろ

う。言い換えれば以下の式で

lwagei＝c＋a１agei＋a２age２i＋b１emp５００i

＋b２emp１００i＋b３femalei＋ei ２．２９）

a１＝a２＝０ ２．３０）

の制約が成立しているであろう（a１＝a２＝０のよ

うにある係数を０と置くことを０制約という）。

つまり次の帰無仮説が成立しているはずである

（このように２個以上の仮説を同時に検定するこ

とを複合仮説検定（joint hyothesis test）という）。

H０：a１＝a２＝０ ２．３１）

対立仮説は次のようである。

H１：H０ではない ２．３２）

（具体的にはa１≠０またはa２≠０の少なくとも一

方が成立する）。

この複合仮説を検定するとき、我々はF検定を
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行う。帰無仮説が正しければ、次式が成立してい

るであろう。

lwagei＝c＋b１emp５００i＋b２emp１００i

＋b３femalei＋ei ２．３３）

制約のあるモデル（restricted model，ここで

は２．３３式）の残差平方和をRSSRとする。制約の

ないモデル（unrestricted model，ここでは２．２９

式）の残差平方和をRSSUとする。

RSSR≧RSSU ２．３４）

が必ず成立する（ageとage２がいずれもlwageと

完全に無相関であれば等号が成立し、何らかの相

関があれば不等号となる）。したがって帰無仮説

が正しければ（RSSR－RSSU）の値は小さくなる

であろう。逆に帰無仮説が間違っている（制約が

有効ではない）ときはこの値は大きくなるであろ

う。このとき次のF検定統計量 （F test statistic）

が導かれる。

F＝
（RSSR－RSSU）／r
RSSU／（n－k）

２．３５）

この値は自由度r、（n－k）のF分布に従うこと

が知られている（F,ｒ，ｎ－ｋと書く、２つの自由度

があるという点で正規分布やt分布とは異なる）。

なおrは帰無仮説にある制約の数、nはサンプル数、

kは制約のないモデルの係数の数。２．３４）よりF

≧０である。帰無仮説が正しければFの値は小さ

くなるであろう。逆に帰無仮説が間違っていると

きはF値は大きくなるであろう。

２．２９）式と２．３３）式を各々OLSで推計し、その

残差を用いて２．３５）式のF値を計算することがで

きる。なたこれをEviewsはコマンドで行うこと

ができる。読者は２４行の結果を表示してほしい。

View／Coeficient Tests／Redundant Variable―

Likelihood Ratioを選択し、画面に制約条件であ

る２個の説明変数age age２を記入し実行してほ

しい（図２．６、２．７参照）。

以下の結果を得るだろう（表２．４参照）

F値は９５．６である。有意水準５％（１％）で自

由度２，１１０３のF統計量は約３．００（約４．６１）である

図２．６
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から、a１＝a２＝０の帰無仮説は棄却される。帰無

仮説が正しいとして、９５．６より大きいF値が起る

p値は０．００００となっている（なお画面に表示され

るLog Likelihood Ratioの意味については後述す

る）。

なおゼロ制約の極端な場合が定数項以外の全て

の説明変数の係数が０であるという制約である

（モデルが説明力を全く持たないケース）。これ

もF検定で行うことができる。その値はEviewsは

自動的に計算し表示する（結果下欄のF―statistic

Prob （F―statistic）がこれに該当する。２．２９）

式においてa１＝a２＝b１＝b２＝b３＝０を検定すると表

２．３のケースではF―statistic ８４．２が該当する統

計量である。有意水準５％で自由度５，１１０３のF統

計量は約２．２１であるから、明らかに帰無仮説は棄

却される）。

８．２ 単独仮説検定と複合仮説検定

ところで個々の係数の統計的有意度については

t検定で行うことは説明した。複数の検定につい

ても、a１＝０，a２＝０とそれぞれ単独に行うことが

考えられるかもしれない（単独の仮説検定をindi-

vidual hypothesis testという）。しかしこの場合

は他の変数の影響を考慮していないので、その効

果が排除されていない。そのために多重共線関係

にあるときなどは誤った検定結果をもたらすこと

がある。その問題を回避するために、複合仮説の

検定はF検定によることになる。

図２．７ 画面選択の例

表２．４ ０制約のF検定の例（ageの係数＝age２の係数＝０）

Redundant Variables: AGE AGE２

F–statistic

Log likelihood ratio

９５．５９１３６

１７７．２６８８

Probability

Probability

０．００００００

０．００００００
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表２．５ 係数ダミーを入れた推計例と複合仮説検定、多重共線問題

Dependent Variable: LWAGE

Method: Least Squares

Sample: １ １１０９

Included observations:１１０９

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

AGE

AGE２

FAGE

FAGE２

FEMALE

EMP１００

EMP５００

４．２６７０７８

０．０７４４１８

－０．０００６７５

－０．０２２５６３

０．０００１４９

０．３２４５１６

０．１５１５３６

０．３４１３２２

０．１８９９０９

０．００８８３６

９．８１E―０５

０．０２５５４０

０．０００３０１

０．５０６５８８

０．０３３５７８

０．０２９５６８

２２．４６９０４

８．４２２１９７

－６．８７８０４３

－０．８８３４３５

０．４９５７６８

０．６４０５９２

４．５１２９３６

１１．５４３７５

０．００００

０．００００

０．００００

０．３７７２

０．６２０２

０．５２１９

０．００００

０．００００

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．２８１００５

０．２７６４３４

０．４２３１７０

１９７．１５８９

－６１５．８６８３

１．６６５７７３

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

６．２７５６８５

０．４９７４８０

１．１２５１０１

１．１６１２５０

６１．４７２１５

０．００００００

表２．６．１ fageの係数＝fage２の係数＝０のF検定

Redundant Variables: FAGE FAGE２

F―statistic

Log likelihood ratio

３．６０４５０６

７．２３７７２３

Probability

Probability

０．０２７５２２

０．０２６８１３

表２．６．２ fage２の係数＝０の検定と他の変数の推計値

Redundant Variables: FAGE２

F―statistic

Log likelihood ratio

０．２４５７８６

０．２４７５４４

Probability

Probability

０．６２０１５７

０．６１８８１０

FAGE

FEMALE

－０．０１００４２

０．０８６６３７

（係数）

０．００３８０４

０．１６２４３８

（標準偏差）

－２．６３９６９６

０．５３３３５４

（t値）

０．００８４

０．５９３９

（p値）

表２．６．３ fageの係数＝０の検定と他の変数の推計値

Redundant Variables: FAGE

F―statistic

Log likelihood ratio

０．７８０４５７

０．７８５８５０

Probability

Probability

０．３７７１９４

０．３７５３５８

FAGE２

FEMALE

－０．０００１１４

－０．１１５０３９

（係数）

４．４９E―０５

０．０９５２４６

（標準偏差）

－２．５３５７１２

－１．２０７８０９

（t値）

０．０１１４

０．２２７４

（p値）
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その例を２．２４）式の女性の年功の推計結果をも

とに示すことにしよう。

２５ ’係数ダミーの作成

２６ series fage＝age＊female

２７ series fage２＝age２＊female

２８ ’lwagei＝a＋b１agei＋b２age２i＋c１（femalei*

agei）＋c２（femalei*age２i）＋dzi＋eiを推計す

るコマンド

２９ equation eq２_３．ls lwage c age age２

fage fage２ female emp１００ emp５００

結果は表２．５に示す通りである。

fageのt値は－０．８８，fage２のt値は０．５である。

いずれも統計的に有意な結果は得られていない

（p値は０．３８と０．６２である）。そこでこの２つの

係数が同時にゼロという制約を置こう（age、age

２を除いて推計する）。

先ほど同様に読者は、View／Coeficient Tests

／Redundant Variable―Likelihood Ratioを選択し、

redundant variableとしてfage fage２を指定して

ほしい。表２．６．１の結果が得られるであろう。

F値は３．６０であるから５％水準でc１＝c２＝０の

帰無仮説は棄却されている（p値は０．０２８である）。

そこでfage,fage２の各１変数を除いた推計を次に

行おう。

再びView／Coeficient Tests／Redundant Vari-

able―Likelihood Ratioを選択し、fage（あるいは

fage２）を指定する（結果は表２．６．２と２．６．３参

照）。

一方だけを取り上げるケースではfageは１％水

準で、fage２は５％水準で有意である（しかし表

２．２では１％水準で有意であったfemaleはいずれ

も有意ではない）。female、fage、fage２の統計

的有意水準が説明変数の組み合わせにより大きく

変わっている。これは多重共線関係が起きている

ときの典型的な症例である。

このことは改めて２つの課題を示すものである。

一つは複合仮説検定（F検定）を行う必要がある

にもかかわらず、単独仮説検定（t検定）で替え

るときは結果を誤る可能性があるということであ

る。一つは多重共線関係にあるとき（あるいは多

重共線関係の存在が疑われるとき）は、その変数

毎の組み合わせた結果を報告しないと、解釈を誤

る可能性があるということである。

この表２．６．１から表２．６．３の結果はfemale、

fageとfage２の間に多重共線関係が起きているこ

とを示すものである。この様な場合個々の変数に

ついてt検定で判断を下すことが誤りであること

を示す具体例である。

９ 不要な変数を入れる場合、必要な変数を落と

す場合

真のモデルは必ずしも自明ではない。そこで

我々は様々な試行錯誤を行うことになる。その時

不必要な変数をモデルに入れたり（inclusion of an

irrelevant explanatory variable）、逆に必要な変

数を落とす（omission of a relevant explanatory

variable）ことがある。この様なケースを定式化

の誤り（mis―specification, specification error）

という。不要な変数を入れる場合を過剰定式化、

必要な変数を落とす場合を過小定式化という。こ

の問題について考えてみよう。

yi＝a＋b１x１i＋e２i ２．３６）

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋e１i ２．３７）

２．３６）式のb１の推定量を b^１とし、２．３７）式のb１の

推定量をb
�

１とする。第１章の１．１２）式と１．３６）式

から b^１とb
�

１は以下のように求められる。

b^１＝
Σ（x１i－x１）Σ（yi－y）

Σ（x１i－x１）２
＝
Σ（x１i－x１）yi
Σ（x１i－x１）２

２．３８）

b
�

１＝
Σ（x２i－x２）（x２i－x２）Σ（x１i－x１）（yi－y）－Σ（x１i－x１）（x２i－x２）Σ（x２i－x２）（yi－y）

Σ（x１i－x１）（x１i－x１）Σ（x２i－x２）（x２i－x２）－［Σ（x１i－x１）（x２i－x２）２］
２．３９）

（過小定式化の問題）

２．３７）式が真のモデルであるにも関わらず、
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２．３６）式を推計したとする（過小定式化）。すな

わちx２がyに有意に影響するにも関わらず（b２≠

０）、その変数を落としたとしよう。２．３７）式の

yiを２．３８）式に代入すると

b^１＝
Σ（x１i－x１）（a＋b１x１i＋b２x２i＋e１i）

Σ（x１i－x１）２

＝
b１Σ（x１i－x１）２＋b２Σ（x１i－x１）x２i＋Σ（x１i－x１）e１i

Σ（x１i－x１）２

＝b１＋
b２Σ（x１i－x１）x２i
Σ（x１i－x１）２

＋
Σ（x１i－x１）e１i
Σ（x１i－x１）２

２．４０）

２．４０）式の右辺第３項の期待値は仮定により０

となる。E^（b１）＝b１となるためには第２項の期待

値が０となる必要がある。すなわちこの条件を充

たすのは

Σ（x１i－x１）x２i
Σ（x１i－x１）２

＝
Σ（x１i－x１）（x２i－x２）
Σ（x１i－x１）２

＝
Cov（x１，x２）
V（x１）

＝０ ２．４１）

のときのみである。２．４１）式からCov（x１，x２）＝０

でなければ、 b^１はバイアスを持ちかつ一致性も

ない。一般的に言ってモデルにとり重要な説明変

数を落としてしまうと、最小二乗法の推定量は不

偏性と一致性を持たない。

このバイアスはb２の符号と、落とした変数と他

の説明変数の共分散（相関）の正負に依存して定

まる。たとえばb２＞０かつ相関が正であれば正の

バイアスを持ち（過大評価）、またb２＜０かつ相

関が正であれば負のバイアスを持つ（過小評価）。

過少定式化の場合２．３６）式の誤差項はe２i＝b２x２i＋

e１iとなる。e１iが標準的線形回帰モデルの仮定を充

たすのであれば、E（e２i）＝b２x２≠０である。すな

わち過小定式化ではこれは充たされないので、e２i

は標準的線形回帰モデルの仮定A１を充たさない

ことになる。

（過剰定式化）

次に不要な変数を含んだ場合を考えてみる。

真のモデルが２．３６）式であるにもかかわらず、

２．３７）式を推計したときの問題である。２．３６）式

のyiを２．３９）式に代入し整理すると

b１＝b１＋
＋Σ（x２i－x２）（x２i－x２）Σ（x１i－x１）e１i－Σ（x１i－x１）（x２i－x２）Σ（x２i－x２）e１i
Σ（x１i－x１）（x１i－x１）Σ（x２i－x２）（x２i－x２）－［Σ（x１i－x１）（x２i－x２）２］

２．４２）

となる。仮定によりE（Σ（x１i－x１）e１i）＝０、E（Σ

（x２i－x２）e１i）＝０であるから、２．４２）式は

E（b１）＝b１ ２．４３）

となるので、b
�

１は不偏推定量である。また一致推

定量でもある。

ただし分散は２．３６）式では

V（ b^１）＝
σ２

Σ（x１i－x１）（x１i－x１）
であるが、２．３７）

式では

V（b
�

１）＝
σ２

（１－rx１x２２ ）Σ（x１i－x１）（x１i－x１）
２．４４）

である。rx１x２はx１とx２の相関係数である。０≦rx１x２２

≦１であるから、x１とx２が無相関でない限り、V

（b
�

１）＞V（ b^１）となり、得られた分散の推定量は分

散の最も小さい有効推定量ではない。このことは

前に真のモデルが標準的線形回帰モデルの仮定を

充たす場合、最小二乗法の推定量は最良線形不偏

推定量（BLUE）という結果からも示される。そ

のために過剰定式化したモデルを利用して仮説検

定を行えば、H０：b１＝０の帰無仮説を棄却しにく

い（受容する）バイアスがかかることとなる。

（より一般的なモデルからより特定化されたモデ

ルへ）

過小定式化の場合は得られた推計は一致性も不

偏性もないので、その結果は全く用いることはで

きない。これに対し過剰定式化の場合は有効性は

ないが不偏性と一致性は保たれている。また不要

な変数かどうかはt検定やF検定により、ある程

度検証が可能である。それから考えれば、変数選

択に迷ったときはその変数を入れる方が、致命的

な誤りを避けるという意味でより望ましいといえ
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よう。すなわちできるだけ制約のないモデルから

出発し、不要な変数を順次除いていくことが望ま

しい。言い換えればより一般的なモデルから特定

化されたモデルへ（general―to―specific）へ進む

ことが妥当である６）。

参考文献

仮説の検定の基礎的な考え方を紹介するものとしては、t分布やF文頭の各種分布の性質や導出を含め
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浅子・加納［１９９８］『入門経済統計学』（前出）の第５―８章

２．１ Kmenta. J［１９８６］Elements of Econometrics: Michigan University

のch５が分かりやすい。

ダミー変数や多重共線関係については

Maddala. G.S［１９９２］Introduction To Econometrics（前出）のCh７―８が詳しい。

６）fage,fage２を入れるケースはgeneralなケースと言えよう。この問題については後に時系列分析で更に触れることにする。
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第１１回 郵政研究所 研究発表会の開催

郵政研究所は、調査研究の成果を広く部内外ヘ発表するとともに、部外研究者との意見交換を行うため、次の

とおり研究発表会の開催を予定しております。

研究発表会第 1部

日 時：平成１１年６月２日（水） １３：００～１７：４５

会 場：郵政省講堂（１１階）

特別講演：黒田 昌裕（慶応義塾大学商学部教授）

研究発表：

※研究発表会１部の開催に併せて、附属資料館より郵便局等の地域文化活動支援のための「逓博パネル」の展示

を予定しております。（郵政省 10 階 A･B会議室）

研究発表会第２部

日 時：平成１１年６月４日（金）

会 場：郵政省飯倉分館（郵政研究所）

研究発表：

�1ダイレクトメールの利用動向
高橋靖広／第一経営経済研究部長
�2最近における郵便事業の技術開発の動向
飯田 清／技術開発研究センター長
�3終りの始りか、それとも始りの終りか
松浦克己／特別研究官
�4個人金融市場の展望
鵜瀞由己／第二経営経済研究部長

�5最近の経済動向
小林清志／第三経営経済研究部長
�6 TV 電話による地域情報化に関する調査研究
勝野成治／通信経済研究部長
�7知的資産管理の現状と展望について
森下浩行／情報通信システム研究室長

郵政省飯倉分館５階Ａ会議室

技術開発セッション

�1大型郵便物の局内処理システムの効率化に関する研究
神山貞弘／技術開発研究センター
�2記録扱い郵便物処理システムの効率化に関する研究
岩間 司／技術開発研究センター
�3郵便の区分・輸送ネットワークに関する研究
田村佳章／技術開発研究センター
�4窓口端末、自動引受機等の操作の省力化に関する研究
三田彰子／技術開発研究センター
�5諸外国における郵便技術の動向調査
白江久純／技術開発研究センター
�6電気通信技術の郵便への応用に関する研究
鈴木こおじ／技術開発研究センター
�7郵便物未記載郵便物 VCS検索効率のための調査研究
権田 努／技術開発研究センター
�8郵便処理の効率化に関する要素技術の研究
高橋正人／技術開発研究センター

郵便・物流セッション

�1郵便局の配局配置に関する調査研究
佐野貴子／第一経営経済研究部
�2流通市場における物的流通の動向に関する調査研究
春日教測／第一経営経済研究部
�3郵便の利用構造に関する調査研究
沼田吾郎／第一経営経済研究部
�4郵便利用の地域特性に関する調査研究

小原 宏／第一経営経済研究部

郵政研究所第１・２会議室

金融・経済セッション

�1金融システム不安対策に関する調査研究
小塚健一／第三経営経済研究部
�2中期的（３～５年）経済・金融見通しに関する調査研究
池田琢磨／第三経営経済研究部
�3アジア諸国の金融・経済情勢に関する調査研究
奥井俊二／第三経営経済研究部
�4派生証券市場が原資産市場に与える影響の分析
古家潤子／第二経営経済研究部
�5公的金融に関する調査研究
山中 勉／第二経営経済研究部
�6民間金融に関する調査研究
奥井めぐみ／第二経営経済研究部
�7家計の金融資産選択に関する調査研究
甲野貴嗣／第二経営経済研究部

郵政文化セッション

東海道における通信と交通に関する調査研究
井上卓朗／附属資料館

郵政省飯倉分館５階Ｂ・Ｃ会議室

情報通信セッション

�1有線テレビジョン放送事業者の経営状況に関する分析
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実積寿也／通信経済研究部
�2情報通信技術のクロスライセンス契約に関する経済分析
和田哲夫／通信経済研究部
�3インターネットコンテストの統計手法開発に関する調査
研究
宮沢 浩／通信経済研究部
�4 情報化と賃金格差に関する調査研究
清水方子／通信経済研究部
�5公共放送の受信料制度の日韓比較
ソン・キソプ／通信経済研究部

�6今後の電子メディアの知的財産権の在り方に関する調査
研究
杉原芳正／情報通信システム研究室
�7電子メールの利用に関する調査研究
小笠原盛浩／情報通信システム研究室
�8知的資産管理の現状と今後の展望に関する調査研究
美濃谷晋一／情報通信システム研究室
�9障害者、高齢者に優しい情報通信の在り方に関する調査
研究
進藤文夫／情報通信システム研究室

お問い合わせ先：郵政研究所 研究交流課 （TEL ０３―３２２４―７３８０）
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１ 講演会等の開催

「最近の郵便事業における技術開発動向について」北海道郵政局（３月３日）

「平成１１年度経済・金融見通し」九州郵政局（３月５日）

「マルチメディアと町おこし」沖縄嘉手納町マルチメディア講演会（３月８日）

「郵便事業の動向等」中国郵政局（３月９日）

「デジタル化に伴うテレビの将来動向」近畿電気通信管理局講義（３月１５日）

「経済の仕組み等について」中央郵政研修所特別講話（３月１６日）

「経済指標の見方」四国郵政研修所特別講話（３月１６日）

「平成１１年度経済・金融見通し」中国郵政局（３月２４日）

「平成１１年度経済・金融見通し」近畿郵政局（３月２５日）

「経済記事を読むにあたって必要な知識」郵政大学校特別講話（４月６日）

「経済予測の考え方、概論」郵政大学校講義（４月６日）

「マーケット予測の考え方」郵政大学校講義（４月１３日）

「設備投資に関する予測」郵政大学校講義（４月２７日）

２ 広報活動

�１ P–sat放映

「郵便の地域間交流」

「月例経済・金融概観の解説」

�２ 新聞・雑誌等への掲載

「PROPRIETARY INFORMATION NETWORKS AND THE SCOPE OF THE FIRM： The

Case of International Courier and Small Package Services in Japan」

（EMERGING COMPETITION IN POSTAL AND DELIVERY SERVICES）

「中小企業の借入負担が景気回復の重荷に」（郵政３月号）

「ESCB（欧州中央銀行制度）とECB（欧州中央銀行）」（かんぽ資金３月号）

「１１月の地域経済指標の総合的な動き」（かんぽ資金３月号）

「郵便切手類沿革史」（郵政３月号）

「公的資金注入」（かんぽ資金４月号）

「１２月の地域経済指標の総合的な動き」（かんぽ資金４月号）

「欧米主要国における不正アクセス法制度の概要」（情報通信ジャーナル１９９９．４）

「二次元バーコード技術の郵便業務への適用」（郵政４月号）

「逓信記念日」（郵政４月号）

�３ 刊行物等の発行

�１ 郵政研究所月報

郵政研究所の研究成果をまとめたもの。毎月初旬に発行。

郵政研究所通信
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�２ 郵政研究所研究叢書

「わが国公的金融の役割」（４月２０日）

�３ 単行本

「情報政策法ネットワーク社会の現状と課題」東洋経済新報社（３月１８日）

�４ ディスカッションペーパー

「地域通信事業の生産性」（４月）

�５ NEWS BRIEF（経済指標解説）（随時発行）

�６ IPTPトピックス（金融経済解説）（適宜発行）

�７ IPTP WEEKLY MARKET SCOPE

週単位の経済・金融動向見通しを毎週月曜日に発行。

�８ IPTP MONTHLY MARKET SCOPE

月単位の経済・金融動向見通しを毎月下旬に発行

３ 学会等への参加

「地域通信事業の効率性の計測」『公益事業研究』（１９９８年№３）

「モデル分析に基づく郵便区分輸送形態の最適化�２」OR学会（３月２３日）

４ 国際コンファランスの開催

「ファイナンシャルリテラシーの時代―明日の個人金融市場―」経団連会館（３月１２日）

５ ていぱーくの特別展

「郵便少年 横尾忠則展」（４月２９日（木・祝）～５月１６日（日））

「情報通信・放送等の初夏の特別展」（５月２２日（土）～６月１３日（日））
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編集後記

本誌５月号から郵政研究所のホームページに全文が掲載されます。４月からホーム

ページもリニューアルされ、本誌以外の研究成果も沢山掲載されていますので、ぜひ一

度ご覧下さい。アドレスはhttp：／／www．iptp．go．jp／です。

さて、４月は人事異動の時期です。送付先の変更等ございましたら、お手数ですが担

当までご連絡お願いいたします。現在の送付先及び新しい送付先をご記入の上、FAXに

て郵政研究所研究交流課あて（０３―３２２４―７３１４）お送り下さい。

読者の皆様からのご意見・ご感想等を募集しております。詳細については「郵政研究

所通信 Opinion―読者の声―」をご覧下さい。皆様からのご意見等お待ちしておりま

す。（外薗）

郵 政 研 究 所 月 報
第１２巻 第５号 通巻１２８号
１９９９年４月２５日 発 行
発行所 郵政省郵政研究所
編 集 郵政省郵政研究所
〒１０６―８７９８
東京都港区麻布台１―６―１９
電話 ０３（３２２４）７３１０

＊本誌の無断転用、複写を禁じます。
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