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ていぱーく所蔵資料紹介④

宿村大概帳

「宿村大概帳」は、幕府の道中奉行所が調査した五街道とその脇街道の宿駅の

記録で、５３冊が収蔵されています。各宿駅の人口、戸数、本陣、旅籠の数、高札

の内容、道路の広さ、橋、寺社、地域の産業、特産品など宿駅と街道筋の村落の

状況が詳しく記載されており、前号で紹介した「五街道分間延絵図」と合わせて

道中奉行所が使用したと考えられます。

本書の成立年代は不明ですが、天保より安政年代（１８４０～５０年代）にかけて調

査されたものと思われます。

五街道の全宿駅を調査した記録として現存するのは本書だけであり、近世史研

究に欠かせない貴重な資料となっています。

（掲載写真は、東海道宿村大概帳と関宿の記載部分で、江戸や前後の宿までの

距離、男女別の人口、宿内の家数、本陣、脇本陣の坪数、旅籠の数等が記載され

ている。）
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最近刊行された橘木俊昭『日本の経済格差』岩波書店が、定説となっていた「日本

社会の平等さ」に疑問を投げたことから、日本の所得分配の現状についての議論がマ

スコミ等に登場するようになった。同書によれば、日本経済がバブル期、規制緩和期

を経過するにともない、所得分配が不平等化し、不平等の度合いは国際比較上でかな

り大きくなっているとするのである。筆者の経験によれば、所得分配の数量比較は、

統計データの制約等から多くの困難を抱えている。このため、同書の国際比較に関す

る結論には若干の留保が必要なように思われるが、日本の所得分配状況が悪化傾向に

あることは確かなように思われる。より重要なことは、同書の出版を機として所得分

配の議論が盛り上がってきたことである。そして、このことは、日本経済の最近の動

きにたいする不安感と無縁ではない。

１９９０年代に日本経済は大きな転換期を迎えた。それまでの日本経済の特徴は、有

形・無形の規制によって、国民各層の利害対立を調整しながら、経済のパイを拡大し

て国民の厚生を向上していこうとするものであった。政府主導による福祉国家の建設

は国民的合意であり、その背後には比較的平等な所得分配があった。しかしながら、

アメリカを中心とする規制緩和、経済のグローバル化に直面して、日本経済は国際競

争力の弱さを露呈することになった。不況の中で行われている産業や企業の再構築の

動きは、グローバル経済下で生き残るための必死の努力であるが、そのために失業の

増加等国民生活に様々な影響が生じてきている。

１９９０年代に行われたこのような転換に歴史的評価を与えるには、なお若干の時間が

必要であろう。確かに規制を廃し市場機能を活用する施策は、経済競争力を強化する

意味では有効な手段であり、「経済学的」には評価されよう。しかし、従来経済組織

に規制が導入されたのは、経済の効率とともに国民の福祉も視野にいれた「政治経済

学（Political Economy）的」配慮があったことを忘れてはいけない。所得分配の平

等化の要求は、伝統的にきわめて重要なものであった。過去の歴史をみても、経済成

所得分配の政治経済学的意義

広島経済大学教授 溝口 敏行

巻 頭 言
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長の面で高く評価された国で、所得分配状況の悪化のために社会不安が発生し、経済

そのものが崩壊した例を見出すことは困難ではない。わが国でも、初期の市場経済一

辺倒の議論から距離をおいて、規制緩和の暗い面を指摘する主張がでているのも、こ

のような理由に基づいている。

激しい国際競争にさらされながら、国民福祉への配慮を続けることは決して容易で

はない。近年提起されている「安全ネット」の構築は、政府にたいする必要最低限の

要求であろう。考えられる安全ネットとしては、雇用対策や高齢者の年金対策等にみ

られる金銭面のほか、最近の郵政審議会の答申にもみられるように情報にアクセスの

少ない僻地居住者や高齢者への援助等ソフト面の充実も必要であろう。ただ、この施

策の重点はあくまで弱者救済であって、所得分配の平等化への効果は限定的であるこ

とに留意しなければならない。経済の効率化の推進と経済的平等の実現はしばしば衝

突を繰り返してきた。しかし、施策が一方に著しく偏った場合、様々な矛盾が社会・

経済に発生することを歴史が示している。現在日本が向かっている方向が「政治経済

学的」に許容されるものであるかどうかについて、立ち止まって考える必要があるの

ではないだろうか。

３ 郵政研究所月報 １９９９．７



１ テーマ設定の際の問題意識

フリー、フェア、グローバルを旗印に１９９６年１１

月、当時の橋本総理の提唱により、わが国におけ

る一連の金融システム改革、いわゆる「日本版

ビッグバン」が始動した。わが国金融市場を２００１

年までにニューヨークやロンドンなみの国際金融

市場にすることを目的に、従来さまざまな規制や

保護を受けていたわが国の金融システムをより自

由で透明性の高い、便利で効率的なものに再構築

する試みである。外為法の抜本的改正をはじめ、

株式売買手数料の自由化、銀行本体による投資信

託の販売解禁などが段階的に、しかし急速に実施

されている。少なくとも制度的には、日本も英米

のような国際金融市場に確実に近づきつつある。

しかるに他方、「不確実性の時代」と象徴的に

言われるように、家計にとっては日々の暮らしの

なかで直面する不確実なことがらが増え、その不

確実性自体も高まってきている。この不確実性は

「リスク」と言い換えてもよいが、社会経済情勢

の変化とともに、リスク自体が変貌し多様化しつ

つある。経済は急速にボーダレス化、情報化し、

また諸外国をはるかにしのぐ勢いで進行する少

子・高齢化は年金や医療、介護の問題を生み出し

ている。このような構造的要因に加え、昨今は景

気低迷も長期化の様相を呈し、家計収入の低下、

雇用不安を現実化させている。

こうしたリスクを回避し、あるいは適正な負担

に転換するため、人々は金融市場に存在するさま

ざまな金融商品を活用することで対応してきた。

生老病死に対応させるなら生命保険や医療保険、

［要約］

郵政研究所は、本年３月１２日午後、経団連ホールにおいて、第１１回郵政研究所国際コンファ

ランス「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―」を開催した。会議に

は、講師・パネリストとして内外の有識者６名をお招きするとともに、フロアの聴衆として約

３７０名の方のご参加をいただいた。当日は天候にめぐまれ大きな混乱もなく、盛況のうちに会

議は終了した。

会議で行われた議論の詳細については、本号に掲載した議事録をご覧いただきたいが、本稿

では、同会議の企画・実施に直接携わった者として、テーマ設定の際の問題意識、当日の議論

の概要、会議を聴講しての所感などを簡単に述べてみたい。

なお、本文中意見や所感にわたる部分は、あくまで筆者の個人的見解であり、郵政研究所と

しての見解ではない点をあらかじめ申し添えておく。

郵政研究所国際コンファランス
「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―」

の開催模様について

第二経営経済研究部主任研究官 須澤 淳

特 集
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交通事故や家財の滅失については損害保険、老後

の生活費には預金商品や信託商品などの確実な貯

蓄手段によってきた。今後は自他の長生きのリス

クや介護リスク、収入や雇用の変動リスクなど、

これまで考慮する必要性の少なかったリスクにも

頻繁に直面し、対応を迫られることになるだろう。

しかし同時にその解決手段たる金融商品を提供

する金融市場、金融システムを見れば、中長期的

には前述した日本版ビッグバンの進展により大き

く変貌する可能性を秘め、短期的にはバブル崩壊

を契機とする不良債権処理の問題の顕在化により

金融システム全体の信頼回復が急務とされる現状

にある。家計をとりまくリスク環境、経済・金融

環境はいずれも見とおしの立ちづらい状況となっ

ているわけである。

それでは、こうしたなかで家計が安心して金融

市場、金融商品を活用してリスクに対応しつつ、

新たな世紀に向けて歩んでいくためには、何をす

べきなのか。家計にとっての金融機関、金融市場

とはどのような姿であることが望まれるのか。ま

た政府は家計と金融システムの新たな関係を構築、

安定させるためにどんな役割を担うべきなのか。

個人金融市場における中心人物である個人・家

計について考えると、ビッグバンが利用者の視点

に立った商品、市場の登場を促すかわりに、自己

の判断については自ら責任を持つことが求められ

るだろう。ということは、個人金融市場の活用に

当たって必要となる金融や契約に関する知識や経

験、すなわちファイナンシャルリテラシーを、今

以上に消費者個々が身につけなければならないの

ではないか。リスクへの積極的な対応というレベ

ルでのリテラシーもさることながら、ねずみ講、

マルチ商法など個人・家計の側の最低限のリテラ

シー不足で悲惨な事件に発展した事例も過去には

数多い。余談ながら、語句としてはエコノミック

リテラシーのほうが人口に膾炙しているが、これ

は経済一般に関する素養について使われることが

多く、場面によっては社会に出る前の学生の教育

との関係で用いられることもあるため、今回の

テーマには金融知識に限定、明確化する意味で

ファイナンシャルリテラシーが適当と考えた。

多様化する家計のニーズに対応すべき金融機関、

金融市場はどう変わるべきか。リスク対応の商品

や手段の品揃え充実は容易に想像されるが、利用

者の自己責任原則が徹底される前提として、現在

の金融商品に関する情報の開示や契約時の説明な

ど、売り手側に課されるべき義務の内容が変わら

なければならないのではないだろうか。

また政府の役割についてはどうか。金融商品な

どについて市場の利用者が十分理解できる形で適

切な開示がなされているか、また取引ルールに不

公正な要素が含まれないかなど、契約一般に係る

ルールづくり、市場整備を促進し、家計と金融シ

ステムの新しい関係を支持していくことが必要な

のではないか。現在金融サービス法という包括的

な投資家保護制度の立法も検討されているが、こ

れも重要な論点となってくると思われる。

長い前置きとなってしまったが、以上のような

現状認識のもと、事務局では企画にあたって、公

開での会議の場を提供することにより、今後、家

計・個人消費者の立場からファイナンシャルリテ

ラシーに関する議論の起爆剤となることを企図し

て、テーマを「ファイナンシャルリテラシー ―

明日の個人金融市場―」とした。そして、講師・

パネリストには、金融自由化で日本の先を行く米

国から有識者をお招きするとともに、国内からは、

個人金融サービスの提供者、消費者双方の側から

議論のできる有識者のご出席をお願いすることと

した。突然の依頼であったにもかかわらず、幸い

にご快諾をいただき、無事開催にこぎつけること

ができた。

５ 郵政研究所月報 １９９９．７



２ 当日の議論の概要

ここでは、後掲の議事録の要約を兼ねて、当日

の議論の概要を簡単に紹介したい。

会議は、前半が講演、後半がパネルディスカッ

ションという二部構成で行われ、前半では海外か

ら１名、国内から２名の方からご講演をいただい

た。

�１ 基調講演

学習院大学の奥村洋彦氏（→後掲議事録２を参

照）は、わが国において現在進行している金融市

場改革、いわゆるビッグバンの本質とは、東京金

融市場をニューヨークやロンドンのような影響力

のある本当の国際金融市場にするため、取引の仕

方を英米流に変えることであると指摘する。ただ、

長らく非価格競争に慣れてきた日本の金融機関が

即時に正反対の価格競争に順応していくことは、

終身雇用制度の存在や価値観、人生観の問題もあ

り困難だとする。今後は消費者自身が自己責任原

則のもと商品や金融機関を選択することになるが、

商品のリスク・リターンという基本的な情報でさ

え入手できなかった、つまり、規制緩和が進んで

も業界の自主規制の存在により、十分な情報が消

費者に提供されているとは言いがたかったと主張

する。金融自由化が進んでいるアメリカを参考に

すれば、わが国も年金や投資信託を主流とする金

融取引に変わっていくと予想するが、規制緩和さ

えすれば良いというものではなく、金融の危機が

内在する資本主義経済下にあっては、消費者の行

動に対して様々なセーフティネットを備えておく

べきであるとする。

ファイナンシャル・プランナーの小野英子氏

（→後掲議事録３を参照）は、金融ビッグバンが

急速に進展するなか消費者が置き去りにされてお

り、消費者、利用者の問題なくしてファイナン

シャルリテラシーはあり得ないのではないかと主

張する。その上で消費者の立場に立って、金融

ビッグバンを成功させる要素を２点指摘する。１

点は情報公開で、消費者が金融商品を選ぶ際具体

的な基準となる情報やデメリットの情報を公開せ

よと指摘する。ものの値段に相当する生命保険の

保険料、掛け金でさえ公開されず比較のしようも

ない現状では、とても消費者、契約者の支持は得

られない。またどの商品にもメリットとデメリッ

トがあることを十分承知している現在の消費者は、

あえてデメリットを隠される方がかえって不信感

を持つ。あわせて不動産売買の分野で普及してい

る重要事項説明を金融においても徹底させるべき

であると提言する。２点めは消費者一般に対する

基礎的な金銭教育の普及で、現在の消費者には本

当に基本的な知識さえも欠けていると痛感する。

高校家庭科の副教材製作を始めている体験から、

金融機関や行政も本気で取り組むよう訴える。

ニューヨーク連邦準備銀行のローレンス・ラ

デッキー氏（→後掲議事録４を参照）は、米国の

個人金融業界において整理統合やリストラが急速

に進行している要因を、合併や取引の電子化によ

る支店運営コストの削減、決済による業務収入の

拡大、退職金制度の改正に対応した商品構成の証

券関連商品への拡大等で説明する。こうした現状

分析により、今後銀行業界が目指すであろう成長

分野を包括的な資産管理サービスの個人顧客への

提供、中規模企業との取引、決済サービスの３分

野だと主張する。ただし個人金融業界の整理統合

にともなって公共政策上の問題も発生するとし、

賛否両論の形で紹介する。整理統合により競争が

なくなってしまうのではないかとの意見に対し、

競争の有無を分析する対象がローカルからリー

ジョナルに拡大するだけでむしろ競争は激化する

との見方。エレクトロニック・バンキングにより

与信が利用しやすくなる、コストが削減されると

いう意見に対し、顧客との１対１の接触がなくな
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る、手続の標準化により地域特有の事情が勘案さ

れなくなるとする反対意見。そして家計がすべて

のサービスをひとつの金融機関に依存することに

より、複雑化する個人金融について有益な助言が

得られるとする意見に対し、資産の分散がなされ

ず危険で、金融情報の独占によりプライバシーの

問題が潜在的に生じるとする反対意見等である。

�２ パネルディスカッション（→後掲議事録５を

参照）

後半のパネルディスカッションには、３名の講

演者の方々にそのままパネリストとしてご出席い

ただくとともに、更に２名の有識者の方をお迎え

した。なお、郵政研究所もディスカッションに加

わった。冒頭、郵政研究所第二経営経済研究部長

の鵜�由己からファイナンシャルリテラシーに関

するファクトファインディングについて報告を

行った（議事録では紙数の関係から省略した）。

討論は、コーディネーターにお迎えした東京大学

の岩田一政氏から議題を提示いただき、それにつ

いて各パネリストの見解を求める形で進行した。

論点は個人・家計の立場を中心にすえつつ、個人

金融市場をめぐる現状、金融機関・金融市場の展

望と課題、個人・家計の課題、政府に求められる

システム作りの課題、最後にコーディネーターに

よるまとめ、の５点による組み立てとした。

まず、個人金融市場をめぐる現状―現在我々は

どういう状況に位置しているのか―という議題に

ついて、モルガン・スタンレー証券会社の小原由

紀子氏から、日本には外資系金融機関が多く参入

し国内金融機関と提携関係を結んでいるが、その

目的は国内金融機関自体に魅力を感じているとい

うより、１，２００兆円と言われるわが国個人金融資

産に対して国内金融機関が持つ店舗ネットワーク

を獲得するためだ、とのコメントがあった。また

奥村氏から、わが国の預金者はほぼ名目金利ゼロ

という状態でもお金をアメリカのように投資信託

にまわさず預金で運用しているが、この流れが変

わっていくかどうかが今後の個人金融市場におけ

る鍵となろうし、投資信託業務に優れる外資系金

融機関にとってのビジネスチャンスにつながるだ

ろう、との見解が示された。これらを受けて岩田

氏から、通常の規制緩和が行われる経済ではファ

イナンシャルリテラシーが重要な役割を担うが、

現在のわが国においては規制緩和と同時に金融不

安も存在しているということが、さらにファイナ

ンシャルリテラシーの必要性を高めている、との

まとめがあった。

次に、金融機関・市場の展望と課題―我が国の

金融機関、金融市場はどう変わっていくのか―と

いう議題については、まずラデッキー氏から、ア

メリカの例を参考にすれば日本の家計にも今後は

投資信託が普及していき、理解の難しいリスク評

価や収益率などの情報についても政府、民間によ

る支援が期待されるだろうが、アメリカにおいて

普及に１０年以上かかったように、投資信託に慣れ

親しむにはかなりの時間がかかる、とのコメント

があった。またわが国金融機関の課題との観点よ

り、小原氏から、公的資金の注入や漠然とした期

待感による株価上昇もあって日本の金融機関には

本当の危機感が感じられず、変わろう、ディスク

ローズしようとする気持ちもみられないが、真に

消費者のニーズを研究しそれにあった経営を始め

るためには、この危機感に行き着くかどうかにか

かっている、との見解が示された。小野氏もこの

見解に同意しつつ、その反面で消費者のほうは確

実に変わりつつあり、相談業務の際きちんと説明

すれば消費者の１００％が資産運用に投資信託を取

り入れている、とのコメントがあった。小原氏か

ら、銀行の不良債権額は公式発表されているもの

より実際には多額だと思うが、その内容が時の経

過とともに変化し、引当金負担も増大していくこ
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とに留意すべきである、とのコメントがあった。

この状況を受け小野氏から、生命保険については

保険契約者保護制度がまだ十分でない、この支払

保証制度を銀行、証券も合わせて明確に消費者に

理解させることを前提に、２００１年４月のペイオフ

実施は延期すべきでない、との見解が示された。

これに関連してラデッキー氏から、アメリカ家計

が金融資産残高において生命保険を保有する比率

は日本ほど高くないが、これは貯蓄性もあわせ持

つ終身保険が敬遠され、理解の簡単なかけ捨ての

定期保険にシフトしたからである、との説明が

あった。

３つめの個人・家計の課題―生活の変化、金融

市場の変貌に個人・家計はどのように対応すべき

か、どのようにファイナンシャルリテラシーを身

につけるか―という議題については、まず奥村氏

から、消費者は金融機関や金融資産の選択をすべ

て自分の責任で行っていかなければならない、そ

してそのためにはさまざまな情報からバイアスを

取り除けなければならないが、その作業の代行機

関は政府に頼らず民間で作る必要がある。日本は

超高齢化社会も控えており、多くの高齢者が登場

してくる前に、資産を信頼できる人に預けること

のできるシステムを社会的に作っていかなければ

ならない、との見解が示された。次に小野氏から、

ファイナンシャル・プランニングとして行う個人

の資金の生涯設計では、予測の困難な収入は上昇

率を低く見積もり、支出の節約と資産のポート

フォリオ運用に重点を置く。支出では生命保険の

保障額を必要最低限のものにするなどで見直し、

資産運用では長期的に出てくる差を見すえて商品

選択を行う、との説明があった。その関連でラ

デッキー氏から、アメリカの銀行が指向するプラ

イベートバンキングによる資産管理サービスと、

ファイナンシャル・プランナーが行うアドバイス

にはかなり重複がある、とのコメントがあった。

さらに同氏から、確定給付型年金への変更にとも

なって雇用者が従業員に集中的な研修を行った結

果、アメリカ家計のリテラシーが高まった。しか

し債券やMMMF等への投資に積極的なアメリカ

家計も、この年金資産の運用だけは保守的に過ぎ

ると言われている、との紹介があった。

４つめのシステム作りの課題（政府の課題）―

個人・家計と金融市場の新しい関係をどう形成す

るか―という議題について、まず鵜�から、読み

書きそろばん的な最低限のファイナンシャルリテ

ラシーについては公的なシステムとして学校教育、

生涯教育などを通じた仕組み作りが必要だが、雇

用や老後、介護の不安など生活上のリスクをカ

バーするため積極的に攻撃的に金融市場を活用し

ていく時のリテラシーについては、情報の正確性

の評価を含めて市場に任せていいのではないか。

なお、金融自由化の進展とともに銀行の預金口座

を利用できない人が出てきたというアメリカの例

にもかんがみ、社会全体として基礎的な金融サー

ビスを国民全体が享受できるような仕組みを引き

続き維持していくべきである、との見解が示され

た。関連してラデッキー氏から、アメリカでは簡

易なサービスを低コストで提供する、いわゆるラ

イフラインバンキングを銀行に要請する州法もい

くつか成立したが、あまり利用されていない。理

由はリテラシーの不足か基本的教育システムの不

備にあったようだ、との紹介があった。次に小原

氏から、日本の経済成長を維持、向上していくた

めにも、行政はこれからどういう金融市場、金融

産業を構築していくのかというシナリオを明確な

形で示して、金融機関や行政に対する信頼を取り

戻すことが必要である、との見解が示された。続

いて小野氏から、奥村氏に同意する形で、消費者

も自己責任を認識し危機感を持たなければならな

いが、そのためにもまず政府は金銭教育に力を入

れるべきであり、あわせて情報公開を徹底すべき
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である、との見解が示された。最後に奥村氏から、

金融をよくするためには経済全体をよくしていく

必要があるとしたうえで、例えば労働について６０

歳一律定年制を廃止し、年齢差別禁止法をとり入

れて高齢者でも働けるようにして年金の積立金不

足を解決するなどすべきである、との見解が示さ

れた。

最後にコーディネーターによるまとめとして、

岩田氏から、自己責任の考え方や金融市場が果た

している役割など基本的な知識を初等、中等教育

で身につけるべきである、日本の金融市場は自主

規制や業界規制の存在などもあって諸外国ほど使

いやすいものになっていない、金融商品に関する

情報公開を一般投資家にもわかりやすい形で行っ

ていく必要がある、金融に限らず今後は紛争処理

機関の役割が重要になってくる、日本の投資家保

護に関しては商品個々の情報公開の徹底と金融

サービス法による包括的な保護の双方が必要であ

る、などとする議論の集約がされた。

３ 会議を聴講しての所感

最後に、聴講を終えての個人的な所感を述べて、

本稿の結びとしたい。筆者には次の３点が強く印

象に残った。

１点めは、わが国個人金融が置かれている待っ

たなしの状況である。従来規制が数多く温存され

てきた金融の分野で豊富なメニューの盛り込まれ

た金融ビッグバンが実行に移されたことは、遅き

に失したとの指摘も多いなか画期的な前進では

あった。わが国家計としても筆者一個人としても、

市場は大きく変貌し、これまで不可能だった手段

や商品の出現が身近に実現されていくのではない

か、と期待するところも多いはずである。しかし

奥村氏は、金融を変えるためには経済のルール全

般が英米方式に変わらなければならない、そのシ

ステム間の整合性が大事だと主張する。家計から

見ればなるほど選択肢は豊富になるかも知れない

が、失敗の責任が金融機関、政府にあるとは言え

なくなる。これまで暗黙の社会秩序とされていた

終身雇用制度、長幼の順といったものも基準から

はずれ、自己の情報収集、選択能力（これがまさ

にファイナンシャルリテラシーに該当するが）の

みを武器に、自らの収入・支出をバランスさせて

いかなければならなくなる。「知らない者が悪い、

自分が行動しなければ誰も助けてはくれない」―

まさにこれまでの行動規範が１８０度転換した社会

が到来する。しかも、小原氏も同意するように、

いい悪いを議論している暇もなくわが国はすでに

このグローバルスタンダードを受け入れざるを得

ない環境にすでに組み込まれているのである。も

はや家計・個人にとっては、ファイナンシャルリ

テラシーの習得が欠くべからざる自己保身の手段

となっている、というのは言いすぎだろうか。

２点めは、グローバルスタンダード社会に移行

する前の今こそ、消費者自らが声をあげて金融市

場の本質的な変革を求める最後の機会なのではな

かろうか、ということである。小野氏が言うよう

に、これまでの日本は売り手側の論理が優先する

社会だった。規制の枠組みの変化によって、建前

上は消費者自身が自己実現できるシステムになる

わけだが、奥村氏が指摘するように当面は従来の

社会に順応してきた人々によって社会が運営され

るとするなら、選手交代のスピードよりも変革の

到来のスピードのほうが極端に早すぎる。ここで

消費者自らが声をあげて市場に変わるよう要請し

なければ、変革の到来によって困ることになるの

はその消費者自身だけかも知れない。現在の金融

市場では必要なだけの情報が得られないことにま

ず気づくことがファイナンシャルリテラシーの第

一歩と思われる。

３点めは投資信託等新商品の普及である。ラ

デッキー氏の指摘にあったように、金融自由化の
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先進国アメリカでさえ、投資信託に類似する

ミューチュアルファンドが普及するまでに１０年以

上を要し、株式や債券を組み入れたファンドに

あってはさらにそれ以上の期間を要したとの事実

は意外だった。推測するにわが国での普及にはそ

れ以上の期間を要するかも知れないし、リスク評

価や収益率の判断など理解の難しい新商品には消

費者も心理的な抵抗を覚えるだろう。これが資金

のプール商品のみならず、金融派生商品（デリバ

ティブ）のようなものになってくればなおさらの

ことかも知れない。しかし金融改革の世界的なト

レンドを忌避して日本だけが旧来の慣習に則るだ

けでやっていける時代では、もはやない。日々の

困難を回避するためいやがおうでも新商品を採り

入れざるを得なくなった時、本当にわが国家計は

どう対処していくであろうか。危機感を覚えるの

は筆者ひとりではないはずである。

今回の会議では、今後のファイナンシャルリテ

ラシーや個人金融の行方を占う意味で、鋭い洞察

や更なる議論の端緒となるような重要な指摘が数

多くなされたものと思う。個人金融に何らかの形

で関わっておられる方々が、この会議の成果を踏

まえて、今後各方面で、個人金融サービスの利用

者の観点からの議論を一層発展させていっていた

だければ幸いである。

参考資料１ 当日のプログラムの概要（講演者等の肩書きは会議当日のもの。以下同様。）

日時：平成１１（１９９９）年３月１２日（金）

会場：経団連ホール（千代田区大手町１―９―４ 経団連会館１４階）

１３：３０～１３：４０ 主催者挨拶（→後掲議事録１）

岡野 行秀 郵政研究所長

１３：４０～１４：１０ 基調講演１（→後掲議事録２）

「金融市場改革の現状と今後」

奥村 洋彦 学習院大学教授

１４：１０～１４：４０ 基調講演２（→後掲議事録３）

「これからの時代のファイナンシャルリテラシーとは」

小野 英子 ファイナンシャル・プランナー（CFP）

１４：４０～１５：１０ 基調講演３（→後掲議事録４）

「米国におけるリテールバンキングの再構築」

ローレンス・ラデッキー

ニューヨーク連邦準備銀行アシスタントバイスプレジデント

（休憩 コーヒーブレイク）

１５：３０～１７：３０ パネルディスカッション（→後掲議事録５）

「明日の個人金融市場をめぐって」

コーディネーター

岩田 一政 東京大学大学院教授

パネリスト

上記講演者
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小原 由紀子 モルガン・スタンレー証券会社エグゼクティブディレクター

鵜� 由己 郵政研究所第二経営経済研究部長

１７：３０～１７：３５ 閉会挨拶

井上 陽二郎 郵政研究所次長

参考資料 ２ 講演者・コーディネーター・パネリストの経歴

奥村 洋彦（おくむら ひろひこ）氏

（学習院大学経済学部教授）

１９６４年日本銀行入行、７２年野村総合研究所入社。同社経済調査部長、取締役等を経て、９５年７月から

現職。この間、米国ブルッキングズ研究所客員研究員、東京大学非常勤講師等を兼務。現在、経済審議

会臨時委員、国土審議会専門委員をつとめる。主な著書に「金融」（東洋経済新報社、共著）、「現代日

本経済論―『バブル経済』の発生と崩壊」（東洋経済新報社、平成１１年４月発行予定）など。

小野 英子（おの えいこ）氏

（ファイナンシャル・プランナー（CFP））

三菱重工業勤務の後、４０歳でフリー・ライターとなり、新聞・雑誌のマネー記事、ビジネス記事等を

担当。１９８８年日本FP協会のファイナンシャル・プランナー資格を取得、９３年米国IBCFPと日本FP協会

との業務提携に基づくCFP（Certified Financial Planner）資格を取得。現在はファイナンシャル・プ

ランニングのかたわら原稿を執筆、セミナーの講師としても活躍。主な著書に「災害危機 お金事前対

策」（青春出版社）、「あなたの生命保険」（日本実業出版社）など。

ローレンス・ラデッキー（Lawrence J. Radecki）氏

（ニューヨーク連邦準備銀行アシスタントバイスプレジデント）

１９８０年ニューヨーク連邦準備銀行入行。金融調査部門、国内金融市場部門などを経て、現在は銀行調

査部門に所属。この間、国際決済銀行エコノミストなどを歴任。主な論文に“Paying Electronic Bills

Electronically”、“The Expanding Geographic Reach of Retail Banking Markets”など。

岩田 一政（いわた かずまさ）氏

（東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授）

１９７０年経済企画庁入庁、ドイツ留学、OECD出向等を経て経済研究所主任研究官。８６年東京大学教養

学部助教授として出向、イエール大学客員教授等を歴任後、９１年４月より現職。現在、郵政審議会委員、

政府税制調査会専門委員等、各種審議会委員をつとめる。主な著書に「銀行行動と金融政策」（東洋経

済新報社）、「現代金融論」（日本評論社）など。

小原 由紀子（おはら ゆきこ）氏

（モルガン・スタンレー証券会社エグゼクティブディレクター）

１９８９年大和総研入社。以後ムーディーズジャパン格付け部門アナリスト、UBS証券調査部シニアアナ

リスト等を経て、現職に至る。銀行部門アナリストとして、雑誌等での執筆で活躍。
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議事録１：ごあいさつ

郵政研究所長 岡野 行秀

郵政研究所所長の岡野でございます。本日はお

忙しいなか、多数の方々にお越しいただきまして

誠にありがとうございました。本日の国際コン

ファランスをこのように盛大に開催できますこと、

大変うれしく存じております。

郵政研究所は昭和６３年に設立されて以来、郵政

省のシンクタンクとして様々な分野で調査研究を

進めてまいりました。物流、情報通信などと並ん

で研究の大きな柱のひとつとなっておりますのが、

個人金融市場に関する分野でございます。家計、

個人をめぐる金融市場の分析を通じて家計の金融

構造の実態やその理由を、あるいは要因を明らか

にしようと研究を進めております。

さて本日のテーマは「ファイナンシャルリテラ

シーの時代」といたしました。このファイナン

シャルリテラシーという言葉は、金融市場を活用

するうえで身につけるべき知識や能力という意味

で使っております。そして「ファイナンシャルリ

テラシーの時代」とは、そういった能力のある個

人が自分の自由な選択によって生活をより豊かで、

安心できるものにすることができるような状況を

象徴的にとらえた言葉でございます。

それでは個人金融市場をめぐる状況はどのよう

になっておりましょうか。まず家計、個人の側に

おきましては少子化、高齢化や経済成長の鈍化か

ら日常生活を送るうえでの不安が高まっておりま

す。昨今の消費の低迷も私ども、そろそろ年を

とった者から見ますと、こういう低金利の時代で

はとても金利生活ができそうもないと、節約をし

ても資産を継ぎ増しをするというような行動を

とっているのではないかというふうに思います。

一方、金融機関の側におきましてもバブル崩壊に

伴う不良債権の処理と、いわゆる日本版ビッグバ

ンに伴う構造改革の実施が迫られております。

こうした環境変化のもとで、金融市場を構成す

る金融機関、政府そして家計、個人はそれぞれ課

題を抱えております。まず金融機関は家計のニー

ズに即した商品を提供しているといえるかどうか。

個人が金融機関、金融商品、金融サービスを選択

するに当たり、その判断に必要な情報を十分に提

供しているといえるかどうか。政府は金融サービ

スの利用者を保護し、あるいは取引の透明性を確

保するための様々なルールをしっかりと規定し、

実効あるものとしているかどうか。家計、個人は、

利用する金融サービスについて正確に理解してい

るか。また、それらを生活の場で役立てているか

どうか。これまでは、いわば限定された金融の定

食のようなものを示されて、それをそのなかで選

ぶような時代でございましたけれども、これから

は自分で料理をする人、それから自分でフローズ

ンフードを買って多少手を加える、様々なやり方

が出てくると思います。場合によってはDIM投

信、Do It Myself投信というのを、自分でつくっ

ておやりになる人もいるようになるだろうと思い

ます。

このように生活の場で役立てるにはどうしたら

いいか、という問題がございます。本日は専門の

先生方に参加していただき、こうした問題意識に

基づいて議論していただきながら、個人と金融市

場の新しい関係について考えてまいりたいと思い

ます。本日の議論を契機として、ファイナンシャ

ルリテラシーの時代に向けた取り組みが各方面で

一層進展することを期待しております。最後に本

日のコンファランスがご来場の皆様にとって有意
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義なものとなることを祈念しまして、私のあいさ

つとさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。
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議事録２：基調講演１「金融市場改革の現状と今後」（要約）

奥村 洋彦
（学習院大学教授）

○ 「金融自由化」と「ビッグバン」

日本では金融の自由化を１５年ほど前から進めて

いるのに、なぜここで「ビッグバン」という大変

仰々しい、しかも自分の国のものでない言葉を借

りてきてやらなければいけないのか。

その理由の一つは、民間業界団体などを通じて

事実上の規制を続けているものまであるように実

質的自由化の進展がはかばかしくないということ

にある。しかし、もうひとつの理由は、世界一の

金融資産を持ちアメリカに次ぐ経済力を有する日

本の金融市場を、ニューヨークやロンドンのよう

に影響力のある市場に育てあげたいということに

ある。そこで、金融の国際化を進めて東京金融市

場を本当の国際金融市場にするため、取引の仕方

つまり試合のルールをアメリカ流、イギリス流に

変えるということをビッグバンという名のもとで

やっていこう、ということになってきた。

○ 自由化と取引ルール・情報の流れの変化

ではビッグバンが行われて自由化が完成したあ

と、いったいどういう金融取引になってきて、そ

こで私たち家計・個人の取引はどういうふうに変

わっていくのか変わるべきなのか。

いま競争の手段を価格と価格以外と分けてみる

と、これまでの日本では価格だけで競争しきれな

いので価格以外の要因、非価格というものも使っ

て競争をしてきた。価格が良いか非価格が良いか

は、経済学のうえからは価格のほうが良いが、哲

学、つまり人生をどう生きるか、日本という国を

どういう国にしたいかという次元からは、必ずし

もそうとは限らない。東京を国際金融センターに

しようとするとこの哲学の問題と経済学の問題が

どうしてもぶつかってくるのだが、とにかく価格

競争に移さない限りは東京は国際金融センターに

なれない、これははっきりしている。

そこで良し悪しは別にして、価格だけでできる

だけ競争するように試合の仕方を変えようという

ことになってきた。するといろいろなことが変

わってくる。例えばこれまでの金融行政の錦の御

旗は「秩序」だったが、これが「革新」へ、すな

わち秩序を乱すことこそいいことだ、というふう

に変わってくる。

もっとも、そうすると金融機関に勤めている

方々の日々の行動を変えていかなくてはいけない

が、終身雇用制のもとで長くやってきた日本です

ぐフォームを変えろ、選手を全員入れ替えろと

言っても無理だし、日本人の価値観、人生観、人

生設計をまったく無視した話なので、多くの人々

にとってたちまち迎合するわけにはいかない。

また情報については、いままでどちらかと言え

ば、公開してはいけなかったが、これからはルー

ルの変化にともない公開しないと競争に勝てない、

格付けとか利益率が重視される、というふうに変

わってくる。参入についても誰でも入っていらっ

しゃい、その代わり誰でも、いつでもつぶれても

らって構いませんよ、ということになってくる。

消費者にとっては、これまではこういう金融資産

がほしいと言っていても出てこないから情報をと

る必要もなかった。ところがこれからは、悪い商

品、悪い金融機関を選んだらあなたの責任だとい

うふうに変わってくるので、１億２，０００万人の日

本の消費者の方は自分で情報をとって分析して予
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測して、責任ある選択をしろ、ということになっ

てきた。

このように非価格で競争する場合と価格で競争

する場合は、金融機関の行動から消費者の行動、

そして行政の目標までまったく変わってくる。た

だ直ちに変わることができなかったのは、いま申

し上げたような例えば労働市場のいろいろな慣行

があったからである。

○ 「比較情報規制」と個人の金融行動

これからは自由化で、悪い商品、悪い銀行を選

んだら消費者が悪いのだとなってくるが、ではど

うやっていい商品、金融機関を選ぶのか。ここで

登場してくるのが、一番基本的なリスクとリター

ンという２つのものさしである。

リターンを縦軸、リスクを横軸にとって、預金

や国債、投資信託、株式など金融商品を並べて比

較した広告をここに掲げたが、こういう情報を毎

日、朝から晩まで私たちはとれるのか、誰かが

作ってくれるのだろうか。

これまでは、銀行や証券会社、保険会社に行っ

てもこういう図はもらえなかった。比較情報を消

費者に活字で渡してはいけない、秩序を乱すから、

と規制されていたからである。それも大蔵省や公

正取引委員会ではなく、全銀協さんとか証券業協

会さんが、活字で広告を出す時は全部私のところ

へ持ってきて違反していないかどうか見せろ、と

いうことをやっていた。誰もけんかしたくないの

で、そんなことならもう比較するのはやめた、と

いうことになっていたのである。

金利の自由化はなんと１９８５年から始めているけ

れど、９３―９４年まで出してはいけないと依然とし

て言っていた。なんとかリスクとリターンを消費

者に知らせたいと、ある金融機関で社長決裁まで

とって、９４年１２月初めて出したのがこの広告であ

る。しかも絵は確かに書いてあるが、預金と投資

信託で何％利回りが違うかといった数字は、出す

とちょっと刺激的過ぎるから、とりあえず絵でい

こうとなった。

こういう事実は教科書には書いていないので、

金融論の先生方は情報は当然自由に出ていて、消

費者がたるんでいるから判断しないだけだとおっ

しゃる。しかし事前に届けなくてよくて、やりた

いことをやったらいいんじゃないの、というよう

な形になったのはようやく９８年６月、去年の６月

である。いまの電力株の配当利回り２．５％は預金

の０．２％よりいいでしょう、という広告を私は出

したらいいと思うのだが、何かまだ理由があるの

か出されない。こういうのが現実の経済である。

日本の金融改革は来年中に全部やります、金利

の自由化はもう終わりましたということになって

いるが、それにしてはなかなかぱっとしないなと

特にアメリカやイギリスの方から言われるのは、

実はこういう時間の過程のなかでいろいろなこと

が起きているからである。

○ 資産選択の多様化とファンド経由の流れ

同じ市場経済、資本主義経済で、かつ人間はど

の国も本性は同じだと考えると、幸いアメリカの

いろいろな事柄は私たちよりも何年か先行して動

いているので、アメリカはいまどうなっているか

というのを見ると、だいたい先行きがどうなるか

がわかる。

アメリカが自由化を始めた７０年代から、統計の

とれる一番新しい９８年３月末まで、アメリカ家計

の金融資産を残高で見てみよう。アメリカでは今、

日本で言う銀行預金、金融債、貸付信託、郵便貯

金とかを全部合わせた預金の比率はたったの

１３．４％しかない。日本では、ざっと５割ぐらいが

そういうものである。アメリカの株価が高くなっ

ているので預金がウエイトを落としているという

面はあるものの、７５年末には３６．８％あったわけで
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あり、必ずしも株価だけでこうなっているわけで

はない。

では何がいったい金融の主流になっているかと

見ると、全体の３分の１を占めるのが年金である。

そして投資信託が一大金融資産になってきて、こ

の１０年間で全体の１割ぐらいを占めてきた。例え

ば投資信託の代表的なもの、ミューチュアル・

ファンドをみると、９５年には全家計の１２．０％の人

たちが持っている。特に比較的年収の多い方は

３８％が持っている。いまアメリカの企業の株式に

よる資金調達はマイナスになってきて、個人も直

接株式を取得するというのは減ってきている。し

かし年金勘定、退職勘定やミューチュアル・ファ

ンドを経由して株式を持つというのは高まってき

ている。

日本もこういったアメリカの金融革新のあとを

追って、年金とか投資信託を主流とする金融取引

に変わっていくというのが、ひとつの流れになる

だろう。

○ 市場メカニズムと「金融危機」

いま日本は規制緩和、自由化をさせるのが第一

の政策目標になっている。では規制緩和すればす

べて万歳か、ほったらかしにしておいてよいかと

いうと、私の理解では資本主義経済というのは金

融の危機を内在させており、アメリカもイギリス

も、今日の日本の金融危機のようなことを過去１０

年、２０年で経験している。もちろん世界大恐慌も

あった。誰かが人的に失敗したから金融の危機が

起きたという理解だけではいけないのではないか、

と私は考えている。

ケインズが言っているように、どの国の人間も

市場メカニズムで競争する時には明日何が起きる

かよくわからないので、不確実性のもとで資産を

選んだり金融機関を選んだりする、そういう人間

の本性は変わらないのだとすれば、資本主義経済

の金融取引は不確実性に覆われる金融取引である。

その時に「人々は将来のことはなんでもわかって

いる」というようなモデルを用いても、とても現

実の経済は見えないと思う。

自由化、規制緩和の方向で大きく動いているけ

れども、ではほったらかしにすれば家計は全部責

任ある行動をとって、良しとなるかというと、私

は資本主義経済下では金融の危機は内在されてい

て、また人間の行動の本性は変わらないと思うの

で、いろいろなセーフティネット、安全装置をつ

けて消費者の方に行動していただくべきで、ほっ

とけばいいのだという具合にはいかないと思う。
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議事録３：基調講演２「これからの時代のファイナンシャ
ルリテラシーとは」（要約）

小野 英子
（ファイナンシャル・プランナー（CFP））

○ ファイナンシャルリテラシーの前提

これまで金融機関あるいは保険会社すべてひっ

くるめて、日本の社会はあまりにも売り手側の論

理ですべてが行われてきた。消費者というものが

何となく置き去りにされてきた。

例えば秋葉原、新宿などの電気製品の安売りで、

TVの広告などで堂々とやられている価格の比較

による競争のように、すでに当たり前のこととし

て行われていることが、なぜ金融機関や保険会社

では行われていないのだろう、ということを非常

に痛感する。金融ビッグバンという名のもとどん

どんものごとが進んでいくなかで、消費者はいま

置き去りにされているような気がしてならない。

消費者・利用者の問題なくして、ファイナンシャ

ルリテラシーというのはあり得ないのではないか

と、現場で仕事をしている私たちファイナンシャ

ルプランナーは痛感する。

消費者を置き去りにしたままで金融ビッグバン

が進んでいったとしたら、やがて近い将来、バブ

ル崩壊と同じことがもう一度訪れるだろう。そう

なった時、バブルの崩壊によって失われた消費者

の信頼は、もう二度と回復しないのではないか。

金融ビッグバンを失敗に終わらせたのでは、もう

日本は立ち行かなくなるのではないか。そういう

危機感のなかで、もう少し消費者の立場に立って

皆さんにものごとを考えていただきたい、という

ことを切にお願いしたい。

○ 情報公開 ―金融商品を選ぶ具体的な基準の

公開

金融ビッグバンを成功させるための提言として、

私は二つご提案したい。ひとつは情報公開の問題

である。もちろん消費者はいま金融機関の財務内

容の健全性、あるいは不良債権の内容がどうなっ

ているのか、そういったことも知りたがっている

が、そんな大げさなことでなくてもいいので、私

たちが日々、金融商品や保険商品を選ぶ時の具体

的な基準となる情報をご提供いただきたい。

例えば、生命保険は国内全部合わせると５０に近

い会社、機関で扱われているが、このなかで保険

料をきちんと公開している会社がいったいどれだ

けあるのか。消費者は生命保険に加入する時、商

品性についてももちろん知らなければいけないが、

いわゆるものの値段である保険料・掛け金を調べ

て、知って、比較したいという気持ちが当然ある

と思う。ところがこの保険料を公開している会社

はほとんどない。

私が知る限り、保険料や掛金などの情報を前面

に出してパンフレットを作成しているのは厚生省

管轄の生協の共済のみ。年齢、性別、保険期間別、

保険金別の掛金表となっている。ところが生命保

険会社や外資系生保のパンフレットには、この表

がいっさいついていない。こんな、たかがものの

値段に過ぎない保険料さえ公開しないで、何が情

報公開なのかと感じる。これほど日本の金融機関

の情報公開は遅れている。

お手元の「生保おトク度徹底比較ランキング」

をご覧いただくと、有配当、無配当、準有配当と
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配当のつき方によっても保険料が違うけれども、

最も安いところと最も高いところではずいぶん保

険料に差がついているのだということが、一目瞭

然わかる。この情報がオープンにされていれば５０

社をまわってパンフレットを集めてきて、それを

表にしていけば済むのだが、実際には手間暇をか

けてアンケート調査をし、正直いって嫌な思いを

して頭を下げて、ようやくできたのが、このたっ

た１枚の表なのである。

こんなことで私は情報公開が進んでいるとは絶

対に思いたくないし、こんなところにとどまって

いるようでは、日本の金融ビッグバンは消費者・

契約者の支持を得ることはできないのではないか、

というふうに常日頃感じる。だから例えばパンフ

レットや店頭の表示を作る時、いかにして情報公

開をしていくかということ、これを真摯に考えて

いただければと切に願うわけである。

○ 情報公開 ―デメリット情報の開示

それから情報公開に際して私が非常に気になっ

ているのは、メリットの点での情報公開は非常に

進んでいるけれど、デメリットの点での情報公開

が非常に遅れているということである。

投資信託のリスク・リターン表を見たお客様か

ら、「RR５というのはリターンが上のほうに全部

行っているから、確かにリスクは高いのかも知れ

ないけれど、リターンもすごく高くて元本割れっ

てないのですか」というふうな相談を受けるが、

こうしたグラフでは顧客の誤解を招く。証券会社

のほうでパンフレットを作った段階では悪意でお

客様をごまかそうというつもりはなかったと思う

けれども、もう少し配慮をいただいて、「RR５に

なってくると確かにリターンも大きいけれども、

その元本割れのリスクもゼロからマイナスの下の

ほうに大きくなってくる」という意味あいの図に

していただけるともっとよかったのでは、と思う。

いまの消費者はすべての商品にメリットと同時

にデメリットがあるということも、十分承知して

いる。承知していて、あえてデメリットを隠され

ると、かえって不信感を持つ方が多いのではない

か。だから金融機関の皆さん方は勇気をもってデ

メリットも公表するようにしていただきたい。例

えばランキングがバッと出ると、確かに保険料の

高い会社はお嫌かもしれないけれど、高いなら高

いなりに、うちはこういうサービスを提供してい

るから、あるいは破綻なり倒産なりの危険性が非

常に低いから高いのです、というふうなことを

堂々と言っていただければよいのではないか。や

はりデメリットも含めた情報公開をお願いしたい。

これなくしては、いま契約者の新たなる信頼を勝

ち得ていくことはできないのではないか。

○ 情報公開 ―重要事項説明

販売に際して私がいつも感じるのは、重要事項

の説明というのはどうなっているのだろうという

ことである。現在不動産取引に関しては、宅建取

引主任者の方が必ず重要事項の説明というのを横

に置いて、相対して一つひとつ説明することが義

務づけられている。この重要事項に掲載されてい

ないデメリットが原因でトラブルが発生したとき

は、これは説明しなかったほうが悪いということ

になっている。

不動産関係の方にお聞きした話では、四つ辻を

はさんだななめ向かいに暴力団の事務所があると

いうことを重要事項として言わないで土地を売っ

た業者に、不動産の資産価値の下落分を支払わせ

る判決が出ている。金融においてもこれくらい厳

しい重要事項の説明の義務があってもいいのでは

ないか。これは自由化に相反するものではないと

私は思う。
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○ 基礎的な金銭教育の普及

それからもうひとつ、金融ビッグバンを成功さ

せる大切な要素として考えていきたいのは、消費

者一般に対する金銭教育の普及である。これは私

自身、いままで１０年あまりファイナンシャルプラ

ンナーとして仕事をしてきて非常に痛感している

ことのひとつである。

例えば生命保険の見直しなどについて日常的に

お客様からご相談をいただくが、皆さん基本的な

金銭教育を何も受けていらっしゃらない。私自身

３０代で家を買って住宅ローンを組んだが、元利均

等返済と元金均等返済があること、元利均等返済

のなかでもゆとり返済というものがあること、返

済年数が違うと利息の負担が変わってくること、

１１年目には段階金利で返済額が急激に増えること、

そういったことを何も知らずして、３，０００万円も

のローンを組んでしまった。

生命保険に関しても、毎月何万円もの保険料を

払っているのに、ご自分がどういう保険に入って

いるのか、将来これがどういう形で戻ってくるの

か、そういうこともまったくご存じない。まして

投資信託とかリスク商品になるとちんぷん、かん

ぷんの世界。これは本当におかしいのではないか。

小学校、中学校、高校、大学と長い間教育を受け

ていくなかで金銭教育と言えるようなものは何ひ

とつ、私どもは受けないできて、そして裸の赤

ちゃんのような状態で金融ビッグバンという大嵐

のなかに投げ込まれようとしている。これが現在

の消費者ではないかと思う。

私どもでは具体的に、例えば高校家庭科の教科

書の副教材を作っていこう、という活動を始めて

いる。ご承知のように平成７年度から高校の家庭

科は男女共修となり、その教科書のなかにはちゃ

んと消費生活という項目もある。そこに金銭教育

について若干触れてあるのだがいろいろな検定の

問題などもあって具体的な数値は出てこない。こ

れを補完する副教材のようなものを作っていって、

高校家庭科だけでなく一般の金銭教育の普及に努

力していきたい。そういう活動をスタートしたば

かりである。金融機関や行政の皆さん方にも本気

で取り組んでいただきたい。
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議事録４：基調講演３「米国におけるリテールバンキング
の再構築」（要約）

ローレンス・ラデッキー

（ニューヨーク連邦準備銀行アシスタントバイスプレジデント）

○ はじめに

米国銀行業界の整理統合はかなり急速で、１９８４

年に約１万５，０００あった銀行の数が現在では９，０００

まで減っている。しかも貯蓄銀行の数は商業銀行

に比べてより急速に低下している。

リストラについては、銀行の機能、業務部門す

べての側面が対象になっている。まず米銀は地理

的に拡大をしようと努めている。次に商品構成を

増やし、例えば証券サービスやミューチュアル・

ファンドを提供している。３点めにサービスの生

産と流通に新しい技術を利用するようになった。

４点めに地理的に分かれていた業務組織を業務部

門別に再編成している。最後に、業務と管理に関

する集中化、一元化が始まっている。

○ 米国のリテール・バンキングを取り巻く環境

では、なぜ整理統合とリストラが起きたのか。

その要因を５点に分けたい。まずコストの削減と

短期的な効率性の向上を得ようとしたこと。これ

が原動力として最も大きなもので、特に商業銀行

はかなりの高コスト構造に悩んでいる。例えば

MMMFの経費率は５０ベーシスポイント以下だが、

リテールサービスを支店網を通じて行う時の経費

率は２５０ベーシスポイントにものぼる。１支店が

通常獲得する預金は５，０００万ドルなのに対し、１

年間に１支店を展開していく営業費用は７５万ドル

だから、これは高コスト構造ということになる。

個別銀行では様々な行動をとって効率性を増大さ

せようとしている。例えば商品構成の標準化や経

営の一元化を図っている。支店についてもスー

パーのなかに店舗内支店を作るなど再統合の動き

にも出ている。また合併を行うことにより余剰設

備の合理化を図っている。

２点めとして電子化への移行があげられる。こ

の分野ではかなりの進捗が見られる。特に大手銀

行では、実際に顧客から銀行へのコンタクトの４

分の３が、支店を訪問せずに電話やインターネッ

トを通じてとられている。またこうした電子的な

流通を行うことが合併を促進しているということ

もある。例えば電子的な流通のインフラづくりに

はかなり膨大なコストが必要であるうえ、どう

いったエレクトロニック・バンキングがお客様に

とって適切か、費用対効果が高いのかということ

もよくわかっていない。この点、合併をすること

によってそのコストとリスクをパートナーと分担

することができるからである。

３点めは、決済業務を維持しようと銀行が考え

ているということ。銀行の営業収入のうち決済

サービスからの収入がどれぐらいか実際に計算し

てみたところ、約４０％だった。これは全米銀でな

く、銀行資産の３分の２を保有している上位２５行

の結果である。銀行は電子的な決済サービスの促

進によって決済業務を維持し、収入を維持しよう

と考えているわけである。

４点めに、家計部門の金融資産の分布が変わっ

ている。家計の金融資産に占める預金の比率は７７

年の約３８％をピークに８７年には３０％まで低下し、

現在では１４％に過ぎない。この預金シェアの低下

により銀行は支店網を展開するうえで固定費への

費用配分をしにくくなってくる。この資産ミック
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スの変化は退職金制度が変わっていることにもよ

る。

５点めの要因が退職金制度の変化である。人口

構成、人口動態が大きく変わり、米国家計は老後

の備えは自分の責任でしなければいけない、社会

保障プログラムに老後の資金を依存することはで

きない、と認識し始めている。しかも従来型の年

金から確定拠出型の年金基金へのシフトが起きて

いる。すなわち老後の所得として保障した水準が

提供されるわけではなく、投資の成果・パフォー

マンスによるということである。議会では米国の

労働者のために新しい退職者制度を作った。税制

上の優遇措置が与えられる４０１Kプランと、個人

退職勘定（IRA）である。その結果家計としては、

金融資産を債券、株式、ミューチュアル・ファン

ドにシフトさせることで長期的な貯蓄の水準目標

を達成しようと考えている。

○ 銀行業界が目指す方向

銀行は現在いくつかの変更を同時に行おうとい

う動きをとっているが、今後、銀行業界はどちら

の方向に行くのか。９８年に銀行の非常に大きな合

併が行われたが、それは３つの成長分野を目指し

たことが特徴である。まず１点めが資産管理の分

野。これは個人顧客向けの包括的な金融サービス

パッケージである。ミューチュアル・ファンドや

株式、債券が入ってきたことで個人金融が複雑に

なり、銀行は言わば金融のスーパーマーケットに

なってきた。このパッケージには単に様々な投資

が入っているだけでなく、例えば収益率の分析と

か、退職後のプランニング、記録管理、税務上の

アドバイスも含まれる。その代替手段として個人

が使えるものは、ファイナンシャルプランナーを

雇うという方法である。

２点めが中規模企業（年間売上高１，０００万～２

億５，０００万ドルの企業）との取引。中規模企業の

金融ニーズも非常に複雑化しており、増える資金

調達先や、合併・買収・事業売却にともなう資金

借入れの際の計画への助言が必要である。した

がって銀行としては金融のスーパーマーケットと

いう形で、こうした中規模企業に対しても包括的

にサービスを行うようになってきている。

３点めが決済サービスの分野。合併によって銀

行は顧客との取引を内部化できる。ある銀行から

同じ銀行の勘定への取引は内部に移すだけで済む。

こうして取引処理コストを大きく削減することが

できた。また銀行は決済を電子的なフォーマット

に転換している。販売時点においてはクレジット

カードやデビットカードの使用を奨励し、定期的

に発生する家計への請求書をインターネットを

使って送付する。企業間決済も同様にエンド・

トゥ・エンドで電子化する。郵便システムは完全

にバイパスされる。銀行にとって決済の電子化は

収入を拡大する、言わば攻撃型の戦略である。し

かし同時に技術系企業に対する防御的な戦略でも

ある。銀行はMicrosoftやQuicken、Yahooといっ

た技術系企業が第一次的なコンタクト先として顧

客との関係を取り仕切るようになることを恐れて

いる。

○ 公共政策の問題点

リテールバンキングの整理統合というものは非

常に深く、しかも徹底的な形で行われており、こ

のプロセスによって公共政策上のいろいろな問題

点が生じてきている。１点めはリテールバンキン

グ市場における競争の問題である。整理統合に

よって競争がなくなってしまうのではないか、と

多くの人たちが危惧しているというものである。

リテールバンキング市場の競争を分析する対象

は、従来は主としてローカルマーケット、すなわ

ちある町とその郊外を中心とする市場が中心だっ

た。しかしむしろリージョナルマーケット、地域
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的な市場に広げて見ようというのが新しいアプ

ローチである。これは先ほど言った発展するリ

テールバンキングの趨勢とも非常に似かよってい

る。そして地域的な市場とはあるひとつの都市よ

りもその地域のなかに多くの銀行がある競争的な

市場であるから、競争も激化するということを意

味する。

２点めは銀行業界の今後の姿である。もっと整

理統合が進むだろうというのが一般的な見方であ

るが、典型的な予測では１９９７年に７，１００あった銀

行あるいは銀行の持ち株会社が２００４―２００９年まで

に４，０００に減るとされる。すなわち、銀行業界は

現在の姿を基本的にはとどめるのではないか、と

いうことである。

他方、リテールバンキングにおいても、将来顧

客のコンタクトは郵便や電話、インターネットを

通じたものになるだろうと考えれば、銀行業界が

目指す今後の姿にはクレジットカード業界が非常

によいモデルとなり得る。この業界では５０以下の

銀行が市場の９５％を所有しており、おそらく７銀

行以下で３分の２を所有している。こうした過激

な整理統合が起これば、将来は非常に重要な競争

上の問題点が生じてくるだろう。

３点めにエレクトロニック・バンキングは果た

して顧客のニーズに合致するのか。消費者団体な

どの反対意見は、顧客との１対１の接触がなくな

る、与信の事前審査が自動化され特別な状況が勘

案されなくなる、銀行スタッフの現地知識が不足

し顧客ニーズが把握できなくなるとする。

他方エレクトロニック・バンキングにより、与

信が利用しやすくなる、支店運営コストの軽減に

より銀行サービスのコストが削減できる、さまざ

まな利便性を提供できる、など便利な面も生まれ

てくる。

４点めは、ある世帯がすべての財務上の問題を

ひとつの金融サービス提供者に集約するというこ

と。すなわち資産の分散がなされず危険ではない

か、また金融機関がある個人・家計の金融情報を

全部得てしまうとプライバシーの問題が出ないか、

ということである。もっともこの集約には、投資

対象の選択の問題や退職年金制度の変更など複雑

化への対応手段としてのメリットがある。

この単一金融機関への集約という現象は、銀行

業界内の変化によるというより、むしろ経済の他

の部分の変革が銀行に対して金融のスーパーマー

ケットとならざるを得ないような状況を作り出し

てきたことによる、と言うべきである。代替手段

として、助言を求めてファイナンシャルプラン

ナーを雇うことも考えられるが、これには銀行が

金融上のアドバイスを与えるよりもお金がかかる

し、意味ある助言を得るためにはやはり多くの個

人情報の開示が必要で、プライバシーの問題が残

る。そうかと言ってある世帯が金融サービスをバ

ラバラに使う場合は、財務状況の全体像を把握し

ているところがなくなり、意味ある情報・助言を

出す者がいなくなってしまうという問題が出てく

る。
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議事録５：パネルディスカッション

コーディネーター：岩田 一政（東京大学教授）

パネリスト ：奥村 洋彦（学習院大学教授）

小野 英子（ファイナンシャル・プランナー（CFP））

小原 由紀子（モルガン・スタンレー証券会社エグゼクティブディレクター）

ローレンス・ラデッキー（NY連邦準備銀行アシスタントバイスプレジデント）

鵜� 由己（郵政研究所第二経営経済研究部長）

�１ 個人金融市場をめぐる現状

―現在我々はどういう状況に位置しているのか

岩田●そこで最初の問題でありますが、個人金融

市場をめぐる現状につきまして、まず議論をいた

したいと思います。まず最初に鵜�さんのほうか

ら、いま日本の個人の金融市場というのはどうい

う状況にあるのか、ということについてご説明を

お願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。

鵜�●はい。郵政研究所第二経営経済研究部の鵜

�と申します。皆様のお手もとに資料集と書いた

１８ページのものがあるかと思います。これに即し

まして、わが国の現状をご説明したいと思います。

説明の前に、ファイナンシャルリテラシーの時

代という言葉にわれわれが含めたイメージという

のを若干、ご説明いたしますけれども、いまいろ

いろな意味で家計は不安の時代を迎えていると

言って間違いないと思います。金融の自由化が一

方で進む。それから雇用不安、あるいは老後の不

安という時代でございます。金融市場を通じてそ

れをマネージするということが重要になってくる

わけでございまして、うまく金融市場で資産を運

用してそのリスクを軽減したり、ニーズにあった

資金運用をするということができるような時代、

将来に明るい展望を持てる、そういう時代を象徴

的に言ってファイナンシャルリテラシーの時代と

いうふうにとらえております。そのためにいろい

ろ実現しなければならない課題が山積しているの

ではないか、というのがわれわれの問題意識でご

ざいます。

（資料説明 略）

岩田●どうもありがとうございました。それでは

続きまして、外国の投資家から見た日本の個人金

融市場というのは、どのようなものなのかという

ような点につきまして、小原さんのほうからお話

をいただければと思います。

小原●モルガン・スタンレーの小原です。私の勤

めている会社はモルガン・スタンレーといって米

国の証券会社なわけですけれど、日本には証券会

社だけではなく外資系の銀行、生命保険会社、い

ろいろとあると思います。ずいぶん前から進出し

ておりまして、かなり長い期間はあまり収益をあ

げることができなかったのではないかと思います。

それにもかかわらず着々と支店を開設し、日々励

んできたその最大の目的は、やはり規制緩和の

チャンスをつかむということだと思います。とり

わけそのチャンスがどこにあるかといえば、皆さ

んもご存じなとおり個人金融資産の豊富さにある

わけです。１，２００兆円あるかどうかは疑問視され

る声もありますけれども、その１，２００兆円のかな

り大きな部分、いま預金という形になっているわ

けですが、これが先ほどのラデッキーさんのご説

明にもあったとおり、相当な部分が有価証券、要

するに投信といったようなものにまわったりする
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と。それによって銀行も投信を売ったり、あるい

は証券会社も投信を売ったり、そして開発すると

いうことで相当な手数料を得ることができる、と

いうところに日本の市場の最大の魅力があるので

はないか、というふうに考えられるわけです。

といって、それではどこに魅力があるのかとい

うと、別に金融機関に魅力があるというわけでは

なくて、その金融市場に魅力がある。特にその金

融市場といった場合にはそのお客さん、つまり金

融資産を持っている消費者に魅力があったり、あ

るいはそういう消費者をたくさん抱えている金融

機関のフランチャイズ、つまり営業基盤ですね、

店舗ネットワークですとか、お客様をどういうふ

うにどれぐらい抱えているか、そういったところ

に相当な魅力を感じているということです。

これを言い換えて言うならば、いまの日本の金

融機関を海外の金融機関が買収したり、積極的に

資本提携を結んだりというほど魅力があるのかと

いうと、私の個人的な考えではありますが、いま

のところやはり不良債権の問題、あるいは人事制

度の難しさ、面倒臭さ、もっと言ってしまうとそ

ういった問題があるために、収益性が、つまり効

率性をあげられるような組織に日本の金融機関は

なっていないということで、金融機関に直接魅力

を感じる外国の金融機関というのは最近だんだん

少なくなってきていると、まだまだそういう時期

ではないのではないかと言っているわけです。

ですので最近の提携というのは、もう少し表面

的な提携、若干の資本提携もありますけれども、

その提携の目的というのはお客様を獲得する、そ

の日本の金融機関が持っているフランチャイズを

獲得するという、そういう提携の形になっている、

参入の形になっていると。そういう形で外国の金

融機関は日本の個人金融市場に魅力を感じ、活動

しているのではないかと私は考えております。

岩田●どうもありがとうございました。ただいま

お二人の方からお話があったのですが、そのほか

のパネリストの方ですね、日本の現在の個人金融

市場の現状につきましてご意見がありましたら、

どなたでも結構でございます。もしよろしければ

奥村先生、いかがでしょうか。コメントございま

すでしょうか。

奥村●今日はニューヨークの連邦準備銀行からラ

デッキーさんがいらしているので、ちょっとアメ

リカのニューヨークダウ、１万ドルにもなろうか

というような株価とからめて、いろいろお教えい

ただくといいと思うのですが、アメリカでは過去

１０年間ばかりで預金の金利を非常に低くして、物

価とのからみでいいますと実質預金金利をほぼゼ

ロに、グリーンスパン中央銀行総裁が９０年から９３

年ぐらいにかけて、されたのです。そのときに

ちょうどアメリカの銀行は投資信託も本格的に取

り組んでもよいという規制の改革、規制緩和をな

さったので、両方の要因で個人のお金がだいたい

６０兆円ばかり、５年間ぐらいで預金から投資信託

に移りました。

それに対して日本はいま、ほぼ名目金利ゼロと

いうような預金金利にしているのですが、それで

も預金とか、あるいは今日は郵政省さんのかかわ

りの会ですが、郵便貯金に日本の方々は積極的に

運用なさっていて、投資信託にほとんど行かない。

ですからこのあたりが、いままでの規制とか制度

のからみでこうなっているという面と、アメリカ

人と日本人はやはり価値観なり生活観なりが違う

から、こういう行動の違いになっているのだと、

そのどちらの要因がどのくらい強いかという判断

によりまして今後、日本の銀行、保険会社さんな

どが投資信託をやってもよいということになって

きた。ちょうどアメリカに遅れて１０年ぐらいとい

うことで昨年の１２月からなってきたのですが、銀

行や保険会社さんで個人の方々が積極的に投資信

託にお金を入れて、そこから株式や債券にまわっ
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ていくだろうか、という見通しがどうかな、と

なってくると思うのです。

もしまわっていけば、いま小原さんがいらっ

しゃるような証券会社、あるいは外資系の金融機

関さんにとっては日本の金融機関よりもはるかに

投資信託業務に慣れていらっしゃる、優れてい

らっしゃるので大きなビジネスチャンスがやって

くると思うし、また日本の家計にとりましても、

どの投資信託がいいかということが朝から晩まで

話題になるようなことになってくると思うのです

が、ちょっといま日本がもう異常なゼロ預金金利

にしているものですから、動きが活発でないので

すけれど、このへんの読みがどうなってくるかと

いうことが鍵を握ってくると思います。

岩田●どうもありがとうございました。いまご指

摘の話なのですが、日本はこれまで預貯金が６割

以上ですね、１，２００兆あるといっても６割以上が

預貯金のほうで占められているというような状況

なのですが、アメリカの場合には預貯金の比率が

非常に低いわけであります。それを裏から言いま

すと年金基金ですとか、あるいはミューチュア

ル・ファンドといったような形態で資産を運用す

るという一種のファンド化といいますか、その個

人の金融資産がファンドの形で運用されると。別

の言葉で言うと通常の銀行、トラディショナルな

バンキングセクターはそのシェアがどんどん縮小

して、そのかわりにパラレルバンキングという、

そのファンドを経由するようなマネーが実際は金

融仲介を行うというような形態に、アメリカの場

合にはかなりシフトをしているということだろう

と思います。

日本の場合には９６年１１月に橋本総理がビッグバ

ンをこれからはじめますという宣言をされまして

からもう２年あまり経つわけであります。ところ

が日本の場合に、こういう規制緩和の動きと、先

ほど小原さんのほうからお話がありましたように、

金融の危機というようなものが同時並行的に進行

しておりまして個人投資家といいますか、あるい

は預金者は非常に低い金利に直面しているという、

それだけではなくて、もしかすると預けていたお

金がですね、銀行が倒産してしまうかもしれない、

ペイオフというようなこともこれからは考慮に入

れて行動しなければいけないと。

つまり、いろいろな規制が外れたのですが、し

かし同時に個人が資産を運用しようと思ってもい

ますぐにリーズナブルなリターンが得られるとい

うような状況にもないという、非常に難しいとい

いますか、ファイナンシャルリテラシーというこ

とは、おそらく通常の規制緩和が行われる経済で

は重要な役割を、重要なコンセプトだというふう

に思いますけれども、日本の場合にはさらに金融

不安といいますか、そういったものがもうひとつ

存在しているということが、さらにリテラシーの

必要性というようなものを高めているのではない

かというふうに思います。

それから日本の場合、これまでですね、ほかの

方はどなたも触れられなかったのですが、個人の

金融市場を見てみますと公的な金融というのが大

きな役割を演じているというのが、やはりアメリ

カとはずいぶん違ったところではないかというふ

うに思います。例えば年金をとりましても、公的

な年金でもいま資金が１３０兆ぐらいあって、企業

年金のほうも、これも７０兆ぐらいは存在している

というのですね。これは企業年金のほうは民間の

もちろん年金でありますが、そこの企業年金の部

分について、アメリカでは確定拠出型というよう

なことで新しい形態で運用されて、それが非常に

拡大しているということなのですが、日本の場合

には公的な年金の基金が存在していると。１３０兆

ですね、こういう部分が従来は財政投融資という

ような形で、言ってみますと政府系金融機関等を

通じてさらに貸し出されるということだったので
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すが、それが自主運用というようなことで運用さ

れると、ファンドとして運用されるという、巨大

なファンドが出現するというようなことが予定さ

れているということであります。

それから、さらに預金のなかでも日本の場合に

は郵便貯金というのが非常に大きな役割を占めて

おりまして、そこもこれまでは財政投融資という

ようなことでですね、資金運用がされていました

けれども、これからは自主運用だということに

なっております。私の解釈ではこういう自主運用

をするということは、言ってみますと郵便貯金が

一種のファンドになっていくという、おそらく安

全資産の運用を中心にしたようなファンドになっ

ていくということでありまして、個人の金融資産

の保有形態というのが、これまでは預貯金という

ふうに言っていたのだけれども、実質的な面で、

特に公的な金融の部分ですね、公的な年金あるい

は郵便貯金というようなところが、これからは

ファンドとして運用されていくというようなこと

が、おそらく非常に大きなインパクトをこれから

の日本の個人金融市場に対して与えていくのでは

ないか、というふうに考えております。

�２ 金融機関・市場の展望と課題

―我が国の金融機関、金融市場はどう変わってい

くのか

岩田●以上が日本の個人金融市場の特徴といいま

すか、現在の状況だというふうに思うのですが、

続いて２番目の問題であります、わが国の金融機

関あるいは金融市場は、これからどういうふうに

変わっていくのだろうかという、やや私の話も少

しそちらに流れているところもあるのですが、最

初にラデッキーさんのほうから、アメリカにおけ

る経験を踏まえて、日本の個人の金融機関あるい

は金融市場というのは、どのように変貌をとげて

いくのだろうか、というようなことについてコメ

ントを最初にいただければと思います。ではラ

デッキーさん、よろしくお願いいたします。

ラデッキー●私の最初の推測ですが、日本の家計

も同じインセンティブ、同じ問題に直面している

わけですから、アメリカの家計がたどった道をた

どることになると思われます。例えばミューチュ

アル・ファンドや、その他資金をプールするタイ

プの投資は、家計にとって理解しやすい、という

ふうに思うわけです。ただ、債券あるいは株式の

ミューチュアル・ファンドに投資する際にリスク

を評価するというのは、確かに若干難しいところ

があります。それは、たとえ広範なインデックス

と同じパフォーマンスをあげようという目的のイ

ンデックス・ファンドであっても難しいです。

SEC（証券取引委員会）は、ミューチュアル・

ファンドに対して非常に広範な情報開示を要求し

ています。ファンドとしても、その投資対象物の

ことを非常に明確な形で述べなければなりません。

またその収益率に関しましても過去１年、過去５

年間、過去１０年間という形でファンド設定以降、

それだけの期間がもし経過していれば、それぞれ

の収益率を発表しなければいけないという状況に

なっています。しかしSECとしては、ミューチュ

アル・ファンド業界と協力をして、リスクのさら

なる十全な情報開示に取り組んでいます。例えば

いくつか新しいディスクロージャーの形式が試さ

れています。現在のファンドのリスクがどれぐら

いか、ということを非常に簡潔に示せるような形

式が試されつつあります。

そのなかのどの形式が最終的に採用されるのか

わかりませんが、ただアメリカの世帯は、ある意

味では「外部のカウンセラー」からいろいろな助

言を得てもいます。例えばモーニングスターとい

う会社がすべてのミューチュアル・ファンドのパ

フォーマンスを分析しています。また、いわゆる

マネーマガジンといったものが個人の資産運用に
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関して多々出ていて、一般の世帯に対して様々な

助言を提供しているわけです。ですからこのよう

な情報による支援が、同様に日本の家計に向けて

も徐々に発展していくのではないかと期待してい

ます。

ただ米国のミューチュアル・ファンド業界も、

発展するまでにかなり時間がかかったということ

は申し上げておきたいと思います。これは本当の

ことです。といいますのも、思い出すんですが

１９７４年の正月、私は義理の弟と妹とともに一緒に

おりました。彼らはそのときウォールストリート

で働いていたわけです。義理の妹が私に、ミュー

チュアル・ファンド（MMMF）という新しい商

品が発明されたと説明をしてくれました。しかし、

実際にはこのMMMFが人気を博するまで、１０年

間かかりました。債券あるいは株式のミューチュ

アル・ファンドに至っては、人気を得るのにもっ

と時間がかかりました。ですから日本でビッグバ

ンがいま起きているのかもしれませんが、実はこ

ういった商品に慣れ親しむのには、かなりの時間

がかかるということです。

岩田●日本でもおそらくアメリカで起こったよう

な変化が、これからは起こる可能性があるのでは

ないかというお話だったと思います。続きまして

小原さん、また再びで申しわけないのですけれど、

今後のわが国の金融機関の課題というようなこと

でコメントをいただきたいと思います。

小原●必ずしも個人金融市場というところには全

面的には関係しない話になるかもしれないのです

けれども、日本の金融機関、特にいま銀行の問題

がクローズアップされていますけれど、私が思い

ます一番の問題というのは、やはり銀行に危機感

がまだない、ということではないか思います。確

かにそのある一定期間は株価が暴落しましたから、

それは相当な危機感を感じたときもあったと思い

ますけれども、危機感が起こってきたのかなと思

うとすぐに公的資金が結構、ほとんどただに近い

金利で注入される結果として、本当の危機感とい

うのはまだ醸成されていないのではないかと思い

ます。

それで例えば、銀行の経営者は約３年ぐらい前

にも不良債権処理は完了したと、かなり自信を

もっておっしゃっておられました。昨年も結構、

ちょっと少し恥ずかしさを持ちながらも、会計上

の処理は終了したとおっしゃられたのです。そう

かと思いましたら、２年も続けて１０兆円近い不良

債権処理が起こりまして、また今年もついに不良

債権処理が終わったと、ほとんどの頭取はおっ

しゃっているわけですけれども、本当にそれを信

じている外国人の投資家は、日本人の投資家も含

めてどれだけいるかわからないのです。

それで、なぜそれでは最近、株式市場が相当ラ

リーが続いて、どんどん上昇しているかといえば、

やはり期待感、それもあまりディスクローズもよ

くない金融システムですので、どれほどの根拠が

あって期待しているかわからないのですけれども、

とりあえず期待によって上がっている部分、景気

がよくなるかもしれない、不良債権は本当に終わ

るかもしれない、収益性が本当によくなるかもし

れない、それでありがたくも、株式市場が上がっ

ているのではないかと思うわけです。いわゆる米

国的な回復を期待しているのではないかと思うの

です。

そうはいっても私、アナリストの目から見ます

と、銀行というのは本当に問題をさらけ出してい

るわけではない。まったく見せよう、つまりディ

クスローズしなければいけないという気持ちはな

い。これは悪気があってやっているわけではなく

て、本当に長年守られてきたインダストリーだか

らこそ、そういう気がない。見せないのであれば

変わる必要性もないわけですから、変わろうとも

しないというのがあるわけです。問題を見せない
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ということで危機感も、要するにつぶれてしまう

かもしれないという危機感も出てこないわけです

から、何もといってしまうと言い過ぎですけれど

も、改善するスピードが非常に遅くなってしまう。

もしこれが本当に何らかの形で相当な危機感を

感じ、もうこれ、一歩先もないというふうに思っ

たのだったらば本当にもう、皆さんに言わないま

でも不良債権処理を終え、そして責任を取り、こ

れは株主の方も経営者の方もだと思いますけれど、

本当に経営を立て直すために経営陣を入れ替えた

り、外部から招へいしてきたりと、そして組織の

改革も先ほどラデッキーさんの話にもありました

ように、それぞれの組織をビジネスラインごとに

きちんと構成し直すというようなこともあります

し、業務の選択と集中という言葉がはやっていま

すけれど、ある雑誌には全選択と全集中ではない

かというぐらい総花的な経営戦略が続いているわ

けですけれども、そういう業務の選択もたぶん真

面目に深刻にやると思います。そして何よりも、

もうけるために消費者のニーズというものを相当

研究し、そのニーズにあったような経営をはじめ

るのではないかと思います。つまりそういう経営

がはじまるためには、またもとに戻りますけれど

も、やはり危機感という、非常にやさしそうで大

変難しい言葉だと思いますけれど、そこに行き着

くかどうかなのではないかと思います。

最近、頭取の方を中心とするようなアナリスト、

投資家向けの説明会があるのですけれども、若い

方と、銀行の方とお話をしていると、この銀行は

非常によくなるなという感じがするわけですけれ

ども、経営者の方と話すと何となくズレが、要す

るに投資家の方との間で出てくると。それはやは

り、まったく新しい考え方に基づいて経営をして

いくということが、やはりだんだんできなくなっ

てきているのではないかと思います。ですので、

そこらへんの経営陣の方の考え方、危機感という

ものが変わっていかないと、個人金融市場におけ

る成功というものも相当、１０年とおっしゃいまし

たけれど、１０年ではおぼつかないかもしれないと

いうことを、ちょっと私は今日、メッセージとし

て皆さんにお伝えしたかったと思います。ちょっ

と長くなりまして、すいません。

岩田●どうもありがとうございました。ただいま

銀行の不良債権の問題について、まだ本当の処理

は終わっていないというご発言があったのですが、

最近出ました経済戦略会議の経済の回復の姿とい

うのを見ますと、おそらく９９年度はプラスの０．５

で、あとは少しずつ２％の潜在成長のパスに乗っ

かっていくというような姿を描いているわけです

が、私のそういったシナリオが実現するための前

提条件は、やはりこの不良債権の問題が果たして

完全に解決できたのかどうか、というところにひ

とつのポイントがあるように思います。

金融監督庁の調査ですと９８年の９月の段階で、

３０兆円の不良債権が残っておりますという報告を

されておりまして、そこから担保価値はともかく

確保できるとか、あるいはある一定の割合の債権

は回収できるという計算をすると残っているのは

実際上、１４兆ぐらいだと。１４兆のうち今度、公的

な資金を７．５兆円投入しましたから残りは６、７

兆でいいと。それは銀行の収益、過去の何年間か

の平均の収益が５兆円余りありますので、１年半

ぐらいでつまりこの３０兆の不良債権は全部解決で

きると、１年ないし１年半でというのがおそらく

一種の前提といいますか、暗黙の前提になってお

られるのではないかと思います。

今日もジャパンプレミアムがほぼゼロになった

というような報道も同時にあるわけでありますが、

ただいまの小原さんのお話が、いやまだまだ銀行

が本当には変わっていないのではないか、という

ご意見だったと思います。この点についてご意見、

ほかのパネリストの方、コメントがございますで

２８郵政研究所月報 １９９９．７



しょうか。いかがでしょうか。小野さん、コメン

トありますでしょうか。

小野●そうですね。銀行が変わっているかどうか、

ちょっと私たち外部の者には本当のところはわか

らないのですけれど、小原さんのおっしゃってい

るとおり、本当に危機感のない、危機感を持って

いらっしゃるとは、ちょっと感じにくいと思いま

す。

消費者の側から見ますと、これだけガタガタい

われておりますけれど、私は確実に消費者は変わ

りつつあると思います。これは私ども日常的に相

談業務を行っております。この相談業務といいま

すのは有料で行うケースと、それから無料で行う

ケースがあります。本来は有料です。１件あたり

最低、うちの事務所の場合ですと２万円から１０万

円ぐらいお金をいただいて相談業務をやっている

のですけれど、こういうお金を払って相談に行こ

うという消費者が増えている。その相談業務のな

かで、これまで圧倒的に多かった優先順位でいい

ますと第１が保険の見直しでした。ここ数年間、

圧倒的に多かったのが特に生命保険の見直しです。

それから２つ目が住宅ローンの見直しですね。こ

れ、ローン破綻という問題が控えております。第

３位、ここにきてようやく資金の運用相談が増え

てきております。

保険に関して言いますと、いま私、消費者が動

いているということを申し上げたのですけれど、

保険業界全体で見ても契約件数、契約高、激減し

ておりまして、非常に厳しい状況にあるのですけ

れど、そういうなかで消費者が納得した商品は

ちゃんと伸びているということです。例えば全国

生協連が扱っています県民共済というのがありま

す。ここが入院２型というのですけれど、医療保

障を中心とした共済を発売いたしました。これ、

急激に伸びております。数字で言いますと１９９５年

３月末時点で加入者数、契約者数３７１万件でした。

これが昨年暮れ、９８年１２月末現在で６０７万件に伸

びております。それから生活協同組合にコープ共

済というのがあるのですけれど、これは９３年１２月

末の７２万件から９８年の１２月末、昨年末に何と２２９

万件に、わずか５年くらいの間に３倍の件数で伸

びているということですね。そういう数字を見ま

すと、消費者が本当に気づきはじめている、動き

はじめているということを感じます。

相談業務の現場に戻りますけれど生命保険の見

直し、あるいはローンの見直し、これは本来の

ファイナンシャルプランニングからいいますと、

非常に後ろ向きのプランニングです。正直いって

私たち、やっていて楽しくないです。いままでの

間違いを正すとかマイナスになっているものを何

とか、そのマイナスを少なくするとか、非常に後

ろ向きのプランニングなのです。これがようやく

３つ目の資金運用のほう、前向きのプランニング

に移りつつあるということです。

そういうなかで私どもが対応させていただいた

お客様の１００％が投資信託を取り入れていらっ

しゃいます。私どもは商品は売っておりませんの

で、投資信託をお勧めしたからといって、そこで

手数料をいただくという仕事ではないのですけれ

ど、これはラデッキーさんがさっきおっしゃいま

したリスクのご説明ですか、消費者の場合ですね、

リスクに対して非常に両極端に揺れてしまいます。

まったくリスクのないもの、預貯金ですね、固定

金利の預貯金のほうに行くか、それかリスクとい

うと非常に怖いものである、さっきの資料のなか

にいろいろなトラブルが出てきておりましたけれ

ど、いきなりそっちのほうに行ってしまうわけで

す。そうじゃないのだ、何のためにRR１からRR

５までの分析があるのか、段階があるのか。RR

１のなかの例えば債券で国債で、こういうふうに

運用される。MMFとか中期国債ファンドあるい

は公社債投信、これは運用商品から考えてほとん
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どリスクはないと考えられるのではないですか。

そういうことをきちんとご説明しますと、そこで

はじめて、では預貯金とMMFを比べてみて、

MMFのほうが金利が高いから、ではこっちにシ

フトをしようということで、リスクの内容につい

てきちんとご説明しますと、私のお客様に関して

は１００％、リスクの低いもの、RR１から２ぐらい

のところですけれど、これは取り入れてくださっ

ています。

ですからこのあたりが金融機関が、本当にどこ

まできちんとご説明できるか。その裏に危機感の

問題もあると思いますけれど、まだまだ売り手の

側のそういう立場に立って売っていらっしゃる限

りは、日本の金融市場はそんなに大きくは変わっ

ていかないだろう。個人金融市場は変わっていか

ないであろう。ただし消費者のほうが、どこまで

そういうなかで自助努力で変わっていけるのか。

このあたりがここ１、２年、私は非常に興味を

持って見ているところです。

岩田●どうもありがとうございました。すでに３

番目の一種といいますか、どのようにして日本の

金融市場においてファイナンシャルリテラシーを、

個人や家計が身につけていくのか、というような

点に立ち入ったお話だった思います。

その話にそれでは移っていきたいと思うのです

が、その前にちょっとひとつずつ、ご質問を小原

さんと、それから小野さんにしたいと思うのです

が、ひとつは小原さんは日本の金融機関の不良債

権について、いろいろ調査をされておられて、金

融監督庁の調べでは少なくとも９８年９月期に８０兆

ぐらい全国銀行ベースで不良債権があって、その

うち間接償却、直接償却含めて５０兆はすでに償却

したと、残っているのは３０兆だというのが公式の

説明だと思いますけれども、小原さんはどのよう

にこれを見ておられるかですね、コメントをいた

だければと思いますが。

小原●それがもし完璧に答えられる人がいたら、

きっと完璧な投資をしているのではないかと思う

のですけれど、この８０兆円というのは確か分類債

権というのの合計額だったと思うのです。分類債

権といいますと例えば３分類というのを取り上げ

てみますと、これはある貸出しの、問題債権のう

ち引当金も積まれていない、要するに回収の可能

性があまりないといったような懸念があるという、

その部分について３分類というふうにくっつけて

いっているだけで、別にこの８０兆円が問題債権の

元本そのものであるわけではない、ということが

ひとついえると思います。

私の分析によると全国銀行で８０兆ではなくて大

手、いま１７行になりましたけれど、その大手１７行

で問題債権の元本が約１００兆だというふうに思い

ます。そのなかには傷の少ないもの、多いものと

いうのがありますけれども、そのうちの５０兆円が

分類債権と。全国銀行だとその分類債権が８０兆で

すから、倍率が同じだとするとその２倍弱ぐらい

の問題債権があるのではないか、というのことが

まずひとついえると思います。

それからもうひとつは、残りは３０兆円だという

のはいったい何かというと、いろいろと担保の価

値とか考えて、いままでの引当金、引いた分を引

くとあと３０兆円が裸の状態になっていますよと、

そのうちの何％引き当てますよという計算だと思

うのですけれども、それはもしも状況がいまのま

まだったら、その計算でいいと思いますが、私の

分析、あるいはだれがやっても同じだと思うので

すけれど、この過去６か月あるいは１年、時間が

たつにつれて、いわゆるその第２分類といってそ

んなに回収の懸念がないようなものが、どんどん

３分類に移っているという現象があります。第２

分類だったら引当金はいまの基準でも４、５％積

めばいいということで、１００億円の問題債権が

あっても４億、５億を積めばいいわけですけれど、
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これが３分類になってしまいますと突然、７０億積

まなければいけないということで、それによって、

どんどん、どんどん、損失つまり引当金の負担が

増えるということですので、あと３０兆円残ってい

て、公的資金を入れて残りが数兆円だというのは、

ある時点のある基準によって計算されたもので

あって、いま時として、どんどん、どんどん時間

がたつごとに動いておりますので、そういう意味

からいうと少し楽観的過ぎるのではないかと思い

ます。

全国銀行はよくわからないのですけれども、大

手銀行でいえばもう一回、同じ規模、あるいはそ

れ以上の不良債権コストを積まないとすっきりし

ないのではないかなという、そういうまた乱暴な

発言をしますと怒られますけれども、そのように

私自身は考えております。

岩田●どうもありがとうございました。いまの点

について何か追加的なコメント、ございますか。

ほかの方、よろしいですか。それではもうひとつ

の質問は小野さんのほうにしたいのですが、２００１

年の４月からペイオフを実行しますというのが、

いまの政府のほうのスケジュールになっています

けれど、預金者の保護とか、あるいはファイナン

シャル・プランナーの観点から見た場合に、こう

いうペイオフというようなものを２００１年４月から

実行するべきだ、というふうにお考えか、それと

もある程度引き伸ばしたほうがいいんじゃないか、

という議論もずいぶん出ております。システミッ

クなリスクを回避するためとか、銀行がこれだけ

体力が弱っているときには、これは難しいという

議論も行われているのですが、ファイナンシャ

ル・プランナーとしての観点から見た場合にはど

のようにお考えになっていますでしょうか。

小野●私はペイオフは行うべきだと思います。

２００１年４月を延ばすべきではないと思います。い

ろいろ支払保証制度、証券、銀行、保険それぞれ

違いますよね。これをもっとクリアに、きちんと

出していただきたいです。銀行の預金保険機構に

ついては、かなりはっきりわかるのですけれども、

証券もわかりやすいのですけれども、保険がまだ

わかりませんよね。やはり消費者のほうもそれぞ

れの保証制度の中身というものをきちんと勉強し

て、そういった面からのリスク分散ですかね、リ

スク分散というと、とかく運用リスクのほうに話

が行きがちなのですけれど当然、破綻リスクの問

題もありますので、破綻リスクもそのA銀行を選

ぶのかB銀行を選ぶのかというだけではなくて、

投資信託の保護、これは信託法によってきちんと

保護されているのだ、というふうなことも消費者

は理解しつつありますので、そういうことを逆に

きちんと理解してもらって、で、預金はペイオフ

を行うべきだと思います。もうもたれ合いをどこ

かで切らざるを得ないと思いますね。

岩田●どうもありがとうございました。ただいま

のご指摘は、ひとつ新たな論点がつけられており

まして、それはその生命保険ですね、保険契約者

の保護が果たして十分なのだろうかという。預金

者については一応１，０００万までというようなこと

について預金者の保護がありますけれども、そこ

がまだ不明瞭なのではないか、というようなご指

摘があったかと思います。

私、ラデッキーさんにひとつご質問したいので

すが、アメリカの家計の金融資産の保有を見ます

と、生命保険を保有している比率というのは日本

は非常に高いのですが、アメリカはあまり高くあ

りません。これはどういう理由で、あまり人気が

ないのでしょうか。

ラデッキー●米国の家計も確かに生命保険は持っ

ているのですね。しかし現在は、いわゆる終身で

はなくて定期の生命保険という形で買っておりま

す。アメリカの家計は１年の定期という保険を

買っています。これはある１年だけを保障すると
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いうことで、そのあと保険の契約はそこで終わっ

てしまう。そしてその後、貯蓄の部分というのは

まったくその保険契約にはついていません。これ

は終身とは別のものですね。終身保険というのは、

一生涯を保障するというもので、そのなかに貯蓄

の部分も入っているわけです。

なぜこういう行動が起こるのかといいますと、

この終身の保険のほうは非常に理解することが難

しいという商品構造を持っているわけです。相対

的な価格の比較も難しい。それでアメリカの家計

はこれから離れていってしまった。対照的に、定

期保険はのほうは非常に理解しやすいわけですね。

例えば５０万ドルの保障がつくということに対して、

支払いはたった１回、それも通例はじめに一括し

て年払いという形で先払いする、ただそれだけで

すので。

岩田●基調報告で小野さんのほうから、生命保険

の情報開示、保険料との関係について、一覧表の

興味深い表があったのですが、私も保険会社の方

と話をする機会なんかありますが、その保険料の

決定はどういうふうにしているのですか、とかい

うような質問をしますと、かなり販売をやってい

る部門のランクの高い方でもですね、保険料の決

定はその保険数理の方が専門でおやりになってい

て、どうして、どのようなので決まっているのか

詳しくはわからないというお答になることが多い

わけであります。

いまのラデッキーさんのお答は、消費者にとっ

てそもそも生命保険、長期のものについてはリス

クといいますか、それから保険料との関係という

ようなものが非常に理解しにくいために、あまり

アメリカでは資産として保有されていないという

ようなお話だったかと思います。

�３ 個人・家計の課題

―生活の変化、金融市場の変貌に個人・家計はど

のように対応すべきか

―どのようにファイナンシャルリテラシーを身に

つけるか

話はそこで個人、家計の課題という、いま日本

の金融市場というのは銀行部門はやはりまだ問題

を抱えているし、保険業界も果たして保険契約者

に対して十分な保護ができているのかどうか、と

いうような問題を抱えているわけですが、こうい

う金融市場の変貌、構造変化というようななかで、

どのように家計あるいは個人というのは対応すべ

きかと、ファイナンシャルリテラシーをどのよう

にして見つけるか、という第３の論点について話

を続けたいと思います。小野さんのほうには、い

まお話をいただきましたので、奥村先生のほうか

らコメントをいただければと思います。

奥村●ちょっとかき回すようなことをいってし

まって申しわけありませんが、いま日本はシステ

ムが、単に金融だけではなくて労働市場も、ある

いは政治の仕組みにいたるまで、足並みを揃えて

変わっていかないといけないと思われるわけです。

それがよいかどうかは別なのですが、そういうふ

うに思われている。それであらゆることは金融機

関の経営者が悪いのだと。金融だけ何かよくしな

さいといわれても、では従業員の方、半分に減ら

しますといって首を切った場合、その方たち、そ

の方の家族が路頭に迷う点で、やはり経営者の方

も首を切れない。アメリカ的に、今朝会社へ行っ

たらもう私の机がありません、といわれてダン

ボールに荷物を入れて、詰め込んで帰ってきます

ということは、ちょっといま日本の現状では、そ

んなかわいそうなことする経営者はとんでもない

という雰囲気だと思うのです。

ということは例えば年金とか退職金とかを、長

く勤めたほうが年金が多い、退職金が多いという、
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いまの仕組みをそのままにしておいては金融機関

の経営者の方も、その首を切れとか、派遣の人に

アウトソーシングで変えろと言われても実はでき

ないのですよね。ですから、金融の不良資産を一

挙に解決しろ、では首を切れ、という場合は、た

だちに今日、年金制度を変えろ、退職金制度を変

えろ、政治家の人も、いままで政府系の金融機関、

不良債権はみんな持っているから政治家の人も退

職金を返せ、といったように、労働システム、政

治のシステム、たぶん政府の金融のシステム全部

を、民間の金融機関の経営者に要求しているのと

同じように足並みを揃えて変えさせないと、実は

変えることはできないのですね。

いま何十兆円というお金を使おうとしている金

融再生法という法律を私たちが見ると、全然矛盾

したことを言っているわけです。あの金融再生法、

ひとつは金融機関は健全たれ、もしそうでなけれ

ば経営者は責任をとれ、と言っています。ところ

が同じ法律が、金融機関は中小企業にたくさん金

を貸せ、金をたくさん貸さなかったら、公的資金

を入れないと言っているのです。では中小企業に

金を貸して不良資産が出たらどうするか。経営者

が責任をとれ、と言っているわけです。よくそん

なことを何十兆円というお金を使う政治家の方と

か、行政官の方がやっているなと思うのですけれ

ど。やっている方もおかしいと思っているのです

が、いや法律です、と言って終わっているのでは

ないでしょうか。

私はたまたま、いま教育機関にいますので、こ

れは単に金融の問題だけではなくて、例えばこの

経団連は財界の本部なのですが、財界の方は人的

資産の劣化を防げというので日本の教育はなって

いない、教育現場から変えろと、まず大学生はよ

く勉強するようにしろ、ということを提言で言わ

れます。ところが皆さん、いま大学へいらっしゃ

ると大学は４年間勉強するところではなくて、３

年間だけです。４年生というのはもう学校へ来れ

ない。４年生が学校へ来れないことが１年生から

わかっているので、１年生から大学の卒業単位は

３年間で取らないと私は駄目になってしまうと

思っているわけです。つまり、このりっぱな教育

提言を出される人たちが学生に平日昼間の就職活

動をやらざるを得なくして、勉強させなくしてい

るのです。

ですから、これは単に金融機関、経営者が悪い

だけではなくて、もしそうならば日本のあらゆる

システムが足並みを揃えて変えていかないと、う

まくいかないということです。しかし、ここまで

いってしまうと、もうこれは単に経済の話ではな

くて、人生どうやって生きるか、どういう社会秩

序がいいのか、という問題にまでかかってきてし

まうのですけれども、それほど、ある部分だけア

ングロサクソンのシステムを入れてきて、ほかの

部分はアジア的にやりますということはできない。

もしアングロサクソンのシステムをどこかに入れ

るのだったら、全部、アングロサクソンのシステ

ムに変えないと駄目だ。となってくると、先ほど

ラデッキーさんがアメリカの銀行というのは手数

料で、年間６兆円所得を得ている。つまり手数料

を取りまくっているのですよね。日本の消費者の

方も銀行が手数料を年間６兆円、７兆円取っても

文句言わない、というふうに変わってこないとで

きないということなので、私たちは整合的にシス

テム全体を見て金融の問題を議論していかないと

駄目だ、つまり森全体が、いまどういうふうに動

いているか、森全体がどういうふうに駄目になっ

ていっているかということを議論しないと、それ

ぞれの木の問題のところだけでは解決できないと

いうことに、いま直面してきていると思います。

岩田先生から私に要求されたのは実はその問題

ではなくて、ではそういうもとで消費者はどう

やって金融資産や金融機関を選ぶべきかというこ
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とでした。ここでも消費者の方に、私は選ぶのに

失敗したら私の責任と、どこかのテレビ局さんの

ように何でも政治家が悪い、官僚が悪い、だれだ

れさんが悪いと、私は絶対言いません、という消

費者意識を持っていただかないと、いくら消費者

教育をしても駄目です。つまり失敗したら大蔵省

が悪いといっている消費者、いまは現状で残念な

がら、そういう消費者の方が圧倒的に多いわけで

す。これでは駄目なので、全部私は責任を負いま

すという消費者に、まずなっていただかなければ

いけないわけです。

そのうえでの話ですが、例えば私のお金は今日

はニュージーランドの国債を買っているそうだ、

ということになってきたときに、消費者の方が

ニュージーランドという国の５年先、１０年先のリ

スクを予測しなければいけない。そんなこと、だ

れもできないわけです。したがって多くの方は新

聞を読んで、テレビを見て、ラジオを聞いて、

ニュージーランドというのはどういう国かなと、

考えなくてはいけないのです。それ以外、情報の

取りようがないわけです。そうすると新聞や雑誌

やテレビというのは、いったい何のために出して

いるか。新聞は８００万部出さないともうからない。

週刊誌は６０万部売れないともうからないわけです。

そういうところが出す情報というのは、バイアス

があります。バイアスを除けといったら、そうい

う新聞社はつぶれてしまうし、雑誌社はつぶれて

しまうわけです。そうすると私たちは情報を他人

の手に委ねて、取らなくてはいけない。しかし、

そういうところは必ずバイアスがある。自分で責

任を取れと言われるわけなので、では自分でバイ

アスを取り除く能力をつけなければいけないわけ

です。統計学的には、こういうことは実現率修正

といいます。バイアスがある情報に頼らなければ

いけないけれど、そのバイアスを取り除く能力を

持つ消費者だけが、責任ある選択をできるわけで

す。

では、どうやってバイアスを取り除くか。ここ

へまいりますと例えば経済学、岩田先生が教えて

いらっしゃる金融論、そういう勉強しないとバイ

アスを取り除けないのですよね。ところが多くの

方に経済学を勉強しろとか、金融論を勉強しろ、

それは無理です。そんなこと、やりたくない人も

おられるし、私たちが生きる時間は限られている

ので、みんなが経済学や金融論を勉強しなかった

ら、バイアスを取り除けない、ということになっ

てしまうのは困る。そうすると私は自分ではでき

ないから、だれかに委ねる以外ない。特に現在の

ように不確実性が多くて明日何が起きるかよくわ

からない、というときには自分で判断できません

ので、ほかの人は何やっているかな、とかいうこ

とを見る以外ないのです。

そうなってきますと、ここでだれかが中立的な

立場で、利益をあげるということではなくて中立

的な立場で、私のお金をちゃんと運用してくれる

人というのがいて、そこへお金を預けなくてはい

けないのです。そうなってくると、では何が起き

るかというと、私のお金を預かってくれる人を今

度私は選ばなければいけないとかいう問題が起き

てまいります。ここで、では政府がやれというと

大きい政府になってしまうので、民間がやはりや

らなければいけない。こういうふうに問題がどん

どん広がっていって、なかなか難しい問題なので

す。

もうひとつの日本の直面している問題は、超高

齢化社会です。私もたぶん、そうなると思うので

すが、６０代７０代になって、合理的な資産選択をし

て、朝から晩まで情報を取って分析して予測しろ

と言われても能力が追いつかないのですよね。そ

うすると３，５００万人、６５歳以上の方がまもなく登

場してくる。この３，５００万人の方にいくら教育し

て何とかといっても、これは合理的な資産選択は
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無理です。そうすると６５歳になる前にですね、信

頼できるお金を預かってくださる方を選ばなけれ

ばいけない、ということであります。そういうシ

ステムを社会的につくっていかないと、この高齢

化社会を控えて理想論ばかり言っていても、なか

なかうまくいかないので。というのが消費者がど

ういう情報をとって分析していくか、というとこ

ろの大きな流れだと思うのです。

黒板に書いて説明しているうちは、みんな一生

懸命勉強して情報をとって予測して、と言ってい

ればいいのですが、毎日の現場になってくると、

なかなかそうはいかないので、何かうまい話があ

るとすぐ飛びついてしまう。ということが、私た

ちがしょっちゅう経験していることで、このうま

い話があるとすぐ飛びつくという人間の習性は、

おそらく変わらないのではないでしょうか。これ

をいかにして小さくしていくかということが、せ

いぜいできることではないかと思います。

岩田●どうもありがとうございました。いろいろ

な示唆に富んだお話だったと思うのですが、ひと

つやはり提起された問題は、これから日本が超高

齢化社会になるという、そのなかで資産の形成と

いうようなものを、どう考えていくのかという問

題があろうかと思います。

今日の基調報告でも、どなたかご指摘があった

かと思うのですが、いってみますとこれまで日本

の家計というのはフローのなかで貯蓄できる部分

を一生懸命、資産形成ということで、ストックの

形成を一生懸命やってきたと。ところが高齢化に

なってきますと、今度は蓄えたストックをまた逆

にフローにしていくといいますか、例えば年金型

の資産に変えていくと。これまで保有してきた資

産を担保にして、それを年金型で受け取れるよう

にするというリバースモーゲージというような形

態でもって、例えばストックを形成したものを今

度はフローに変えていって、それがちょうどうま

く死ぬ時期に間に合えば、ちょうど使い切れば非

常にいいのですが、必ずしもそうでないような場

合もあるということでありまして、そのリバース

モーゲージというような点も今日の鵜�さんのほ

うの資料の何ページかにご説明があったかと思う

のですが、１０ページに説明がございますが、現実

には８１年に武蔵野市が導入したのですが、その後

どうもうまく使われなくて、あまり発展していな

いというふうに言われております。

それで小野さんにひとつお伺いしたいのですが、

生涯設計といいますか、個人が金融資産を形成し

て、それをまたフローに変えて使っていくという

ような、個人の生涯をとって見た場合に基調報告

のなかでは確か積極的な、あるいは先ほどのコメ

ントで積極的な設計というのは生涯設計、という

ようなことを触れられたかと思うのですが、もう

少し具体的な内容としてはどのようなことをお考

えになっているのか、ご説明をいただければと思

いますけれど。

小野●お答になるかどうか、ちょっとわからない

のですけれど、私たちがファイナンシャルプラニ

ングを行いますとき、キャッシュフロー表という

のを作成いたします。私たち、よく世の中の人か

ら誤解されるのですけれども、ファイナンシャル

プランナーというのはお金持ちの方たちの資産を

運用して守るための、そういう仕事をしているの

ではないかと。これは非常に悲しい誤解なのです

けれど、私どものところにご相談にいらっしゃる

お客様は現在、圧倒的に多いのは２０代、３０代の若

い世代なのです。貯金もほとんどありませんし、

収入もまだ少ないです。これから例えば頭金を貯

めてマイホームを購入して、住宅ローンを返済し

ながら子どもを教育して、そして一方で老後資金、

いま先生がおっしゃった老後資金を蓄積していく

時代ですよね。蓄積の老後資金プランを立ててい

かなくてはいけない。こういう方が圧倒的に多い
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のですけれど、このときには私どもは例えば３０歳

の方であれば、３０歳から５０年間くらいにわたる

キャッシュフロー表というのを作成いたします。

一方に収入の欄があります。この収入予測がいま

非常に立てにくくなって、一番悩むのはこの部分

です。

従来ですとサラリーマンの方、公務員の方であ

れば、例えばある程度の上昇率をかけて収入予測

を立てることが可能だったかと思います。それか

ら老後になれば、ここから公的年金などの年金が

受給できると。収入予測が非常に立てにくいので

すけれど、ここはもう生きている限り働かなけれ

ばいけないのだ、何らかの形で歯を食いしばって

働いて、収入を得ていかなければ人間生きてはい

けないのだから、もうどんなことがあっても頑

張って働きましょうよ、精神論の話になっていき

ますけれどね。で、上昇率はですから将来予測は

立てにくいですから、非常に低く抑えます。私の

場合は上昇率は１％ぐらいしか、かけておりませ

ん。現在の年収に上昇率をかけて、定年、リタイ

アの時期まで収入予測を立てるわけです。ここに

は、例えばひとつのご家庭であれば、夫の収入だ

けではなくて妻のパート収入とか子どものアルバ

イトとか、いろいろなものが加わってきます。

次に支出の予測です。支出の予測には通常の生

活費の部分、それから固定資産税とか保険料とか、

そういう継続的に出ていくお金、それからもうひ

とつはライフプラン上のいろいろなイベント支出

というのがあります。これが非常に重要なのです

けれど、家族全員のライフプランを立てます。何

年後にどんなことが起きるのか。そのときいくら

お金が必要になるのか。教育費とかマイカーの購

入費用とか様々な出費があります。これをイベン

ト費用として加えていきます。具体的には収入曲

線と支出曲線ができあがるわけです。もちろん、

この支出のなかには住宅ローンの返済なども含ま

れてくるでしょうね。

３本目の曲線が、収入曲線から支出曲線を差し

引いた、この差額の部分を貯蓄していくわけです

から、ここに貯蓄残高曲線というのが現れるわけ

です。一番大事なのはこの貯蓄残高曲線です。現

在、２０代３０代の若いご家庭のキャッシュフロー表

を作成いたしますと、だいたい１０世帯のうち８世

帯がリタイアの時期には大幅なマイナスになりま

す。これはご希望どおり、例えばこの時期に

４，０００万ぐらいの家を買いたいとか、子どもはこ

ういう教育をしたい、車は３年に一度買い換えた

い、それぞれの皆さんの夢があります。その夢を

そのまま盛り込んでプランニングいたしますと、

ほとんどの方が６０歳のリタイア時にマイナス

２，０００万から３，０００万になります。そのキャッシュ

フロー表をグラフにするわけです。３つの折れ線

グラフにしてお客様にお見せします。

皆さん愕然となさるのです。ここからがファイ

ナンシャルプランニングの腕の見せ所です。要す

るに収入を増やせばいいと。これを解決するには、

３つ方法があるわけです。収入を増やすか、支出

を減らすか、あるいは貯蓄の運用、資産の運用を

高めるかです。ところが収入は大幅に増やしにく

い状況にある。ここには手をつけられないわけで

す。ただ簡単にあなた、頑張って残業して、年収

１００万増やしましょう、こんなこと、アドバイス

にもなりませんから、だから収入の部分は手をつ

けず支出をいかにして抑えていくか。ここに先ほ

ど申し上げたローンの見直し、保険の見直しとい

うものが深くかかわってきます。

ローンの場合ですね、住宅ローンだけではなく

てクレジットローンとか車のローンとか、いろい

ろなローンを皆さん抱えていらっしゃいます。こ

こには当然、利息というのがかかってくるわけで

す。このローンを見直すことによって利息の負担

を減らしていきましょう。これ、うまく見直しを
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していきますと、２０年、３０年の間には数百万円単

位でローンの利息の軽減ができます。

次が保険です。生命保険、損害保険の見直しを

いたします。無駄なといったら怒られるのですけ

れど、過剰な保障額の保険に入っているのではな

いか。例えば死亡保険金５，０００万に入っている方、

これは公的保障もありますし、いざというときに

は奥様、働けばいいじゃないですか、５，０００万の

保障を２，０００万に抑えましょう、と保険料の節約

はできるわけですね。より安いものを使いましょ

う。ということで、さっきの表になってくるわけ

です。保障額を抑え、より安いものを使った結果、

先ほどラデッキーさんのお話で定期保険の１年、

これが本来の保障の基本だと思うのです。あれが

一番安いのです。定期保険の１年にしましょう。

会社の団体定期保険や労働組合の共済、これがそ

のタイプなんですけれどね、使いましょう、これ。

見事に数百万円の節約ができます。

それから車の買い換えを３年に一度を、５年に

一度に我慢しましょう。２００万円のところを１５０万

にしましょう。車のローンを使わずにキャッシュ

で買いましょう。様々な見直しをして、先ほど申

し上げたようにリタイアの時期にマイナス２，０００

万だったものが、これは見事にプラス１，０００万、

２，０００万に変わります。これはもちろん将来のこ

とですから、こういうふうにやっていただければ

変わりますよ、ということです。グラフのうえで

プラスになったから、すぐそのままプラスになる

ということではないですけれど、こういうことで

これから３０年、きちんとやっていただければ、い

まのままだったら、あなたの老後は悲惨ですけれ

ども努力すれば６０歳時には、いまのマイナス

２，０００万がプラス２，０００万になるのですよ。

ここには期間が長いですから金利の影響って、

すごく大きいわけですよね。一般消費者の場合、

確かにそういう金銭教育を受けておりませんので、

金利が長期的にどれぐらいのパワーになってくる

か、ローンの場合はこれがマイナスのパワーにな

るわけですけれど、これがよくわかっていません。

１％の金利の差がどれぐらい大きなキャッシュフ

ロー上の差になるか、ということをお見せするわ

けです。

３つ目がですね、貯蓄残高をどうやって増やす

か。ここが資産のポートフォリオ運用になってく

るわけですよ。毎月積み立てていくお金、現在

持っている資産、例え２００万３００万であっても、こ

の資産の運用利回りが年１％違えば、長期的には

ものすごい差になってきます。ここにいろいろな

投資商品なども出てくるということです。預貯金

だけで運用していたのでは、こうなります。これ

にMMFとか何とか加えて、予想利回りがこう

なって、そうすると３０年後には貯蓄残高がこう変

わります。ですから、いかに支出を抑え、いかに

運用利回りを高めるか。これをあの手、この手で

やっていく。そして結局、ライフプラン上の三大

資金と言われますけれども老後資金、マイホーム

資金、教育資金ですね、この３つ、それに生活資

金です。この４つの資金をバランスよくクリアし

ながら、リタイアの時期を迎えたときに、いかに

して老後資金が貯まっているかと、これがポイン

トになります。

そこから先は今度は取り崩しのプランですから、

これは結構、楽です。もう自分のことだけ考えて

プランニングすればいいわけで、自分というか夫

婦のことだけ考えてプランニングすればいいです

から、だから蓄積のプランと取り崩しのプランと

私は呼んでいますけれど、リタイアの時期を境に

してそのような非常に複雑に見えますけれど、実

際は簡単なのですけれどね、パソコンなどを使っ

て資金設計をやっている。これが本来のファイナ

ンシャルプランニングということではないかと、

私は思っております。すいません、長くなりまし
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た。

岩田●どうも、大変ありがとうございました。私

自身もこれからちょっと生涯プランを立てないと、

やはり赤字になっているのではないかと思いまし

たが。ラデッキーさんにひとつ、ご質問したいの

ですが、今日の基調講演で銀行部門は今後、ア

セットマネージメントと、それからミドルマー

ケットのバンキングという２つを主な業務、新し

い展開というようなことで、それからもちろん３

つ目の柱はペイメントのサービスという、３つが

主な銀行の業務なのだというご説明があったかと

思いますけれども、そこでそのアセットマネージ

メントの部分がこのファイナンシャルプランナー

とかなりオーバーラップするところもあると思う

のですが、ヨーロッパではスイスなどを中心にし

ましてプライベートバンキングというような銀行

制度が、プライベートなアセットをマネージする

ことに特化したような銀行があるわけですが、ア

メリカの場合にはそういう、いわゆるプライベー

トバンキングというようなものと、どういう点が

違うのか。あるいはそのファイナンシャルプラン

ナーがアドバイスするようなことと、パッケー

ジ・オブ・サービシィズと言われているようなも

のとは、どういう点が違うのでしょうか。

ラデッキー●重複はかなりあります。主要な商業

銀行はすべてプライベートバンキングサービスを

提供しています。証券会社や、プライベートバン

クと呼ばれる銀行がやっているのと同じようにで

す。商業銀行のなかには、プライベートバンキン

グにおける差別化を行っているところがしばしば

ありまして、総資産２５万ドル以上とか５０万ドル以

上の個人というのが、まずプライベートバンキン

グの基準レベルです。セミ＝プライベートバンキ

ングと呼んでもいいわけですけれども。そして

１００万ドル以上の資産を持つ世帯、すなわち銀行

が運用する資産が１００万ドル以上の世帯には、も

う少し特化したサービスとか助言が提供されます。

ですから、高所得者、富裕層に対しては、いわゆ

る「スイススタイル」、すなわちスイスのプライ

ベートバンクが相手にするような本当のプライ

ベートバンキングサービスが提供されるわけです。

よろしければ、２分間ほどお時間をいただけま

すでしょうか。確定拠出型年金基金とファイナン

シャルリテラシー、それにリスクテイキング、３

つの概念をまとめる形でお話をさせていただきた

いと思いますが。

米国の場合、転職率がかなり高いということが、

まず１点としてあります。また平均的労働者は雇

用者を一生涯で数回変えるというのが通常な期待

なわけです。このようなことから、従業員側は確

定給付型年金の変更を要請しました。すなわち伝

統的な確定給付型年金から確定拠出型年金にシフ

トしてほしいという要請は、従業員側から出たわ

けです。といいますのも確定拠出型であればポー

タビリティがあるわけで、ある雇用者から次の雇

用者に移っても通算されます。またアメリカの企

業のなかでも、転職は多かった。人の生涯に比べ

ると企業の寿命は長くはありませんから、伝統的

な確定給付型年金では拠出した資産の価値のすべ

てを得ることは期待できないでしょう。しかし面

白いことに、このことがアメリカ人の家計のリテ

ラシーを高めることに貢献しました。というのも、

雇用者はモルガン・スタンレー・ディーン・

ウィッターといったところに資産管理を委託しま

すし、同時に従業員たちに対して２、３日間、年

金基金の変更に関する集中的な研修を行ったから

です。

しかしまた面白いことに、この研修が行われて

いるにもかかわらず、確定給付型年金基金の配分

の分析を行うファイナンシャルプランナーとして

は、どうもアメリカの家計の考え方はコンサバ

ティブに過ぎると、保守的で年金基金に関しては
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あまり大きくリスクをとらないと批判しています。

アメリカの家計はMMMFや債券や株式に関して

は、この年金とは別にある程度のリスクをとるわ

けですけれども、ここまでのところ、年金基金投

資という意味では保守的で、ファイナンシャルプ

ランナーからさきほどのような批判を受けている

という状況です。

�４ システム作りの課題（政府の課題）

―個人・家計と金融市場の新しい関係をどう形成

するか

岩田●拠出金型の年金ということについても、問

題があるというご指摘だったと思います。それで

はあと残りの時間、あと３０分足らずになってしま

いましたが、最後にシステム作りの課題といいま

すか政府の役割、言葉を換えて言いますと公共政

策、政府がそれでは個人、家計と金融市場の新た

な関係を形成するうえで、どのような役割を果た

すべきなのか、という論点に移りたいというふう

に思います。では最初に鵜�さんのほうからコメ

ントをお願いいたします。

鵜�●このコンファランスのテーマであります

ファイナンシャルリテラシーという言葉には２つ

の意味があろうと考えて、どっちのレベルで考え

るべきかというのを非常に悩んだのですけれども、

ひとつはやはりリテラシーでございますので、読

み書きそろばんというレベルで、最低限必要なレ

ベルというものがひとつあります。これは例えば、

うまい話に乗って痛い目に会うというようなこと

がない、あるいは先ほどリスク、リターンという

グラフがございましたけれども、このグラフ、本

当は下に出っ張っているべきだという指摘もござ

いましたけれども、下に出っ張っていなくても上

にいっていても、これが下に出っ張っているもの

だということが理解できるという、そういったも

のは最低限持っておかなければならないレベルだ

ろうと思います。それは学校教育なり、あるいは

社会教育、生涯教育において当然、教えておかな

ければならないレベルだろうと思います。

もうひとつのレベルは、やはりこれから自由化

も進んで来て金融商品が多様化してくる。われわ

れは生活を豊かにし、あるいは安全、安心を得る

ために金融市場、保険というのがひとつ大きなも

のだと思いますけれども、金融市場を活用いたし

まして生活上のリスクを低減させていくというこ

とが必要になってくる。特にこれから生活上のリ

スク、雇用不安だの老後の不安だの、介護の不安

だの、そういったものが出てくるなかで、われわ

れは金融市場を通じてそれらのリスクをカバーし

ていく必要が出てくる。むしろ積極的に攻撃的に

リテラシーを活用していくと、打って出るという

ようなレベルと、２つのレベルがあろうかと思い

ます。

前者のレベルで考えますと、公的にシステムと

して国民一般の皆さんに最低限の知識を与えると

いうことはシステム、世界全体のシステムとして

いろいろな形で行われる。学校教育はもちろんで

ございますけれども、消費者教育の場においても、

それからいろいろなカルチャーセンター的なとこ

ろでもなされる必要があろうかと思います。いろ

いろな情報が、的確な情報が得られるような仕組

みづくりは必要ではないかと思います。

後者のことにつきましては、積極的に活用する

ということでありまして、情報というのは金を出

せばある程度得ることはできるわけで、その情報

が正確かどうかというのも、情報に関する市場に

おいて評価が成り立つわけでございますので、そ

れはそれで市場に任せていいのではないか、とい

うのが第一点でございます。それがファイナン

シャルリテラシーということに関するシステム作

りに関する考え方だろうかと思います。

それからもうひとつですね、金融自由化が進む
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というなかで例えば金融機関の口座の手数料が、

大口は割り引いていくけれども小口の預金者につ

いては相対的に高いものになる可能性が出てくる。

アメリカにおいてそれが起きてきたといわれてお

ります。このへんはラデッキーさんに正確なこと

を教えていただきたいとは思いますけれども、そ

ういうなかで最近はちょっと少なくなったとは思

いますけれども、銀行の預金口座を利用しない人

というのが８０年代に増えてきた、というのがアメ

リカの個人金融市場の現状だと思います。その割

合は８９年には１５％にのぼったと。

ご存じのとおりアメリカ社会というのは小切手

を使う社会でございまして、預金口座がないとい

うことは非常に生活に困るわけでございます。給

料というのは小切手でもらうわけですけれども、

それを現金化する手段がないということでござい

まして、そこに基礎的な金融サービスを受けられ

ない人が出てきた、というのがアメリカの問題で

あったというふうに思います。ですからシステム

作りとしては、日本の場合そういうことまでどん

どん進行するとは考えられませんけれども、社会

全体として基礎的な金融サービスが国民全体に享

受できるような仕組みというのを、引き続き維持

するということは大事ではないかなというふうに

思います。以上です。

岩田●どうもありがとうございました。政府がど

ういう役割を演ずるべきかという点についてのコ

メントでありました。続きましてですね、それぞ

れのパネリストの方に政府がどういう役割を果た

すべきかということについて、それぞれコメント

をいただきたいというふうに思うのですが、最初

にラデッキーさんに、いま鵜�さんのほうからご

指摘のあったライフラインバンキングというので

すか、その口座が持てないような人たち、アメリ

カの場合１５％か、あるいは２割なのか、２１世紀の

銀行業というパブリケーションを見ますとかなり

多いのですが、どのようにお考えになっているの

か、コメントをいただければと思います。

ラデッキー●民間やFED（米国連邦準備制度）

が行った調査によりますと、かなりの部分、これ

は２０％なのかどうかわかりません。２０％よりは低

いというふうに思いますが、１５％というのも

ちょっと高すぎるという気もいたします。がしか

し、アメリカの世帯はかなりの割合で銀行口座を

所有しておりません。そういう世帯は小切手換金

所というところを使います。そこでは、小切手の

換金や為替の購入ができるという意味で銀行と同

じサービスが提供されています。これはセブンイ

レブンに行ってお店の人に現金を渡して、そして

電話代を支払うというのといくぶん似ています。

自分のためにある仕事をしてくれるという為替を

買うわけです。

いわゆるライフラインバンキングという、簡易

なサービスを低コストで提供することを銀行に要

請する法律が、さまざまな州政府で成立しました。

しかしながらそれらは利用されていません。まさ

にこれは失敗であったということです。その理由

は私が思うに、経済的なリテラシーが不足してい

たか、あるいは教育システムがもっと基本的な部

分で不備だったということにあります。

アメリカの人口のかなりの部分は一方でリテラ

シーを持ちつつあるわけですけれども、それでも

なおリテラシーを持たない人々というのも、かな

りそこここにいます。調査はMMMFに関しても

扱っておりますが、MMMFは明らかに預金では

ありませんし、銀行のみが提供できるようになっ

ておりません。それにもかかわらず、MMMFは

政府の預金保険によって守られている、というふ

うに考えている人々がかなりの割合にのぼったと

いうことです。ありがとうございました。

岩田●それでは続きまして、小原さんにこの公共

政策、政府はどういう役割を果たすべきかという
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ような点について、コメントをいただきたいと思

います。

小原●たぶん５年もたつと、おそらくそんなにグ

ローバルスタンダードは日本には合わないとか、

というふうなことをいっていられない変化がきっ

とくるのではないか、というふうに思います。そ

れまでにまだまだ時間があるとすれば、その間に

行政が行える役割というのは、やはり何よりも信

頼を築くということなのではないかと思います。

もちろん、これは行政に対する信頼でもあります

し、それから金融機関に対する信頼、金融機関と

個人、要するに消費者との間のということも全部

含めて、どうやって信頼を取り戻すのかというこ

とだと思うのです。

そのための法律作りであるとか、いろいろな

ディスクローズの普及であるとかということも、

細かなことはもちろんなのですけれど、私が一番

強調したいのは、どういう金融市場を、あるいは

どういう金融産業を構築していくのかということ

を明確にシナリオとして、やはり行政は作らなけ

ればいけないのかなと思います。

このように考え出したのは、やはり去年の１１月

あたりから金融財政委員会というのができて、そ

してこの３か月ばかり、公的資金注入に関してい

ろいろなことをやってきたわけですけれども、や

はりそこに明確なシナリオを持って、どういう金

融再編を起こし、どういう金融の役割を各銀行に、

あるいは各金融機関に要求していくのかというこ

とが、ちょっとあやふやなところがあって、先ほ

ど奥村先生のお話にもありましたけれども法律に

ばかりとらわれて、とてもその大きな目的という

のを見失っているような懸念も否定できないわけ

です。

こういうことがすごく重要なのは、金融システ

ムを立て直すというのではなく、日本の経済成長

を１％とか、そんなものではなく、２％というの

がエコノミストの大半の潜在成長率だというふう

に考えられているらしいですけれども、もっと上

もねらえるのかどうかわかりませんけれども、と

にかく日本の経済成長というもの、経済力という

ものを維持しそれを引き上げていくために、どう

しても金融市場での成功というものが欠かせない。

そのためには信頼、そのためにはシナリオ、そう

いったものをやはり行政は担っていかなければい

けないのだと思います。

岩田●どうもありがとうございました。それでは

小野さんのほうからコメントをお願いいたします。

小野●そうですね。私は本当に消費者の立場から

しか、ものを考えられないのですけれども、先ほ

ど奥村先生のお話のなかで徹底した自己責任を認

識しなければいけない、というお話がありました

けれど、私まったく同感で、そこで自己責任を本

当に認識したときに、はじめて政府に対して、あ

るいは金融機関に対して何を要求しなければいけ

ないのかということが、消費者の側から出てくる

と思うのです。それがないから、どこかでまだ

守ってもらえると思っているから、消費者の側に

も危機感がないわけですね。で、そういうニーズ

も出てきていないと。私はそういう両方を見てお

りまして、消費者に対しても非常に歯がゆい思い

をしております。

私は政府に対して何を要求するのか、希望する

のかということで、自分自身の目標を現在、定め

ております。こうしてほしい、ああしてほしいと

大きなことをいっても、おそらく私の理解の範囲

内を越えますので、私はこの２つをお願いしたい

ということです。それが先ほど申し上げたことで

す。

ひとつは消費者の金銭教育、これに力を入れて

いただきたい。高校の家庭科の教科書、一度皆さ

ん、ご覧になってみてください。そこに出てくる

数字、データがどんなものであるのか。あれで高
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校生が本当に金銭教育を受けられるのかどうか。

あるいは一般のカルチャー教室などでも、もちろ

んやらなければいけないのですけれど、例えば消

費生活センターなどでセミナーをやっていますけ

れど、私もたくさん講師をやらせていただいてい

ます。正直いって自治体、消費生活センターなど

の講師をやりますと講師料、めちゃくちゃ安いで

すから、そればかりやっていますと、うちの会社

は倒産してしまうのです。だから月にあまり本数

が増えてくると、ちょっと苦しくなってくるので

すけれど、できるだけ私やスタッフが出かけてい

くようにしています。受講生、受講にいらっしゃ

る方、これは無料なのです。もう押し寄せてい

らっしゃいます。多いときは２００人、３００人。一番

すごかったのは沖縄で７００人という記録がありま

すけれど、そういう主婦の方たちが押しかけてき

て勉強なさるのです。ところがですね、一講座

２，０００円とお金を取りますと閑古鳥が鳴きます。

この程度のレベルなのですよね。だから２，０００円

払ってでも、ここでしっかり勉強しなければ自己

責任を果たせないのだというところまで、まだ

いっていないです。だから、しょうがないですか

ら、ここでまた自己責任に相反するかもしれませ

んけれど、自己責任にもう少し目覚めるところま

で何とか金銭教育、政府の力でお力を貸してくだ

さいということですね。それと情報公開の徹底的

な要求をしていきたい。この２つを私自身のテー

マにしております。

岩田●どうもありがとうございました。それでは

最後に奥村先生、お願いします。

奥村●今日は金融のことなのですが、何で金融の

ことを議論しているかというとやはり、さっき小

原さんもすごくいいことをおっしゃっていただい

たのですが、とにかく経済全体をよくしなければ

金融もよくならない。経済全体って何のことかと

いいますと私たちが額に汗して働いて、例えばど

れだけの所得があるかとか、企業だったらどれだ

けの利益をあげるかという付加価値のことであり

ます。

結局、根本は付加価値を私たちの能力に合わせ

て増やせば、あらゆることはよくなってくるので

すが、いまはそうはいっていない。付加価値を生

み出すものは資本と労働と、あとは技術革新です。

これ、言葉を換えますと資本の裏側には金融、お

金の使い方があります。これは今日、かなり議論

しました。しかし、労働も変えていかないと、金

融がよくなってこないわけです。もうひとつは技

術革新。技術革新は言ってみますと、教育です。

ですから教育、人的投資も変えていかないと、金

融もよくなってこないということであります。教

育については、ちょっと先ほど現場から愚痴めい

たことを申し上げたのですが、やはりりっぱな教

育提言を出しておられる財界の団体には、まず自

ら学生を勉強させるように就職活動から始めて変

えていただかないと、評論ばかりして自分はアク

ションをとらないというのでは、絶対に日本はよ

くなってこないということですね。教育のことは、

ちょっと本日のテーマではありません。

労働。労働は私はこう思うのですが、もし金融

でアメリカ流、アングロサクソン流の試合の仕方

を取り入れるならば、労働もアメリカ流の試合の

仕方を取り入れないと足並みが揃いません。アメ

リカ流の試合の仕方の労働とは何か。一つは年齢

差別禁止です。日本は６０歳になったら、どんな人

もいったん退職しろ、というような６０歳一律定年

制、人によっては６０歳じゃなくて、もう５０歳に首

を切らないと会社がよくならない、早期退職制を

取り入れる経営者ほどいい経営者、などと言って

おられるわけです。わが社はキープヤングだから

と言っておられるところは、みんな早く辞めてく

れと言っているだけのことで、辞めた人、どこか

で雇ってくれるとは言っていないのです。ですか
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ら、もし金融でアメリカ流を入れるのだったら、

アメリカがもう昭和４０年代からやっている年齢差

別禁止法を入れる。いまアメリカであなたは７０歳

だから、もう会社を首にするといったら、法律違

反なのです。６０歳定年制どころではないのです。

これを入れないと、金融もよくならないというこ

とであります。

そして年金をいま何であんなにごまかしている

のかといいますと、年金の大赤字というのは積立

金不足といいます。いま日本ではだいたい３００兆

円ぐらいお金が積んであるわけですけれど、だい

たい２割ぐらい積立金不足なのではないでしょう

か。つまり５０兆円も６０兆円も穴があいているので

す。これを黙っていて、何かいま年金の負担を上

げると景気に反するからみたいなことを言ってお

られるのですが、これは要するにごまかしをして

いるということであります。しかし、どこからそ

のことがやってくるかというと、６０歳一律定年制

からきていると私はにらんでいます。ですから、

ぜひ年齢差別はとにかく、いっさい禁止していた

だく。そのかわり年金の支給年齢は６５歳、７０歳に

していただいても結構です。毎月の年金の額は、

いまのように２５万円も払わなくても結構です。た

だこれは労働のほうを変えないとどうしようもな

い。どうしても政治というのは選挙を意識します

ので、いま大赤字があいていても情報公開しない

ですよね。民間の金融に対しては不良資産がいく

らあるか公開しろ、公開したら責任をとれ、と

言っておられるのですが、いま金融の半分は政府

の金融です。政府の金融の多くは年金がかかって

いるわけです。ですから年金もぜひ、これだけ私

は不良資産がありますということを公開していた

だいて、もし民間経営者にだけ責任をとれと言っ

ておられるのだったら、年金にかかわっている政

府の政治家の人も責任をとれ、というようなこと

にしていただかなければいけないのですが、ただ、

こんな人の悪口ばかり言っていてもしょうがない

し、私は資本主義経済というのはもともとある程

度、欠陥がある、つまり、金融危機を内在させて

いる制度だと思っておりますので、あまり人の悪

口ばかり言っていて朝から晩まで過ごすという雰

囲気をやめて、とにかく自分で責任をもって行動

をするという雰囲気をぜひ作って、そこのなかで

いろいろな金融問題も解決していかなければ、い

けないのではないかと思います。

年金の問題と労働の問題が、私たちが金融をよ

くしようとか、消費者に責任ある選択をしてもら

おうとする場合に、まず直しておかなければいけ

ない問題だと思っております。

�５ コーディネーターによるまとめ

岩田●どうもありがとうございました。たくさん

のご指摘がありました。時間があと何分かなので

すが、私なりのサマリーをさせていただいて、こ

のパネルディスカッションを終了させていただき

たいというふうに思います。

１つめは政府の果たすべき役割としては、やは

り教育の問題です。金銭教育というような言葉を

小野さんはお使いになったと思いますけれど、初

等教育あるいは中等教育でもって、もう少し自己

責任の考え方であるとか、あるいはその金融市場

の果たしている役割等について、基本的な知識を

身につけることが必要ではないかということにつ

いては、ほとんどの方が同じご意見だったのでは

ないかと思います。

私も個人的な経験ですけれど、いまは大学に、

３、４年生でアメリカをはじめいくつかの国の学

生さんが勉強に、日本のことも含めて勉強にきて

いるのですが、その学生さんが私のところにきま

して、カリフォルニアからきた３人ほど若い学生

が、私は日本の金融がいまいろいろ問題になって

いるから、これについてレポートを書いて、これ
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で修了の論文にしたいと相談にきたのですが、話

をよく聞いていたら実は本当に知りたいことは、

いま日本の銀行の株は買い時だと思うけれど、ど

う思うかという最終のところはそれだけ聞きた

かったようで。つまりアメリカの大学生ですと、

そういうふうに株を普通の貯蓄の手段といいます

か、私のお父さんは安い金利でお金を借りてリス

キーでもハイリターンの投資をできれば、それは

quite a jobだと言っていると。もちろん家庭の教

育の話もあるかと思うのですが、日本の大学生で

おそらく株をやって、いま日本の銀行株が買い得

かなとか言って株を買う人はあまりいないのでは

ないかと思うのですが、アメリカの学生さんは必

ずしも豊かではないけれど、やっているというよ

うな点が、かなり日本とアメリカを比べると違い

があるのではないか。

またニュージーランドで聞いた話なのですが、

中学生がお小遣いでインターネットで株をやって

いて、うちの息子はすごくそれがたけていて、お

金をものすごくもうけたという話を得意そうに話

していたプロフェッサーがおりましたが、つまり

小遣いでもできるような株式市場というようなも

のですね。使いやすい株式市場になっているかと

いうと、必ずしもやはりいろいろ問題がまだ、十

分にはですね、個人投資家にとって使いやすい

マーケットにはなっていないというのも、一種イ

ンフラストラクチャーの問題の面もあると思うの

です。もちろん証券業界の問題、あるいは取引所

の問題というような民間の規制、今日、奥村先生

のほうからのお話がありましたけれど情報、比較

情報だけじゃなくて、比較広告の問題だけじゃな

くて、そういうマーケットをどういうふうに運営

するかという自主規制あるいは業界規制みたいな

ものが本当に使いやすいマーケット、個人にとっ

てなっているかというような点について、まだ日

本の場合には問題が残っているのかなというふう

に思いました。

それからもうひとつの問題は、これは鵜�さん

のほうからご報告がいくらかあった点ですけれど

も、非常に複雑な金融商品がこれからどんどん出

てくると。場合によるとオークションですとか、

先物を組み込んだような商品、これはファンドな

んかでもずいぶんあるわけですけれども、そうい

うような商品が出てきた場合に、やはり消費者と

の間の情報提供が十分でないというような、これ

はヘッジファンドでも同じ問題が、グローバルな

マーケットでソロスさん自身がやはり問題がある

とこの頃言っているわけですけれど、そういう情

報公開の点について、アメリカでもまだ十分では

ないという議論があって、日本の場合にはさらに

輪をかけてですね、まだ初歩的な情報でも公開さ

れていない点があるということについて、やはり

意見のかなり一致があったのではないかというふ

うに思います。

個人の投資家を保護するひとつの有力な手段は

やはり情報を公開するという、契約等を結ぶ場合

に、契約の内容が非常にわかりやすいものになっ

ているかどうか。商品を買う場合もですね、単に

目論見書を読みなさいというようなことでは、

ちょっと困るということだろうと思います。この

点で、やはり私、昔のエピソードを思い出すので

すが、JRが株を売却するときに目論見書以外の

情報文書を流してはいけないというのを実は大蔵

省が指導して、誤った情報が流れる恐れがあると

いう理由かどうかわかりませんけれど、それはや

はり目論見書だけを読んで、その企業のことがよ

く理解できる人は相当の専門的知識を持った方で、

目論見書だけで株がすぐ買えるという人は少ない。

むしろ一般投資家に対して、わかりやすい形でそ

の情報を提供するというようなことが、やはり必

要ではないかと思います。

それから紛争が起こった場合に、オーストラリ
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アとかあるいはイギリスではオンブズマンという

制度がありまして、民事的な救済制度というよう

なものも日本よりもよく整備されている、という

ようなことがございます。日本の場合にはいま消

費者契約法というようなことが問題になっており

ますけれど、単に金融だけの問題ではなくて、こ

ういう契約を結んだ場合にそれがあとでいろいろ

問題になったときに、それをどう処理したらいい

のかという苦情処理、都道府県の苦情処理委員会

であるとか、弁護士会の仲裁センターというよう

なものの役割も大きいのではないかというふうに

思っております。

最後にこういう投資者の保護などの問題につき

まして、おそらく２つ方法があって、ひとつはア

メリカ型といいますか情報公開をより徹底して行

うというやり方と、もうひとつはもう少し法律で、

包括的な法律ですね、金融サービス法のようなも

のを作って、包括的な形で投資家保護を行うとい

う方法が、両方あるのではないかというふうに思

います。私自身は両方とも必要ではないかという

ふうに思っております。というのは日本の場合に、

証券の範囲ですとか定義とかというものが非常に

狭くとられておりまして、投資家の保護が必ずし

も新しい証券なんかが出た場合にうまくいってい

ないと。これはいろいろな証券化、不良債権をは

じめとしまして住宅ローンの証券化というような

ことも、これからおそらく発展していくと思いま

すけれど、そういうときに投資家保護の、やはり

ある程度の法的な枠組みというようなものを、政

府は用意すべきではないかというふうに考えてお

ります。

ということで、やや個人的な意見も盛り込んだ

形のサマリーですが、ちょうど時間がまいりまし

たので、ここでもってパネルディスカッションを

終了させていただきたいと思います。どうも長い

間、ご清聴ありがとうございました。

（了）

（注） 本号に掲載した議事録は、会議当日の講演

及び討論の内容を事務局の責任において収

録・再編集したものである。
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［要約］

�１ ９８年度末までの加入者数の推移のデータから推定した携帯電話とPHSを併せた移動体

通信の最大普及率は、全国で４６．１％程度と見込まれる。

�２ 昨年度に引き続き、携帯電話事業者及びPHS事業者に対しアンケート調査を行った。

今後の事業展開についての考え方は、昨年度は両者がほぼ同様の傾向を示していたのに

対し、本年度の調査では、両者の考え方には、大きな違いが現れている。

「現在及び将来における最優先課題」については、携帯電話事業者の７割強が、将来

（３年後程度）には、「主に加入者からの収入増による収益改善」が最優先課題である

と回答しているのに対し、PHS事業者の５割近くは、将来においても「加入者数の増加」

が最優先課題と回答している。

「サービスエリアの展開」については、携帯電話事業者は引き続き積極的に推進して

おり、まだカバーできていない行楽地やリゾート地についても、積極的に取り組む意向

を示している。一方、PHS事業者は、５割近くがほぼ一段落したと回答しており、昨年

調査では５割近くいた「積極的に展開を進めている」という事業者は、１割を切っている。

これらの違いは、携帯電話、PHSそれぞれの置かれた現状を反映している。携帯電話

事業者は、好調な加入者数の増加を背景に、新たなサービスを次々に開発して、TV広

告等も積極的に行っている。PHS事業者がこれに対抗していくためには、携帯電話に比

べてデータ通信速度が速いという特徴を最大限に活かして、インターネット接続や情報

配信の需要の立ち上がりを捉えていくことが重要であると考えられる。

�３ IMT―２０００の与える影響に関するアンケート調査結果をみると、移動体通信事業者各

社は、統一的なイメージを持っているとはいえず、意見が分かれている。

移動体通信は、将来的にはIMT―２０００に統合されるという見方と、利用形態や料金等

によってすみわけができるとの見方があり、一方では、業界再編が進むとの意見も多い。

移動体通信事業者は、こうした将来像も考慮しながら今後の事業展開を進めていく必

要に迫られているといえよう。

携帯電話・PHS事業の現状に関する分析

通信経済研究部主任研究官 長島 俊一
研究官 石田 隆章

担当研究官 橘 成泰

調査・研究
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１ はじめに

本研究の目的は、「携帯・自動車電話事業及び

PHS事業」（以下「移動体通信事業」）の現状を把

握し、今後の政策展開のための議論の基礎資料を

提供することにある。

技術の発展に伴うサービスの高度化・多様化、

さらには、料金の低廉化・多様化を背景に、移動

体通信は、ここ数年、大方の予想を超えて急速に

普及し、９９年５月末現在４，８９６万加入と人口普及

率でみて３８％を超えた。

しかしながら、サービス間の普及状況の差は大

きい。携帯・自動車電話（以下「携帯電話」）の

加入者数は、９９年５月末現在４，３１７万人に達し、

前年同月比３０％増と引き続きハイペースで伸びて

いるのに対し、PHSに関しては、前年同月比１３％

減の５７９万人となっている。ただし、９９年４月に

ついてみると、PHSの加入者数が１年７か月ぶり

に増加に転じており、５月も微減と、減少に歯止

めがかかってきたようにみえる１。

本研究では、昨年度に続いて移動体通信事業者

全社に対して今後の事業展開等に関するアンケー

ト調査を実施し、それらから得られたデータをも

とに分析を行った。

本稿の構成は次のとおりである。まず、次節に

おいて、移動体通信サービスの普及状況を分析し、

最終的な普及水準の推定を行う。次に、９９年１月

に実施したアンケート調査で得られたデータをも

とに、第３節で、移動体通信事業者の今後の事業

展開の方向性を把握し、第４節では、２００１年に実

用化が予定されるIMT―２０００（次世代移動通信シ

ステム）の登場が、移動体通信市場に与える影響

について検討する。最後の第５節においては、全

体のまとめを行う。

なお、本研究は昨年度実施した「移動体通信事

業の現状に関する分析」（実積寿也）（以下昨年度

調査という。）に引き続き実施するものである。

昨年度調査の詳細については、郵政研究所月報

１９９８．１１を参照されたい。

１ 平成１０年度「通信利用動向調査」によると、携帯電話の保有率は、世帯では好調な伸びを示し（９７年１０月４６．０％→９８年１１月５７．７％）、
事業所では前回の伸び悩みから復調（５９．０％→６７．３％）。PHSの保有率は、世帯で減少（１５．３％→１３．１％）したが、事業所では
増加（１１．０％→１２．２％）の傾向にある。

２ 四半期ごとの普及率の伸びを年率に換算したものであり、図中のtは各年度末を示す。

図表２―１ 普及率の変化率（年率換算dY／dt）２
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２ 移動体通信サービスの普及状況について

携帯電話及びPHSの加入者数を合計した移動体

通信サービスの契約者数の傾向を普及率の変化で

見た場合、図表２―１に見られるように、増加率

は９６年度にピークを迎え、その後、なだらかに低

下傾向を続けていたが、９８年度第３四半期以降ゆ

るやかながら上昇の傾向を見せている。

本節では、前年度に実施した推計手法３に習い

ながら、今後の推移を説明する成長曲線として、

初期の成長過程と成長のピーク以後の成長過程と

が対称性を持たないゴンペルツ曲線をあてはめる

ことにより、全国を１０ブロックに分割した地域と

全国計について最大普及率の推計を行った。式形

は次のとおりである４。

Yt＝γEXP（－αe－βt）

基本的な算出の手順は昨年度と同様であり、最

大普及率γ、増加率が減速し始める変曲点を決め

る定数α及びβについて、残差自乗和が最小とな

るよう収束計算によって最適値を求めた。

普及率の推移とゴンペルツ曲線へのあてはめ結

果から各地域及び全国の最大普及率を推定した結

果は図表２―２のとおりである５。地域別にみる

と３６．８％～５１．２％までばらついており、全国では

４６．１％と推定される。さらに、変曲点（dY／dt最

大時のt）については、図表２―１にみられるピー

クと整合する。

ただし、ゴンペルツ曲線においても、一度ピー

クを過ぎて低下しつつある成長傾向が再び上昇に

転ずる局面を説明することはできない。９８年度第

３及び第４四半期のdY／dtの再上昇は一時的なも

のとも考えられるが、今後もこの傾向が持続する

場合には、単一の成長曲線として捉えるのではな

く、サービスの特性を踏まえ、複合的な成長曲線

として検討を行う必要があると考えられる。

３ アンケート結果からみた今後の事業展開の方

向性について

昨年度に引き続き、全国の携帯電話事業者、

PHS事業者４９社に対して、現状認識、今後の事業

展開、２００１年に実用化が予定されるIMT―２０００の

登場のインパクトなどについてアンケート調査を

実施した。なお、NTTドコモグループは携帯電

話、PHSの２つのサービスを提供していることか

ら、３．２～３．５の設問については、それぞれの部門

から回答をいただいている。

概要は以下のとおりである。

３．１ 携帯電話サービスとPHSサービスの優位

性の比較

携帯電話とPHSの事業者自身が、下記�１～�９の

図表２―２ 推定結果

地域 γ α β dY／dt最大時のt

北海道 ３８．６％ １１．８３ ０．７１ ９５．５（９６年１０月頃）

東 北 ３８．４％ １５．６９ ０．６９ ９６．０（９７年４月頃）

関 東 ５０．３％ １１．５２ ０．６６ ９５．７（９６年１２月頃）

北 陸 ５０．５％ ９．３１ ０．５６ ９６．０（９７年４月頃）

東 海 ５１．２％ １０．２２ ０．６３ ９５．７（９６年１２月頃）

近 畿 ４４．８％ ９．５２ ０．７１ ９５．２（９６年６月頃）

中 国 ４１．３％ １２．４５ ０．６７ ９５．８（９７年１月頃）

四 国 ４４．９％ １１．１９ ０．６２ ９５．９（９７年３月頃）

九 州 ３８．２％ １３．５１ ０．７３ ９５．６（９６年１１月頃）

沖 縄 ３６．８％ １５．７８ ０．７９ ９５．５（９６年１０月頃）

全 国 ４６．１％ １０．９１ ０．６６ ９５．６（９６年１１月頃）

３ 昨年度はロジスティック曲線へのあてはめにより推計されている。昨年度調査 第２節参照。
４ ここで、α＞１，０＜β＜１，γ＞０であり、tは年度末あるいは四半期末である。変曲点（dY／dtが最大値）となるのはt＝logα／β
の時点である。曲線はt→∞のときYt→γとなる。

５ 加入者数は、９２年度末、９３年度末、９４年度末、９５年度～９８年度末までの四半期ごとのデータ計１９時点のものを用い、人口につい
ては、住民基本台帳に基づく各年度末データを用い、必要に応じて、線形補間、補外を行った。

４８郵政研究所月報 １９９９．７
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各サービスの特性について、携帯電話とPHSを比

較してどちらが優位性を持っていると考えている

か、現在と将来（３年後程度）についてアンケー

ト調査（三者択一：携帯優位、PHS優位、違いが

ない）し比較したものが図表３―１である。

比較項目

�１ 個人ユーザに対する訴求性

�２ 法人ユーザに対する訴求性

�３ エリアの広さ・密度（「つながりやすさ」）

�４ 通話料金レベル（基本料金含む）

�５ 通話音質

�６ データ通信機能の訴求性（対個人）

�７ データ通信機能の訴求性（対法人）

�８ 端末の軽さ

図表２―３ 曲線へのあてはめ（東北、北陸、近畿、中国、九州及び全国）

図表２―４ 曲線へのあてはめ（北海道、関東、東海、四国、沖縄及び全国）

４９ 郵政研究所月報 １９９９．７



現在� 将来（3年後程度）�

違いがない C�
�

携帯電話優位 B

100％�

全問平均（昨年度）�

全問平均（本年度）�

100％� 100％�

PHS優位 A （4）� （8）�

（9）�
（5）�

（2）�

（1）�

（3）�

（7）�

（6）�

�９ 端末料金

ここで取り上げた比較項目のうち、「現在」は、

�１～�３については携帯電話が優位、�４～�９につい

てはPHSが優位の位置にある。「将来」の方向性

を見ると全ての項目で「違いがない」の方向に向

かっているが、特にPHSの移行度合が大きいこと

が分かる。これは昨年度調査の結果と比較しても、

同様の傾向であり、全般的には大きな変化は見ら

れない。両システムの間の優位性の違いはますま

す埋まる傾向にある。

３．２ 現在及び将来における最優先課題

現在及び将来（３年後程度）の事業展開におい

て、各事業者が下記の�１～�３の課題のいずれを重

視しているかを順位づけし集計、その件数を構成

比で表したのが図表３―２である。

�１ 加入者数の増加

�２ 主に加入者からの収入増による収益改善

�３ 主に投資・コスト等の削減による収益改善

「現在の優先課題」については、携帯電話事業

者、PHS事業者ともにほぼ同様の傾向を示してお

り、大部分の事業者が�１の「加入者数の増加」を

最重視していることが分かる。

一方、「将来（３年後程度）の優先課題」につ

いては、７割を超える携帯電話事業者が「加入者

数の増加」に代わり「加入者からの収入増による

収益改善」を最も重視するようになると考えてい

るのに対し、PHS事業者においては、５割近くが、

将来（３年後程度）においても依然として「加入

者数の増加」を最重視する要素としてあげている

（図表３―２、図表３―３）。

昨年度行った同様のアンケート調査６において

図表３―１ 携帯電話とPHSの優位性比較

（注）（PHS優位�A、携帯電話優位�B、違いがない�C）の構成比をプロット ただし、A＋B＋C＝
１００％

６ 昨年度調査 P１４図４―６、図４―７

５０郵政研究所月報 １９９９．７



現在の優先課題�

将来の優先課題�

加入者数の増加�
主に加入者からの収入増による収益改善�
主に投資・コスト等の削減による収益改善�

携帯電話事業者の優先課題（現在）� 　PHS事業者の優先課題（現在）�

携帯電話事業者の優先課題（将来）� PHS事業者の優先課題（将来）�

最重視�

２番目�

３番目�

最重視�

２番目�

３番目�

最重視�

２番目�

３番目�

最重視�

２番目�

３番目�

83.3

16.7

23.3

10.0

10.0

73.3 16.7 46.4

25.9 33.3 40.7

55.618.525.9

50.0

50.016.733.3

56.7 33.3

76.7

60.0 23.3

78.6

55.6 33.3

55.633.3

16.7 10.7 10.7

11.1

11.1

0.0

0.0

3.6

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

携帯電話事業者�

現在�

PHS事業者�

加入者数の増加�

加入者数の増加�

加入者数の増加�

加入者からの収入増�
による収益改善�

加入者からの収入増�
による収益改善�

将来�

は、PHS事業者においても「将来の優先課題」と

しては「加入者からの収入増による利益改善」を

重視していたが、前述のように今年度調査では当

時の状況からは変化が見られる。これは、PHSの

加入者数が９７年１０月から９９年３月まで１８ヶ月連続

で減少を続け、ピーク時から１８％減少７している

という厳しい現状を受けたものと考えられる。

３．３ 非音声系のサービスについて

「現在主流となっている非音声系サービス」及

び「将来（３年後程度）伸ばしたい非音声系サー

ビス」のそれぞれについて、各事業者に下記�１～

�５の中から優先度が高いものを３つ選択し、順位

づけして頂いた。これを、１位３ポイント、２位

２ポイント、３位１ポイントとして換算し、各

サービスの獲得ポイントの累計を構成比で表した

図表３―２ 現在及び将来における最優先課題

図表３―３ 最も重視するポイント

７ ９７年９月の７，０６８千台に対し、９９年３月は５，７８０千台。

５１ 郵政研究所月報 １９９９．７
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簡易文字メッセージサービス�
��������� 電子メールサービス�
�高速データ通信サービス�
��������� 位置情報サービス�
�

現在�

将来�

PHS事業者�

その他�
�

40.7％� 22.2％� 31.1％�

24.4％� 33.3％� 35.1％�

現在�

将来�

携帯電話事業者�

47.5％� 29.9％� 18.1％� 4.0％�
0.6％�

3.0％�
4.2％�

3.9％�

4.2％�
1.8％�

20.0％� 33.3％� 28.9％� 13.9％�

のが図表３―４である。

�１ 簡易文字メッセージサービス

�２ 電子メールサービス

�３ 高速データ通信サービス

�４ 位置情報サービス

�５ その他

「現在主流となっている非音声系サービス」と

しては「簡易文字メッセージサービス」を選択し

た事業者が、携帯電話、PHSともに多数を占めて

いる。携帯電話事業者においては、これに次いで、

「電子メールサービス」、「高速データ通信サービ

ス」の順に回答が多いが、PHS事業者においては、

現状において携帯電話に比べ優位にある通信速度

を活かせる「高速データ通信サービス」を選択す

るものが多かった。

「将来伸ばしたい非音声系サービス」について

は、携帯電話事業者、PHS事業者ともに「簡易文

字メッセージサービス」の比重が大きく低下し、

「電子メールサービス」、「高速データ通信サービ

ス」の占める割合が大きくなる。各事業者とも、

データ通信速度の向上により、簡易なものからよ

り大量のデータを送信するサービスへ移行してい

くと認識していることが読み取れる。特に携帯電

話事業者で、将来において「高速データ通信サー

ビス」の伸びが顕著である（現在１８．１％→将来

２８．９％）が、こ れ は、２００１年 のIMT―２０００の ス

タートを見越してのものと考えられる。

「位置情報サービス」を選択した事業者は、携

帯電話事業者、PHS事業者ともにごく少数にとど

まった。

ちなみに携帯電話事業者の「将来伸ばしたい非

音声系サービス」において、「その他」を選択す

るものが多かったが、ここではインターネット

サービス、情報配信サービスがあげられており、

「高速データ通信サービス」と併せ、提供サービ

スの多様化が想定されていると考えられる。ペー

ジャーで若い世代に広がった文字によるコミュニ

ケーションを継承して、パソコンで一般化された

電子メールが携帯電話やPHSにも広がり、移動体

通信の新たな市場を切り開いている。さらに、イ

図表３―４ 現在主流となっている非音声系サービス及び将来伸ばしたい非音声系サービス

５２郵政研究所月報 １９９９．７
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ンターネットサービスや、情報コンテンツ提供

サービスの展開が加速しており、携帯電話やPHS

は音声によるコミュニケーションツールから、よ

り幅広い情報伝達ツールへと進化しつつあるとい

うことが言えよう。

３．４ サービスエリア展開について

３．４．１ サービスエリア展開の現状

サービスエリアの展開が現在どのような状況に

あるかについて、下記�１～�３を選択した事業者を

構成比で表したものが、図表３―５である。比較

のために、昨年度実施した同様のアンケート調査

の結果８を図表３―６に示した。

�１ 積極的に展開を進めている

�２ 展開は進めるがペースは鈍化している

�３ ほぼ一段落している

昨年度調査においては、PHS事業者、携帯電話

事業者ともに、積極的にサービスエリア展開を進

めているという事業者が圧倒的に多かった（図表

３―６）。中でもPHS事業者については、参入時

期が遅かったということもあり、携帯電話事業者

に比べても約１０％高くなっていた。

今年度調査（図表３―５）においても、携帯電

話事業者については、１０％の事業者が「ほぼ一段

落」したと回答しているものの、依然として積極

的にサービスエリア展開を進めている姿勢がうか

がえる。これは引き続き加入者の増加が続いてい

ることによるものと思われる。

これに対し、PHS事業者については、「ほぼ一

段落」と回答した事業者が半数に迫り、「積極的

に展開を進めている」とした事業者は少数にとど

まった。１年間でこれほど大きな変化が見られた

背景としては、スタート時点からの加入者急増に

伴い、基地局を積極的に展開してきた（図表３―

８参照）にもかかわらず、９７年９月をピークに加

入者数が減少に転じたことへの対応があるものと

考えられる。

なお、図表３―７、図表３―８は昨年度及び今

年度のアンケート調査をもとに、携帯電話及び

PHSの基地局数の推移を集計したものである。携

図表３―５ 今年度調査結果「サービスエリア展開の現状」

図表３―６ 昨年度調査結果「サービスエリア展開の現状」

８ 昨年度調査 P１５図４―８

５３ 郵政研究所月報 １９９９．７



1992年度�1993年度�1994年度�1995年度�1996年度�1997年度�
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

デジタル1.5GHzPDC方式�
デジタル800MHzPDC方式�
アナログ方式（携帯電話）�

1997年度�1996年度�1995年度�1994年度�1993年度�1992年度�

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

PHS方式�

帯電話事業者については、ほぼデジタル化が完了

したことに伴いアナログ形式が減少に転じたもの

の、全体としては大きな伸びを示している。PHS

事業者についても９７年度時点ではまだ基地局数は

大きく伸びている。

３．４．２ サービスエリア展開における重点課題

サービスエリアの展開に際して、各事業者が自

社の目標をほぼ達成したと考えているポイントを、

下記�１～�５それぞれのカバー率・密度９の中から

選択（複数選択可）し、その件数を携帯電話事業

者、PHS事業者ごとに集計したのが図表３―９で

ある（右側にカバー率、左側に密度を表示）。

�１ 住宅地（屋外） ［カバー率・密度］

�２ 商業地域（屋外） ［カバー率・密度］

�３ 商業地域（施設内・ビル内）

［カバー率・密度］

�４ 行楽地・リゾート ［カバー率・密度］

�５ 幹線道路沿い ［カバー率・密度］

また、前記と同様の�１～�５のポイント（カバー

率および密度）について、「現在重視しているポ

イント」および「将来（３年後程度）重視するポ

図表３―７ 基地局数の推移（携帯電話）

９２～９６年度は昨年度アンケート調査結果、９７年度については今年度調査結果による数値を利用

図表３―８ 基地局数の推移（PHS）

９２～９６年度は昨年度アンケート調査結果、９７年度については今年度調査結果による数値を利用

９ 「カバー率」とは、回線が混雑していない限り通話が可能なエリアの広さを表し、「密度」とは同一地域で同時に通話可能な人数
を表すものとする。
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イント」で優先度の高いものを各事業者がそれぞ

れ３つ選んで順位づけをし、それをポイント化し

たものが図表３―１０、図表３―１１である（１位３

ポイント、２位２ポイント、３位１ポイントとし

て換算し、その累計を表示した）。

携帯電話事業者、PHS事業者ともに、現在はカ

バー率を重視しているが、将来的には密度を重視

するという傾向が見られる。

また、重視しているポイントについては、「商

業地域（施設内・ビル内）のカバー率」を重視し

図表３―９ 目標をほぼ達成したと思われるポイント

図表３―１０ 重視しているポイント（携帯電話事業者）

図表３―１１ 重視しているポイント（PHS事業者）
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ている事業者が、現在から将来にわたり、多数を

占めており（図表３―１０、図表３―１１）、そのポ

イントを「ほぼ達成した」と考えている事業者は

２割弱にとどまっている（図表３―９）。これに

対し、「商業地域（屋外）のカバー率」について

は、昨年度の同様なアンケート調査１０においては

大きな比重を占めていたものの、今年度の調査結

果では、もはやそれほどの比重を占めていない。

これは「商業地域（屋外）のカバー率」について

は「ほぼ達成した」と考えている事業者が９割に

達しており（図表３―９）、展開がほぼ一段落し

たことを表しているものと考えられる。

今年度新たに調査した「幹線道路沿いのカバー

率」については、高速移動中にも通信の可能な携

帯電話の方でより重視されている。また、「行楽

地・リゾートのカバー率」についても、将来的に

は重視するとするPHS事業者も若干はいるものの、

携帯電話事業者の方がより重点を置いているとい

う状況が読み取れる。

３．５ 今後伸ばしたい加入者層について

各事業者に「今後伸ばしたい加入者層」につい

て、法人ユーザー及び男女年齢層別に１３に分類し

た中から優先度の高いものを３つ選択して頂き、

その合計件数を携帯電話事業者、PHS事業者別に

表したのが、図表３―１２である。

昨年度に行った同様のアンケート調査において

は以下のようなことが判明している１１（ただし昨

年度アンケート調査では、「現在主流となってい

る（構成比が大きい）加入者層」および「将来（３

年後程度）主流としたい加入者層」について調査

した）。

・携帯電話については、現在、２０～３９歳が主要

なユーザー層であり、携帯電話事業者は、将

来的にもこの層を主流にしたいと考えている。

また、将来的には法人ユーザーにも注力して

いきたいと考えている。

・PHSについても、最も大きなユーザー層は２０

～３９歳であるが、携帯電話に比較すると２０歳

未満も主要なユーザー層となっている。法人

図表３―１２ 今後伸ばしたい加入者層

１０ 昨年度調査 P１５図４―９、P１６図４―１０
１１ 昨年度調査 P１１～
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33.3
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ユーザーとともに２０歳未満も将来的に成長し

ていくユーザー層として期待されている。

今年度アンケート調査においては、携帯電話事

業者、PHS事業者ともに、今後伸ばしたい加入者

層として、法人ユーザーを考えているところが最

も多い。その他特徴的なこととしては、法人ユー

ザーの次に伸ばしたい加入者層として、携帯電話

事業者では「３０歳未満（除く学生）の男女」、PHS

事業者では「高校生・大学生」および「３０歳台の

女性」を考えていることが判明した。

４ IMT―２０００について

２００１年に実用化が予定されているIMT―２０００

（次世代移動通信システム）の登場が与える影響

について、各事業者に聞いてみた。そこで、各事

業者の何％がそれぞれの項目についてユーザーに

対する訴求力があると考えるかを、携帯電話事業

者、PHS事業者別に表したのが図表４―１である。

図表４―１から携帯電話事業者とPHS事業者で

は、IMT―２０００に対する考え方に違いのあること

が分かる。携帯電話事業者の９割近くは「データ

通信速度」の飛躍的な向上を選択し、３割から５

割の事業者が「通話音質」、「マルチメディアサー

ビス」、「国際ローミング」を選択している。一方、

PHS事業者は、その８割近くがPHSでは実現でき

ない本格的なTV電話等の「マルチメディアサー

ビス」を選択し、「データ通信速度」についても

７割強が選択しているが、「通話音質」や「国際

ローミング」にはそれほどユーザーに対する訴求

力があるとは考えていない。これは、現時点にお

ける携帯電話とPHSのデータ通信速度の差と、

IMT―２０００の登場が、それぞれの事業者に及ぼす

影響を示唆していると考えられる。

また、移動体通信市場全体に与える影響、

IMT―２０００を含めた移動体通信サービスの相互関

係に与える影響などの観点から聞いてみたところ

では、移動体通信事業者各社は、統一的なイメー

ジを持っているとはいえないが、移動体通信市場

が拡大し、移動体通信が通信市場の中核を占める

ようになるといった前向きの捉え方が多い。非音

声トラヒックの増加によるデータ通信比率の拡大

の中で、データ通信を担う媒体が、有線系から移

動体系へ移行していくとの見方である。

具体的には、伝送速度の優位性を生かした動画

伝送などの新しいサービスが提供され、インター

ネットを利用したデータ通信需要が増大する。そ

の結果、移動通信を利用したインターネット利用

や各種情報提供などのアプリケーション開発が進

み、コンテンツの多様化も促進される。

当面の影響という点では、本格的な普及には導

入後数年かかるという見方が多いが、将来的には、

移動体通信がIMT―２０００に統合されるといった見

図表４―１ IMT―２０００の特徴とユーザーに対する訴求力
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方と、利用形態や料金等によって、すみわけがで

きるという意見がある。また、業界再編が進み、

移動体通信事業者間の統廃合が進むとする意見も

多い。

こうした意見を整理すると、図表４―２のよう

になる。

５ まとめ

５．１ 普及状況

９８年度末までの加入者数の推移のデータから推

定した携帯電話とPHSを併せた移動体通信の最大

普及率は、全国で４６．１％程度と見込まれる。

成長のカーブを見ると、普及速度のピークは９６

年度であり、これまでの成長の推移から普及速度

は鈍化していくと考えられていたが、９８年度後半

には緩やかながら普及速度が再上昇している。事

業者は音声通話に加え、非音声系サービスの充実

に力を入れており、多様な通信ニーズに対応する

サービスメニューの提供を進めつつある。非音声

系サービスの利用が急激に増加し１２、新規加入に

与える影響力も次第に増大してきていることが、

落ち着きつつあった移動体通信の普及を再度加速

させる一要因となったのではないかと考えられ

る１３。

また、今後の加入率の推移を検討する上におい

ては、加入形態の変化について考慮することが必

要である。仕事とプライベートでの端末の使い分

け、通話専用、文字通信専用といった端末の使い

分け、携帯電話とPHSの複合端末による使い分け

など、さまざまな加入形態を想定していく必要が

あろう。

図表４―２ IMT―２０００登場の影響

１２ 電気通信技術審議会「PHSの高度利用の促進に資する技術の導入方策（諮問第１００号）」（１９９８）によると、PHSにおける全発信
呼数に占めるショートメッセージサービスの割合は急速に増加しており、９８年５月現在において既に約３５％となっている。

１３ 非音声系サービスの各種メニューのうち、現在主流となっているサービスは簡易文字メッセージサービスである。このサービ
スにより、移動電話端末間は音声ネットワークとともにメッセージネットワークとして機能することが可能となり、固定電話
網とは別の独自のネットワークの外部効果を生み出すことになったと考えられる。このサービスは、端末の機能の一部として
組み込まれているケースが大半であり、特別な装置などを必要としない。利用者にとっては敷居が低く、ページャーをコミュ
ニケーション手段としていた世代及び電子メールによる情報交換が欠かせないユーザーに、短期間に浸透させることが可能で
あったといえよう。
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５．２ 今後の事業展開

「現在及び将来における最優先課題」について

は、携帯電話事業者の７割強が、将来（３年後程

度）には、「主に加入者からの収入増による収益

改善」が最優先課題であると回答しているのに対

し、PHS事業者の５割近くは、将来においても

「加入者数の増加」が最優先課題と回答している。

「非音声系のサービス」については、特に、携

帯電話事業者が、将来伸ばしたいサービスとして

インターネットサービスや情報配信サービスをあ

げるなど、提供サービスの多様化を志向しており、

移動体通信は、音声によるコミュニケーション

ツールから、より幅広い情報ツールへの進化を目

指していると考えられる。

「サービスエリアの展開」については、携帯電

話事業者は引き続き積極的に推進しており、まだ

カバーできていない行楽地やリゾート地について

も、多くの事業者が積極的に取り組む意向を示し

ている。一方、PHS事業者は、５割近くが「ほぼ

一段落」したと回答しており、昨年には５割近く

いた「積極的に展開を進めている」という事業者

は、１割を切っている。

このように、「最優先課題」及び「エリア展開」

についての携帯電話事業者、PHS事業者それぞれ

の考え方は、昨年度は両者がほぼ同様の傾向を示

していたのに対し、本年度の調査では、両者の考

え方に大きな違いが現れている。

これらの違いは、携帯電話、PHSそれぞれの置

かれた現状を反映している。携帯電話事業者は、

好調な加入者数の増加を背景に、新たなサービス

を次々に開発して、TV広告等も積極的に行って

いる。PHS事業者がこれに対抗していくためには、

携帯電話に比べてデータ通信速度が速いという特

徴を最大限に活かして、インターネット接続や情

報配信の需要の立ち上がりを捉えていくことが重

要であると考えられる。本年７月に発売が予定さ

れるテレビ電話などもその一つであろう。

５．３ IMT―２０００登場の影響

IMT―２０００の与える影響に関するアンケート調

査結果をみると、移動体通信事業者各社は、統一

的なイメージを持っているとはいえず、意見が分

かれている。

移動体通信は、将来的にはIMT―２０００に統合さ

れるという見方と、利用形態や料金等によってす

みわけができるとの見方があり、一方では、業界

再編が進むとの意見も多い。

また、動画伝送にも十分耐えられるだけの通信

速度をもって登場することで、データ通信を担う

役割が、有線系から移動体系に移行していくなど、

移動体通信市場だけではなく、有線の加入電話市

場にも大きな影響を与えると考えられている。

移動体通信事業者は、こうした将来像も考慮し

ながら今後の事業展開を進めていく必要に迫られ

ているといえよう。
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はじめに

数年前よりはじまった、移動体通信１の爆発的

普及は今もなお続いており、平成１０年度末におけ

る加入数は５，０００万台を超えている。移動体通信

の中で、その約８０％を占めるのが、携帯電話であ

る。伸び率こそ減少傾向ではあるものの、それで

も前年度比３０％以上の伸び率を現在も記録してい

る。一方、PHSは平成７年に登場し、携帯電話と

同様に初期の段階で爆発的に普及したが、加入数

が１，０００万台になる前の、平成９年の半ばより減

少がはじまった。但し、ごく最近は持ちなおして

きている傾向も見受けられる。ページャーについ

ては、携帯電話の普及やPHSの登場に合わせて、

加入数が減少し、一時期１，０００万台を超えていた

加入数は、今やPHSよりも少なくなってしまった。

この急速な加入者の減少が、東京テレメッセージ

が会社更正法の適用を申請した大きな原因である

と言われている。一方、固定電話２のうち一般加

［要約］

本年１月に実施したアンケート調査をもとに、移動体通信の状況を調査した。

�１ 関東の世帯における移動体通信の保有率は、携帯電話が５８．８％、PHSが１３．４％、ペー

ジャーが４．４％であった。また個人普及率は、携帯電話が２９．６％、PHSが５．４％、ページャー

が１．６％であった。いずれも携帯電話が前回に比べて増加、PHS・ページャーは減少となっ

ている。

�２ 男女・年齢別の保有率は、携帯電話が男女とも２０代が最も多く、それぞれ６４．２％、５９．１％

である。PHSは男性が２０代で１０．０％、女性が１０代で１２．４％である。ページャーは男性が３０代

で４．８％、女性が１０代で４．５％である。

�３ 加入プラン（料金プラン）の多様化に伴い、携帯電話についてはローコールプランが３９％

と一番多く、標準プランは２９％であった。PHSは、まだ標準プランが６１％と最も多かったも

のの、比率は大幅に減少している。

�４ 世帯における平均支出額は、携帯電話が８，３９８円、PHSが５，６７３円、ページャーが２，３２３円

であり、幅の大小はあるものの前回に比べて減少している。

移動体通信の普及動向

通信経済研究部主任研究官 実積 寿也
研究官 安藤 正信

調査・研究

１ 本稿では、自動車電話を含む携帯電話・PHS・ページャーを「移動体通信」と称する。また、自動車電話を含む携帯電話とPHS
を「移動電話」と呼ぶこととする。

２ NTTなどに加入して個人の住宅や会社の事務所などで据え置かれて使用される一般の電話のこと。

６０郵政研究所月報 １９９９．７
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入電話３の加入数については、平成９年度にはじ

めて加入数が減少した。このことは、移動体通信

の普及により、固定電話の代替手段として、移動

体通信が使用されていることが、一因として考え

られる。また、一般加入電話からISDNへの移行

も一つの原因として考えられる。加入数の増減に

連動して、通信量（トラヒック）もそれぞれの通

信手段において増減している。通話回数・通話時

間とも大幅に増加している携帯電話やISDNに対

して、通話回数・通話時間とも一般加入電話は減

少している。ここで興味深いのはPHSである。加

入数は減少しているにもかかわらず、平成９年度

では通話回数・通話時間とも倍以上になっている。

このように、同じ移動体通信であっても、携帯電

話、PHSとで動向が異なっていることがわかる。

この様な点に注目し、本稿ではアンケート調査を

もとに移動体通信の動向を報告する。また、昨年

２月にも同様のアンケート調査を実施しているた

め、随時前回との比較を併記していく。なお、本

稿中の意見や推測等は筆者の私見である。

１．加入数からみる移動体通信の現状

加入数の概略については、すでに記述したが、

もう少し詳しく個々の現状を見てみる。移動体通

信の加入数の推移を図表１に示す。携帯電話は、

平成９年度末から平成１０年度末で加入数が＋３０％

以上の伸びを保っている。平成９年度末の伸びは

前年度比＋５０％以上であることから見ると、若干

伸びの勢いは衰えたものの、まだまだ増加する勢

いが見られる。一方、PHSについて見てみると、

平成９年の半ばに増加から減少に転じ、平成９年

度末では前年度比＋１０％程度であった加入数の伸

びは、平成１０年度末では前年度比▲１４ポイント程

度となってしまっている。ページャーについては、

すでに平成７年度末近辺より加入数は減少に転じ

ており、平成１０年度末ではその伸びは前年度比▲

４０ポイント以上と大幅に減少している。実際の加

入数で見てみると、携帯電話が約＋１千万台であ

るのに対して、PHSが約▲９５万台、ページャーが

約▲３３５万台となっている。仮にPHS、ペ ー

ジャーの減少分が携帯電話への乗り換えだったと

しても、その数をはるかに上回る携帯電話の増加

であることがわかる。

２．アンケートの概要

今回実施したアンケートの概要は以下のとおり

３ 固定電話のうちISDNをのぞくもの

図表１ 移動体通信の加入数の推移

６１ 郵政研究所月報 １９９９．７



である。

１）調査対象

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県）の単身世帯を含む

全世帯とする。ただし東京都の離島は含まな

い。

２）発送、回収

発送、回収とも郵送による。発送は平成１１年

１月初旬

発送から回収までの期間は約１ヶ月

３）配布数、回収数

１１，８００世帯に配布、２，０６１世帯より回収（回

収率：約１７％）

図表２～４に標本属性を示す。なお、性別及び年

齢に関しては、参考までに「人口推計年報」（総

務庁統計局）に基づく関東と全国の平均値を併記

しておく。

３．普及動向

３．１ 移動体通信の都県別世帯・個人普及動向

図表５のとおり、関東の世帯における移動体通

信の保有率は、携帯電話が５８．８％（＋１４．９ポイン

ト：前回調査からの増減。以下数字のみ記述）、

PHSが１３．４％（▲１．０ポイント）、ページャーが

４．４％（▲７．０ポイント）であった。

また、移動体通信をいずれか保有している世帯

は６６．２％（＋１２．６ポイント）であった。一方、携

帯電話を複数台保有する世帯は２２．３％（＋７．２ポ

イント）、PHSを複数台保有する世帯は１．８％（▲

０．９ポイント）となっている。ちなみに前回の増

減値は、携帯電話複数台保有が＋５．７％、PHS複

図表２ 性別属性

人数（世帯主再掲） シ ェ ア 関東平均 全国平均

男 性 ２，９５４（１，７９４） ４８．５％ ５０．２％ ４９．０％

女 性 ３，０８４（ ２４２） ５０．６％ ４９．８％ ５１．０％

不 明 ５９（ ２５） ０．９％

合 計 ６，０９７（２，０６１） １００．０％ １００．０％ １００．０％

図表３ 年齢属性

人数（世帯主再掲） シ ェ ア 関東平均 全国平均

１０歳未満 ８００（ ０） １３．１％ ９．１％ ９．５％

１０代 ６９１（ ２） １１．３％ １１．２％ １１．７％

２０代 ９８７（ ２３３） １６．２％ １６．９％ １５．０％

３０代 １，１４０（ ５０５） １８．７％ １４．１％ １２．９％

４０代 ８５７（ ４６６） １４．０％ １４．３％ １４．４％

５０代 ７４０（ ３８２） １２．１％ １４．８％ １４．２％

６０代 ６０１（ ３４６） ９．９％ １０．７％ １１．５％

７０歳以上 ２４７（ ９３） ４．１％ ８．９％ １０．８％

不明 ３４（ ３４） ０．６％

合計 ６，０９７（２，０６１） １００．０％ １００．０％ １００．０％

図表４ 職業属性

人数（世帯主再掲） シェア

全体 ６，０９７（２，０６１） １００．０％

自営業 ４０３（ ２７８） ６．６％

会社員・公務員 ２，１７１（１，４１７） ３５．６％

アルバイト ３３３（ ４４） ５．５％

無職 １，４４４（ ２４９） ２３．７％

小学生以下 ９７２（ ０） １５．９％

中学生 １９９（ ０） ３．３％

高校生 １９５（ ０） ３．２％

大学・短大等 ２９１（ ３９） ４．８％

不明 ８９（ ３４） １．４％

６２郵政研究所月報 １９９９．７
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数台保有が＋０．５％となっている。このことから、

前回同様、移動電話の同一世帯内における複数保

有が加速していることがわかる。PHSは保有台数

自体が減少しているため、複数台保有率も前回の

増加傾向から減少傾向に転じている。次に都県別

の比較をしてみる。昨年と同じ都県（サンプル数

が１００以上の県）について世帯普及率を見てみる

と、都県の格差は携帯電話が４．９％（＋３．４ポイン

ト）、PHSが６％（▲２．７ポイント）となっている。

前回は携帯電話の格差が縮まり、PHSでは拡大す

る傾向が見られたが、今回の調査では逆の傾向と

なった。

移動電話について個人普及率を図表６に示すが、

基本的な傾向としては図表５で示した世帯普及率

と同じである。世帯普及率と個人普及率で傾向の

違いが大きいところとしては、携帯電話の個人普

及率が茨城県と埼玉県で関東平均よりも小さくな

り、東京都が大きくなっている点である。これは、

世帯内の携帯電話保有人数の割合が、東京都では

関東平均より大きく、茨城県・埼玉県では小さく

図表５ 移動体通信の世帯普及率

図表６ 移動電話の個人普及率

６３ 郵政研究所月報 １９９９．７
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なっていることを示している。

３．２ 移動体通信の個人普及動向

移動体通信の個人普及率は、携帯電話が２９．６％

（＋８．１ポイント）、PHSが５．４％（▲０．５ポイント）、

ページャーが１．６％（▲２．９ポイント）であった。

ここでも携帯電話増加、PHS・ページャーの減少

という傾向は変わらない。移動体通信のいずれか

を保有しているのは、３５．６％（＋６．９ポイント）

であった。また保有者のうち、移動体通信の複数

保有率は４．１％（▲９．３ポイント）となっており、

伸び率は前回の＋１．５％と比べてマイナスに転じ

ている。

これは、様々な移動体通信が登場し、利用者は

一時期の端末価格の異常な安さと、次から次へと

端末がモデルチェンジすることを受けて、端末を

買い足し、複数のサービスに加入したものの、実

際にしばらく使用してみると、メインで使用する

サービス以外の利用頻度が少ないため、複数所有

するメリットが感じられず、複数保有率が減少し

た可能性がある。しかしながら、最近はモバイル

端末を併用しての移動体通信によるデータ通信が

普及してきているので、今後はデータ通信に強み

を持つPHSをデータ通信用のサブ端末として、追

加加入する場合も考えられる。

次にこの普及率を個人の属性別に見てみる。

ａ）性別年代別普及率

普及率を性別で見てみると、携帯電話で男性が

３６．３％（＋７．８ポイント）、女性が２３．２％（＋８．７

ポイント）となっている（図表７）。前回同様に、

男女間の格差は縮まってきていることがわかる。

PHSは男性が５．１％（▲１．０ポイント）、女性が

５．７％（▲０．１ポイント）となっている。前回では

男性の普及率にに女性が迫ってきているところで

あったものが、今回では普及率がとうとう逆転し

た。ページャーについては、男性が２．２％（▲２．０

ポイント）、女性が（▲３．８ポイント）とともに減

少しているが、女性の減少が特に大きい。

これは、先の携帯電話における女性の普及率が

男性を上回っていることから、ページャーからの

乗り換えが男性よりも顕著であることが推測され

る。移動体通信全体では、男性が４１．６％（＋７．３

ポイント）、女性が２９．２％（＋６．４ポイント）となっ

ている。前回は女性の方が普及率が高かったが、

今回は男性の方が高くなっている。

次に図表８で年齢別に見てみる。携帯電話では、

前回同様２０代が６１．２％（＋１３．６ポイント）ともっ

とも高く、次に３０代で４４．１％（＋６．４ポイント）

となっている。他の年齢層においても、すべて前

回に比べて普及率は高くなっている。PHSについ

ては、１０代が１０．８％（＋０．８ポイント）がもっと

も高く、前回もっとも高かった２０代と逆転した。

これは前回も伸び率から見ると１０代の方が２０代よ

図表７ 性別普及率

６４郵政研究所月報 １９９９．７
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普
及
率
�

PHS（男）� PHS（女）�

携帯電話（男）�

携帯電話（女）�

ページャー（男）�
ページャー（女）�

りも大きかったが、今回もその傾向は引き続いて

おり、その結果PHS利用の中心となる年齢層が

中・高校生へ移動している。その他の年齢層で見

ると、上記１０代と５０代を除いて他は、前回より減

少している。ページャーについては、１０代が

２．９％（▲１０．７ポイント）であり、５０代を除いて

すべて減少している。しかも、前回みられた、１０

代、２０代に普及率が高くなっているという特徴も

ほとんど見られなくなり、どの世代でも同じ様な

普及率になっている。

また前回は、携帯電話・PHS・ページャーのど

れがもっとも高い普及率かは、年齢層によって異

なっていたが、今回のアンケートではすべての年

齢層において、普及率の高い順に、携帯電話・

PHS・ページャーとなった。

次に図表９で性別、年齢別を合わせて見てみる。

携帯電話については、前回と傾向は非常に似通っ

ており普及率が底上げされたかたちになっている。

２０代の普及率が男女とももっとも高く、それぞれ

６４％、５９％となっている。また男性の２０代～５０代

図表８ 年齢別普及率

図表９ 性別年齢別普及率
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普
及
率
�

携帯電話�

PHS

ページャー�

の普及率が前回の３０％以上から４０％以上にあがっ

た。PHSは総じて普及率が下がり、あまり年齢、

性別に関係しなくなってきている。男性は２０代、

女性が１０代でもっとも普及率が高くなっており、

それぞれ１０％、１２％であった。ページャーは図表

８と同様あまり特徴が無く、低い水準の普及率で

ある。もっとも普及率が高いのは、男性が３０代で

５％、女性が１０代で５％である。

ｂ）職業別普及率

次に職業別の移動体通信普及率を見てみる。な

お、学生については、さらに詳細に小学生以下、

中学生、高校生、大学・短大生等と区分を行った。

まず、学生への普及率を図表１０に示す。携帯電

話については、傾向としては前回とあまり変わら

ず、全体的に普及率が上がっている。大学・短大

生等がもっとも普及率が高く５３．６％（＋１７．２ポイ

ント）である。PHSについては、高校生がもっと

も普及率が高く２２．６％（＋２．６ポイント）であり、

前回もっとも普及率が高かった大学・短大生等は

１４．１％（▲１７．２ポイント）であった。このことか

ら、大学・短大生等においては、PHSから携帯電

話への乗り換えがかなり行われたことが推測され

る。また前回同様高校生においては、携帯電話よ

りもPHSは普及率が高くなっている。ページャー

については、すべてのグループで普及率が低下し

ており、もっとも高い普及率の高校生でも７．２％

（▲２４．２ポイント）となっており、中学生、高校

生においてはもっとも普及率の高い移動体通信で

あったものが、この約１年間でもっとも普及率の

低い移動体通信になった。移動体通信は、高校生

において約５０％、大学・短大生等において約７０％

の普及率となっている。

次に学生以外の職業別について見てみる。全体

的な傾向は他の図表と同じく、携帯電話の普及率

が上がり、PHS・ページャーの普及率が下がって

いる。携帯電話において、前回もっとも普及率が

高かった自営業が４７．１％（＋２．５ポイント）であ

るのに対して、今回は会社員・公務員が５０．３％

（＋１２．９ポイント）と大幅に上がり、もっとも普

及率が高くなった。また、アルバイトも３５．７％

（＋１５．８ポイント）と大幅に普及率が上がり、自

営業に迫る勢いである。

図表１０ 移動体通信の学生への普及率
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３．３ 加入形態について

現在様々な加入プランが事業者毎に存在してお

り、加入時にはどの事業者、加入プランにするか

悩むほどである。この加入プランを１）標準プラ

ン、２）ローコールプラン、３）ハイコールプラ

ン、４）通話料金パックプラン、５）タイムサー

ビスプランの５つに大別してみた。なお、ロー

コールプランとは、基本料金を低めに設定する代

わりに通話料金が標準プランよりも高くなってお

り、通話頻度が少ない人向けのプランである。ハ

イコールプランはその逆で、基本料金が高く設定

されている代わりに、通話料金が安くなっている

プラン。通話料金パックプランとは、あらかじめ

基本料金に一定金額分の通話料金が含まれている

プランである。タイムサービスプランとは、基本

料金を低めに設定する代わりに、通話を行う時間

帯が限定されていたり、指定時間帯以外の使用で

は割高な通話料金が設定されているプランである。

携帯電話とPHSの加入形態を図表１２に示す。携

帯電話について標準プランは２９％となっている。

一番多かったのが、ローコールプランの３９％で

あった。加入プランの多様化に伴い、利用者も自

分の利用形態に合った加入プランを選択している

ようである。PHSについては、まだ標準プランが

図表１１ 移動体通信の職業別個人普及率

図表１２ 各移動電話のプラン別加入率
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通話エリアの広さ、つながりやすさ�

ブランドイメージ、知名度�

基本料金及び基本料金に関わる割引サービス�

友人の奨め、友人が持っている事業者だから�

その他�

通話料金及び通話料金に関わる割引サービス�

仕事場のつきあい�

友人などから端末をもらったから�

端末の料金�

お店の人に奨められて�

何となく�

端末のデザイン・機能など�

音質が良い�

付加サービス（留守番電話、三者通話、キャッチホンなど）�

インターネット等モバイルで使用したかったから�

回答比率�

１番目� ２番目� ３番目�

1％�2％�

一番多く、割合は６１％であるが前回と比較してみ

ると、携帯電話と同様の傾向が伺える。

次に、加入事業者を選択した理由について図表

１３に示す。携帯電話・PHSに加入している世帯に

ついては、その選択した理由を、加入していない

世帯については、今後加入する場合の選択のポイ

ントとして回答してもらった。図表における値

（％）は、１番目の理由を回答した世帯を母数と

して算出した。

１）１番目の理由

前回同様に「通話エリアの広さ、つながりやす

さ」が４１％と一番多かった。それ以下も「ブラン

ドイメージ、知名度」、「基本料金および基本料金

に関わる割引サービス」と前回同様になっている。

２）２番目の理由

「ブランドイメージ、知名度」１３．６％と「基本

料金および基本料金に関わる割引サービス」

１４．５％の順位が入れ替わっているが、１番目の理

由と全く同じ理由が上位３つになっている。ちな

みに前回は「ブランドイメージ、知名度」の代わ

りに「通話料金および通話料金に関わる割引サー

ビス」が入っていた。

３）３番目の理由

「ブランドイメージ、知名度」、「友人のすすめ、

友人が持っている事業者だから」、「通話料金およ

び通話料金に関わる割引サービス」の順である。

以上、加入事業者選択の傾向としては、前回と

若干の違いはあるものの、基本的なところでは、

それほど違いはなかった。

４．移動体通信への世帯支出額について

４．１ 携帯電話、PHS、ページャーの一ヶ月あ

たり支出額

図表１４に各移動体通信の支出額をを示す。なお、

支出額には基本料金が含まれている。また世帯主

が自営業の場合は、業務に使用している場合が考

えられるので、世帯主が自営業以外の職業の世帯

のみについて集計を行った。

まず携帯電話について見てみると、もっとも多

いのは前回と同様に５，０００円から１０，０００円の間で

４４％になっている。２番目に多いのも前回と同様

に５，０００円未満であるが、３番目に多い１０，０００円

から１５，０００円との格差が前回と比べて２２％から

４％に縮まっている。最高は９６，０００円であった。

図表１３ 事業者の選択理由（N＝１，２９３）
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25,000円�
～30,000円�

30,000円�
～35,000円�

35,000円～�

また平均支出額は、８，３９８円（▲９５３円）であり、

基本料金や通話料金が低下傾向にあることを受け

てのことと推測される。次にPHSについて見てみ

ると、基本的な傾向は前回と変わらず、５，０００円

未満が一番多かった。世帯主が自営業でない場合

の最高は８４，０００円であった。平均支出額は５，６７３

円（▲６７円）であり、携帯電話ほど支出額の低下

が見られない。

携帯電話とPHSの間に見られる傾向の違いは、

�PHSの料金値下げの幅が携帯電話と比較して

小さいこと、及び

�PHSの一台当たりの通話利用量が増大してい

ること、

といった理由に起因するものと考えられる。実際

「トラヒックからみた電話等の利用状況【平成９

年度】」（郵政省、１９９８年）によると、携帯電話と

PHSにおける１加入者、１日当たりの通話時間は

平成８年度から平成９年度にかけて、携帯電話で

減少方向、PHSで増加方向の変化となっている。

このことは、移動体通信ユーザの利用動向の変化

を示すものであるが、あるいは携帯電話について

利用量が少ない層の加入割合が増加し、逆にPHS

について利用量が多い層の加入割合が増大してい

ることを示しているのかもしれない。

次にページャーについて見てみると、前回とほ

とんど傾向が変わっておらず、最高は５，０００円、

平均支出額は２，３２３円（▲９１３円）であった。

４．２ 移動電話の支出について

ここでは、携帯電話・PHSに関する毎月の支出

が加入電話や他の消費へどのような影響を与える

かを見てみる。

加入電話への影響を図表１５に示すが、前回実施

時と比べて、多少の割合の違いはあるものの、傾

向としては同じものになった。これは、この１年

間に対する変化ではなく、移動電話を使用するこ

とによって、どう変わったかをアンケートにおい

て質問しているためであり、平成１０年に新しく移

動電話に加入した人であっても、従来の傾向とお

およそ同じであることがわかる。少し内容を見て

みると、普通の電話（加入電話）の利用は半数以

上が「変わらない」で、４０％弱が「減少」してい

る。一方、「増加」も１０％弱あるがこれは、家族

が移動電話を所有することにより、屋外にいる家

族に連絡をとることが出来るようになったため、

今まで以上に加入電話を使用するようになったこ

とが、一つの原因として推測される。また、個人

の交流範囲の拡大も影響していると推測される。

図表１４ 移動体通信の世帯支出額
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参照データ�

NTT＋携帯＋PHS　N＝68

NTT＋携帯　N＝468

NTT＋PHS　N＝48

NTT＋NCC＋携帯＋PHS　N＝57

NTT＋NCC＋PHS　N＝64

NTT＋NCC＋携帯　N＝411

NTT＋NCC　N＝304

NTT加入のみ　N＝272

NTT����NCC 携帯� PHS 通信費合計�

電話全体で見ても、移動電話が新たに加わったた

め、「増えた」が７０％を占めている。

実際の電話等の通信支出額が、世帯の電話加入

状況によって、どう異なっているかを図表１６に示

す。（なお、図表中の参照データとは、総務庁統計

局の「全国家計調査」（平成１１年４月）における

通信費を示している）。この図表より、前述した

ように携帯電話を加入したからと言って、加入電

話に対して支払っている料金が少なくなるような

傾向は見られないことがわかるが、これは前述の

利用量の示す傾向と整合的である。

次に移動体通信費に対しての意識を図表１７に示

す。これはアンケートにおいて、移動体通信費を

減らすことを意識しているかどうかを質問した結

果である。こちらの図表も、前回の結果と基本的

な傾向は変わっていない。「あまり意識していな

図表１５（N＝１，２９７）

図表１６ 通信費
（単位：％）
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い」人が約４０％である。前回のアンケートの報告

にも記載されていたが、一つは基本料金や通話料

金が低下してきたために、支出額自体が減ってく

るため、意識しなくなってきていると思われる。

次に、移動電話への加入により事業者への支払

いが発生するが、その支払いを行うために、移動

体電話通信料金以外の支出および貯蓄に影響が出

ているかについて回答してもらった結果を図表１８

に示す。なお各比率は１番目の回答を行った世帯

数を母数として算出した。先の図表１７で示したよ

うに、意識を少しでもしている人の割合が、約

４０％と半数以下になっているので、そもそも半数

以上の人は、どの項目で移動電話通信料金の費用

を削減しようかとは、特に考えていないと思われ

る。その結果、「全体的に減らしているのでどの

項目とはいえない」や「収入の増加分」など、意

識をしなくてもよい項目の回答比率が高くなって

いると思われる。そして、「衣服・装飾品」「レ

ジャー費」など余裕がある場合に発生する支出項

目も回答比率が高くなってきている。逆を言えば、

比率の低い「食費」「住居関連費」などは、移動

電話の通信料金よりも支出の優先順位が高いこと

図表１７ 各世帯の移動体通信費に対しての意識（N＝１，３０３）

図表１８ 各世帯の各支出への影響（N＝１，２５３）
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になる。また前回に比べて、「収入の増加分」の

割合が減ってきているが、これはアンケート対象

世帯の年収が減少傾向にあることも一因であろう。

４．３ 料金水準

各世帯に電話料金の水準を現在（１９９９年１月時

点）を１００として、加入電話・携帯電話・PHSの

基本料金および通話料金について、どれくらいの

料金水準が理想であるか回答してもらった。その

結果を図表１９に示す。

加入電話については、基本料金・通話料金とも

４０～５０と９０～１００の２つの回答が、割合が多かっ

た。基本料金では４０～５０が３％、通話料金では９０

～１００が５％だけ、それぞれもう一方を上回って

いるものの、ほとんど同じ様な割合である。前回

の調査では、圧倒的に９０～１００での回答が多かっ

たものが、今回の調査で２つに分かれたのは、イ

ンターネット等の普及により、長時間のデータ通

信を行うため通信料金が増加し、通話料金が高い

と感じる人が増えたことが推測される。変化して

いない基本料金に関しても、より低い料金を望む

傾向が強くなっているのは、携帯電話等の料金が、

大きく低下していることの影響も考えられよう。

なお基本料金の平均は約７３（▲１０）、通話料金の

平均は７６（▲３）であった。

携帯電話については、基本料金、通話料金とも

４０～５０と回答した人が約半数を占めた。これは前

回と同じであり、傾向自体も前回と似通っている。

まだまだ基本料金・通話料金とも高いという意識

が強いようである。なお基本料金の平均は約５８

（▲５）、通話料金の平均は約５６（▲２）であっ

た。

PHSについて見てみると、基本料金・通話料金

とも４０～５０の回答がもっとも多かった。前回は、

基本料金については４０～５０の回答と、９０～１００の

回答が多く、９０～１００と回答した方が６％ほど多

図表１９ 各世帯が理想とする移動電話の料金水準
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かったのだが、今年は圧倒的に４０～５０の回答が多

くなってしまった。なお基本料金の平均は約６５

（▲９）、通話料金の平均は６４（▲３）となって

いる。

５．まとめ

今回、郵政研究所で実施したアンケートのデー

タを用いて、関東地方における移動体通信の普及

状況、利用状況について分析した。前回の調査で

は、PHSの普及率の減少が予想されており、実際

にその通りとなった。しかしながら最近の状況で

は、文字メッセージサービスをはじめ、携帯電話

との差別化を積極的に行い、加入者の減少にブ

レーキがかかってきている。一方、携帯電話も、

今までの「つながり易さ」重視から、音声通話品

質をうたい文句にする事業者も出てきており、従

来、事業者間の差を強調していなかった音声通話

についても他事業者との積極的な差別化を図ろう

としている。

また、インターネットをはじめとするネット

ワーク利用の爆発的増加により、移動体通信の分

野についても、データ通信を抜きには語れなく

なってきている。そのため各事業ともデータ通信

関連のサービスを充実させてきている。今後アン

ケート調査を実施する場合については、単純に普

及率や移動体通信の需要についてのみでなく、こ

の様に多機能化していく移動体通信についての利

用動向を調査することが、重要である。

さて、通信経済研究部では、移動体電話の事業

者にもアンケート調査を行ったが本稿では、そこ

で得られた知見と関連づけた形での分析を行うこ

とが出来なかった。移動体通信について事業者側

と利用者側の両面からの分析を行うことにより、

更に興味深い結果が得られるであろう。
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［要約］

インターネットの急速な普及やデジタル放送の実用化といった事例に代表されるように、

情報通信技術の進歩により、距離の制約を超越したグローバルな情報の受発信と大量の情

報の受発信、文字、音声、映像などの多様な形式のコミュニケーションを可能になった。

このような傾向が指し示す将来図とは「高度情報通信社会」の実現であろう。

「高度情報通信社会」では、情報・知識の自由な創造、流通、共有化こそが、社会活動

の中核になると言われている。そのような社会活動を活性化させるには、情報・知識の自

由な創造、流通、共有化の経済的価値を担保する社会システム＝言い換えれば、知的所有

権制度による経済的価値の「保護」と「活用」のバランスが重要な問題となってくる。

本稿では、ネットワーク上で流通するデジタル情報のうち、一般に「作品」と言う言葉

で取り扱われる音楽、劇映画、放送番組、コミック等のいわゆる娯楽を主目的としたコン

テンツに焦点を当て、その流通の際の権利処理や流通構造における問題を、デジタル化、

ネットワーク化の影響のあり方の視点から把握し、権利処理制度上や流通構造上の課題に

整理することによって、今後の「高度情報通信社会」具体化への方向性の概要を検討する

ことを目的とした。

第１にコンテンツ業界の権利に関わる構造をモデル化することによって、モデルに視点

からデジタル化・ネットワーク化のインパクトの整理を行った。

第２にコンテンツ業界に様々な方法でヒヤリングを行うことによって、デジタル化・

ネットワーク化によって引き起こされた著作権に関わる問題点を明らかにした。これらの

問題は「デジタル化・ネットワーク化により生じた問題」「従来から存在はしていたがデ

ジタル化・ネットワーク化により顕在化した問題」「デジタル化・ネットワーク化に対応

する上で避けては通れないコンテンツ流通構造上の問題」に３つに分けた上で、各問題に

対する認知度や課題としての認識度を整理した。同時に各問題に関して評価しうる解決方

策を聞くことで、今後のデジタルコンテンツ流通の在り方を整理した。

その結果、今後のデジタルコンテンツ流通の在り方として３つの基本方向が明らかに

なった。第１に「法制度や技術的アプローチによる新しいメディア環境への対応」であり、

高度情報通信社会に向けたデジタルコンテンツ流通のあり方
（デジタルコンテンツの著作権に関連して）（中間報告）

郵政研究所情報通信システム研究室担当研究官 杉原 芳正

調査・研究
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１．はじめに

インターネットの急速な普及やデジタル放送の

実用化といった事例に代表されるように、情報通

信技術の進歩により、あらゆる情報がデジタル化

され、ネットワークを通じて、瞬時に世界中に流

通する状況が到来している。

この状況を作り出している大きな流れは２つに

分けられる。第一に、情報通信技術の進歩により、

通信の帯域に関する資源制約がなくなりつつある

ことである。第二にデジタル化による多様な形式

のデータの融合が進み、データ伝送・処理コスト

が劇的に低下したことである。この２つの要因は

距離の制約を超越したグローバルな情報の受発信

と大量の情報の受発信と同時に、文字、音声、映

像などの多様な形式のコミュニケーションを可能

にした。このような傾向が指し示す将来図とは

「高度情報通信社会」の実現であろう。

「高度情報通信社会」とは、人間の知的生産活

動の所産である情報・知識の自由な創造、流通、

共有化を実現し、生活・文化、産業・経済、自

然・環境を調和しうる新たな社会経済システム１

である。「高度情報通信社会」においては、情報

通信ネットワーク上に展開する諸活動が現実社会

の諸活動に大きな影響を与え、さらには、現実社

会の諸活動をも包摂してしまうほどの拡大を見せ

ると考えられる。

ここでは、簡単に高度情報通信社会の特徴を以

下の視点から整理することとする。

�１ 「情報・知識」の交流は距離・時間の制約か

ら解放される。

情報通信の発展により、人の知的生産活動は距

離・時間の制約から解放されることが考えられる。

例えば、情報通信を利用することで、人は職場や

住居を自由に選ぶことが可能になる。米国では、

ホワイトカラー中産階級が都市郊外から小さな都

市や田舎に移り住む現象が注目されている。この

小都市や田舎への回帰は２つの情報通信技術の利

用によってもたらされている。ひとつは職場や家

庭の隅々にまでインターネットが普及し、いつで

もどこでも情報を入手し、取り交わすことができ

るようになり、仕事や生活の場が自由に選択でき

るようになったことである。もうひとつは情報シ

ステムによる輸送サービスの革新により、

「Overnight Shipping」が実現し、どこでも指定

した日・時間に物や書類を届けることができるよ

うになったことである。

�２ 物財に対する「情報・知識」の価値の割合が

拡大する。

一つの製品（物財）に着目した場合、製品の価

値全体の中で「情報・知識」の占める割合が非常

に高まることが考えられる。

最近では、以前では機器や回路で実現していた

機能をコンピュータプログラムで実現することが

多くなった。力学や電磁気学の法則に基づいて動

作するハードウエアに代わって、論理学を応用し

たコンピュータプログラムがその役割を果たすよ

うになってきている。例えば、デジタルテレビの

場合、開発費の過半数がプログラム開発費に投じ

第２に「コンテンツ流通市場の開放性の確保と活性化」であり、第３に「教育・啓蒙によ

る倫理感の向上」である。

１ 高度情報通信社会推進に向けた基本方針（高度情報通信社会推進本部・１９９８．１１．９）
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られていると言われている。その場合、テレビの

生み出している価値の源泉は、ブラウン管などの

ハードウエアではなく、「情報・知識」の定着で

あるソフトウエア（プログラム）にあると言える。

高度情報通信社会では、このような傾向がますま

す強まると想定される。

�３ 「情報・知識の内容」と「情報・知識の形態」

が分離する。

デジタル化による多様な形式のデータの融合が

進められている。今や、「情報・知識の内容」と

「情報・知識の形態」の関係は分離されていく方

向に進んでいる。これは、ネットワークを全く意

識せず、「情報・知識の内容」に即してネットワー

クが棲み分け利用される形態で、情報・知識が流

通することを意味する。その結果、さらに「情

報・知識の内容」固有の価値が重要視されていく

ことになると思われる。

例えば、機器や回路の機能を代替して価値を生

み出すプログラムがネットワークの形態に依存せ

ず、一瞬にして世界中に配信され複製される。そ

の上、デジタルのため、オリジナルと複製物には

全く違いはない。もはや「複製物」という概念自

体の存在が疑わしい状況が存在している。

３つの視点から検討して、これからは情報・知

識の自由な創造、流通、共有化こそが、社会活動

の中核になると言われている。そのような社会活

動を活性化させるには、情報・知識の自由な創造、

流通、共有化の経済的価値を担保する社会システ

ム＝言い換えれば、知的所有権制度による情報・

知識の経済的価値の「保護」と「活用」のバラン

スをどのように考えるかが重要となってくる。今

や来るべき「高度情報通信社会」に対応した情報・

知識の流通の新しい在り方が必要とされている。

著作権制度を中心に様々に発生している今日的問

題もその証左と言えよう。

本稿では、ネットワーク上で流通するデジタル

情報のうち、一般に「作品」と言う言葉で取り扱

われている音楽、劇映画、放送番組、コミック等

の娯楽のコンテンツに焦点を当て、その流通の際

図表１ 通信の帯域の急速な拡大とデータ形式の融合の影響

出所）産業情報シンポジウム講演資料（池田信夫・９８年１０月３０日）より一部修正
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の権利処理や流通構造における問題を、デジタル

化・ネットワーク化の影響のあり方の視点から把

握し、権利処理制度上の課題や業界構造上の課題

に整理することによって、今後の「高度情報通信

社会」具体化への方向性の概要を検討している。

なお、ここに掲載する研究内容や意見は執筆者

個人に属し、郵政省、あるいは郵政研究所の公式

見解を示すものではない。

本稿の執筆にあたり、慶応義塾大学環境情報学

部教授の苗村憲司先生よりご助言をいただきまし

た。

また、５海外のコンテンツ業界の構造に関して

は映像新聞社の清水計宏編集長よりご助言をいた

だきました。

紙面を借りて厚く御礼申し上げます。

２．調査研究の問題意識

調査研究を進めるに当たって、次のような問題

意識を設定して検討を進めた。

�１ ネットワーク上で流通するものは何か

ビット列としてネットワークを流れる「情報」

を捉えた場合、その情報の内容には大きく次のよ

うに分類できる。

�１ データ、または、複数のデータを束ねた

データベース

�２ 表現、言い換えれば、音声、映像（静止画、

動画）、テキストによる単独かもしくはそれ

らが組み合わされた表現。これらの多くは、

従来から「作品」と言葉で括られてきた。

�３ コンピュータソフトウエア

いずれもネットワークによる流通（配信）が実

現化すれば、大きな社会的な影響を引き起こすも

のであり、デジタル化、ネットワーク化に関して

多くの議論がなされている分野である。

とりわけ、「作品」と言われるような音楽、映

像、テキストの表現物を作成している産業は、従

来からコンテンツ産業と言われ、情報・知識の自

由な創造をそのまま産業のコアとして具現化して

いることから、高度情報通信産業の中核産業にな

ると期待されている。すでにその傾向は現在でも

起こっており、例えば、米国知的所有権同盟９８年

度版報告書によると、「コア著作権産業（コンテ

ンツ産業にコンピュータソフトと広告業を加えた

もの）」は、９６年のGDPの３．６５％（２，７８４億ドル）

を占め米国最大の産業に成長しており、９６年のソ

フト産業の海外売上高は６０１億ドル（内コンピュー

ターソフトは３４８億ドル）で、初めて農業（５９８億

ドル）、自動車（５３３億ドル）を抜いている。本調

査では、この産業分野に焦点を当て、検討を行っ

図表２ 著作権を中心に発生している今日的な問題

○昨年末我が国で初めて、コンピュータソフトを違法複製し、CD－ROMで販売した者が逮捕さ

れる。

○MP３ファイルによる人気曲の無断配信に対して初の逮捕者が出る。

○中古ゲームソフトの著作権を巡る訴訟で販売店側が勝訴する。

○米の権利保護団体は全世界でのコンピュータソフト違法コピー率は３８％、著作権侵害による被

害総額は９８年で１１０億ドルと試算している。

○米国でインターネット上のホームページの「フレーム内へのリンク」は著作権侵害であると新

聞社が提訴した。その後、被告はサービスを中止し、和解で解決した。

○米国でパソコン通信での著作権侵害に対し、「侵害を知って放置した」として侵害者に加え、

プロバイダーも有罪とする判決が出た。

○インターネット上で、写真や音楽等著作物の違法複製物が公開されている。中には、顔と体を

すげ替えた写真などの違法改竄が行われているものもある。
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た。

�２ 現在まで、どのようなシステムデザインが行

われてきたのか。今後、どのようなシステム

デザインが行われていくのか

情報・知識の流通、共有化の経済的価値を担保

する社会システム、とりわけ、�１で�１から�３に示

したものの知的財産権の保護には著作権制度が大

きく関わっている。

著作権制度とは、「著作物には著作者の思想・

感情、すなわち個性が現れ、多様性を有するとこ

ろに文化的な価値がある。他人の模倣では個性・

多様性は生じないのであって、社会として、個

性・多様性を確保するため、著作物の実質的な部

分について、模倣を禁止する」考え方に立ってい

る。同時に、法の目的として、著作権の利用によ

る文化の発展と、著作者の人格的・経済的利益の

確保の調和を図ることがうたわれている。

また、著作権制度は創作性のある「表現」を保

護するものであり、表現されていない思想・感情

や、単なる事実・データは対象外としている。ま

た、表現行為は、本来、文化の領域に属し、産業

的色彩が薄いため、原則として行政庁は権利付与

に関与しない。そのため、著作権は登録等の形式

行為を必要とせず、創作と同時に発生するという

立場をとっている。

歴史的に見れば、著作権制度は１５世紀の印刷技

術の実用化を契機として、出版物に関する検閲と

引換に出版者の利益を守る制度として出発した。

その後、小説、音楽、絵画等を創作した者の権利

として「著作権」を再定義し、さらに著作物の公

衆に伝達するための重要な役割を果たしている者

を「著作隣接者」と定めて、実演家やレコード製

作者や放送事業者などコンテンツの流通に関わる

者を権利保護の対象に加えてきた。（苗村〔１９９８〕）

著作権制度は過去の枠組みを堅持しつつ、新技

術登場のつど、新たな権利対象や権利内容を拡張

する微修正を積み重ねており、近い将来という視

点に立てば、システムデザインの方法には変化が

ないとした前提の上で本検討を進めている。

�３ コンテンツの権利を巡る構造はどのように

なっているのか

コンテンツが流通することに伴い、コンテンツ

の流れ、そのコンテンツに対する対価の流れ、権

利の流れを整理して、コンテンツ流通に関する構

造を検討した。また、その構造からデジタル化・

ネットワーク化の影響を整理した。

�４ 関係する業界において、どのような問題が発

生しているのか。どのような解決方策が期待

されているのか

この問題に関しては文献調査、関係業界に対す

る対面方式によるヒヤリング、書面による簡易ヒ

ヤリングによって明らかにした。また、海外の業

界状況との比較を行うことで我我が国のコンテン

ツ流通に関わる問題の整理を行った。

３．対象となるコンテンツ産業の構造的把握

３．１ ここで議論するコンテンツとは

一般的に、英単語のcontentを和訳すると「（箱

などの入れ物の中に入る）中身・内容物」を指す

が、情報化社会論の立場から言えば、情報の内容

として取り扱われることが多い。

本稿で議論するコンテンツとは「メディアを通

じて広く人々に娯楽等の目的に利用される表現物

（著作物）」であり、かつ「コンテンツ流通が経

済活動として行われ、市場を形成している」もの

とする。本稿における「コンテンツ」に関連して

いる各業界は、既に一般に「メディア産業」と呼

ばれている業界群を形成し、業界分野毎に、独自

の流通構造・権利処理の慣習を有している。
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コンテンツを「消費される時の情報の形態」に

注目して分類して示すと以下の様に分類すること

ができる。

３．２ 流通構造モデルの設定

著作物の視点による分類は、コンテンツ業界別

の個別産業論として、その業界構造・業界特性・

課題等について既に様々な議論が展開されている

ところである。しかし、今後進行するであろうコ

ンテンツのデジタル化、ネットワーク配信への対

応を踏まえると、一つのデジタル化されたコンテ

ンツを様々な媒体上で商品化すること（マルチ

ユース化）が想定される。この場合の権利保護／

権利処理のあり方を、既存の著作物の範疇（レ

コード／映画／放送番組／小説／コンピュータプログ

ラムなど）に当てはめる場合、元データは１デジ

タルファイルでありながら、ケース・バイ・ケー

スで、全く異なる事業者・団体等が全く個別に権

利保護・権利処理業務を行うという業務の重複・

複雑化が生じ、さらに複雑化した業界構造が、全

体としての活力を奪いかねない。

従って、本稿においては、このようなマルチ

ユース化が進んだ場合の権利保護・権利処理のあ

り方を議論するために「制作・流通のプロセス別」

で分類することにより、共通の構造を議論するこ

ととする。コンテンツ制作・流通プロセスの段階

（機能）を、デジタルコンテンツの制作・流通を

念頭において整理し、その特徴を検討すると、次

の図表４のとおりとなる。

上記に示したコンテンツビジネスにおける機能

と、コンテンツの流れ、対価の流れ、権利の流れ

等の流通構造を図化すると、デジタル化に対応す

る以前のコンテンツ業界は、以下の図表５のよう

に示すことが出来る。

これまでのコンテンツ業界においては、コンテ

ンツの複製・加工には、高度な技術と高価な設備

等が必要であり、さらに複製に伴う品質の劣化が

大きな課題であることから、コンテンツの複製は

相応の売上が見込まれる商品に限定されていた。

また、原盤制作機能（マスタクリエイタ）の設

備投資負担が非常に大きく、この機能は大手のレ

コード会社や映像制作会社の中の一部門として内

製化され、事業者としては、マスタクリエイタと

ディストリビュータが１社として機能していたこ

とが分かる。

言い換えれば、今までの流通構造は、素材制作

図表３ コンテンツの分類（消費される時の形態別）

消費される時の情報の形態 メディアの視点 著作物の視点

映 像 系 静 止 画 映画

ビデオ

地上波テレビ

衛星テレビ

ケーブルテレビ

マルチメディア

（パッケージ）

写真

イラスト

コミック

劇映画

各種の放送番組

（バラエティー番組）

（ドキュメンタリー）等

動 画

音 声 系 音楽

ラジオ

楽曲

ラジオ番組

テ キ ス ト 系 雑誌

書籍

新聞

雑誌記事

新聞記事

小説 等
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著作権使用料�

※一般的には同一事業者�

著作権使用料�

コンテンツの再加工に伴う著作権使用料�

契約内容次第�
でコンテンツ�
原盤権を提供�

�
コンテンツ�
原盤使用料�

加工済みの�
コンテンツ�
原盤の提供�

権利処理仲介機能�

（エージェント）�

素材制作機能�

（クリエイタ）�

コンテンツの再加工�
に伴う著作権使用料�

素材制作機能内での�
コンテンツの再加工�

制作されたコンテンツの提供�

コンテンツの流れ�

対価の流れ�

権利の流れ� 一般ユーザー�

コンテンツの�
提供�

コンテンツ提供サー�
ビスの対価�

コンテンツ販売機能�

（ディストリビュータ）�

原盤制作機能�

（マスタクリエイタ）�

機能（クリエイタ）／原盤制作機能（マスタクリエ

イタ）＋コンテンツ販売機能（ディストリビュー

タ）／権利処理仲介機能（エージェント）の３者間

で構成され、コンテンツの再加工等が生じた場合

でも３者間で完結していたと言える。

３．３ モデルから見たデジタル化・ネットワーク

化のインパクト

コンテンツの流通構造を権利の視点からモデル

化して示したが、これから進展するデジタル化・

ネットワーク化の中で、各機能はいかなる影響を

受けるのであろうか。

デジタル化・ネットワーク化の影響は以下のよ

うにまとめられる。

�１ デジタル技術の発達により、コンテンツの

制作作業がデジタル機器で行われ、デジタル

化されたコンテンツの制作が容易にかつ安価

となった。その結果、コンテンツ制作に必要

図表５ コンテンツの権利に関わる流通構造（現状）

図表４ コンテンツ流通の機能分化

機 能 役 割 具 体 例

素材制作機能

（クリエータ）

曲、歌詞、静止画、シナリオ、小説、記事、プロ

グラム等の最終的なマルチメディアコンテンツの

素材となるコンテンツを制作する（映画制作にお

けるクラシカル・オーサーに相当する）。

作詞家・作曲家・ミュージシャン・シナ

リオライター・グラフィックデザイ

ナー・原作作家・記事記者・システムプ

ランナー・プログラマーなど

原盤制作機能

（マスタークリエータ）

コンテンツを加工・編集し、付加価値の高いコン

テンツの原盤を制作する（映画制作におけるモダ

ン・オーサーや編集プロダクションに相当する）。

各レコード会社のレコーディングスタジ

オ、映像編集スタジオ、番組制作プロダ

クション

コンテンツ販売機能

（ディストリビュータ）

コンテンツの原盤を複製、もしくは媒体に載せ、

一般ユーザーにコンテンツを流通・販売する。

レコード会社、放送局、映画配給会社、

出版社

レコード等コンテンツ卸会社

権利処理仲介機能

（エージェント）

著作権者に代わって、コンテンツの権利処理事務

を行う。対象となる権利としては著作権や著作隣

接権を挙げることができる。

日本音楽著作権協会、日本シナリオ作家

協会、日本書籍出版協会など
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な技術的知識（ノウハウ）やコストの重要性

が相対的に低下し、技術的知識がない場合で

もアイディアや意欲があれば、クリエイタと

なりうる環境が整備されつつある。

�２ デジタル技術の発達によりデジタル化され

たコンテンツの複製・改変が簡単になった。

その結果、既存のデジタルコンテンツを素材

とした「編集コンテンツ」が増加し、権利関

係が複雑化してきている。また、デジタルコ

ンテンツの「編集による独自性」が注目され

るようになり、マスタークリエイタが著作権

を主張し、流通構造内での影響力が増すケー

スが発生している。

�３ インターネット等のデジタルネットワーク

の普及により、安価・高品質のデータ流通が

実現し、これに伴い国内においても流通範囲

が飛躍的に拡大している。その結果、既存の

流通経路以外の販売チャネルとしてデジタル

ネットワークが台頭し、クリエータやマス

タークリエイタが直接コンテンツ販売機能の

一部を担うケースが出てきている。また、フ

リーウエアやシェアウエアのように従来の流

通構造自体から逸脱してしまうコンテンツが

出現している。

�４ インターネットでは、国境を越えたアクセ

スが非常に容易である。衛星通信など新しい

手段では従来のネットワークの規模を遙かに

越えた情報配信が可能になってきている。こ

のようにコンテンツの流通に関して国境とい

う概念があいまいになってきている。フロー

に示した権利のやりとりやディストリビュー

タのビジネス範囲も基本的に国境を越えるも

のではなく、新しい状況に対して、従来の仕

組みでは対応できなくなってきている。

�５ コンテンツのデジタル化により、既存のコ

ンテンツ種別（メディア別・流通形態別）の

意味合いが希薄になった（通信技術上は、全

てのコンテンツをデジタルデータとして取り

扱えるようになった）。その結果、既存のコ

ンテンツ分野（映画・音楽 等）による区別

の意味合いが希薄となり、各仲介団体の業務

領域の仕切が不明確になりつつある。

このような状況下では、以下の変化が起こる可

能性があると推察される。

�１ 従来、注目されることのなかった原盤制作

機能（マスタクリエイタ）が、デジタル化・

ネットワーク化の進展と共に、より重要にな

る可能性がある。例えば、従来は同一事業者

内に原盤制作機能とコンテンツ販売機能が存

在していたが、今後は原盤制作機能に特化す

る事業者が増加する可能性がある。

�２ 素材制作機能（クリエイタ）／原盤制作機能

（マスタクリエイタ）の機能は重要視される。

同時に、この機能に対応するプレーヤの数は

大幅に増加すると思われる。デジタル化・

ネットワーク化により「万人が著作権者にな

りうる時代」が到来する可能性が高い。

�３ ディストリビュータ、エージェントには従

来の大幅な機能の高度化に加えて、新しい機

能を求められることが予想される。

前ページに示したコンテンツの流通構造を、デ

ジタル化・ネットワーク化を考慮し、加筆修正し

たものを次ページに示す。さらにデジタル化に対

応してできた私的録音補償金制度の要素を付加し

た。

しかし、この図表はあくまでもデジタル化の影

響は考慮しているが、ネットワーク化の影響や

「私的録音録画補償金制度」の枠外であるコンテ

ンツの流通の姿を示したものではない。ネット

ワーク化の影響やディストリビュータ機能やエー

ジェント機能の今後の姿については更なる検討が

必要かと思われる。
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私的録音補償金�

（社）私的録音補償金管理協会（SARAH）�

権利処理仲介機能�
（エージェント）�

コンテンツの再加工�
に伴う著作権使用料�

素材制作機能�
（クリエイタ）�

制作されたコンテントの提供�

コンテンツの再加工に伴う著作権使用料�

著作権使用料�

コンテンツ販売機能�
（ディストリビュータ）�

原盤制作機能�
（マスタクリエイタ）�

加工済みの�
コンテンツ�
原盤の提供�

再加工に　�
伴う著作隣�
接権利用料�

契約内容次第�
でコンテンツ�
原盤権を提供�

�
コンテンツ�
原盤使用料�

コンテンツの�
再加工�

コンテンツの提供� コンテンツ提供サービス�
の対価�

一般ユーザー�
デジタル記録媒体代金�

デジタル記録媒体メーカー�
私的録音補償金�

コンテンツの流れ�

対価の流れ�

権利の流れ�

４．コンテンツ流通のデジタル化・ネットワーク

化に伴う問題点

コンテンツのデジタルネットワーク流通に関す

る問題点に関しては、現在、多方面で多くの議論

が積み重ねられているが、問題の整理軸の設定や、

階層構造的な問題点の整理がなされておらず、体

系的、網羅的に問題点を整理した事例がまだない

のが実状である。そこで、本章では、文献収集、

関係者ヒアリングを通じて、問題の整理軸として

次に示す３つの軸を設定し、更にその軸の内容を

細分化することで問題点を整理した。

まず、問題を「デジタル化・ネットワーク化に

より生じた問題」と「従来から存在はしていたが、

デジタル化・ネットワーク化により顕在化した問

題」「デジタル化・ネットワーク化に対応する上

で避けては通れないコンテンツ流通構造上の問

題」の３つに大別して検討を進めた。

４．１ デジタル化・ネットワーク化により生じた

問題

４．１．１ デジタル複製・伝送による著作権侵害の

問題

デジタル化されたコンテンツは、複製が容易、

改変・加工が容易、伝送が容易、劣化しにくいと

いう特徴を持つ。デジタル機器によるコンテンツ

制作や、デジタル技術を利用したコンテンツの流

通が進むことによって、「著作権者が他人に著作

物の複製を許諾する権利」である「複製権」が侵

害される可能性が高まっている。具体的な問題例

としては、以下の項目が指摘されている。

�１ メモリー等への一時的蓄積

複製の概念をコンピュータのメモリー等への一

時的蓄積を含むかどうかもデジタル化・ネット

ワーク化時代の著作権の主要な論点の一つである。

コンテンツがネットワーク流通する場合を考える

場合、どのようなネットワークにおいても、コン

ピュータのメモリーに一時的蓄積を伴うこととな

る。

図表６ コンテンツの権利に関わる流通構造の将来像

（デジタル化に対応してできた私的録音補償金制度を考慮した場合）
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メモリー等への一時的蓄積を複製という概念に

含めるのであれば、ネットワーク上のコンテンツ

の利用に対して、権利が及ぶことになる。しかし、

「単なる通信の媒介において必要な複製が含まれ

ると権利があまりに強力となり、技術発展を阻害

する」との議論もあり、まだ決着を見ていない。

�２ MP３による音楽配信

MP３はデジタル音楽のフォーマットで、CD並

の品質の音声データを１／１０程度に圧縮する。高

音質・高圧縮率であることに加え、オープンな規

格なため、誰でも自由にMP３フォーマットで音

楽ファイルを作成・公開できる。そのため、１９９７

年頃から国内外においてMP３フォーマットの音

楽ファイルをアップロードしたホームページが増

加している。デジタル化・ネットワーク化の進展

によって、コンテントをパッケージメディアにす

ることなく配信という形で一般ユーザーに届ける

ことができる、先進的事例の一つとして注目を集

めている。

しかし、一方で、MP３は著作権保護について

の技術的措置はとられていない規格であり、また

インターネット上で公開されているMP３は著作

者・著作隣接権者から複製・公衆送信・頒布等に

ついて許諾を得ていない違法なものも多いことか

ら、既存の権利者側から権利侵害として問題視さ

れている。

�３ ホームページの不正リンク

インターネットの爆発的普及の中で不正なリン

クという、複製とも伝送とも異なる新たな権利利

用（及び権利侵害）の態様を生むに至っている。

米国のトータルニュース社は自分のホームペー

ジから他の新聞社等のメディアのホームページに

無断でリンクを張り、自社のホームページ利用者

が他社のホームページのニュースを呼び出せるよ

図表７ コンテンツ流通のデジタル化・ネットワーク化に関わる問題点の階層的整理

デジタル複製・伝送による著作

権侵害の問題コンテントのデジタル

化・ネットワーク化に伴

い発生した問題 通信と放送の融合に関連する問

題

複数の著作権が及ぶコンテント

の権利処理の問題

権利管理団体のあり方に関する

問題従来から存在はしていた

が、デジタル化・ネット

ワーク化により顕在化し

た既存の問題

国境を越える権利侵害の問題

中古市場への対応の問題

著作権への意識の低さの問題

コンテント流通における不公平

感の蔓延
デジタル化・ネットワー

ク化に対応する上で避け

ては通れないコンテント

流通の構造的問題 権利管理業務の合理化への遅れ
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うにしていた。

これに対し、無断でリンクを張られた新聞社等

のうち、ワシントン・ポスト、タイム、CNN、

タイムミラー、ダウジョーンズ、ロイターの６社

は、「著名な新聞社等が集めたニュースや番組素

材を盗用し、それにただ乗りして広告収入を得る

という海賊行為にほかならない」として、著作権

侵害、登録商標侵害、不実表示、虚偽広告違反、

不正目的使用等で１９９７年２月ニューヨーク市の連

邦地裁に提訴した。結局、フレーム使用の禁止や

新聞社等のロゴ等の使用禁止等を条件に６月に和

解が成立した。

４．１．２ 通信と放送の融合に関連する問題

現在では「インターネットラジオ」のような、

今まで別の媒体として扱われてきた「通信」と「放

送」の中間に位置づけられる利用形態が登場して

きた。このため、「通信」や「放送」に関する既

存の権利保護・権利処理の考え方が適用できない

事例が発生している。具体的な問題としては、以

下の項目が指摘されている。

�１ CSデジタル放送による音楽チャンネル

現行著作権法では、著作者は複製のみならず、

放送に関しても許諾権（著作権法２３条）を有して

いる。一方、レコード制作者は著作隣接権として

複製権（著作権法９６条）は有するが、放送に対す

る使用許諾権（放送に使用した際の使用料を受け

る権利はある。同法９７条）を持たない。そのため

CSデジタル放送の音楽チャンネルが放送か配信

かは大きな問題となる。また、レコード会社に

とっては、本業である音楽CDの販売と、そのCD

の放送の関係は、後者が前者を阻害する関係にあ

る。

米国では、１９９５年１１月に制定されたデジタル演

奏権法により、デジタル放送でCDを使用する場

合「一番組で一枚のCDから３曲以内」等のルー

ルが定められている。また、番組内容を事前通告

する内容の放送サービスの場合は、レコード会社

に許諾権がある。

�２ プロバイダーの法的責任

著作物を著作者に無断でウェブサイトにアップ

ロードした場合などにおいて、そのサイトのプロ

バイダーに著作権侵害の責任があるかについては、

日本ではまだ裁判例はない。

なお、米国では１９９８年１０月に成立した「デジタ

ル・ミレニアム著作権法」で、ネット上の著作権

侵害に関するプロバイダーの権利２が明確化され

ている。例えば伝送・蓄積等が自動的処理技術に

よって行われる場合はプロバイダーは免責される。

�３ 放送事業者の送信可能化権

公衆送信に関して、著作権者や実演家、レコー

ド制作者に関しては、送信可能化権が認められて

いるが、放送事業者は送信可能化権が認められて

おらず、インターネットのホームページ上に放送

局の制作したコンテンツがアップロードされてい

ても、放送局としては権利が主張できない状態に

なっている。

４．２ 従来から存在はしていたが、デジタル化・

ネットワーク化により顕在化した問題

４．２．１ 複数の著作権が及ぶコンテンツの権利処

理の問題

パソコン・デジタルAV等のデジタルコンテン

ツ関連機器の急速な普及に伴い、デジタルコンテ

ンツが容易に改竄・編集される可能性が高まって

いる。原著作物の改変・加工・組み合わせに創作

性が認められれば２次（３次……n次）著作物と

なり著作権が発生する。その場合、現状では、関

２ デジタル・ミレニアム著作権法５１２条
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連する権利が多層に渡り、権利処理が極めて煩雑

となる。具体的な問題としては、以下の項目が指

摘されている。

�１ 放送番組の二次利用の課題

テレビ放送番組のように、それ自体多くの著作

物を含み、また多くの著作者・著作隣接権者との

関わりを持って制作されたコンテントを二次利用

する際は、煩雑な権利処理が円滑な二次利用の推

進を妨げかねない３。一方で映像の実演家の権利

を法的に守るべきとの意見も主張されており、こ

の問題は将来的にも大きな課題であると言える。

�２ 新しいメディアへの二次利用の課題

特に新しいメディアが登場すると、それまでの

既存メディアとは異なるルール導入を目指して関

係各団体が交渉を求めるため、新たなルール策定

に時間がかかることになる４。

４．２．２ 権利管理団体のあり方に関する問題

小説、放送用脚本、映画用脚本、音楽という著

作物に関してはそれぞれ文化庁長官の指定を受け

る仲介業務団体５が存在する。又、音楽の私的録

音、音楽レコードの二次使用、出版物の複写につ

いてもそれぞれ著作権等を集中的に処理する団体

が存在しており、著作権及び著作権に関わる情報

と資金が著作権を仲介・管理・集中処理する団体

に集中している。

権利処理の一元化は合理的な権利処理が可能で

著作権者らの権利を守りやすいといった議論の一

方で著作物の自由な利用といった視点での議論も

発生している。つまり、こうした著作権集中処理

団体は、各分野で一つずつしか存在しないいため、

自由競争のメカニズムが機能しない状況では「権

利者と利用者双方の求めるサービスが適正価格で

迅速に提供されない。」「新しい利用形態への対応

や使用料の改定が十分に行われておらず、利用者

からのサービス付加の要求に柔軟に対応できてい

ない。」と言う主張をする権利者６や利用者が現れ

てきている。

さらには新しいメディアの登場に従来の著作物

の種類に準じた仲介業務の管理手法が対応できる

かといった議論も行われている。

４．２．３ 国境を越える権利侵害の問題

著作権保護に関する国際的な枠組みはベルヌ条

約、又は、万国著作権条約で記載されており、こ

れに関する事務は世界知的所有権機関（WIPO）

が行っている。しかし、各国の著作権法の記述や

権利処理の仕組みにはそれぞれ差異があり、今後、

デジタル衛星放送やインターネット等を経由して

コンテンツが自由に国境を越える時代を迎えて、

多くの問題が発生することが予想される。

現実の例として、デジタル衛星放送が普及し、

各国のコンテンツが国境を超えて視聴されるケー

スが生じている。この場合、制作国以外では無料

３ テレビ放送番組制作の際は、通常１回のテレビ放送についての権利処理しか行わない。そのため、二次利用をするためには改め
て個別の権利処理が必要な場合が多い。番組制作時に二次利用を含めたすべての権利を買い取るのは不可能という。なぜなら、
権利者団体とのルール上許されないものもあるし、そうでなくても二次利用に確たる成算がない場合はコスト面で大きな危険を
抱えるからである。（高橋正彦「放送番組における著作権と著作隣接権の概要―難しい放送事業者の資産利用―」『知財管理』Vol.
４８ No. １ １９９８）

４ テレビドラマや映画のVTR化については小売価格の１．７５％が脚本使用料となると文化庁認可の規定に定められているが、DVD
化に際しては、日本脚本家連盟が料率の見直しを求めている。そのため邦画のDVD化は洋画と比べて遅れているのが現状であ
る（日経流通新聞１９９７／２／６、日本経済新聞１９９７／１０／１６、１９９７／１２／１６、１９９８／１０／８）。

５ 「著作権に関する仲介業務に関する法律」（昭和１４年法律６７号）によって、定められている著作権に関する管理業務を行う団体は
次の４つである。�社日本音楽著作権協会・�社日本文芸著作権保護同盟・�協日本脚本家連盟・�協日本シナリオ作家協会

６ 音楽家の坂本龍一氏は朝日新聞紙上で「ネットワークによる作品の発表が可能となった現在、自分の作品をいつ、どこで、どの
ような方法で発表・提供するかの自由も必要である。文化的な豊かさは作者の精神的自由が保障されないところにはあり得ない
からである。」との意見を表明している。（朝日新聞１９９７／３／４）
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でコンテンツの視聴ができ、また、容易に当該国

以外で複製、頒布することが可能である。

著作権法の記載されている著作権の有効期間は

各国毎に異なり、国際的な著作権に関する条約は

全ての国が批准しているわけではない。このため、

海外に設置してあるサイト（インターネット情報

源）からコンテンツをダウンロードした場合、国

内法の運用とのギャップが生ずる可能性がある。

�１ 国境を越える放送・送信

現行著作権法上、放送は公衆によって直接受信

されることを目的とすることを要件としている。

しかしもっぱら日本国外の公衆に直接受信される

ことを目的として送信が行われる場合、日本の著

作権法の放送等の権利が働くかについては明らか

になっていない７。

なお、EUは１９９３年９月の「衛星放送と有線再

送信に適用される著作権・著作隣接権に関する

ディレクティブ」の前文で、放送衛星による公衆

への送信と通信衛星による公衆への送信との間の

区別がもはや正当でないことを認めている。同

ディレクティブ（指令）では、加盟国間において

は、衛星からの送信に対して発信国の法律が適用

されることを明確にしている。また、いずれの国

もこの伝達行為について著作者に許諾権を与えな

ければならない（強制許諾制度の禁止）としてい

る。

�２ インターネットにより国境を越える著作権

著作権に限らず法制度は国毎に異なる。一方で、

インターネットにはそもそも国境という概念が乏

しく、インターネット上で紛争が生じた場合はど

この国で生じた紛争かが不明瞭である。そのため、

ネット上の法的紛争においては、どこの国の法律

が適用されるか、という準拠法と、どこの国の裁

判所で審理できるか、という裁判管轄権とが問題

となる。

インターネット上での著作権侵害行為は、どの

時点の行為を著作権侵害ととらえるかによって準

拠法が異なるなど不明確な点が残っているのが現

状である。一方、裁判管轄権は、原則としては被

告の住所地、義務履行地、不法行為地などの原則

によって定められる８。しかし、インターネット

と裁判管轄権については、日本ではまだ判例はな

い９。

４．２．４ 中古市場への対応の問題（頒布権の問題）

８０年代後半から急速な成長を遂げたゲームソフ

ト（パッケージ）市場では、供給されるコンテン

ツがプログラム・CG・デジタル音楽等のデジタ

ル化されているが故に、中古品と新品の機能的な

差異は全くなく、中古品市場が新品市場を圧迫し

ているという指摘が存在している。

一方、現行の著作権法においては、頒布権の範

囲（現行法では映画の著作物のみ）や頒布権の消

尽（ファースト・セル・ドクトリン）に関する記

述がゲームソフトのようなデジタルコンテンツを

想定したものではないことが明らかである。この

ように従来の法制度では検討されていない局面で

の権利の衝突が多発することが想定される。

４．２．５ 著作権への意識の低さの問題

コンテンツ産業の一部においては、依然として

業界としての古い商慣習（徒弟制度に近い研修制

７ 著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキンググループ検討経過報告
８ 民事訴訟法４条、５条
９ 米国では、州の裁判管轄権について（どの州が裁判管轄権を有するかについて）多くの判例がある（米国では５０の州と連邦とで
５１の独立した「法域」があり、独立の法域という意味では隣の州も外国も異ならない）が、一般的には、単にウェブ・サイトを
開設するだけでは特定の州の裁判管轄権の根拠にはならない。被告がそのウェブ・サイトを通じて当該州から何らかの経済的利
益を得ていれば裁判管轄権が認められる傾向にある。
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度や口約束に近い契約形態）を残しており、クリ

エータが制作したコンテンツや流通しているコン

テンツに関する権利について法制度として認識で

きる人材は多いとは言えないのが現状である。

また、同時に一般消費者においても、著作権に

対する関心度は非常に低い。私的録音補償金管理

協会が平成９年１０月に全国の成人３０００人に行った

アンケート調査（有効回収率７１．２％）によると、

日常生活において著作権を意識することが「ある」

人は１４．５％にとどまった。例えば、インターネッ

トから入手するコンテンツに著作権が関わってお

り、著作権者の意向によっては対価が要求される

こともあるという認識は低い状況にある。著作権

法上は、著作権侵害に対し刑事罰が適用されるこ

とになっているが、海賊版の販売やコンテンツ流

通過程での違法コピーによる制作など、明らかな

著作権侵害が絶えない状況にある。

４．３ デジタル化・ネットワーク化に対応する上

で避けては通れないコンテンツ流通構造上

の問題

４．３．１ コンテンツ流通における不公平感の蔓延

米国では、コンテンツを制作し流通させるため

のビジネススキームが存在し、制作者側、流通者

側双方がコンテンツに関わる権利を利用しながら、

市場をより活性化させている。さらに活性化した

市場がより魅力あるコンテンツを生み出し、業界

全体としての競争力を高める好循環を生み出して

いる。

一方、我が国では歴史的な経緯や市場における

力関係等から従来の取引慣行１０から抜け出せず、

コンテンツ流通に関して不公平感を抱いている関

係者は多いと指摘されている。例えば、テレビ番

組の場合、放送局が番組制作会社に制作を外注す

る場合でも、契約により著作権は放送局が握るこ

とが多い。また、制作会社が著作権を持ち、放送

局が放送権の譲渡を受けている場合も、二次利用

の際は制作会社も局の了解なしに二次利用ができ

ない、局との契約上のしばりがあることが多い。

公正取引委員会では１９９８年３月にコンピューター

のソフトウエア開発やテレビ番組制作などサービ

ス業の委託取引について、どのような場合に独占

禁止法違反になるかを示す指針を公表し、その中

で下請け企業の受注者から著作権等を一方的に取

り上げたり、優越的な立場を利用して不当に値引

きを迫るなどの七項目を独禁法違反取引として明

示している。業界の従来の取引慣行の点からは出

版業界についても多く議論されているところであ

り、日本書籍出版協会（書協）が１９９７年１１月、同

協会会員の出版社を対象に、９６年１１月から９７年１０

月までの出版活動について実態調査（回答率は

２９．４％）を行った結果によると、新刊書について

著作権者と出版社が書面で出版契約を結んでいる

のは４４．９％でしかないといった結果もある。

４．３．２ 権利管理に関わる業務合理化への遅れ

権利管理団体において、コンテンツ流通に関わ

る権利処理等の日常業務における合理化は遅れて

おり、その結果として業界全体業務の改善、さら

には、コンテンツの有効活用が阻まれていると推

察される。また、ほとんどのコンテンツ業界（音

楽／小説／シナリオ以外）において、権利処理にお

ける主導的な管理団体が実働していないため、効

率的な権利処理が行われていない状況にある。

１０ 一般に契約条件は、少数の大手ディストリビュータが主導権を握ることが多く、制作会社等のクリエータが主体となった契約
関係を結ぶ事例は少ないと言われている。
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５．我が国のコンテンツ産業の問題意識の把握

本調査研究では、最近のコンテンツのデジタル

化・ネットワーク化が既存のコンテンツ市場や産

業構造にどのような影響を与え、具体的にどのよ

うな問題を引き起こしているかを整理するととも

に、これらの問題に対する対応の方向性を確認す

るために、音楽・映像・出版等のコンテンツ業界

に属する１０３社（前述のクリエータ、マスターク

リエータ、ディストリビュータ、エージェント機

能対象企業・団体）の経営企画担当者を対象に書

面による簡易ヒヤリング調査を行った。前章で整

理した問題点に対する認識とともに、各問題点に

対する解決方策の可能性に例示して聞いている。

サンプル数の問題もあり、必ずしも業界全体の意

見をもれなく反映しているとは言い難いが、おお

よその方向性については把握できると言えよう。

５．１ 各種問題に対する関心

５．１．１ 各種問題への関心度

デジタルコンテンツに関する各種問題点につい

て、「その問題について関心があるかどうか」と

いう問いを行い、関心度という点に焦点を当てて

調査した。

全体的な傾向として、コンテンツのデジタル

化・ネットワーク化の進展に伴い発生した問題点

についての関心度が高い。中でもデジタル複製・

伝送による著作権侵害問題について「関心がある」

と回答した割合が最も高く約８９％に達している。

５．１．２ 課題認識度

デジタルコンテンツに関する各種問題点につい

て、「現在、関係しているビジネスにおいて課題

と思うかどうか」という問いを行い、「実務上の

課題認識度」を調査した。特に「複数の著作権が

及ぶコンテンツの権利処理」「コンテンツ流通に

おける不公平感の蔓延」についての課題認識度が

高いことが分かる。

５．１．３ まとめ

各問題について、X軸に問題の関心度をY軸に

図表８ 各種問題への関心度
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問題の課題性を対応させた散布図を示す。横軸の

問題の関心度は、長期的な問題の課題の大きさを

示していると考えられる。縦軸の問題の課題度は

問題解決の緊急性を示していると考えられる。

各問題は次のように群別できる。「問題の関心

度も高く」かつ「問題の課題度の高い」、言い換

えれば、「長期的に大きな課題であり、問題解決

の緊急性も高い」問題として、２―１複数の著作

権が及ぶコンテンツの権利処理の問題、１―１デ

ジタル複製・伝送による著作権侵害の問題、１―

２通信と放送の融合により発生する問題、２―２

権利管理団体のあり方に関する問題の４つを挙げ

図表９ 各種問題への課題認識度

図表１０ 各問題の関心度と課題性の関係
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ることができる。

「問題の関心度も高く」が「問題の課題度は低

い」、言い換えれば、「問題解決の緊急性はあまり

認知されていないものの長期的には大きな課題で

ある」問題として、２―５著作権への意識の低さ

の問題、２―３国境を越える権利侵害の問題、３―

２権利管理に関わる業務合理化への遅れ、２―４

中古市場への対応の問題の４つを挙げることがで

きる。

また、３―１コンテンツ流通における不公平感

の蔓延については、「問題の関心度」よりも「問

題の課題度」の値が大きいという他とは、違う傾

向を示しており、この問題に関しては、業界全体

の大きな問題意識を垣間見ることができる。

また、各種ヒヤリングを通じて、機能毎に、業

界の現状の意識を整理した。内容は以下の表のよ

うに整理することができる。

図表１１ コンテンツのデジタル化、ネットワーク化に伴い発生した問題に対する意識

音 楽 系 映 像 系 テ キ ス ト 系

クリエイタ デジタル化の動きは日常の制

作活動の中でも対応している

ため、問題に関して関心・課

題意識とも高い。

クリエイタの位置づけ（独立

系か企業の社員か）や従事し

ている業務（制作スタッフか

権利処理に関係しているかど

うか）により課題意識のレベ

ルや興味の方向にかなりのば

らつきが見られる。

デジタル化の動きは日常の制

作活動の中でも対応している

ため、関心、課題意識ともど

ちらも高い。

エージェント デジタルネットワークを利用

した音楽コンテンツ配信への

対応を迫られており関心、課

題意識とも非常に高い。

取り扱うコンテンツの種類に

差異はあるものの総じて関心、

課題意識を持っている。

関心、課題意識とも高い。

ディストリビュータ 一部の企業では、デジタル化、ネットワーク化が主流になる

と考え、高い関心、問題意識を有して、情報を常にキャッチ

アップしている。

デジタルネットワークが将来

の取り扱い商品の主要な流通

手段になる可能性は高いと認

識しており、課題意識は高い。

図表１２ コンテンツ流通上の構造的問題

音 楽 系 映 像 系 テ キ ス ト 系

クリエイタ 意識の幅は広い。 多くの制作会社は、業界慣行

上、下請け的な位置づけであ

ることが多く、業界構造に関

しては課題意識が高い。

意識の幅は広い。

エージェント デジタルネットワークを利用

した音楽コンテンツ配信への

対応を迫られており関心、課

題意識とも非常に高い。

エージェント機能自身が発達

していない段階である。（コ

ンテンツの他者への販売や別

媒体への加工等の２次利用が

活性化していない）

テキスト系のコンテンツに関

する権利仲介は原則として利

用者（この場合はディストリ

ビュータ）と権利者の直接交

渉になるため、既存流通構造

に関する課題意識は低い。

ディストリビュータ 問題の存在自体は認識しているものの、現状の構造自身が業務の基盤となっているため、課

題とは捉えていない。
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５．２ 解決方策への期待

今回の簡易ヒヤリングでは問題点を抱えている

現状を改善するための対策案を例示し、それを実

施することの有効性について聞いている。

ここでは、「長期的に大きな課題であり、問題

解決の緊急性も高い」問題として、複数の著作権

が及ぶコンテンツの権利処理の問題、デジタル複

製・伝送による著作権侵害の問題、通信と放送の

融合により発生する問題、権利管理団体のあり方

に関する問題、コンテンツ流通における不公平感

の蔓延の各問題を取り上げ、同時に長期的な問題

として著作権への意識の低さの問題を取り上げて、

その解決方策に対する業界の期待を分析した。

５．２．１ コンテンツデジタル化・ネットワーク化

に伴い発生した問題

�１ デジタル複製・伝送による著作権侵害

デジタル機器によるコンテンツの制作・編集、

デジタル技術を利用したコンテンツの受発信など

のデジタル化が進展することによって、著作権者

の許諾の無い複製を制限する権利である「複製権」

が侵害される可能性が高まっているという状況に

対して、以下の４つの対応策を実施することの有

効性をたずねた。

４つの対応策の中では、『コピープロテクトを

高度化するなど技術的な解決に委ねる。』という

対応策が、「有効」だとする割合が高く有効回答

者中約９３％に達した。（以下、表示する割合は有

効回答者中）有効な理由としては、技術により、

無意識あるいは無知による著作権侵害を防ぐこと

ができるとする意見が挙げられた。併せて「モラ

ルや法律だけの規制は困難（放送局）」「コピー防

止のための技術的措置は必要（放送局）」のよう

に、技術的な解決に努力することは大前提である

との意識も根強い。一方では「（著作権防護技術

と解除技術の）いたちごっこになるだけである（放

送局）」という意見も出されており、技術による

解決の限界を危惧している。

図表１３ デジタル化・ネットワーク化により顕在化した既存の問題に対する意識

音 楽 系 映 像 系 テ キ ス ト 系

クリエイタ 日本音楽著作権協会による権

利処理の仕組みが確立してお

り権利処理については円滑に

行われているため、総じて現

状に満足しており課題意識は

低い。

しかし、一方で意識の高いク

リエータは時代に合わせた権

利処理の仕組みの変更につい

ての意見を主張している。

コンテンツに関する著作権を

自社で保有するケースが少な

いため、現場においては関心

度、課題意識はともに低い。

デジタル化の動きは日常の制

作活動の中でも対応している

ため、関心、課題意識ともど

ちらも高い。

エージェント 権利処理の仕組みは円滑に機

能していると認識している。

総じて、課題意識は低い。一

方で、DVD等 の 新しいメ

ディアの出現により、直接関

係するエージェントでは課題

意識が高くなっている。

この業界では、電子出版や漫

画等において海外における海

賊版等の著作権侵害問題に

日々遭遇している関係で、総

じて課題意識は高い。

ディストリビュータ 個々の問題に関しては、関心や課題意識を持っているものの、

全体としては既存の権利処理の仕組みにしたがって日々の業

務を進めている関係から、総じて、課題意識は高いとは言え

ない。
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『法的な罰則等の規則を整備強化する。』という

対応策については、約８６％が「有効」との回答で

あった。技術面と法制度面は両輪であるとの意識

を見ることができる。

『学校教育や技術研修などの場で不正コピー防

止のためのカリキュラムを導入する。』という対

応策については、約回答者中８５％が「有効」であ

るとの回答であった。「学校教育では総合的な著

作権カリキュラムを導入すべき（放送局）」「コン

ピュータ教育の一環として入れるのが良い（機器

メーカー）」のように、具体的なアイディアも出

された。

『今後の新たなデジタル媒体や装置に対し、引

き続き私的録音録画補償金の上乗せで著作権者の

利益を守る。』という対応策は、ここで挙げられ

た４つの対応策では最も支持率が低く、「有効」

が約６５％程度に留まった。その理由として、「（現

状の制度が）利用者の意識の向上につながらない

（機器メーカー）」「不正コピーそのものは防げな

い（権利管理団体）」という意見が寄せられてい

る。

�２ 通信と放送の融合に関係する問題

インターネット等のデジタルネットワークの利

用が一般化し、インターネットラジオのように通

信と放送の中間に位置づけられる利用形態が登場

してきており、既存の権利保護や権利処理の考え

方をそのまま適用することが難しい事例が発生し

てきている状況に対する、以下の４つの対応策の

有効性をたずねた。

『新たな権利処理団体を創設する等、権利処理

体制の多様化を図る。』が、回答者中９０％を超え

る人が有効だと回答している。具体的な意見とし

て、「デジタル化、マルチメディア化により、

各々１つの権利団体では処理できない時代である

（放送局）」「複数メディアに対応可能な処理体系

の構築が必要（機器メーカー）」との意見が寄せ

図表 １４ デジタル複製・伝送による著作権侵害に対する解決方策の期待

図表１５ 通信と放送の融合に関連する問題に対する解決方策の期待
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られている。

『実演家やレコード会社と同様、放送事業者に

も他者が勝手にアップロード行為を制限する権利

（送信可能化権）などを認め、著作隣接権者の権

利の均衡を図る。』という対応策に対しても、９０％

近い支持が集まった。

『私的録音補償金制度の対象をパソコン等の通

信ネットワーク関連機器にまで拡張する。』こと

に対して「有効」だとする割合は約３６％に留まっ

ている。

『新たなマルチメディアサービスなど複数に跨

る権利処理の調整を今後も既存の権利団体が統一

的にとりまとめを行う。』ことに対して「有効」

だとする割合もまた約２８％に留まっている。

５．２．２ デジタル化・ネットワーク化により顕在

化した既存の問題

�１ 複数の著作権が及ぶコンテンツの権利処理

デジタル機器を利用したコンテンツの制作技術

の普及等により、CG／デジタル映像／音楽／プログ

ラム等を効果的に組み合わせたマルチメディアコ

ンテンツが普及し始めているが、仕組の異なる複

数の権利処理体制が複雑に重なり合うため、権利

関係や権利処理のための事務手続きが極めて煩雑

になるという問題に対する、以下の４つの対応策

への有効性を聞いた。

『権利の所在を明確にするため、権利処理団体

等が著作権所在情報をインターネット等で提供す

る。』という対応策に対する評価が最も高く、「有

効」であるとの回答が約９６％に達している。一方

で、「現段階で充分有用な権利情報を管理団体が

ネット上に出すことはできないのではないか（放

送局）」など、現在の体制の整備不足に対する懸

念が示されている。

『各コンテンツ企業の権利処理や海外の権利処

理業務の状況等に関して調査を行い、その成果を

上記システムに反映する。』という対策を「有効」

だと評価する割合も高く約９１％であった。

『権利処理事務を効率的に行うために、クリ

エータ向けにインターネットを利用したオンライ

図表１６ 複数の著作権が及ぶコンテンツの権利処理問題に対する解決方策の期待

図表１７ 権利管理団体に関する問題に対する解決方策の期待
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0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

業界による啓蒙活動の実施�

クリエータ育成過程カリキュラムの充実�

政府による啓蒙活動の積極的展開�

学校教育などでの意識の醸成�

92.3 7.7

88.0 12.0

76.0 24.0

92.0 8.0

有効� 無効�

ン権利処理システムを整備する。』『今後のコンテ

ンツ供給、クリエータ育成の観点からも、オンラ

イン権利処理システムへのアクセスを一般ユーザ

へ開放する。』という対策についても、多くが「有

効」との回答であった。

また、例示した４つの対策の他に、著作権に関

する専門知識を持つ専門家の育成が必要であると

いう意見も挙げられた。

�２ 権利管理団体に関する問題

著作権の円滑な処理のために、多数の著作権者

の権利を預かり、利用の許諾や使用料の徴収・分

配を行う役割を担う管理団体が、美術、写真、音

楽、シナリオなど著作物の分野毎に存在している。

しかし、近年のデジタル化やネットワーク化に伴

い、今後も各々一つの管理団体で対応しきれるの

かといった議論が生じている状況に対し、以下の

３つの対策を実施することへの評価をたずねた。

「有効」であるとする割合が最も高かったのは、

『各分野の著作権管理団体への事務処理を横断的

に行えるようなネットワークシステムを整備す

る。』で約８６％に支持された。

『既存著作権管理団体に対して、デジタル化や

ネットワーク化への対応を指導・支援する施策を

展開する。』という対策に対する「有効」という

評価も、約６８％であった。

�３ 著作権に対する認識度

『コンテンツ業界が内外に著作権に関する啓蒙

活動を実施する。』『クリエータの育成過程で、著

作権に関するカリキュラムを充実させる。』『学校

教育など教育の場において、著作権に対する意識

を高めるとともに、有料情報の取得には対価を払

うことについて認識を深める。』という３つの対

策については、ともに約９０％近くまで「有効」で

あるとの回答を得た。

『政府がセミナー、相談窓口等により著作権に

関する啓蒙活動を積極的に展開する』という選択

肢に関しては「関係省庁を一本化した形での相談

窓口が必要である（放送局）」といった具体的な

意見も寄せられている。

５．２．３ コンテンツ流通上の構造的問題

�１ コンテンツ流通における不公平感の蔓延

『対等な契約関係を構築するため、内外の判例

情報の提供や啓蒙普及活動を行う。』『海外での契

約条件を調査し、国際水準との格差を是正するよ

うに各プレーヤーに情報提供を行う。』『公正な契

約締結を推進するために相談窓口を創設する。』

３つの対策を挙げたところ、いずれの対策につい

ても６０％から７０％が「有効」であるとの回答であっ

た。ヒヤリングの中では、業界の意識改革が最も

重要であり、それがあって始めて各種の対応が有

効になるのではないかという意見も寄せられてい

る。

図表１８ 著作権に対する認識度問題に対する解決方策の期待
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0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

内外の判例情報提供や啓蒙普及活動�

国際水準との格差を是正する情報提供�

公平な契約締結推進のための相談窓口創設�

64.7 35.3

62.5 37.5

66.7 33.3

有効� 無効�

５．２．４ まとめ

期待されていた解決方策として全体的な傾向は

次のようにまとめることができよう。

�１ コピープロテクト等の技術的な解決策に対

しては、積極的に進めるべきではあるが、決

して万能策ではないということが多く指摘さ

図表１９ コンテンツ流通における不公平感の蔓延に対する解決方策の期待

図表２０ 問題と期待されている方策の方向性

方 向 性 新しいメディア環境における権利の明確化 市場の開放性と活性化 倫理感の向上

各問題 法による取り組み 技術的アプローチに

よる取り組み

権利処理全体の開放性

に対する様々な取り組

み

教育・啓蒙による取り

組み

デジタル複製・伝送

により発生した問題

○法制の整備・強化 ○コピープロテクト

等の技術的な方策

による解決

○不正コピー防止のた

めの教育カリキュラ

ムの実施

通信と放送の融合に

より発生した問題

○放送事業者にも送信

可能化権等を認め、

関係者間の権利の均

等を図る。

○権利処理の多様化を

図る

複数の著作権が及ぶ

コンテンツの権利処

理

（○オンライン情報

処理システムの整

備）

○権利所在情報の提供

○オンライン情報処理

システムの整備

○内外の権利処理業務

状況の調査

権利管理団体に関す

る問題

○事務処理を横断的に

行えるネットワーク

システム

（複数の管理団体間

の競争原理の導入に

よる効率化）

コンテンツ流通の不

公平感

○公平な契約締結推進

のための相談窓口の

創設

○国際水準との格差を

是正する情報提供

○業界内における啓蒙

普及活動

著作権に対する意識

の不足

（○クリエータ育成過

程カリキュラムの充

実）

○クリエータ育成過程

カリキュラムの充実

○業界自らによる啓蒙

普及活動の実施

○学校教育等での意識

の醸成
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れた。

�２ 知識向上による解決策、及び意識啓発によ

る解決策に対しては、必須条件であるとの認

識が強い。

�３ 管理団体等の体制づくりによる解決策に対

しては、既存の体制の利点は生かしながらも、

根本的な改革が必要となる場合があり得ると

の見解が示された。グローバル化が急激に進

みつつあり、国内における既存の仕組みで対

応するには難しい状況も発生しているとの課

題認識の表れであると考えられる。

各問題とそれに対応して支持の多かった方策の

対応表を示す。この表による整理を通じて、支持

の多かった対策の主なる方向性は次の３つのアプ

ローチに整理することができる。

�１ 新しいメディア環境における権利の明確化

・法による取り組み

・技術的アプローチによる取り組み

�２ 市場の開放性と活性化

�３ 教育による倫理感の向上

５．４ 海外のコンテンツ業界の構造との比較

本節は、海外におけるコンテンツ産業の事例を

鳥瞰した上で、欧米と我が国のコンテンツ産業の

構造的比較を試みた。

５．４．１ コンテンツを支える社会文化的基盤

コンテンツ産業の構造を比較する場合は、現状

だけではなく、その歴史的背景も含めた観点から

の比較が重要と考えられる。

著作権を含む知的財産権の考え方としては、人

間（著作者）の精神的（文化的）価値を重視する

のか、それとも対象物（著作物）の価値を重視す

るのかによって、２つの見方がある。前者は、大

陸法に基づく考え方、後者は英米法に基づく考え

方という形で理解される事が多い。我が国の著作

権法は、「…もって文化の発展に寄与することを

目的とする（著作権法第１章第１節第１条）」と

あるように、大陸法の立場に基づいて運用されて

いる。これに対し、米国での著作権法は英米法に

基づいており、これには大陸法の本質的権利であ

る人格権は含まれない。そして、著作者の経済的

権利に焦点を当て、科学の発展を促進する著作を

奨励し、その福利を公衆に及ぼすものとされてい

る。

欧州大陸でのコンテンツ産業は、国の文化施策

の一環として捉えられ、手厚い保護の下に置かれ

て来たと評価することができる。このため、コン

テンツは著作者の自己表現の道具として、哲学的、

文化的価値に重点が置かれてきている。従って、

その流通に関しても、文化施策からの関与が見ら

れる。一方、米国のコンテンツ産業は、経済社会

における自己実現の経済的価値に重点が置かれて

いる事から、その流通は市場を通して成立させて

いる。更に、現在の社会変革の中核を成している

デジタル化・ネットワーク化の技術的進歩が、こ

れらの米国における社会的構造の上に開花してい

ることから、社会現象の最も進んだ部分が、米国

のコンテンツ産業に見られる事になる。

５．４．２ 文化的視点から見た比較

文化的視点から、欧州と我が国の文化政策の位

置づけを比較してみると、コンテンツ産業に対す

る国の考え方が異なる事がわかる。

多くの欧州諸国に於いては、文化施策は国家の

最重要施策であり、文化人のステータスも高い。

主要な都市においては、文化担当の副市長を置く

ケースがあり、地域施策レベルまでも文化の重要

性が浸透している。

これに対し、我が国の文化施策は、一部の文化

人による著作物の伝承という形で終わっており、

地域施策レベルまでも文化の重要性が浸透してい
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るとは言い難い現状がある。

このような背景から、著作権に関しては同じ大

陸法の土壌に立ちながら、コンテンツ産業支援に

対する政府や企業の考え方は、欧州には遠く及ば

ない。欧州では、コンテンツ産業の著作権に係わ

る問題は、国民や住民の関心事であることから、

その権利処理についてのプロセスはフェアで明確

であることが求められてくる。また、コンテンツ

産業に参入するプレーヤーに対しても、この文化

的趣旨を重視し、高い倫理性に裏付けされた行動

が求められる事になる。

一方、我が国のコンテンツ産業の著作権に関す

る問題は、プレーヤー間の内部的問題として、社

会的には余り関心は高くなく、その結果、プレー

ヤー団体固有の考え方によって処理されがちであ

る。このため、関係業界の外から見た場合、権利

処理のルールやプロセスが明確でないままになっ

ていると見られる。

５．４．３ 経済的視点から見た比較

経済的視点からみた場合には、我が国と米国の

違いは、前述した大陸法と英米法の違いがそのま

ま出ていると考えられる。著作者の経済的権利に

焦点をあて、コンテンツ産業を市場の中で育成し

ていく姿勢をとる米国型の潮流からは、デジタル

化・ネットワーク化の革新的なトップランナーが

次々と生まれてきており、それが、米国経済と社

会に新たなる活力を産み、これが世界の人材と資

金が米国のコンテンツ産業に投入されるという好

循環を呼び起こしている。この市場におけるコン

テンツ産業施策は、ベンチャーであろうと大企業

であろうと、機会均等に「オープン」であること

が重要であり、革新的な動きは、社会にニューパ

ラダイムをもたらすものとして歓迎される。

米国に於いては、コンテンツ産業の経済的価値

の重要性を産業界と政府において認識されており、

ホワイトペーパー「知的所有権および全米情報基

盤」も、当にクリントン大統領が提唱する「全米

情報基盤（NII）構想」を実現する上でコンテン

ツの著作権問題解決が不可欠との前提という問題

意識の上に発表されたものと考えることができる。

一方、我が国における見方は、コンテンツ産業

の持つ本質や将来性を見据えた議論が大きくなっ

ていない状況である。加えて、コンテンツ産業の

図表２１ 米国コンテンツ産業（メディア産業）の発展の仕組み

（出所 南雲俊忠 中山裕香子［１９９８］「デジタルメディア時代におけるコンテ
ンツ制作業」『知的資産創造第６巻第１号』所収より一部修正）
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育成は、文化の発展を目的とした大陸法的著作権

の枠組みから保護施策を中心とした既存のプレー

ヤーの支援が中心となり、新たなプレーヤーが参

加しにくく、オープンな市場が形成されていない

傾向がある。このため、コンテンツ産業における

革新的な動きは、技術的な側面に限られ、企業や

社会を革新させる新たな動きは、大企業を中心と

した体制的な動きの中で、ゆっくりとしたスピー

ドで進んでいるといえよう。

成長性も高いにも拘わらず、著作権ビジネスの

業界的対応は、個別対処療法的であり、米国と比

較した場合には、経済的（産業的）価値全体から

みた戦略的な動きや社会の革新的な動きを生み出

すダイナミズムに至っていないと指摘できる。

このため、コンテンツ流通市場の開放性に対し

ても、その必要性や重要性が十分に認識されてお

らず、新たな競争相手（プレーヤー）の参加を受

け入れにくい閉鎖性が高い（開放性の低い）構造

になっていると見られる。

６．デジタルコンテンツ流通の在り方について

我が国におけるコンテンツ流通の特徴、現在コ

ンテンツの流通において発生している問題点、問

題意識等、著作権に係わる海外動向などを踏まえ、

今後のコンテンツ流通の在り方について検討を

行った。

６．１ 基本的な考え方

簡易ヒヤリングで明らかにされたようにコンテ

ンツ流通における個々の問題に対して、効果があ

ると期待が高いと評価された対応策は「新しいメ

ディア環境における権利の明確化」の方向性と「コ

ンテンツ流通市場の開放性の確保と活性化」の方

向にまとめることができた。

また、米国や欧州におけるコンテンツ産業（流

通）の構造を比較した際に「権利処理が明確でな

い」「コンテンツ市場の開放性不足や活力不足」

といった要因が指摘することができた。

一方で、著作権の保護・活用のスキームづくり

は「著作権を活用する技術をもつハードメーカー

等」が「著作権の保護を必要とするコンテンツ制

作者（権利者等）」に対して、当該技術の利用に

際してコンセンサスを得る、もしくはコンセンサ

スを得るために技術開発・改良を進めるという形

態で進められてきた過去の経緯がある。同時に、

新たに登場した技術やビジネススキームに対応し

て、関係者（著作権者、著作隣接権者）に対して

「支分権」を付与し、権利を保護するスキームが

続けられてきた。

したがって、主体として、「コンテンツ業界（権

利者側）」と「デジタルネットワーク機器メーカー」

の大きく２つを整理した上で、デジタルコンテン

ツ流通の在り方を図のようにまとめることができ

る。

６．２ コンテンツ流通の「新しいメディア環境に

おける権利の明確化」と「「流通市場の開

放性の確保と活性化」

「新しいメディア環境における権利の明確化」

は「新しい権利付与による対応」と「新しい技術

による対応」に分けることができる。とりわけ、

法による対応については、特に、国際的なハーモ

ナイゼーションに対応した方向性で重要になると

思われる。

コンテンツ流通市場の開放、活性化の方向性は、

コンテンツ産業が社会変革の旗手として社会全体

に情報化社会の具体像をより強く示していくため

にも必要である。その中で注目される権利処理の

仕組みによる対応については、権利管理団体への

対応や情報システムによる取り組みが考えられる。

実際、この分野に対する様々な施策が従来からの

連続性を踏まえながら着実に実施されつつある。
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その実施にあたっては行政全体からの多面的な協

力もまた必要となる。

また、現在、新しい情報技術を活用して著作権

に関する新しいビジネススキームが生まれつつあ

る。既存の流通構造だけではなく、新しい流通形

態が新しい参入者によってつくられつつある。最

も重要なこととして、これらの新しいビジネスの

胎動を阻害しないことが指摘できる。今後、新た

に誕生したビジネスが成功を収めるかどうかは市

場によって選択されるが、将来的には成功したコ

ンテンツビジネスの発想や手法が著作権の保護・

活用の新しいスキームに影響を与えていくことに

なると思われる。

６．３ 新しい技術による対応

デジタル化、ネットワーク化という技術が従来

の著作権の考えを大きく見直す方向に影響を与え

た一方で、技術的進歩により著作権の保護・活用

の新しいスキームづくりを可能にする技術やその

技術を合わせた仕組みもまた検討されている。

具体的には要素技術として、暗号技術、電子透

かし技術、コピープロテクション技術などが研究

開発が進められている。仕組みとしては電子的権

利管理システム（ECMS）のプロトタイプが、様々

な研究機関や企業を巻き込んで実証実験はこれか

ら始まる状況である。今後は電子的権利管理シス

テムの開発と利用の促進の観点や電子透かし技術

の開発、評価、標準化の観点が重要になってくる

と思われる。

６．４ 著作権に対する意識

デジタル化ネットワーク化の時代を「クリエー

タやマスタークリエータの機能が拡大するだけで

なくその機能にたづさわる人が増加する」＝「万

人が著作権者になりうる」時代とみなした。今後

は著作権の問題は業界の内部問題ではなく、デジ

タル化・ネットワーク化された情報基盤上での

人々の知的活動に直接関わってくると思われる。

現状では著作権に対する関心度は低く、様々な形

での広報啓蒙活動が重要になると思われる。「万

図表２２ デジタルコンテンツ流通の在り方
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人が著作権者になりうる」時代に、著作権制度が

法律の専門家や関連業界だけでなく、多くの場で、

高度情報通信社会への時代認識を踏まえながら、

様々な多面的な視点に基づいた議論が行われるこ

とが望まれる。
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［要約］

知的資産管理（ナレッジ・マネジメント）は、欧米のコンサル系企業を中心に意識的に

実践されている。また、既に定量的な調査も行われており、その実態が明らかになりつつ

ある。一方、国内では一部企業で本格的に実践しているものの、欧米企業と比較するとそ

の取組み状況は遅れている。

本調査研究は、国内企業における知的資産管理への意識や取組みの現状と、知的資産管

理推進上の課題を明らかにすることを目的とした。調査方法としては、国内企業へのアン

ケート調査、従業員へのアンケート調査、及び知的資産管理の先進的な取組み企業へのヒ

アリング調査を実施した。その結果、次のことが明らかになった。

１．９割を超える企業が、知的資産管理を重要視しており、その実践意欲も強い。従って、

今後、多くの企業で知的資産管理の取組みが始まる可能性がある。

２．企業にとって最も重要な知的資産は、営業販売、研究開発等の現場部門における従業

員一人一人の経験的な知的資産、すなわち「草の根」の知識である。

３．知的資産管理を推進する上での成功のカギは、経営者の率先的な行動にある。知的資

産管理を全社に浸透させるには、経営者方針を明確に打ち立て、自らが率先して全社に

展開を図り、従業員の意識改革を行うことが必要である。

４．企業にとって価値ある知的資産を創出するためには、知的資産管理の実践に対する評

価制度やインセンティブ制度を設けることが有効である。また、従業員にとって自由で

メリットのある風土・文化を定着させれば、より価値ある知的資産を創出することがで

きる。

５．約５割の企業が、情報インフラ、特にイントラネットが知的資産管理に効果的である

と考えている。また、イントラネットをよく活用している企業ほど、知的資産管理の実

践意欲も強い。

以上のように、知的資産管理を推進するためには、知的資産管理に効果的な情報インフ

ラを活用することも必要であるが、経営者の率先した行動、従業員へのインセンティブ供

与、従業員の意識改革など、組織の運営面での改革や工夫が重要である。

知的資産管理の現状と課題

情報通信システム研究室研究官 美濃谷 晋一

調査・研究
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１．調査研究の背景

情報化の急速な進展により、企業は、俊敏な意

思決定、部門を超えた連携、生産・開発サイクル

の短縮化、業務スピードの向上など、様々な場面

で迅速性を求められている。このため、組織とし

ての知識やノウハウの役割が重要となってきてい

る。一方、企業ではBPRやアウトソーシングの導

入により、業務の効率化や人材の流動化が盛んに

行われている。一見、順調に進んでいるようにも

見えるが、本来必要な人材を失うことで、業務が

うまくまわらなくなったといった課題も発生して

いる。このため、個人の持っている知識やノウハ

ウが重要視されつつある。また、情報技術の進展

により、情報を容易に共有、活用できるように

なっている。このため、企業における様々な課題

を効率的、効果的に解決できる可能性が広がって

いる。

以上のような背景から、企業内に存在する知識

やノウハウなどの知的資産を活かして、企業の競

争力を高めることを狙った「知的資産管理」の必

要性が高まってきている。

この「知的資産管理」は、欧米では１９９０年代前

半からコンサル系企業を中心に取り組み始められ、

「Intellectual Capital Management」や「Knowl-

edge Management」と言われている。国内では

少し遅れて１９９０年代後半から意識的な取組みが始

まっている。エーザイ株式会社はその代表的な企

業と考えられる。今年は、特に「Knowledge

Management（ナレッジ・マネジメント）」とい

う用語が、新聞、雑誌、書籍などでもよく取り上

げられており、一種のブームが起きているとも言

える。また、欧米では、既にコンサル系企業、大

学などにより、「Knowledge Management」に関

する定量的な調査が行われており、その実態が明

らかになりつつある。

２．調査研究の目的

本調査研究は、知的資産管理が単なる一ブーム

に終わらず、これからの企業にとって必要不可欠

なものになっていくであろうという認識の下に、

次のことを明らかにすることを調査研究の目的と

した。

● 国内企業における知的資産管理への意識や取

組みはどの程度なのか。

● 知的資産管理を推進する上での課題は何か。

３．知的資産管理の概要

３．１ 知的資産の定義

本調査研究で対象となる「知的資産」は、企業

によって様々であり、容易に定義することはでき

ない。これまで、「知的資産」あるいは「知識資

産」には、表３―１のような定義が与えられてい

表３―１ 知的資産または知識資産の定義例

論者、文献等 知的資産または知識資産の定義

Tom Stewart「Intellectual Capital」１９９４年 知的資産とは富を創出するために用いることのできる、知識、情

報、知的財産、経験などの知的資源である。

Klein、Prusak「Characterizing Intellectual Capital」

１９９４年

知的資産とは高い価値の財産を創り出すために形を与えられ、捕

捉され、拡張された知的素材である。

Edvinsson、Sullivan「Developing Model For Man-

aging Intellectual Capital」１９９６年

知的資産とは価値に転換することの知識である。

紺野登「知識資産の経営」１９９８年 知識資産とは「知的資本」から「情報的資産（知識資産の触媒）」

を差し引いたものであり、価値の源泉である。
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る。

表３―１の定義を総合すると、「知的資産」は、

知識や知的資源であり、富や価値を創出するため

に利用できるものでなければならないと言える。

本調査研究では次のように定義した。

知的資産とは、企業内に存在する、知識、

技術、ノウハウ、ノウフー、マニュアル、ド

キュメント、知的財産権、顧客履歴情報と

いった、企業の価値を創出する資源の総称で

ある。

３．２ 知的資産の分類

前述の知的資産の定義に従えば、企業には様々

な種類の知的資産が存在していると考えられる。

その中には、例えば、文書やデータの定型化され

たものから、熟練技術者の保有する製品設計のノ

ウハウ、企業やブランドに対するイメージなど、

言葉で説明することが困難なものまでが含まれて

いる。「知識資産の経営」の著者である紺野登氏

は、形成過程、存在する場の２つの軸によるマト

リクスを用いて、「知識資産」を表３―２のよう

に分類している。

表３―２のようなマトリクスを用いることで、

企業内にどのような知的資産があるかを抽出し、

知的資産の分布状況を知ることが可能になる。本

調査研究では、紺野氏の分類を拡張することで、

独自の分類を試みた。その結果が、表３―３の分

類である。

縦軸は知的資産の存在する場、横軸は知的資産

の形態を表している。知的資産の形態は、まず２

つに大別した。１つは誰もが目に見える形になっ

ている形式的な知的資産、もう１つは個人の頭の

表３―２ 知識資産を構成する要素

（紺野登「知識資産の経営」、１９９８年、日本経済新聞社より作成）

経験的知識資産 知覚的知識資産 定型的知識資産 制度的知識資産

市場

知識資産

市場・顧客との関係性

の中で共有される知識

●顧客が製品やサービ

ス、企業について持つ

使用経験から学習され

た知識

●流通ネットワークが

製品やサービス、企業

について持つ学習され

た知識

●ブランド・エクイ

ティー

●企業の評価

●顧客や流通との契約

関係

●メンバ登録された顧

客についての情報内容

●顧客とのネットワー

ク、交流により獲得さ

れる知識

●流通ネットワークを

通じて獲得される市

場・顧客に関する知識

組織的

知識資産

組織が内部的に持つ知

的能力（知力）

●従業員の持つ総合的

知識・能力

●特定の専門職の持つ

コアとなる知識・能力

●製品開発・企画・デ

ザインに関する知識・

能力

●品質に関する知覚

●ドキュメント資産、

マニュアル

●知識ベースシステム

の情報内容

●知識の学習に関する

制度

●コミュニケーション

などを通じて組織内に

流通している知識

製品ベース

知識資産

製品やサービスに含ま

れるノウハウ、コンテ

ンツ、技術などの知識

●製品やサービスに関

する共有可能なノウハ

ウ

●製品の製法などの伝

承されている熟練的知

識

●製品コンセプト

●製品デザイン

●特許知財となる技

術・ノウハウ・著作物

●技術・ノウハウに関

するライセンス

●製品の使用法などの

製品特定の補完的知識

●製品を取り巻く社会

的・法的な知識活用の

システム
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中などに埋もれている暗黙的な知的資産である。

形式的な知的資産は更に２つに分類した。１つは

一定の形式で管理している定型的な知的資産、も

う１つは形式にとらわれずに管理している非定型

な知的資産である。同様に暗黙的な知的資産も２

つに分類した。１つは体験や交流により保有して

いる経験的な知的資産、もう１つは考え方や風土

として根付いている基幹的な知的資産である。各

セル内の知的資産は、具体例を示している。

３．３ 知的資産管理の定義

「知的資産管理」の定義も、論者により様々で

ある。これまで、「知的資産管理（ナレッジ・マ

ネジメント）」には、表３―４のような定義が与

えられている。

表３―４の定義を総合すると、「知的資産管理」

は、企業内の知的資産を活用して、企業の競争力

を高めるためのしくみやプロセスでなければなら

ないと言える。本調査研究では次のように定義し

た。

知的資産管理とは、企業内に存在する知的

資産を活かし、それらの獲得、蓄積（更新、

廃棄）、共有、活用（再利用）、創造、継承と

いった取組みの積み重ねにより、企業の競争

力を高めることを狙った経営手法である。

表３―３ 知的資産の分類

形 態

存在する場

暗 黙 的 形 式 的

基幹的【A】 経験的【B】 非定型的【C】 定型的【D】

個 人【１】

（個人の持つ知的資

産）

個人のものの見方、考

え方

（価値観、世界観）

個人が経験的に保有し

ているもの

（知恵、アイディア、

技術、スキル、ノウハ

ウ、業務知識）

個人が非定型的に保有

しているもの

（情報、ノウハウ）

個人が定型的に保有し

ているもの

（報告書）

部門内【２】

（部門内で共有される

知的資産）

部門風土・文化 部門内で経験的に保有

しているもの（技術、

ノウハウ、ノウフー、

継承されている熟練的

知識）

部門内で非定型的に保

有しているもの

（ノウハウ、ノウフー、

部門内研修などで得た

情報）

部門内で定型的に保有

しているもの

（マニュアル、ドキュ

メント）

企業内【３】

（企業内で共有される

知的資産）

企業風土・文化 企業内で経験的に保有

しているもの（経営方

針に対する理解、技術、

ノウハウ、ノウフー）

企業内で非定型的に保

有しているもの

（ノウハウ、ノウフー、

企業内研修などで得た

情報）

企業内で定型的に保有

しているもの

（マニュアル、ドキュ

メント）

対企業【４】

（企業との関係性の中

で共有される知的資

産）

企業・製品・サービス

に対して他社が持つイ

メージ

（企業イメージ）

企業間で経験的に保有

しているもの

（技術、ノウハウ）

企業間で非定型的に保

有しているもの

（他企業戦略、技術情

報）

企業間で定型的に保有

しているもの

（知的財産権）

対顧客【５】

（顧客との関係性の中

で共有される知的資

産）

企業・製品・サービス

に対して顧客が持つイ

メージ

（ブランドイメージ）

企業―顧客間で経験的

に保有しているもの

（顧客満足度）

企業―顧客間で非定型

的に保有しているもの

（苦情、意見）

企業―顧客間で定型的

に保有しているもの

（顧客契約情報、顧客

履歴情報）
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４．仮説設定

本調査研究は仮説検証型の分析手法を採用した。

各仮説は、文献調査より得られた知見をもとに設

定した。今回は全仮説のうち、次の７つの切り口

における仮説について報告する。

４．１ 仮説１（認識と意欲）

知的資産管理に対する認識と意欲はどの程度で

あるのかを明らかにするために、仮説１を設定し

た。

仮説１）知的資産管理の重要性を認識してい

る企業は多く、その実践に対する意欲も強い。

知的資産管理は、企業にとっても、従業員全体

の能力を底上げする、過誤や試行錯誤を繰り返さ

なくて済む、製品の開発期間を短縮できるなど、

多くのメリットがあるため、多くの企業がその重

要性を認識しており、その実践意欲も強いと考え

られる。

４．２ 仮説２（管理のレベル）

知的資産の管理は、どのレベルまで行われてい

るのかを明らかにするために、仮説２を設定した。

仮説２）大半の企業が「定型的知的資産」を

管理するレベルに留まっており、「経験的知

的資産」を管理している企業は少ない。

「形式的知的資産」は有形なものであるため、

獲得、蓄積、共有、活用など、管理することは容

易である。一方、「暗黙的知的資産」は無形なも

のであるため、管理することは容易でない。この

ため、「形式的知的資産」、その中でもあいまい要

素の少ない「定型的知的資産」を管理している企

業は多いが、「暗黙的知的資産」である「経験的

知的資産」まで管理している企業は少ないと考え

られる。

４．３ 仮説３（知的資産の源泉）

知的資産の源泉は、企業内のどこにあるのかを

明らかにするために、仮説３を設定した。

仮説３）最も重要な知的資産は、現場で作業

している従業員１人１人の持つ知恵やノウハ

ウ、「草の根」の知識である。

企業における知的資産の源泉は、顧客サービス

や開発作業を行っている現場にあり、各部門の従

業員１人１人が持っている知恵やノウハウ、いわ

表３―４ 知的資産管理（ナレッジ・マネジメント）の定義例

論者、文献等 知的資産管理（ナレッジ・マネジメント）の定義

O’Dell、Grayson「If We Only Knew What We

Know」１９９７年

企業の競争力を高めるために、知識を定義し、獲得し、拡大する

プロセス。

World Bank「What is knowledge Management」

１９９８年

ノウハウや組織のビジネスに関連のある何らかのコンテンツの創

造、獲得、配付に関する組織のプラクティスやアプローチの総体。

Graduate School of Business、University of Texas

at Austin「Knowledge Management Home Page」

特定の関心分野に関する従業員の理解を高めるように、情報を発

見、選択、整理、抽出、発表するシステマチックなプロセス。

大浦勇三「ナレッジ・マネジメント革命」１９９８年 世の中のあらゆるベスト・プラクティスを情報・知識・ノウハウ

（知恵）の獲得・創出、編集・蓄積、管理・活用を通じて共有す

ること。

日経産業新聞１９９８年１１月２４日（火）第二部 社内に存在する知識や知恵を生かして、企業の競争力を高めるこ

と。

社団法人情報サービス産業協会 「JISA会報NO．５２」

１９９８年

企業内に蓄積された業務スキル等の「ナレッジ（知識）」を明確

にし、共有、交換、混交、創造、流通、蓄積、継承する仕組み。
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ゆる「草の根」の知識である。この知識を他の従

業員にも広げていき、企業全体の知的資産として

共有・活用することができれば、迅速で有効な戦

略を打ち出し、問題解決を図ることができると考

えられる。

４．４ 仮説４（経営者方針）

知的資産管理を推進する上で、経営者方針がど

のように関わっているのかを明らかにするために、

仮説４を設定した。

仮説４）知的資産管理の推進には、経営者方

針を企業内に展開、浸透させることが重要で

ある。

知的資産管理の方針、考え方、進め方などを全

社に広めるためには、それらの情報を公開し、重

要性を説き、全従業員へ展開していくことが重要

である。そのためには、企業の経営方針に組み込

んだり、経営者や管理職の考え方としてホーム

ページや説明会で公開したりと、経営者方針を企

業内に浸透させるための取組みが必要であると考

えられる。

４．５ 仮説５（インセンティブ）

知的資産を創出する上で、効果的なインセン

ティブとは何かを明らかにするために、仮説５を

設定した。

仮説５）価値ある知的資産の創出には、従業

員が自発的に知識を吐き出すようなしくみや

制度を設けることが必要である。

企業にとって価値のある知的資産を生み出すた

めには、従業員にモチベーションやインセンティ

ブを与えたり、人事評価などの社内制度と連動さ

せたりと、従業員が「知識の出渋り」をすること

なく、その知識を自発的に吐き出すようなしくみ

や制度を設けることが必要であると考えられる。

４．６ 仮説６（風土・文化）

企業の風土・文化や従業員の考え方が、知的資

産管理を推進する上で、どのような影響を与えて

いるのかを明らかにするために、仮説６を設定し

た。

仮説６）知的資産管理の推進には、まず、従

業員の意識改革、次に、従業員１人１人の知

識の創出を促すような風土、文化を定着させ

る必要がある。

知的資産管理を推進するには、まず、経営者が

リーダーシップを発揮し、全社的な方針を打ち出

し、従業員の意識改革を推し進める必要がある。

次に、企業や組織にとって価値ある知的資産を獲

得するために、ギブ＆テイクの精神、ボトムアッ

プ的な発想など、従業員１人１人に知識を生み出

させるような、風土・文化を根付かせる必要があ

ると考えられる。

４．７ 仮説７（情報インフラ）

知的資産管理を実践する上で、効果的な情報イ

ンフラとは何かを明らかにするために、仮説７を

設定した。

仮説７）知的資産管理の実践には、情報イン

フラ、中でも「イントラネット」の活用が効

果的である。

電子化、ネットワーク化、双方向化を支える情

報インフラの整備が進み、「グループウェア」、

「インターネット」、「イントラネット」、「エクス

トラネット」など、知的資産管理の実践に効果的

な情報インフラが出てきている。現状では、その

中でも、導入が容易で、操作性が統一でき、知的

資産の共有に馴染む、インターネット技術を利用

した「イントラネット」が最も効果的な情報イン

フラであると考えられる。
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建設�
10.7％�
�

商業�
16.5％�

鉱業�
0.0％�

電力・ガス�
0.0％�

通信�
0.8％�

海運�
0.0％�

陸運�
1.3％�

空運�
0.0％�

食品�
3.3％�

繊維�
2.8％�

化学�
7.1％�

窯業�
1.5％�
�

鉄鋼�
0.3％�
�

機械�
6.9％�
�

倉庫・輸送関連�
1.8％�

不動産�
1.0％�

金融・保険�
　7.6％�

�

電気機器�
　7.4％�
�

精密機器�
2.3％　�

�

その他製造�
　4.1％�
�

輸送用機器�
5.6％�
�

パルプ・紙�
　0.5％�

石油・�
石炭製品�
　0.8％�
�

ゴム製品�
　1.0％�
�

非鉄金属�
　1.0％�
�金属製品�
　3.1％�
�
�

その他�
2.0％�

無回答�
　1.0％�

水産・農林�
　0.3％�サービス�

9.4％　�

５．仮説検証方法

前述の各仮説を検証するために、表５―１のよ

うな調査を実施した。

６．企業アンケート調査の概要

企業アンケート調査は、調査実施機関である富

士通総研から、企業の経営企画担当責任者に調査

票を郵送し、回収についても各企業から富士通総

研に郵送する形式をとった。調査対象企業は、

１９９９年１月時点での上場企業全３３１３社とした。調

査期間は、１９９９年２月１２日（金）～２月２５日（木）

で、有効回答企業数は３９３社、回収率は１１．９％で

あった。

６．１ 回答企業の業種分布

回答企業の業種分布は、図６―１に示すとおり、

業種による偏りが見られる。商業１６．５％、建設

１０．７％、サービス９．４％が比較的多くなっており、

全般的にはほぼ全業種にわたっている。

６．２ 回答企業の従業員数分布

回答企業の従業員数分布は、図６―２に示すと

おり、３００～５，０００人未満の企業が約９割と多く

なっており、５，０００人以上の企業が約１割と少な

くなっている。

７．従業員アンケート調査の概要

従業員アンケート調査は、効率的かつ効果的に

実施するため、電子メールによるマーケティン

表５―１ 仮説検証のための調査方法

調 査 種 別 調 査 概 要

企業アンケート調査 経営者側から見た、知的資産管理の現状を調査した。

従業員アンケート調査 従業員側から見た、知的資産の共有、活用の現状を調査した。

先進企業ヒアリング調査 知的資産管理に関する先進的な取組みの現状を調査した。

図６―１ 回答企業の業種分布
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グ・サービス「iMiネット」１を活用した。調査対

象者は、「iMiネット」利用者のうち、会社員、公

務員の８００人を対象とした。調査実施機関である

富士通総研が、調査票をWebサイトにアップ

ロードし、調査対象者に回答依頼の電子メールを

１９９９年３月１２日（金）に送信し、回答者からの回

答データを集計した。調査期間は、１９９９年３月１２

日（金）～３月２５日（木）で、有効回答者数は４９８

人、回答率は６１．１％であった。

７．１ 勤務先企業の業種分布

回答者の勤務先企業の業種分布は、図７―１に

示すとおり、業種による偏りが見られる。サービ

ス２９．３％、電気機器１６．０％、その他１１．７％が比較

的多くなっており、全般的にはほぼ全業種にわ

たっている

７．２ 勤務先企業の従業員数分布

回答者の勤務先企業の従業員数分布は、図７―

２に示すとおり、企業アンケート調査と異なった

傾向を示している。３００人未満の企業が約３分の

１と最も多くなっており、５，０００人以上の企業も

約４分の１と多くなっている。

図６―２ 回答企業の従業員数分布

図７―１ 回答者の勤務先企業の業種分布

１ 「iMi（Interactive Marketing Interface）ネット」とは、富士通株式会社が運営し、株式会社富士通総研が協力しているワン・
トゥ・ワン・マーケティングメディアである。インターネットの利用者とNIFTY–Serveのメンバから構成される約１５万人のiMi
ネットメンバ（１９９９年４月現在）を対象に、アンケート調査を行ったり、電子DMを配信したりすることができるサービスであ
る。
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0.0％�
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社長・�
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　1.4％�

部課長クラス�
　14.3％�

７．３ 回答者の所属部門分布

回答者の所属部門分布は、図７―３に示すとお

り、研究開発部門２３．３％、情報システム部門

１７．２％、営業・販売部門１５．７％、その他１１．５％が

比較的多くなっており、全般的にはほぼ全部門に

わたっている。

７．４ 回答者の役職分布

回答者の役職分布は、図７―４に示すとおり、

担当者クラス３５．０％、係長・主任クラス２８．４％、

技術専門職１７．０％、部課長クラス１４．３％の順に多

くなっている。

８．先進企業ヒアリング調査の概要

１９９９年２～３月、知的資産管理の先進的な取組

みを行っている企業に対して、ヒアリング調査を

実施した。今回はそのうち３社のヒアリング調査

結果の一部を報告する。

８．１ エーザイ株式会社

エーザイ株式会社（以下、エーザイ）は、医薬

品の製造・販売を中心的な事業内容とする企業で

ある。筑波、ボストン、ロンドンに主要な研究所

を持ち、日米欧三極体制で研究開発を行っている。

エーザイは、全世界に７，２００名を超す従業員を擁

し、多様な価値観を持った従業員が「hhc（human

health care）」という企業理念を共有しながら、

患者様と生活者の皆様へのより一層の貢献を目指

図７―２ 回答者の勤務先企業の従業員数分布

図７―３ 回答者の所属部門分布

図７―４ 回答者の役職分布
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し、知識創造に重点を置いた企業活動を展開して

いる。

その「hhc活動」は大きく３期に分けられる。

第I期は「hhc理念」の発信と「hhcマネージャー」

を育成する期間、第Ⅱ期は「hhcマネージャー」

がコアとなり、「hhc理念」を浸透させる期間、

第Ⅲ期は「hhc活動」をグローバル展開する期間

である。

第Ⅰ期の「hhcマネージャー」の育成期間（１９９１

年～１９９２年）は、社長自らが研究開発・生産・営

業・管理の各部門から改革の核となる人材を選抜

しスタートした。１グループ２０名前後の５グルー

プ（合計１０３名）に分け、表８―１の４stepのプ

ログラムが実施された。

第Ⅱ期の「hhc活動」を組織に浸透させる期間

（１９９２年～１９９６年）では、第I期で育成された「hhc

マネージャー」が中心となり、患者様や生活者の

皆様に視点をあてた個別プロジェクト活動を全

社・各部門において展開していった。具体的には、

薬を正しく服用して頂くためのビデオの作成と病

院の待ち時間を使った患者様への提供、安全最優

先のプロモーション活動、患者様にやさしい包装

や剤形の開発、医療現場ニーズの収集など、多く

の成果を出している。

第Ⅲ期は「グローバルhhc」の実現を目指す「第

Ⅲ期５ケ年戦略計画」がスタートした時から現在

に至る期間（１９９７年～）である。社を取り巻く環

境は更に激変の兆しを見せ、グローバルに「hhc」

を実現するためには、新たなイノベーションへの

取組み・手法が求められてきた。そこで、トップ

の判断で、野中郁次郎北陸先端科学技術大学院大

学教授が提唱されている「知識創造理論」の考え

方が導入された。現在は「知識創造理論」におけ

る「知識創造の４モード」を活用して、具体的な

実践活動を展開している。エーザイにおける「知

識創造の４モード」を図８―１に示す。

エーザイでは、全社レベルで「日常業務の取組

み方」に関する２００項目に及ぶ質問を設定した「知

識創造サーベイ」を実施し、知識創造プロセスに

おける強み・弱みを見極めている。「知識創造

サーベイ」の結果は、４モードのうち、「共同化」

「表出化」「連結化」は平均的な値であったが、「内

面化」の数値はどの年齢層・職位においても大変

高かった。つまり、「個人の『知』の取込みは積

極的に行われているが、組織までは広がっていな

い」ということが推測されている。従って、エー

表８―１ 「hhcマネージャー」育成プログラムの概要

Step プ ロ グ ラ ム 概 要

第１ 御殿場の経団連ゲストハウスに７日間缶詰め状態となり、暗黙知の交流を行った。狙いは「企業は変わらなけ

ればならない」ということを理解すること、そして「新しい視点でどう自分の仕事の現場で活かしていくか」

を考えさせることであり、革新的な企業の事例を通じて学ばせた。

第２ 老人医療や介護において先進的な病院（東京都青梅市）での２泊３日の病棟実習である。この実習は、お年寄

りの入浴の手伝い、食事の介助、トイレ誘導やオムツ交換など、様々な体験をしながら患者様のニーズを知り、

患者様の身になって考えるプログラムであり、「hhc」を実現する上で大きな効果を発揮した。

第３ 第一線の医療現場への３泊４日の派遣研修である。患者様志向の医療機関をはじめ、救急医療の現場や臨床医

が一人だけの離島の診療所、山間僻地の無医村等の実態を学ばせた。

第４ 「知」を習得した「hhcマネージャー」が社長・役員の前で１人ずつ革新提案の発表を行った。企業変革の必

要性を学び、顧客とは何かを考える機会を得、第一線の医療現場での実情を知った各メンバは、社への提言と

自組織をこのように変えていきますという、力強い・意欲的な提言を行い、確実に「hhc」推進の担い手となっ

ていった。
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共同化� 体で「知」�
を知る�

・現場に足を運んでいる�
・患者ニーズを把握する�
・プロジェクトで他部門の�
　ノウハウを共有する�

内面化�

表出化�

連結化�
言葉や形を�
体得する�

思い・ノウハウ�
を言葉や形で�
表す�

言葉や形を�
組み合わせる�

・研修を通じて知を吸収�
・成功例を自分で試す�
・新しい知識を人に話す�
・新しい業務プロセスを試す�

・対話や議論からコンセプト�
・現場からコンセプト�
・課題解決の仮説を出す�

・社内外の情報を統合する�
・情報を組み合わせて発表�
・企画書や報告書の形に�
　　　　　　ドキュメント化�

暗
黙
知�

暗
黙
知�

暗黙知�

形式知�

形
式
知�

形
式
知�

形式知�

形式知�

知創部�

知　識� 創　造�

担当者制�

プロジェクト活動�

支援�

研究開発� 生　産� 営　業� 管　理�

研修での共有化�

hhcカンファレンス�
病棟実習�

知創カンファレンス�

知の広場�
部門総会�
hhc Initiative

海　外�

ザイでは、個人の「知」を組織の「知」に変換で

きるようなしくみをつくることが必要とされてお

り、そのためには「場づくり」とミドル・マネー

ジャーのコンセプト創造スキルの開発が重要とさ

れている。

エーザイでは、「知識創造活動」を全社的に実

効あるものとすべく、その推進組識として社長席

直轄下に「知創部」編成した。「知創部」は、各

部門（研究開発、生産、営業、管理、海外）毎に

部員を配置し、hhcプロジェクト活動や人材育成

プログラムの支援を行っている。例えば、イント

ラネット上の「知の広場」のような多様な「知」

を生み出す「場」や、「病棟実習」のような患者

様のニーズに気付くための機会を提供している。

「知創部」と「知識創造活動」との関係を図８―

２に示す。

これまでの「hhc活動」の成果としての事業展

開の例としては、「エルメッド・エーザイ株式会

社」の設立と「商品情報センター」の開設が挙げ

られる。

「エルメッド・エーザイ株式会社」は、１９９６年

４月に設立された高齢者向けジェネリック薬の研

究開発、製造、販売を行っているエーザイの

１００％子会社である。同社の設立は、社員の「病

棟実習」の体験の中から、口の中で少量の唾液で

も容易に溶ける「口腔内速崩錠」の開発がきっか

図８―１ エーザイにおける「知識創造の４モード」（エーザイ株式会社提供資料より作成）

図８―２ 「知創部」と「知識創造活動」との関係（エーザイ株式会社提供資料より作成）
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けとなった。高齢者の方々にとっては、どのよう

な形態の薬が飲みやすいのかを考え、現在では１４

品目が販売されている。

「商品情報センター」は、「hhc活動」の成果と

して１９９２年度に誕生した。顧客の生の声を直接

トップにつなげるための組織となっている。薬に

対する説明を求める一般生活者の質問から、医

師・薬剤師の専門的な問い合わせまで、これまで

に２０万件を超す相談が寄せられており、この中か

ら新製品につながるヒントも出ている。「チョコ

ラBBジュニア」や「チョコラBBこどもシロップ」

がその一例である。

８．２ 株式会社花ごころ

株式会社花ごころ（以下、花ごころ）は、家庭

園芸、輸入の園芸グッズ、ガーデニング関係の商

品の販売を事業内容とする企業である。従業員数

は、１９９９年３月現在、男性１７名、女性４２名の合計

５９名である。事業所は、本社の高畑ウェルカムセ

ンター（名古屋市）の他、東京営業所、ショップ

が２店舗ある。その他、花ごころグループとして、

株式会社花ごころ製造本社工場、名四工場、多度

工場がある。顧客は園芸問屋がほとんどで、販売

店やエンドユーザは一部である。

業務の課題としては、園芸業界全体にも言える

ことであるが、専門店と量販店との色分けがなく

なってきていることがあげられる。従来の「園芸

店」が「ガーデンセンター」に名称を変えている

など、店種のボーダレス化が進んでいるためであ

る。また、来店した顧客に対して情報提供できる

人が少なくなってきており、情報やノウハウの共

有化が課題と言える。

花ごころでは、グループウェア（Notes）と携

帯パソコンを活用して、従業員の持つ情報やノウ

ハウの共有を図っている。花ごころでは、様々な

情報・ノウハウが共有化されているが、一番大事

にされている情報・ノウハウが企業のコンセプト

である。そのコンセプトの周辺に各従業員が持っ

ている情報・ノウハウが点在し、それらを共有化

しているという点が、花ごころでの情報・ノウハ

ウ共有の特徴と言える。

現在、Notesを活用した社内システムで提供し

ている主なサービスとして、「伝言板」、「DATA

–IN（データ・イン）」（社内で独自で作ったNotes

の文書データベースの１つ）、「電子会議室」があ

る。

「伝言板」は、日々の社内の連絡事項を扱って

おり、従業員全員が確認できるようになっている。

電子メールは１対１の関係でやり取りされること

が多く、その情報が個人に依存してしまうと、組

織としては「死に情報」として捉えられるので、

通常は誰もが見ることができる「伝言板」で連絡

を取り合うことにしている。このため、一番利用

頻度の高いサービスとなっている。

「DATA–IN」は、営業担当関連の情報・ノウ

ハウを中心に扱っているが、全従業員が社内で自

由に読み書きが可能となっている。基本方針とし

て、「事実」、「仮説（こう思うという考え）」、「ア

クション（こうしたという行動）」に分けて、情

報・ノウハウをアップするようになっている。内

容としては、チラシで見つけた他社情報（商品、

値段など）、販売店から聞き込んだ情報、アイ

ディア情報など様々である。ここでの情報・ノウ

ハウは、全て商品化や業務改善に活かされている。

つまり、現在一番の商品開発の力となっているも

のである。

「電子会議室」は、会議までに明確にしておく

こと、会議での決定事項、会議での検討経過など、

実際の会議を効率よく行うために活用されている

ものである。

Notes活用の推進主体としては、社長のリー

ダーシップの下、システム担当がシステムを立ち

１１３ 郵政研究所月報 １９９９．７



上げ、企画担当が社内に馴染ませる役割を担って

いる。馴染ませるためには、まず各部門のキーマ

ンに研修を含めて説明を行い、その後キーマンを

通じて全社員に伝わるようにしている。Notes活

用を推進するに当たっては、各従業員の興味のあ

るところから使わせるようにしていった。

情報・ノウハウ共有した最大のメリットとして

は、次の３つがあげられる。

● 誰もが情報を確認することができるおかげで、

業務スピードが確実に向上したこと。

● いつでもどこでも最新の情報を提供できるこ

と。

● 各担当者のいろいろな視点や見方を取り入れ

ることができ、新製品を様々な視点で考えられ

るようになったこと。

８．３ 富士通株式会社 ソフト・サービス事業推

進本部

富士通株式会社（以下、富士通）の事業内容は、

「電子デバイス部門」、「通信部門」、「情報処理部

門」、「ソフト・サービス部門」の４部門に大きく

分かれている。ソフト・サービス部門の主な業務

は、システム、ネットワーク、アウトソーシング、

アプリケーションなどに関するコンサルティング

やインテグレーションである。ソフト・サービス

部門の従業員は、富士通本体に約６，０００人、国内

のSE（システム・エンジニア）会社に約１５，０００

～２０，０００人（「SE会社」の定義による）、そして

海外の関連会社に約２０，０００人いる。ソフト・サー

ビス部門では、ネットワークを通して、知識を共

有することで、新しいワークスタイルの変革を実

現するためのナレッジ・マネジメントを「Solu-

tion NET」と名付けて実践している。

「Solution NET」は、スタートしてから丸２年

が経つが、書類を共有・再利用しようという取組

みはかなり以前からあった。最初の取組みは１９７８

年からスタートした「FIND（汎用コンピュータ

を活用した情報共有システム）」に溯る。当初、

「FIND」への情報の登録は、推進運動を展開す

るなどの方法で進めて、それなりの効果を出して

いたが、多くの課題も生じてきた。現在では、情

報登録を促進するために、情報を有料化している。

情報の登録時に、利用料金を設定させ、その情報

が利用されると、情報利用部門から情報登録部門

へ料金が入ってくるようなしくみである。

４～５年 前 か ら「FIND」は、「FIND２／IKB

（Webサイトを活用した情報共有システム）」へ

と移行した。「FIND２」が主にSE自身が登録す

る情報（商談情報、プロジェクト情報など）を蓄

積しているのに対し、「IKB」はSE支援部隊が登

録する技術情報を主に蓄積している。「FIND２

／IKB」は、「FIND」時代の教訓を活かした、本

当に有効利用したい情報を対象に運用しているシ

ステムである。しかし、情報共有システムを

Webサイトを活用したものに移行してからも、

情報の利用にはまだまだ多くの課題があった。そ

の大きな理由は、次の２点である。

１）情報を整理している間に時間が経過し、情報

の陳腐化が始まっている２。

２）人間関係をたどって情報を収集した方が、有

用な情報を手早く入手できたこと。

これは「情報を登録するシステムに共通して言

える『限界』である。」と考えられていた。

このような状況下、「日常の業務で何が重要か

といえば、リアルタイムで判断ができることであ

る。このためにはプロジェクトの今の状況を常に

分かることが重要である。」という認識の下に生

まれたのが「Project Web」である。「Project

２ 常に最新の情報を求めているSEにとっては、整理された時点すなわち情報が「完成」された時点では、既にその情報の価値は
低下しているのだという。技術革新の頻度の多さ、情報産業の競争の激しさを物語っている。
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担当役員�

担当幹部�

技術協力�

富士通開発部門�
富士通研修所�

�
�

コンサルティング部門� Solution NET 推進室�

全体の開発運用�

CKO（Chief Knowledge Officer）�

Web」の利用に関する基本的なスタンスは、「利

用したいプロジェクトが自由に利用すればよい。」

というものである。これは、「現実問題として、

約２０，０００万人のSEをコントロールするのは困難

である。」という逆説的な発想にもとづいて考え

られている。実際、各プロジェクトで自然発生的

に生まれたしくみが、部門全体のしくみに発展し

ている例が多いようである。しかし、完全な自由

放任主義ではなく、緩やかなコントロールとして、

２ヶ月に１回、プロジェクトの代表者を集めた会

議を開催し、推進状況を確認している。

以上のことから「Solution NET」は、リアル

タイム性を重視したナレッジ・マネジメントであ

ると言えよう。

ソフト・サービス部門のナレッジ・マネジメン

トに関する方針を指示するCKO（Chief Knowl-

edge Officer）と呼ばれる担当役員、担当幹部の

配下に、図８―３のような組織がある。それが、

「Solution NET」全体の開発運用を担っている

専門組織、「Solution NET推進室」である。「Solu-

tion NET推進室」の活動としては、「Solution

NET」の方針や考え方を全社員に展開したり、

先行グループの具体的な事例を紹介したり、「不

満を聞く会、議論する会」を設けたりしている。

「Solution NET」の基本的なしくみは、「検索

エンジン＋エージェント」である。特に情報登録

のための分類は行わず、ネットワーク上で仕事を

行っていれば自然に情報が共有されるしくみであ

る。「Project Web」については、プロジェクト

の進め方はプロジェクトや人によって異なるため、

フォーマット無しで自由に実践させている。例え

ば、フォーマットがあるために、タグを付けたり

することは、日常業務と外れた仕事であり無駄で

ある。文書などを作成したら、それをサーバに蓄

積しておくだけで十分であり、あとはそれを見た

い人が検索エンジンを活用して検索すれば良いと

いう発想である。また、現在４００ほどのサーバが

あるが、そこにエージェント・プログラムを常時

動作させている。あらかじめ利用頻度の高い単語

を登録しておけば、エージェント・プログラムが

その単語を含む文書を自動的に検索してくれるし

くみを実現している。

「Solution NET」の知識構造は、図８―４に示

すとおりである。その知識構造は、「実作業で生

まれる知識」「整理された知識」「体系化された知

識」の３つに分けている。

「実作業で生まれる知識」は、現場に最も近く、

顧客をサポートしている部門のノウハウや知恵が

図８―３ 「Solution NET」の推進体制

（黒瀬邦夫「富士通のナレッジ・マネジメント」、１９９８年、ダイヤモンド社より作成）
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蓄積されている。「整理された知識」は、「実作業

で生まれる知識」から抽出した業種別の知識や業

種共通の知識が蓄積されている。「体系化された

知識は、「実作業で生まれる知識」「整理された知

識」で得られた知識のうち、商品やサービスとし

て利用できるノウハウが蓄積されている。

「Solution NET」の取組みをスタートさせてか

らの目に見える効果としては、従業員の意識が

「プロジェクト制」へと変わっていったことや

「Project Web」を利用したプロジェクトの業績

が向上していることがあげられる。

９．仮説検証

企業、従業員の両アンケート調査結果を中心に、

先進企業ヒアリング調査結果も取り入れながら、

各仮説を検証した。

９．１ 仮説１検証（認識と意欲）

仮説１）知的資産管理の重要性を認識してい

る企業は多く、その実践に対する意欲も強い。

仮説１は、知的資産管理の重要度、実践度、そ

して将来的な実践意欲度をもとに検証した。

９．１．１ 知的資産管理の重要度

図９―１は、経営者と従業員が、知的資産管理

をどの程度、重要と考えているかを表している。

「かなり重要である」「重要である」を合わせる

と、経営者、従業員ともに、９割を超える企業が、

知的資産管理の重要性を認識していることが分か

る。

図９―１ 知的資産管理の重要度

図８―４ 「Solution NET」の知識構造（富士通株式会社提供資料より作成）
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N＝7
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N＝19
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実践する�
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実践する�
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0.0
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経営者合計�

N＝12

N＝243

N＝137
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無回答�

25.0

31.7
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40.0
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36.1
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13.9

23.4

16.7 58.3

９．１．２ 知的資産管理の重要度と実践度

図９―２は、知的資産管理の重要性を認識して

いる企業が、知的資産管理をどの程度、実践して

いるかを表している。

知的資産管理の重要性を認識している企業ほど、

「意識的に実践している」の割合が高くなってい

ることが分かる。

９．１．３ 知的資産管理の重要度と将来的な実践意

欲度

図９―３は、現状、知的資産管理を実践してい

ない企業が、将来、どの程度実践する意欲がある

のかを表している。

「１年未満に実践する」「１～３年未満に実践す

る」を見れば分かるように、重要性を認識してい

る企業ほど、将来的な実践意欲も強くなっている。

以上のことから、仮説１は「仮説どおり」の結

果が得られたと言えよう。

９．２ 仮説２検証（管理のレベル）

仮説２）大半の企業が「定型的知的資産」を

管理するレベルに留まっており、「経験的知

的資産」を管理している企業は少ない。

仮説２は、知的資産別の実践度、つまり、知的

資産の分類毎に、どの程度、共有、活用などを実

図９―３ 知的資産管理の重要度と将来的な実践意欲度との関係

図９―２ 知的資産管理の重要度と実践度の関係
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践しているのかをもとに検証した。

図９―４は、知的資産管理を実践している企業

における知的資産別の実践度を表している。

知的資産管理を実践している企業の６割以上が、

企業内と部門内で共有されている定型的な知的資

産を実践している。また、企業の４割以上が、部

門内で共有されている経験的な知的資産を実践し

ていることが分かる。

図９―５は、従業員の視点から見た方である。

従業員の４割以上が、部門内で共有されている、

あるいは、従業員個人の保有している、定型的な

知的資産を実践している。また、従業員の約５割

が、従業員個人の保有している経験的な知的資産

を実践している。この結果は、従業員個人レベル

では、知的資産の共有、活用などが盛んに実践さ

れていると考えられる。

図９―５ 知的資産別の実践度（従業員の視点）

３ MA（Multi Answer）は、複数回答を示す。

図９―４ 知的資産別の実践度（知的資産管理を実践している企業の経営者の視点）
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以上のことから、仮説２は「ほぼ仮説どおり」

の結果が得られたと言えよう。

９．３ 仮説３検証（知的資産の源泉）

仮説３）最も重要な知的資産は、現場で作業

している従業員１人１人の持つ知恵やノウハ

ウ、「草の根」の知識である。

仮説３は、知的資産の存在する部門、知的資産

の存在する役職、そして、知的資産別の重要度を

もとに検証した。

９．３．１ 知的資産の存在する部門

図９―６は、企業にとって重要な知的資産がど

の部門に多く存在しているかを表している。

一見して分かるように、企業の約６割が、営業

図９―７ 知的資産の存在する役職

４ ２Aは、２つまでの限定回答を示す。

図９―６ 知的資産の存在する部門
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6.4

27.0

15.3

20.6

13.7

3.8

21.1

19.3
15.0

41.2
44.0

16.5

4.3
5.1 0.8 1.3

0

10

20

30

40

50

経営者�
（N＝385、MA）�

18.14.0

％�

販売部門と研究開発部門をあげている。このこと

は、重要な知的資産は、顧客に関する知的資産を

保有している現場レベルにあることを反映してい

ると考えられる。

９．３．２ 知的資産の存在する役職

図９―７は、企業にとって重要な知的資産がど

の役職に多く存在しているかを表している。

経営者の視点と従業員の視点で違いがはっきり

現われていることが分かる。経営者の約４分の３

が「部課長クラス」と回答しているのに対し、従

業員の約４割が「係長・主任クラス」と回答して

いる。また、３割を超える従業員が「社長・役員

クラス」を除く役職に重要な知的資産があると回

答している。

９．３．３ 知的資産別の重要度

図９―８は、経営者の視点での知的資産別の重

要度を表している。

経営者の４割以上が、部門内と従業員個人の経

図９―９ 知的資産別の重要度（従業員の視点）

図９―８ 知的資産別の重要度（経営者の視点）
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実践経営者（N＝299、MA）�

実践従業員（N＝282、MA）�

33.3

19.1

34.0

11.3

29.8

11.7

5.4

5.7
0.0

50
％�

403020100

経営者・管理職が率先して知的資産管理を実践している�

知的資産管理に関する方針や考え方を経営方針に組み込んでいる�

経営者・管理職がホームページなどを通じて知的資産管理に関する方針や考え方を社員に啓蒙している�

経営者が知的資産管理に関する方針や考え方を社内報、講演などで発表している�

管理職が知的資産管理に関する方針や考え方を会議、研修などで社員へ説明している�

知的資産管理を推進させる責任を管理職に対して課している�

社内発表会などで社員に自らの知的資産の共有、活用などの成功事例を発表させている�

その他�

無回答�

実践経営者� 実践従業員�

27.8
37.2

18.4

16.3

35.1
38.5

25.4

28.4

20.7

験的に保有している知的資産の重要性を認識して

いる。

図９―９は、従業員の視点から見た方である。

経営者の視点と比較すると、更に特色が出ている

ことが分かる。４割を超える従業員が、部門内の

経験的に保有している知的資産の重要性を認識し

ている。更に、７割近い従業員が、従業員個人の

経験的に保有している知的資産の重要性を認識し

ていることが分かる。

以上のことから、仮説３は「ほぼ仮説どおり」

の結果が得られたと言えよう。

９．４ 仮説４検証（経営者方針）

仮説４）知的資産管理の推進には、経営者方

針を企業内に展開、浸透させることが重要で

ある。

仮説４は、知的資産管理の展開方法と浸透度を

もとに検証した。

９．４．１ 知的資産別の展開方法

図９―１０は、知的資産管理を実践している企業

が、知的資産管理の方針や考え方をどのような方

法で社内に展開しているのかを表している。

経営者の視点と従業員の視点を合わせて見てみ

ると、「管理職が知的資産管理に関する方針や考

え方を会議、研修などの場で従業員へ説明してい

る」が最も多く、次いで「知的資産管理に関する

方針や考え方を経営方針に組み込んでいる」「社

内発表会などで社員に自らの知的資産の共有、活

用などの成功事例を発表させている」「経営者、

管理職が率先して知的資産管理を実践している」

が多くなっている。

「社内発表会などで社員に自らの知的資産の共

有、活用などの成功事例を発表させている」の他

は、全般的に経営方針への組込みと経営者、管理

職の率先した行動が多くなっていると言えよう。

９．４．２ 知的資産管理の展開方法と浸透度

図９―１１は、知的資産管理を実践している企業

における展開方法と浸透度の関係を表している。

「全従業員の８割以上」と「全従業員の５～７

割程度」を合わせて見ると、「経営者、管理職が

率先して知的資産管理を実践している」と「経営

者が知的資産管理に関する方針や考え方を社内報、

講演などで発表している」の浸透度が５割を超え

ている。また、「経営者や管理職がホームページ

などを通じて知的資産管理に関する方針や考え方

を社員に啓蒙している」の浸透度に至っては、６

割を超えている。つまり、経営者の率先した行動

が、従業員に良い影響を与えていると考えられる。

図９―１０ 知的資産管理の展開方法
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100％�80％�60％�40％�20％�0％�

実践経営者�

従業員�

N＝299

N＝489

人事評価制度との連動�

社内研修制度との連動�

部門の業績評価度との連動�

社内表彰制度� 経営者・役員のコミットメント�

その他�無回答�

社内の事例発表会�

29.8

26.7

13.0

16.8

13.4

20.0

9.0

11.7

7.4

12.7

8.0

9.9

1.7 17.7

2.2

0.0

���������������������
���������������������
�����������������������
������������������������
�����������

���
���

�
��

実践経営者合計�
N＝299

経営者・管理職が率先して知的資産管理を実践している�
N＝83

知的資産管理に関する方針や考え方を経営方針に組み込んでいる�
N＝89

経営者・管理職がホームページなどを通じて知的資産管理に関する方針や考え方を社員に啓蒙している�
N＝35

経営者が知的資産管理に関する方針や考え方を社内報、講演などで発表している�
N＝62

管理職が知的資産管理に関する方針や考え方を会議、研修などで社員へ説明している�
N＝115

知的資産管理を推進させる責任を管理職に対して課している�
N＝76

社内発表会などで社員に自らの知的資産の共有、活用などの成功事例を発表させている�
N＝85

その他�
N＝16

全従業員の�
８割以上� 全従業員の�

１割未満�

全従業員の�
２～４割程度� 無回答�全従業員の�

５～７割程度�

100％�80％�60％�40％�20％�0％�

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

2.39.0

8.6

4.4

7.1 3.5

2.6

31.3

43.816.9

20.0 25.7

40.3

14.538.210.5

12.9 44.7

56.337.5

19.4

46.111.3

16.9

45.2 16.48.7

6.5

27.4

43.4

28.1

45.7

36.8

31.8

33.9

35.7

6.3

1.2

2.3

以上のことから、知的資産管理を全社に展開す

るには、単にその方針や考え方を従業員へ展開す

るだけでなく、経営者が率先して行動することが

必要であると考えられる。よって、仮説４は「ほ

ぼ仮説どおり」の結果が得られたと言えよう。

９．５ 仮説５検証（インセンティブ）

仮説５）価値ある知的資産の創出には、従業

員が自発的に知識を吐き出すようなしくみや

制度を設けることが必要である。

仮説５は、インセンティブの効果度、実践度、

そして、知的資産管理の促進要因をもとに検証し

た。

９．５．１ インセンティブの効果度

図９―１２は、知的資産管理の推進には、どのよ

うなモチベーション、インセンティブ、あるいは

社内制度が効果的と考えられているかを表してい

る。

一見して分かるように、知的資産管理に最も効

果があるインセンティブは、知的資産管理を実践

している経営者の約３割、従業員の約４分の１が

図９―１２ 知的資産管理に効果的なインセンティブ５

５ 従業員の数値は、複数回答から得られた結果の合計が１００％になるように調整している。

図９―１１ 知的資産管理の展開方法と浸透度の関係
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24.7

23.2

21.6

9.7

3.8

1.0

60.5

62.4

34.8

10.0

14.3

32.3

19.6

33.9

19.8

31.6

32.1
32.1

31.1

％�0 10 20 30 40 50 60 70 80

経営者� 従業員�

社員の意識改革�

知的資産の提供・利用を評価する制度の確立�

情報技術（イントラネットなど）の積極的活用�

管理職クラスのリーダシップ�

経営者・管理職の情報リテラシーの向上�

能力型人事評価制度の導入�

社員の情報リテラシーの向上�

経営者クラスのリーダシップ�

教育・研修制度の拡充�

経営戦略・方針や長期ビジョンの明確化�

ビジネスプロセスの改革（BPR）�

企業・組織文化の改革�

知的資産管理の実践に伴う特別な省力化�

権限委譲の徹底�

知的資産管理担当部門・CKO（知的資産統括役員）の設置�

プロジェクトチーム制導入などの組織改革�

部門を超えた人事異動�

知的資産管理に関するノウハウを持つ外部専門機関の活用�

外部との連携強化（提携など）�

無回答�

その他�

58.0

28.2

38.9

47.6

48.1
68.7

30.8
38.4

26.7

26.5
17.4

17.4

15.3
17.6

16.8
16.8

13.7

7.1

18.0

16.6

0.0

0.0

経営者（N=393、MA）�
従業員（N＝489、MA）�

13.5

「人事評価制度との連動」と回答している。やは

り、従業員の意識や行動を変革するには、知的資

産管理の実践に対する評価として、昇進、昇給な

どの報酬を与えることが効果的であると考えられ

る。

９．５．２ 知的資産管理の促進要因（インセンティ

ブ）

図９―１３は、知的資産管理の促進要因を表して

いる。

経営者の約５割、従業員の約６割ともに「知的

資産の提供・活用を評価する制度の確立」をあげ

ている。

９．５．３ インセンティブの実践度

図９―１４は、現状企業でどのようなモチベー

ション、インセンティブ、あるいは社内制度が実

践されているかを表している。

知的資産管理を実践している企業の約４割が

「部門の業績評価との連動」、４割を超える従業

員が「社内の事例発表会」をあげている。また、

知的資産管理を実践している企業の約３割が「そ

のような制度は設けていない」と回答している。

以上のことから、現状、多くの企業が効果的な

インセンティブを確立していないが、仮説５は

「ほぼ仮説どおり」の結果が得られたと言えよう。

９．６ 仮説６検証（風土・文化）

仮説６）知的資産管理の推進には、まず、従

業員の意識改革、次に、従業員１人１人の知

識の創出を促すような風土、文化を定着させ

る必要がある。

仮説６は、知的資産管理の促進要因、浸透度、

企業・部門の風土・文化、そして、先進企業ヒア

リング調査結果をもとに検証した。

図９―１３ 知的資産管理の促進要因
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6050403020100 ％�

経営者� 従業員�

トップダウン的にものごとが決まる�

フランクに意見が言い合える風土である�

形式にあまりこだわらない職場である�

現場の意見が尊重されている�

社員個人の責任権限範囲が広い�

ボトムアップ的な活動が盛んである�

実力本位の評価がなされている�

インフォーマルな組織が豊富である�

ギブ＆テイクの精神が根付いている�

無回答�

その他�

8.8
9.9

26.0

19.1

15.5

13.0

15.7

25.4

10.8

15.5

6.1
経営者（N＝393、MA）�
従業員（N＝489、MA）�

13.0

39.1

23.7

11.0

29.1

20.2

19.1

29.8

43.6

9.9

1.3

0.0

0.0

50403020100 ％�

実践経営者�実践従業員�

人事評価制度との連動�

社内研修制度との連動�

社内表彰制度�

部門の業績評価との連動�

社内の事例発表会�

その他�

経営者・役員のコミットメント�

無回答�

そのような制度などは設けていない�

17.4

16.1

7.0

26.6

17.4

実践経営者（N＝299、MA）�
実践従業員（N＝282、MA）�

９．６．１ 知的資産管理の促進要因（風土・文化）

図９―１３を見れば分かるように、経営者の約６

割、従業員の約７割が「従業員の意識改革」をあ

げている。経営者、従業員ともに、知的資産管理

の推進には「従業員の意識改革」が最も重要であ

ると考えられている。

９．６．２ 企業・部門の風土・文化

図９―１５は、企業あるいは部門にどのような風

土・文化があるのかを表している。

経営者、従業員ともに「トップダウン的にもの

ごとが決まる」「フランクに意見を言い合える風

土である」が４～５割と最も多く、同じような傾

向となっている。

しかし、従業員が知識を創出するような「ギブ

＆テイクの精神が根付いている」「ボトムアップ

的な活動が盛んである」などの風土・文化は、１

割前後とごく僅かとなっている。

図９―１５ 企業・部門の風土・文化

図９―１４ 現状実践されているインセンティブ
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8.1

17.9

13.6

50.0

12.5

2.3

1.4
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1.3

1.7
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3.6

0.0

0.0

12.5

0.0

0.0
12.5

0.0

100％�80％�60％�40％�20％�0％�

 

全従業員の�
８割以上�

全従業員の�
５～７割程度�

全従業員の�
１割未満�

全従業員の�
２～４割程度� 無回答�

実践経営者合計　N＝299

トップダウン的にものごとが決まる　N＝148

フランクに意見を言い合える風土である　N＝134

形式にあまりこだわらない職場である　N＝79

現場の意見が尊重されている　N＝80

社員個人の責任権限範囲が広い　N＝60

ボトムアップ的な活動が盛んである　N＝53

実力本位の評価がなされている　N＝37

インフォーマルな組織が豊富である　N＝28

ギブ＆テイクの精神が根付いている　N＝22

その他　N＝4

無回答　N＝8

９．６．３ 企業・部門の風土・文化と知的資産管理

の浸透度

図９―１６は、知的資産管理の実践企業における

企業・部門の風土・文化と知的資産管理の浸透度

の関係を表している。

「全従業員の８割以上」「全従業員の５～７割程

度」まで含めて見ると、「フランクに意見を言い

合える風土である」「現場の意見が尊重されてい

る」「ボトムアップ的な活動が盛んである」「実力

本位の評価がなされている」が、４割を超えてい

ることが分かる。

つまり、従業員にとって自由でメリットのある

風土・文化ほど、知的資産管理の浸透度が高いと

考えられる。

９．６．４ 先進企業ヒアリング調査結果（風土・文

化）

先進企業のヒアリング調査結果からも、従業員

の意識改革、知識を生み出させるような風土・文

化の重要性が伺える。

エーザイでは、社長が「エーザイ・イノベー

ション宣言」を発し、全従業員に「世の中変わり

ます。あなたは変われますか？」というメッセー

ジを投げかけている。これは、従業員の意識を変

えるだけの協力なインパクトがあったと考えられ

ており、知識創造活動の発端となっている。

花ごころでは、社長自らが事あるごとに従業員

に情報を伝え、「わかるまで話す。わかるまで聞

く。」といった姿勢で従業員と接している。また、

「知っている人に聞く」など教え合う風土が生ま

れている。

富士通で求められている精神は、「Give&

Take」を上回る「Give Give&Take」であり、

「Take無しではGiveしない」という考え方の持

ち主の情報は、もはや不要な情報と考えられてい

る。

以上のことから、仮説６は「仮説どおり」の結

果が得られたと言えよう。

図９―１６ 企業・部門の風土・文化と知的資産管理の浸透度の関係
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９．７ 仮説７検証（情報インフラ）

仮説７）知的資産管理の実践には、情報イン

フラ、中でも「イントラネット」の活用が効

果的である。

仮説７は、情報インフラの効果度、活用度、そ

して、知的資産管理の実践度をもとに検証した。

９．７．１ 情報インフラの効果度

図９―１７は、知的資産管理を実践する上で効果

的な情報インフラは何かを表している。

一見して分かるように、経営者の約５割、従業

員の約６割ともにイントラネットをあげている。

イントラネットに注目してさらに分析を試みた。

９．７．２ イントラネットの活用度と知的資産管理

の実践度

図９―１８は、経営者の視点から見た、イントラ

ネット導入企業における、その活用度と知的資産

図９―１８ イントラネットの活用度と知的資産管理の実践度（経営者の視点）

図９―１７ 知的資産管理に効果的な情報インフラ
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100％�80％�60％�40％�20％�0％�

従業員合計�
N＝489

極めて活用している�
N＝136

まずまず活用している�
N＝145

あまり活用していない�
N＝54

ほとんど活用してない�
N＝39

導入されていない�
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35.9
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60.939.1

64.1

実践している� 実践していない�

管理の実践度の関係を表している。

「意識的に実践している」の部分を見れば分か

るように、イントラネットの活動度が高い企業ほ

ど、知的資産管理を意識的に実践している割合が

高くなっていることが分かる。

図９―１９は、従業員の視点から見た方である。

経営者の視点と同様、イントラネットの活用度

が高い企業ほど、知的資産管理を実践している割

合が高くなっていることが分かる。

以上のことから、仮説７は「仮説どおり」の結

果が得られたと言えよう。

９．８ 仮説検証結果

９．８．１ 仮説検証結果

各仮説の検証結果を整理すると表９―１のよう

になり、総合的に評価すると「ほぼ仮説どおり」

の結果が得られたと言えよう。

９．８．２ 予測外の結果

今回の仮説検証結果から、特に予測外の結果と

して、次の２点があげられる。

第１は、仮説２（管理のレベル）において、知

的資産の全般的な実践度の順位が「定型的＞経験

的＞非定型的＞基幹的」となり、経験的な知的資

産の実践度が、非定型的な知的資産の実践度を上

回ったことである。経験的な知的資産は、無形の

知的資産ゆえに、共有、活用などを実践すること

は難しいと考えられがちであるが、協働作業や

OJTでは可能と言われている。このような意味で

は、国内企業における知的資産管理は、協働作業

やOJTを中心に実践されていると考えられる。

第２は、仮説３（知的資産の源泉）において、

重要な知的資産を保有している役職が、経営者の

４分の３は「部課長クラス」と回答しているのに

対し、従業員の約４割が係長・主任クラスと回答

表９―１ 仮説検証結果

仮 説 仮説検証結果

仮説１（認識と意欲） 仮説どおり

仮説２（管理のレベル） ほぼ仮説どおり

仮説３（知的資産の源泉） ほぼ仮説どおり

仮説４（経営者方針） ほぼ仮説どおり

仮説５（インセンティブ） ほぼ仮説どおり

仮説６（風土・文化） 仮説どおり

仮説７（情報インフラ） 仮説どおり

図９―１９ イントラネットの活用度と知的資産管理の実践度（従業員の視点）
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している点である。この結果は、経営者、従業員

ともに身近な役職または自分の視野に入る役職に

重要な知的資産があるのではないかと考えられて

いると推測できる。

１０．知的資産管理の現状と課題

知的資産管理の現状と推進上の課題について整

理した結果、次の５点が明らかになった。

１０．１ ほとんどの企業が知的資産管理を重要視

第１は、９割を超える企業が知的資産管理を重

要視しており、実践意欲も強いというこである。

従って、知的資産管理は単なる一ブームに終わら

ず、今後の多くの企業でその取組みが始まること

が予想される。

１０．２ 最も重要な知的資産は「草の根」の知識

第２は、企業にとって最も重要な知的資産は、

営業販売、研究開発などの現場部門の従業員１人

１人の経験的な知的資産、すなわち「草の根」の

知識であるということである。図１０―１は、経営

者の視点から見た知的資産別の重要度と実践度の

関係を散布図として表している。

縦軸は知的資産の重要度、横軸は知的資産の実

践度を表している。それぞれの平均値により分割

された４つの領域のうち、３つの領域内の知的資

産は、次のように定義付けられる。

● 重要度も実践度も高い領域内の知的資産

：「必須資産」

● 重要度は低いが実践度は高い領域内の知的資

産 ：「必要資産」

● 重要度は高いが実践度は低い領域内の知的資

産 ：「課題資産」

表３―３と照らし合わせて見ると「草の根」の

知識は「１―B」となり、必須資産となっている

ことが分かる。

図１０―２は、従業員の視点から見た方である。

経営者の視点と比較すると、より顕著に「草の根」

の知識である「１―B」が「必須資産」となって

いることが分かる。

以上のことから、「草の根」の知識は、企業に

なくてはならない知的資産と言えよう。

１０．３ 経営者の率先行動が成功のカギ

第３は、知的資産管理を推進する上での成功の

カギは、経営者の率先行動にあるということであ

図１０―１ 知的資産の重要度と実践度の関係（経営者の視点）
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る。知的資産管理を全社に浸透させるには、明確

な経営者方針を打ち立てるだけでなく、自ら率先

して全社に展開を図り、従業員の意識改革を行っ

ていくことが必要である。

１０．４ 知的資産の創出には評価制度が有効

第４は、企業にとって価値ある知的資産を創出

するには、知的資産管理の実践に対する評価制度

やインセンティブ制度を設けることが有効である

ということである。また、従業員にとってメリッ

トのある風土・文化を定着させれば、より価値あ

る知的資産を創出することができると考えられる。

１０．５ 情報インフラは知的資産管理に有効

第５は、約５割の企業が、情報インフラ、特に

イントラネットは、知的資産管理に効果的である

と考えており、イントラネットをよく活用してい

る企業ほど、知的資産管理の実践意欲も強いとい

うことである。

以上のように、知的資産管理を推進するために

は、知的資産管理に効果的な情報インフラを活用

することも必要であるが、経営者の率先した行動、

従業員へのインセンティブ供与、従業員の意識改

革など、組織の運営面での改革や工夫が重要とな

る。

１１．知的資産管理の郵政事業への適用

最後に、知的資産管理の郵政事業への適用を考

えてみる。全国に２４，７００局の郵便局、そして約３０

万人の郵政職員がいる。郵政省では「郵政行政情

報５ケ年計画」の中で、先進的な情報通信基盤の

整備として「郵政省WAN」の構築を推進してい

るところである。これにより、全郵政職員がネッ

トワークで結ばれ、職員１人１人の知恵やノウハ

ウが、双方向、メッシュ型でやり取りされるよう

になれば、より戦略的な郵政事業経営に結び付け

られるのではないかと考えられる。

１２．おわりに

本調査研究では、郵政研究所客員研究官である

土谷茂久千葉工業大学工学部教授にご指導頂いた。

また、企業アンケート調査、従業員アンケート調

査、及び先進企業ヒアリング調査に関しても多く

の関係者にご協力を頂いた。この場を借りて感謝

を申し上げる。

なお、本稿は、１９９９年５月１５日（土）に行われ

図１０―２ 知的資産の重要度と実践度の関係（従業員の視点）
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た経営情報学会１９９９年春季全国研究発表大会知的

資産管理セション、及び１９９９年６月４日（金）に

行われた第１１回郵政研究所研究発表会第２部情報

通信セッションでの発表内容に加筆、修正したも

のである。
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はじめに

本研究では、市場化する我国の金融システムに

おける公的金融の役割について考えている。初回

では融資先である企業の通時的な技術の伝播に焦

点を当てた。企業の生産経験の蓄積によって革新

された技術は世代を超えて伝播していく。この通

時的技術伝播を経済厚生の増進に結びつける上で

公的金融が重要な役割を果たすことが初回で明ら

かとなった。前回では郵便貯金の特徴に着目し、

その意義について検討した。注目した郵便貯金の

特徴は、採算地域と不採算地域への一律サービス

提供を行っていること、収支相償を行動原則とし

ていること、そして、民間銀行金利に追随して預

金金利を設定していることである。郵便貯金が仮

に民営化されると、民間銀行利潤および預金者利

益が減少するとともに、市場均衡が不安定化する

恐れも生じることが示された。

筆者は現在、チェコ共和国の某省に勤務してい

る。大相撲の優勝力士に贈られるボヘミアグラス

でも有名なチェコ共和国は、ヨーロッパの中心部

に位置し、東はスロヴァキア、西はドイツ、南は

オーストリア、北はポーランドと国境を接してい

る。首都は、「黄金の町」、「北のローマ」等と喩

えられるプラハである。無血革命で有名な１９８９年

の「ビロード革命」、１９９３年のスロヴァキアとの

分離を経てチェコ共和国となっている。NATO

への加盟も果たし、鉄のカーテンの内側という印

象はもはや感じられない。実際、中欧としての自

覚を持っているようである。今回はこの１０年間に

渡って市場化を体験しているチェコ共和国の経

済・金融システムについて紹介しつつ、本研究を

まとめることとしたい。

チェコ共和国の経済の軌跡―興隆と変調―

まずチェコ共和国の経済状況について概観しよ

う。「ビロード革命」後停滞していたチェコ経済

は１９９４年頃から拡大期に入り、その後順調な成長

を見せた。９５年には６．４％成長、９６年には３．９％成

長を達成している。その頃のチェコ共和国は「中

欧の優等生」とも呼ばれており、この言葉に当時

の躍進ぶりが象徴されている。失業率も３％ない

し４％と低水準を保っていた。ところが、１９９７年

初頭から変調が見られはじめ、第一四半期の成長

率が１．２％にとどまり、１０四半期ぶりの低水準と

なってしまった。

時のクラウス政権は景気対策として１９９７年４月

に「経済対策パッケージ」を、５月には「経済安

定・回復パッケージ」を公表した。これらの二つ

のパッケージは、財政支出削減と賃金抑制という

内需抑制政策を柱とするものであったが、結果は

芳しくなく、政治献金疑惑も重なって、クラウス

政権は１９９７年末に総辞職することとなってしまっ

た。１９８９年の「ビロード革命」以降、市場経済へ

の転換を担ってきた右派政権の終焉である。その

後中央銀行総裁のトショフスキー選挙管理政権を

経て、１９９８年７月に「ビロード革命」後の初の社

金融システムにおける柔らかな
官民関係に向けて（３）

慶應義塾大学経済学部 藤田 康範

視 点
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会民主党政権であるゼマン内閣が成立し、現在に

至っている。ゼマン政権は、それまでの緊縮財政

から、積極的な財政政策へと転換すると同時に、

汚職や経済犯罪の摘発・取り締まりの強化をは

かっている。

しかし国政運営は必ずしも円滑ではなく、議会

で多数を占める右派・中道政党の抵抗、財源不足、

同党閣僚の経験不足等が課題となっている。政治

献金疑惑の解明についても、現在のところ十分な

進展は見られていない。

９８年第一四半期はマイナス０．９％、第二四半期

はマイナス２．４％、第三四半期はマイナス２．９％と

依然として激しい不況となっている。失業率は、

９７年末には５．２％となり、９３年のスロヴァキアと

の分離以降最高水準を記録した。失業率の上昇は

９８年に入って加速し、１１月には７．０％を記録する

に至っている。さらなる増加が避けられない状況

にあり、９％台に突入するのではないかという意

見も出ているほどである。

チェコ共和国の金融業

―激しい参入・退出とVicious triangle―

金融業も不振である。市場化に伴って１９９０年初

頭から１９９４年中期にかけて急増した銀行数は、激

しい競争の中で減少し、現在では投資郵便銀行

（Investicni a Postovni banka）、商 業 銀 行

（Komercni banka）、国 家 貯 蓄 銀 行（Ceska

sporitelna）、チェコスロヴァキア商業銀行（Cesk-

oslovenska obchodni banka）の４大銀行以外の

存在感が薄れている。銀行業は全体的に不良債権

問題に苦しんでおり、不良債権総額は総融資総額

の３０％近くに達している。上記の４大銀行も不良

債権問題と無縁ではなく、そのほとんどが不良債

権の引当により大幅な損失を被っている。

現在のゼマン政権は、不良債権問題対策として、

金利の引下げ、不良債権への引当比率基準の設定、

不良債権の棚上げを認める中小銀行再建プログラ

ムの公表等を行った。また、チェコ資本の保護に

固執して外国資本の導入に躊躇したクラウス政権

の政策への反省から、外資導入を念頭においた政

策を展開している。上述の４大銀行の一つの投資

郵便銀行（Investicni a Postovni banka）の株式

が我国の大手証券会社に売却されていることにも

象徴されている。しかし、このような政策にも関

わらず銀行不安問題はまだ予断を許さない状況で

ある。

銀行預金はGDPの８３％を占めており、貯蓄は

概して潤沢であったが、その貯蓄を銀行が適切に

運用することができなかった。銀行の設立した投

資信託会社が企業を保有するものの、投資信託会

社は保有企業に経営健全化を促すことなく、必要

資金の追い貸しを恒常化してしまったのである。

銀行、投資信託、企業を頂点とする所謂「悪の三

角形」（Vicious triangle）の形成である。その結

果が不良債権の発生、銀行業の不振である。

このようなチェコ共和国の経験は、市場機構が

必ずしも有効に機能しないことを物語っている。

１９９０年代初頭のチェコ共和国では市場経済への移

行が強く唱えられていた。現在のチェコ共和国の

金融問題は、当時の負の遺産であるとも言われて

いる。

過当競争と公的金融

ここで注目したいのは、チェコの市場化におけ

る銀行の激しい参入退出の効率性である。初回で

も紹介した通り、市場機構の効率性の研究は経済

学の中核的研究の一つであり、その成果の結実の

一つが「厚生経済学の基本定理」である。同定理

は、規模の経済が働く場合、外部性が働く場合、

公共財が存在する場合、不確実性が存在する場合

には市場機構が効率的とならないことを明らかに

している。規模の経済と市場機構の効率性の関係
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については、さらに研究が深められ、「過剰参入

定理」が導かれている。規模の経済に加えて、財

の同質性および戦略的代替性がある場合には、参

入を自由にしておくと参入数が過剰となってし

まって過当競争が引き起こされてしまうというこ

とが同定理の概要である。規模の経済の発生の重

要な一因は固定費用の存在であるが、参入数が増

加して競争が激しくなると、固定費用に見合った

収入が獲得できなくなってしまって、経済厚生上

の損失が発生してしまうということを同定理は精

緻に証明しているのである。

そのような市場において公的金融が役割を果た

すのではないかというのが吉野・藤田（１９９６）の

問題意識である。吉野・藤田（１９９６）では複数の

民間銀行と一行の公的金融から構成される経済を

考え、郵便貯金が預かった資金を政府系金融機関

を通じて融資するという公的金融全体の活動に注

目した。公的金融の費用条件が良く、そのシェア

が大きい場合には、参入を自由にしておいても民

間銀行の参入数が適切となること、すなわち公的

金融が並存する市場においては「過剰参入定理」

が成立しないことが同論文の主要な帰結である。

この帰結は公的金融が過剰な参入を防いで市場機

構を有効に保つ役割を果たす可能性を示唆してい

る（１）。

おわりに

我国の金融システムは「制度中心型システム」

から「市場中心型システム」へと向かっている。

金融規制を事前的対策と事後的措置とに区分した

場合、事前的対策は競争制限的規制から自己資本

を重視した健全経営規制へと移行しており、事後

的措置は自己資本の毀損した金融機関に対して、

即時閉鎖、他の金融機関との合併、資本の増資等

を速やかに行うようになっている。最近の第二地

方銀行の破綻処理等も記憶に新しい。

自己資本の毀損が発覚した金融機関に対して裁

量を挟むことなく直ちに是正措置をとるという金

融行政が必要なことは言うまでもない。しかし、

銀行の過剰な参入を抑えて過当競争の発生を未然

に防ぎ、早期是正を不要とするような金融市場の

整備もまた必要である。市場を単なる弱肉強食や

多産多死の世界にせず、共存共栄を可能とするよ

うな仕組みが必要である。市場中心型経済システ

ムにも制度中心型経済システムにも、それぞれに

固有の特徴があり、それらの相互補完が不可欠な

のである。

初回では、現在の日本経済の不況対策として強

く提言されている産業構造転換を促進する上で公

的金融が重要であること、民間銀行への補助金供

与での代替が困難である等が明らかとなった。一

方、機会均等並びに公正性の確保、資源配分の効

率性の増進、経済の安定化を郵便貯金が果たすこ

とが前回で分かった。これらの結論と今回の結論

を併せ考えると、市場に入って民間銀行と良い緊

張関係を保ちつつ市場機構の有効化をはかるとい

う「柔らかな官民関係」に一定の役割があると推

察される。

本研究では公的金融の幾つかの側面に注目した

考察を行っており、全てを言い尽くしているので

は決してないが、公的金融に関する議論の進展の

一助になれば幸いである。総合的な研究について

は稿を改めて研究したいと計画している。今回の

執筆の機会を与えて下さった外薗博文氏への感謝

を述べて本研究を終えることとしたい。

（１） より厳密な条件の分析はFujita（１９９７）で行われている。

１３３ 郵政研究所月報 １９９９．７



引用文献

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』

Y. Fujita（１９９６）‘Effect of Entry Barriers in the “Mixture”Market，’Keio Economic Studies .

１３４郵政研究所月報 １９９９．７



○国民所得統計速報･･･１-３月期の実質ＧＤＰは､前期比＋1.9％と６四半期ぶりのプラス成長に�
実質ＧＤＰ成長率（季調済み前期比､％）と需要項目別寄与度�

（注） 括弧内の数字は寄与度。年度の伸び率は前年度比。�

《ポイント》�
・「四半期別国民所得統計速報」によると､平成10年1－3月期の実質ＧＤＰは季節調整済み前期比で＋�
1.9％（年率＋7.9％）と､平成９年7－9月期（前期比＋1.0％）以来６四半期ぶりのプラス成長となった。�
・1－3月期の伸びを需要項目別の寄与度でみると､最大の需要項目である消費が４四半期ぶりにプラス寄�
与となったほか、住宅投資や設備投資もプラス寄与に転じたため､国内民需は前期比＋1.1％ポイントと�
なった。また､公的需要も､経済対策等の効果から同＋1.1％ポイントとなった｡一方､外需は､輸出が前期�
比マイナスを継続する中､輸入がプラスに転じため､同－0.2％ポイントと､２四半期連続でマイナス寄与�
となった｡�
・この結果、平成10年度の実質ＧＤＰは､季節調整済み前年度比で－2.0％（昭和30年度の調査開始以来最�
低の成長率）と､政府経済見通しの－2.2％を上回ったものの､平成９年度（前年度比－0.4％）に続き2年�
連続のマイナス成長となった｡� 　（出所:経済企画庁　６月10日発表）�

【概　要】�
全体�
・景気は下げ止まり､おおむね横ばいで推移。民間需要の回復力が弱く依然として極めて厳しい状況な�
がら、各種政策効果が下支え。住宅建設は持ち直し。在庫調整が進展する中、鉱工業生産・出荷は低い�
水準ながらおおむね横ばいで推移。雇用情勢は厳しさを増している。公共投資は補正予算などの効果が�
本格化し、堅調な動き。�

内需面�
・４月の実質家計消費支出：前年同月比－0.7％（３か月連続の減少）。�
・４月の新設住宅着工戸数：年率換算値で125.4万戸（120万戸台は維持するも､５か月ぶりの減少）�
・４月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比－13.8％。�
・４月の公共工事着工総工事費：前年同月比＋31.9％。�
外需面�
・４月の通関貿易黒字：前年同月比－14.6％（２か月ぶりの減少）。�
生産面�
・４月の鉱工業生産指数：前月比－2.7％（２か月ぶりの低下）。�
・４月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比＋1.5％（２か月ぶりの上昇）。�
雇用面�
・４月の完全失業率：4.8％（既往最悪を継続）。�
・４月の有効求人倍率：0.48倍（３か月続いた0.49倍から悪化）。�

物価面�

・４月の全国消費者物価（生鮮食品を除く総合）：前年同月比－0.1％。５月の国内卸売物価：同－1.7％�

景 気 の 現 状 �

月例経済・金融概観�

日 本 経 済 �

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

外需�
公的需�
民間投�
民間最終消�
実質ＧＤＰ�

（％）�

5 6 7 8 9 10 （年度）�

平成�

９年度�

平成�

１０年度�
10年度�

実質国内総生産� 前期比� ▲0.4 ▲2.0

国内民需� 寄与度� (▲1.4) (▲2.8)

民間最終消費� 前期比� ▲1.2 0.1

民間住宅� 前期比� ▲21.4 ▲10.7

民間企業設備� 前期比� 2.1 ▲12.4

民間在庫� 寄与度� (0.1) (▲0.2)

公的需要� 寄与度� (▲0.4) (0.5)

政府最終消費� 前期比� 2.0 0.4

公的固定資本� 前期比� ▲7.1 6.1

政府在庫� 寄与度� (0.0) (▲0.0)

外需� 寄与度� (1.4) (0.4)

輸出� 前期比� 9.1 ▲3.7

輸入� 前期比� ▲2.0 ▲7.5

4-6月�

▲0.7

(▲0.9)

▲0.1

2.1

▲4.8

(▲0.1)

(▲0.2)

0.2

▲3.0

(0.0)

(0.4)

▲2.0

▲5.8

7-9月�

▲0.3

(▲0.9)

▲0.1

▲6.1

▲2.7

(▲0.1)

(0.3)

0.8

3.7

(▲0.1)

(0.3)

1.8

▲0.1

10-12月�

▲0.8

(▲1.2)

▲0.2

▲7.0

▲5.5

(0.1)

(0.7)

▲0.6

10.6

(▲0.1)

(▲0.4)

▲3.2

▲0.8

1-3月�

1.9

(1.1)

1.2

1.2

2.5

(▲0.1)

(1.1)

0.8

10.3

(0.1)

(▲0.2)

▲0.3

1.8

実質ＧＤＰ需要項目別伸び率（寄与度）の推移�
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○実質家計消費支出･････4月は前年同月比－0.7％と3か月連続の減少�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家  計  部  門�

《ポイント》�
・４月の実質家計消費支出は、 前年同月比�
－0.7％となったが、マイナス幅は２か月�
連続で縮小した。費目別に見ると、｢教養�
娯楽｣や｢住居｣など10費目中５費目がプラ�
ス寄与となったが、「交通・通信」や｢教�
育｣などがマイナス寄与となった。�
・４月の大型小売店販売額（既存店）は、同�
－4.8％と12か月連続で減少した。業態別に�
は､百貨店が同－3.4％､スーパーも同－5.9％�
と共に12か月連続で減少した。�

（出所：総　務　庁６月３日発表�
　　　　通商産業省５月25日発表）�
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○鉱工業生産･････４月の鉱工業生産指数は前月比－2.7％と３か月ぶりに低下�
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（注）シャドーは景気後退期を示す。11年５月、６月の点は予測値。�

企　業　部　門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比－4.3％と２か月ぶりに�
低下した。在庫指数は同－0.4％と２か月�
連続で低下した。この結果、在庫率指数�
は前月比＋1.5％と２か月ぶりに上昇した。�
・生産予測指数は、５月が前月比＋1.2％、�
６月が同＋0.2％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月からの判断を継続した。�

（出所：通商産業省　５月28日発表）�

鉱工業生産指数�

○通関貿易収支･･････４月の通関貿易黒字は前年同月比－14.6％と２か月ぶりに減少�
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海　外　部　門�

《ポイント》�
・輸出はアジア向けが前年同月比で－4.6％�
と16か月連続､米国向けも同－4.0％と６か�
月連続､ＥＵ向けも同－7.8％と４か月連続�
の減少で､全体でも同－7.4％と７か月連続�
の減少となった｡�
・輸入は国内需要の不振が続き16か月連続で�
前年同月の水準を下回ったものの､原油価�
格の上昇を受け､同－4.6％と３月の同－10.6�
％からマイナス幅が縮小した｡�

・この結果通関貿易黒字は１兆442億円、前年�
同月比では－14.6％と２か月ぶりに前年同月�
の水準を下回った。�

(出所：大蔵省　６月１日発表)7 8 9 10 11 年�
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〇雇用の現状･･･５月の非農業部門雇用者数は、前月比＋1.1万人と低い伸び。一方で、失業率、�
平均時給には雇用逼迫感が見られる。�

（注）シャドーは景気後退期を示す。�

《ポイント》�

・５月の非農業部門雇用者数は、前月比＋1.1万人と4月の同改定値34.3万人に比べ伸びは大幅に低下�
した。内訳をみると、建設業が－4.0万人と2か月振りに減少し、製造業も－4.5万人と9か月連続し�
て減少が続いている。一方、サービス生産部門全体では、同＋10.3万人と増加が続いている。�

・失業率は4.2％と前月の4.3％から低下し、3月と並び再び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月比＋0.4%と比較的高い伸び率となり、失業率の低下と合�
わせ雇用の逼迫感は残り、インフレ圧力がやや懸念される状態である。�（出所：労働省　６月４日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は拡大。�
・1-3月期の実質ＧＤＰ(改定値)：前期比年率＋4.1％と好調な伸び。�
・５月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）景況指数（製造業）：55.2（ほぼ全項目で50を上回る）。�
内需面�
・４月の小売売上高：季節調整済み前月比＋0.1％（非耐久財中心に底固い）。�
・４月の住宅着工件数：季節調整済み前月比－10.1％（戸数では年率換算157.4万戸とやや減速）。�
・４月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比＋0.4％（３か月連続の増加）。�
外需面�
・３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＋2.9％の197.0億ドル�

（92年以降の現行統計で過去最高の水準を３か月連続更新）。�
・３月の対日貿易赤字：64.9億ドル（貿易赤字全体に占める比率は27.4％と２か月連続で１位）。�
生�産�面�
・４月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.6％（情報関連産業を中心に好調）。�
物価面�
・４月の生産者物価：前年同月比＋1.1％（コア＋1.7％。エネルギー価格中心に上昇したが、コアは安�

定的に推移）。�
・４月の消費者物価：前年同月比＋2.3％（コア＋2.2％。やや高い伸び）。�
金融政策（５月18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。ただし中立から引き締め方向に。�
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〇貿易･サービス収支（３月）…国際収支ベース･季調値の赤字は､197.0億ドルと過去最高の水準�
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海　外　部　門�

《ポイント》�
・赤字額は、前月比＋2.9％と３か月連続で�
増加し、92年以降の現行統計での過去最�
高を更新している。�
・内訳をみると、サービス収支の黒字が前�
月比－0.4％と減少し、貿易収支の赤字は�
同＋2.0％増加した。�
・対日貿易赤字は前年同月比＋12.7％と大�
幅に増加し、赤字全体に占める割合は�
27.4％と、２か月連続で国別の１位となっ�
た。�

（出所:商務省     ５月20日発表）�

〇小売売上高（４月）…季節調整済み前月比＋0.1％と底固い伸び�
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（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２か月連続減少し�
（前月比－0.8％）、建設資材も低い伸びに�
留まり、耐久財全体では２か月連続のマイ�
ナスとなった。ただし非耐久財は堅調に推�
移し、全体では９か月連続の増加と堅調に�
推移している。変動の大きい自動車を除く�
ベースでは同＋0.4％と堅調だった。�
・５月の消費者信頼感指数は135.8と７か月�
連続で上昇した。�
（出所：商務省            ５月13日発表）�

ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ   ５月25日発表）�

〇鉱工業生産指数（４月）…季節調整済み前月比＋0.6％と好調な伸び�
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企　業　部　門�

《ポイント》�
・鉱工業生産は、コンピュータなど情報関�
連産業の好調が続き、製造業の回復傾向�
を示している。�
・鉱工業設備稼働率は、前月比＋0.2％ポイ�
ントの80.6％と小幅上昇した。�
・生産・出荷等の先行指標とされる耐久財�
新規受注は民間航空機の大幅減少もあ�
り、２か月ぶりのマイナスとなった。輸�
送機器を除くベースでは同＋0.9%となっ�
た。�

(出所:ＦＲＢ     ５月�14日発表)
商務省     ５月�26日発表)
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○ドイツ：景気回復の兆し、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�】�
・99年第1四半期の実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.4％、前年同期比＋0.7％と回復。�
【フランス】�
・99年第1四半期の実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.3％、前年同期比＋2.3％と緩やかな景気拡大を持続。�
【イギリス】�
・99年第1四半期の実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.1％、前年同期比＋0.7％と拡大テンポは鈍化傾向。�

（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：景気回復の兆し、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�
・[　　　　] 4月の国内資本財新規受注：前月比＋2.2％、前年同月比－1.8％。�ド イ ツ �

ド イ ツ �

4月の製造業新規受注：前月比＋3.3％、前年同月比－1.4％。�
3月の小売売上数量：前月比＋3.4％、前年同月比+4.3％。�

・[フランス] 3月の工業品家計消費：前月比＋1.5％、前年同月比では＋6.3％。�
・[イギリス] 4月の小売売上数量：前月比－0.5％、前年同月比＋1.6％。�
外需面�
・[　　　　] 4月の貿易収支：113億マルクの黒字、前年同月比＋5.6％と拡大(輸出が同－3.0％、輸入�

が同－4.3％と輸入の減少が輸出の減少を上回ったため)。�
3月の国外向け製造業新規受注：前年同月比－0.8％。�

・[フランス] 3月の貿易収支：117億フランの黒字、前年同月比＋4.1％と拡大。�
・[イギリス] 3月の貿易収支：22億ポンドの赤字、前年同月比＋41.4％と拡大。� 
生産面�
・[　　　　] 4月の鉱工業生産指数(除く建設)：前月比＋1.0％、前年同月比－1.3％。�
・[フランス] 3月の鉱工業生産指数(除く建設)：前月比＋0.8％、前年同月比－0.2％。�
・[イギリス] 4月の鉱工業生産指数：前月比＋0.1％、前年同月比－1.6％。�
雇用面�
・[　　　　] 5月の失業率：10.5％(前月比－0.1％ポイント、４か月ぶりに低下)。�
・[フランス] 4月の失業率：11.4％(前月比－0.1％ポイント、３か月ぶりに低下)。�
・[イギリス] 4月の失業率：4.5％(前月比変わらず、低水準を維持)。�
物価面�
・[　　　　] 5月の消費者物価：前年同月比＋0.4％、4月の生産者物価：前年同月比－1.7％｡�
金融政策�
・ＥＣＢ(欧州中央銀行)の政策金利：2.50％のまま据え置き｡�
・イングランド銀行の政策金利：６月10日に5.25％から5.00％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 �

　３月の鉱工業生産指数（季節調整値）は、関東管内を除く11管内で前月比上昇となった。有効求人倍率�
（季節調整値）は、東北、関東管内など６管内で改善し、北陸、東海管内で悪化した。大型小売店販売額�
（店舗調整済）は、12管内全てで前年同月比マイナスとなった。建設関連の指標では、新設住宅着工戸数�
は、前年同月比２けたの伸びとなった北海道と四国をはじめ７管内で同増加となったが、その他５管内は�
同減少した。建築着工床面積は、北海道、東北、東京管内を除く９管内で同減少した。新車販売台数は、�
12管内全てで前年同月比マイナスとなった。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。�

主 要 経 済 �指 標 の 動 き �

《３月の動き》�

・上昇傾向の管内　：北海道、東北、関東、東京、�
北陸、四国、九州、沖縄�

・横ばい傾向の管内：信越、東海、近畿�
・下降傾向の管内　：中国�

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

北海道�
東　北�

関　東�

東　京�
信　越�

北　陸�

東　海�
近　畿�

中　国�
四　国�

九　州�

沖　縄�

－�

－�

－� －� －�

－�

－�

－�

－� －�

－�

－� －� －� －�

－� －�

－�

－� －� －�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×�

×� ×� ×� ×�

○�

○� ○� ○�

○� ○� ○� ○�

○�

○� ○�

○� ○�

○�

○�

○� ○� ○� ○� ○�

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)

0.8 8.0 -0.1 4.2 3.4 1.6 5.3 5.2 0.3 8.7 1.0 5.2 2.7

0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

-7.9 -6.6 -7.7 -7.2 -10.0 -7.8 -6.7 -10.0 -6.5 -8.3 -6.4 -8.5 -7.8

11.2 7.4 5.0 -12.4 2.5 5.6 -0.6 -4.9 -11.1 12.8 9.5 -1.5 0.0

26.4 29.3 -46.4 67.3 -22.1 30.3 -3.0 -7.6 -61.1 -44.4 -18.6 -45.5 -19.3

-2.2 -8.0 -8.6 -5.4 -6.8 -6.6 -7.3 -9.8 -7.5 -4.3 -2.6 -17.3 -7.2
-19.3 4.0 6.6 -12.2 10.5 2.9 -4.6 5.9 -0.6 8.8 -5.4 22.5 -3.6

78.2 72.6 63.8 60.8 58.3 57.9 57.5 69.9 69.8 71.3 71.0 86.6 64.3
1.6 2.3 0.9 1.7 1.2 2.1 0.9 0.9 -0.4 2.1 0.7 1.9 0.8

（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�
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◎　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、９年１月以降下落基調で推移していたが、10年12月から上昇傾向に転じた。11年３月も前月比＋1.2％�
の78.2となった。３月の総合的な判断は10年12月からの上昇傾向を維持。�

◎　東北管内�
地域経済総合指標は、９年４月以降下落傾向が続いていたが、10年11月から上昇に転じた。11年３月も前�
月比＋1.6％の72.6となった。3月の総合的な判断は10年11月からの上昇傾向を維持。�

◎　関東管内�
地域経済総合指標は、９年７月以降下落基調で推移していたが、11年２月から上昇に転じた。３月は有効�
求人倍率等が改善し前月比＋0.6％の63.8となった。３月の総合的な判断は横ばい傾向から上昇傾向に転じ�
た｡�

◎　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月から上昇に転じ�
た。３月も前月比＋1.0％の60.8となった。３月の総合的な判断は１月からの上昇傾向を維持。�

◎　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いたが､11年３月は鉱工業生産指�
数等が改善し前月比＋0.7％の58.3となった。３月の総合的な判断は下降傾向から横ばい傾向に転じた｡�

◎　北陸管内�
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月から上昇に転じた。３月も前月�
比＋1.2％の57.9となった。３月の総合的な判断は１月からの上昇傾向を維持｡�

◎　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基調で推移していたが、11年２月から上昇傾向に�
転じた。３月も前月比＋0.5％の57.5となった。３月の総合的な判断は２月からの横ばい傾向を維持。�

◎　近畿管内�
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いたが、11年３月は鉱工業生産指�
数等が改善し前月比＋0.6％の69.9となった。３月の総合的な判断は下降傾向から横ばい傾向に転じた｡�

◎　中国管内�
地域経済総合指標は、10年９月から12月にかけ一時上向いたが、11年１月以降は下降基調で推移してい�
た。11年３月も前月比－0.3％の69.8となった。３月の総合的な判断は３か月連続の下降傾向。�

◎　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基調で推移していたが、11年１月から上昇に転じ�
た。３月は鉱工業生産指数等が改善し前月比＋0.5％の71.3となった。３月の総合的な判断は横ばい傾向か�
ら上昇傾向に転じた｡�

◎　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２月から上昇に転じた。３月は鉱工�
業生産指数等が改善し前月比＋0.5％の71.0となった。３月の総合的な判断は横ばい傾向から上昇傾向に転�
じた。�

◎　沖縄管内�
地域経済総合指標は、10年10月以降下落基調で推移していたが、11年１月は再び入域観光客数が増加した�
こと等により上昇傾向に転じ、３月も前月比＋1.6％の86.6となった。３月の総合的な判断は11年１月から�
の上昇傾向を維持。�
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・５月上旬のＣＤ３か月物金利は、0.06－0.07％での発行がみられた。中旬は0.05％での出会いがあった後、�
20日には0.03％とコール金利と同水準での発行がみられた。下旬は0.03－0.04％での出会いがみられた。�

・５月上旬の10年最長国債利回り（業者間）は、日米首脳会談で日本の景気対策への言及がなかったこと�
で買い安心感が広がったことから低下し、投資家の買い意欲が強い中1.3％台で推移した。中旬は12日の６�
年債の好調な入札結果や日銀政策委員会審議委員がもう一段の金融緩和の必要性に言及したことなどを受�
け、1.2％台前半まで低下したが、その後補正予算編成への思惑等から1.3％台前半まで上昇した。下旬は、�
25日の10年債入札を控えて様子見ムードが強い中1.350％まで上昇したが、入札結果が好調だったことから�
1.3％台前半まで低下した。しかし、その後は消費税率引き下げの噂や補正予算に絡んだ要人発言等から急�
速に需給悪化懸念が広がり一時は1.58％まで上昇する場面もあった。月末にかけても需給悪化懸念は根強く�
1.4％台後半で推移した。�

・５月の無担保コール翌日物金利は連日0.03％で推移した。上旬は積み上１兆2000億円が維持され、10日か�
らは同１兆1000億円へ、24日には同１兆円へと積み上幅は徐々に縮小されたが、金利は事実上の下限に張�
り付いたまま動かなかった。　　　　　　　（無担保コール翌日物加重平均金利：0.03％　５月31日現在）�

（ＣＤ３か月物金利：0.03％　５月26日現在）�

（10年最長国債業者間利回り終値：1.475％　５月31日現在）�

国　内　金　利�

日経平均株価�
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国　内　株　式�

・５月上旬は、ＮＹ株の最高値更新や日米首脳会談を受�
けた景気対策期待で全面高となり、17300円台まで急上�
昇したが、大幅高への警戒感から利食い売りや持ち合い�
解消売りが膨らみ、再度17000円を割り込んだ。�
・中旬は、材料難で買い手控えムードが強まり16000円�
台後半でもみ合ったが、ＮＹ株式市場の利上げ観測によ�
る大幅安を受けて先物主導で全面安となり16500円割れ�
となった。その後もＦＯＭＣの引き締めバイアス決定に�
よる米国長期金利上昇懸念を嫌気してヘッジ売りで16000�
円割れ寸前まで続落した。�
・下旬は、好業績銘柄への個別物色は活発なものの決算�
を見極めたいと見送り姿勢が強く、またＮＹダウの下落�
基調に外国人投資家の買い意欲も弱く、16000円台前半�
のもみ合いとなった。その後ＮＹダウ急落、円高を嫌気�
して全面安となり16000円を割り込んだが、押し目買い�
により再度16000円を回復した。�

（日経平均株価終値：16111.65円　５月31日現在）�

（円）�

（週足）�
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(％)

10年最長国債業者間�
利回り�
（日足チャート）�

（週足･終値ﾍﾞｰｽ）�10年最長国債業者間�
利回り�

利付金融債利回り�
（５年､店頭基準気配）�

公定歩合�

ＣＤ３か月物金利�
（気配値､仲値）�

無担保コール翌日物金利（加重平均）�

（％）�
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　(注)実効為替ﾚｰﾄは米･EU･ｱｼﾞｱ諸国等33通貨ﾍﾞｰｽ､郵政研究所作成�
　　　ﾕｰﾛ･ﾄﾞﾙﾚｰﾄは99 年 1月第 1週までﾄﾞﾙ/ECU、以降はﾄﾞﾙ/ﾕｰﾛ�

為　　　　　替�

・５月上旬は、日米首脳会談で日本の景気対策について具�
体的な話が出なかったことやＮＹダウが史上最高値を更�
新したことで、海外で121円台半ばまで上昇した後、ダウ�
の急落と日本の株価の堅調で119円台後半まで下落した。�
・120円台半ばで始まった中旬は、ルービン米財務長官の辞�
任報道で、海外で瞬間的に120円台前半まで下落したが、�
ＦＯＭＣによる金融政策の引き締めバイアスへの転換を�
受けて日米金利差が拡大するとの見通しが広がり、要人�
の円安容認発言もあって、一時124円台後半まで上昇した。�
・下旬は､中南米経済の先行き懸念や米国の利上げ懸念に�
伴うＮＹダウの下落と消費税率引き下げの噂を受けて、�
海外で一時119円台後半まで下落した。ＮＹダウが堅調に�
推移すると、121円台後半まで上昇した。�
（ドル･円レート東京終値：121.35/38円5月31日現在）�

円実効為替レート�
（右軸､逆目盛）�

ドル･円レート(左軸)

ユーロ･ドルレート（左軸､逆目盛）�

（ドﾙ/ﾕｰﾛ）�

（円/ドﾙ）�
（1995=100）�

（週足）�
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（ドル）�

米　国　金　融�

・５月上旬の30年物国債利回りは、グリーンスパンＦＲＢ�
議長のインフレ懸念発言から、5.8％台前半に上昇した。�
・中旬は、消費者物価の大幅上昇や、鉱工業生産の高い�
伸びから5.9％台前半に上昇した。�
・下旬は、アルゼンチンの通貨切り下げ懸念による「質�
への逃避」買いから5.7％台前半に低下した後、ＦＲＢ�
の利上げ懸念から5.8％台前半に上昇した。�
（30年物国債利回り終値：5.825％　５月28日現在）�

・５月上旬のＮＹダウは、景気敏感株などが買われ史上�
最高値を更新し、11,000ドル台に上昇した。�
・中旬は、13日に一部銘柄の上昇から11,107.19ドルの終�
値史上最高値を更新した後、金利上昇から11,000ドル�
割れ。�
・下旬は、金融、ハイテク株がアナリストの評価引き下�
げから下落し、さらに27日には金利上昇を受けて前日�
終値比235.23ドル安の今年最大の下げ幅を記録した。�
（ＮＹダウ終値：10,559.74ドル　　　５月28日現在）�

（週足）� NYﾀﾞｳ工業株30種�
（右目盛）�

30年物国債利回り�
（左目盛）�

TB３ヶ月物利回り（左目盛）�

ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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（ﾄﾞﾙ･ﾊﾞｰﾚﾙ）�

・５月上旬は、19ドル直前の高値で推移したが、在庫増、�
コソボ紛争決着への兆候を受けて利食い売りが膨らみ18�
ドル前半まで下落した。その後４月のＯＰＥＣ減産順守�
が高率との見通し報道を受けて18ドル半ばまで上昇した。�
・中旬は、在庫の増加予測やガソリン相場の急落を受けて�
17ドル半ばまで下落し、その後製油所事故報道で18ドル�
台に回復する場面もあったが、米国への高水準の輸入を�
背景とした在庫増加観測を嫌気して16ドル後半まで続落�
した。�
・下旬は、下げに対する買戻しやカナダのパイプライン事�
故報道等により17ドル半ばまで上昇したが、利食い売り�
で上値を押さえられ、需給に対する悲観的な見方が広が�
り、ガソリン相場の下落を受けて再度17ドルを割り込ん�
だ。�
　　　（ＷＴＩ原油期近物終値：16.84ドル　5月28日現在）�

原　　　　　油�

99 / 5
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19 （日足）�

（週足）�
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日　銀�

（日銀ネット）�

全銀システム�

銀行�

顧客� 顧客� 顧客� 顧客� 顧客�

銀行� 銀行� 銀行� ・・・・�

・・・・�

外為円決済制度� 手形交換制度�

１ はじめに

個人に身近なところでは、今年１月のJ―Debit

の稼働開始や４月の新宿の電子マネー実験（スー

パーキャッシュ共同実験）の開始、金融機関レベ

ルでは、昨年末の外国為替円決済制度の新制度へ

の移行等、最近、決済システムをめぐってはさま

ざまな動きが生じている。ここでは、我が国の決

済システムの動向について概観してみたいと思う。

日本の決済システムは、ファイナリティ１のあ

る決済手段を提供する日本銀行（以下「日銀」）を頂

点とし、その下に全銀システム等の金融機関間シ

ステム、個々の銀行システム、顧客のシステムが

存在するというピラミッド構造となっている。

たとえば、個人間の送金は銀行から全銀システ

ムに持ち込まれ、各銀行の受払い差額を算出した

上で、その差額を各銀行が日銀に設けた当座預金

口座への入金や引落しにより決済されている。

以下では、この決済システムのヒエラルキーに

従い、中央銀行、金融機関間の決済システムと、

それ以外の企業や個人の間の決済システムに大き

く分けて、触れることとする。

わが国の決済システムにおける最近の動向

第二経営経済研究部研究官 赤羽 明子

トピックス

図表１ 決済システムのヒエラルキー

１ ファイナリティ（支払完了性）とは、ある時にに伴う決済がそれ以上派生せずそこで完了するという意味で、具体的には、中央
銀行が提供する決済手段（現金通貨、中央銀行預金）の受渡がなされた場合にしか得られない。
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約定・支払いのラグ� 資金決済に伴うラグ�

約定� 支払� インターバンク�
決済完了�

決済完了までのラグ�

未決済残高�

取
引
金
額�

２ 大口決済システム（日銀および金融機関間の

決済システム）

日銀や金融機関間の決済システムにおいては、

決済リスク回避の改革が行われている。

このことは、効率性やコストを犠牲にしても、

万が一の場合のリスクを回避しようとすることか

ら、当該システム参加者に、資金や事務処理の面

で多大な負担を生じさせることとなる。

例えば、外為円決済制度では、現実に、昨年末

の制度改革後、加盟銀行が２６０行程度から５０行弱

にまで減少した。

決済リスクとは、取引を約定した後、決済が予

定通りに行われないことから生じるリスクであり、

その大きさは、決済金額と決済所要時間との積で

ある未決済残高の大きさに相当する。

決済リスクは、当該取引当事者間で顕在化する

のみならず、取引・決済の関係を通じて、その他

の決済システム参加者に次々と波及し、決済シス

テム全体を機能麻痺に陥らせること（システミッ

ク・リスク）がある。

決済リスク管理のアプローチとしては、個々の

取引における決済リスクの削減の観点からは、未

決済残高の累積の防止（具体的には、決済金額の

削減、もしくは、決済所要時間の短縮）が、シス

テミック・リスク対応の観点からは、流動性バッ

ク・アップ・メカニズムの構築やロスシェア・

図表２ 決済リスクの大きさ

図表３ 日本の決済システムの概要

決済システム 日銀ネット当預系 外為円決済制度 全銀システム
手形交換制度（数値は東

京手形交換所のもの）

概 要

金融機関の日銀当座預金

を通じコール・手形取引

等インターバンク市場取

引等に関する資金を決済

外国為替取引等によって

生じる銀行間の円の支払

いに係わる交換尻の算出

為替送金等で生じた銀行

間の為替貸借尻の算出

銀行間で交換した手形や

小切手に係わる交換尻の

算出

１日あたり

決 済 件 数
２万件 ４．３万件 ４３１．１万件 ４１．０万枚

１日あたり

決 済 金 額
１６９．４兆円 ４２．３兆円 ９．４兆円 ４．８兆円

１件あたり

金 額
８４．７億円 ９．８４億円 ２１８万円 １，１６０万円

（注） 平成９年中
（資料）「金融」「日本銀行調査月報」
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ルールの明確化が挙げられる。

我が国の大口決済システムにおいても、具体的

に以下のような改革が行われている。

�１ 日本銀行金融ネットワークシステム（以下「日

銀ネット」）における当座預金

近年の金融自由化、グローバル化、金融技術革

新の進展を受けて、金融取引が急拡大し決済ボ

リュームが増大したこと、国際的な決済が増加し、

システミック・リスクが国境を越えて伝播しやす

くなったことを背景に、ファイナリティのある決

済手段を提供する中央銀行の決済システムにおい

ては、即時グロス決済を採用することが趨勢と

なっている。

即時グロス決済とは、支払指図が発出されるつ

ど、一本ごとに直ちにこれを決済する方法のこと

である。支払指図の発出後速やかに決済が行われ

るため未決済残高が累積しないこと、支払指図が

１本ごとに決済されるため一参加者の支払義務の

不履行が直ちに他のすべての参加者の決済をス

トップさせることがないことから、システミッ

ク・リスクは時点ネット決済２に比較し小さいと

いわれている３。

わが国の日銀ネット当預系においても、２０００年

末までに即時グロス決済化を達成し、これにあわ

せて、稼働時間を現行比２時間延長することと

なった。

�２ 金融機関間の決済システム

日銀ネット当預系にくらべ、金額が小口かつ件

数が大量である、民間の金融機関間の決済システ

ムにおいては、時点ネット決済が採用されている。

時点ネット決済とは、発出された支払指図を順

次蓄積し、あらかじめ定められた時点にそれらを

集中計算し、各金融機関の総受取額と総支払額の

差額のみをファイナリティのある決済手段（中央

銀行当座預金）によって決済するシステムである。

即時グロス決済に比較し、資金効率性の点では優

れているが、支払指図の発出からあらじめ決めら

れた決済時点まで未決済残高が積み上がってしま

うという難点がある。

このような、時点ネット決済システムのリスク

管理については、ランファルシー基準４適合化が

グローバルスタンダードとなっている。これは、

各参加者のシステム全体にもたらすエクスポー

ジャー（信用リスクや流動性リスクに晒される額）

に上限を設定すること、その上で、ネット負債額

が最大の一参加者が決済不能となった場合にもタ

イムリーに決済が完了できるようにすること（た

とえば、流動性バックアップメカニズムの構築や

ロスシェア・ルールの明確化）等を内容とするも

のである。

以下では、民間運営の各時点ネット決済システ

ムの動向について述べる。

ランファルシー基準

�１ネッティング・システムが、すべての関係法の下で確
固とした法的根拠を持つこと。

�２ネッティング・システムの導入が信用リスク、流動性
リスクに及ぼす影響を参加者が認識していること。

�３参加者がシステム全体にもたらす最大のエクスポー
ジャー（信用リスクや流動性リスクに晒される額）に

上限を課すこと。

�４最大のエクスポージャーを有する参加者が支払不能と
なった場合でも、タイムリーに決済を完了できること。

�５客観的かつ一般に公表された参入基準を設けること。
�６バックアップ設備を持つこと。

２ 時点ネット決済については、後述。
３ ただし、支払指図発出の時点で支払いのための資金（日中流動性）を全額用意しておく必要があるため、資金効率が悪いという
デメリットがある。

４ ９０年１１月に国際決済銀行（BIS）においてG―１０中央銀行が提言したもの。
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ア 外国為替円決済制度（以下「外為円決済制度」）

外為円決済制度は、外国為替の売買やユーロ円

取引などに伴う円資金の受払いを集中決済する制

度である。

従来の制度では、各参加者が制度全体に及ぼす

リスクの上限として機能すべきネット受取限度

額５の設定が任意になっており、また、担保制度

もなく、不履行発生時の決済の完了も保証されて

いなかったことから、９８年１２月に新制度に移行し

た。

その具体的内容は以下のとおりである。

�ア ネッティングの法的有効性を確保するため、

東京銀行協会（以下「東銀協」）を集中決済の

セントラルカウンターパーティとするスキーム

を構築。

�イ 決済のエクスポージャー（被仕向銀行が決済

完了までの間に晒されている仕向銀行の信用リ

スクや流動性リスク）を削減するため、個別銀

行の相対ベースでのエクスポージャーに対する

上限値としてネット受取限度額の設定を義務化

する一方、個別銀行の制度全体にもたらすエク

スポージャーに対する上限値として、仕向超過

限度額６を設定７。

�ウ 最大の交換尻支払債務を負う加盟銀行が債務

不履行の場合にも決済を完了できるようにする

ため、ロスシェア・ルールについては、交換尻

不払銀行に対する勝ち銀行（当該交換尻不払銀

行と交換した支払指図金額が受取超過となった

銀行）がその勝ち額に応じて按分して損失を負

担するという制度から、交換尻不払銀行を除く

加盟銀行（残存銀行）が交換尻不払額について、

自行が交換尻不払行に対して設定したネット受

取限度額をもとに算出した額８を負担すること

に変更し、あわせて、流動性スキーム９及び担

保スキーム１０を構築。

なお、この改革により、担保負担等のコストが

増大したため、制度に直接参加する金融機関は大

幅に減少し、加盟銀行と決済事務委託銀行１１に分

化した。

イ 全国銀行データ通信システム（以下「全銀シ

ステム」）

全銀システムは、企業・個人顧客の為替送金や

給与振込、他行のCD・ATM利用等により生じた

金融機関相互間の為替貸借尻を算出するものであ

る。

全銀システムにおいては、これまでも、量的リ

スク対策として、９０年７月に仕向超過額管理制

度１２の実施、時間的リスク対策として、９３年３月

に同日決済化を図るなどの改革が行われてきてい

るが、２０００年末までに新制度に移行することと

なった。

５ ネット受取限度額とは、ネットの受取額（相手銀行から受け取った支払指図の合計額（相手銀行に対する債権額の合計）－当該
相手銀行に支払った支払指図の合計額（当該相手銀行に対する債務額の合計））に係る限度額

６ 仕向超過限度額＝（毎営業日午前８時４５分時点で他の加盟銀行から設定されたネット受取限度額の合計額）×（仕向超過限度額算
出基準率（５％））

７ このような限度額管理の対象とならない形で支払指図の発出を行うニーズに対応するため、新制度においては、外為円決済にか
かる支払指図を１本ごとに直ちに決済する、即時処理モードを新設している。

８ 残存銀行による負担（決済完了分担金という。）の具体的な算出は以下の通り。

決済完了分担金＝（交換尻不払銀行の交換尻不払額）×
（残存銀行の当該交換尻不払銀行に対するネット受取限度額の日中最大値）

（全残存銀行の当該交換尻不払銀行に対するネット受取限度額の日中最大値の総額）
９ 残存銀行が流動性不足のため、決済完了分担金を払えない場合には、予め選定された銀行が流動性を供給するというもの。
１０ 所要担保額は、次の算式により算出された額または最低担保額（１億円）のいずれか大きい額。
所要担保額＝（自行が他の加盟銀行に設定した最大のネット受取限度額）×（所要担保額算出基準率（５％））

１１ 平成１１年１月末現在で、参加銀行２６１行中、加盟銀行は４９行、決済制度事務委託銀行は２１２行。
１２ 全銀システムを通じて決済する取引の仕向超過額（引落累計額－入金累計額）が、仕向超過限度額（「引落累計額－入金累計額」
の最大値）を超えないよう全銀センターにおいてシステム的に管理する仕組み。
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新制度の具体的内容は、以下の通りである。

�ア 集中決済のセントラルカウンターパーティを

現行の日銀から東銀協に変更し、東銀協が担保

の管理等を行うほか、加盟銀行に債務不履行が

発生した場合には、あらかじめ決められた流動

性供給銀行から資金の供給を受けること。

�イ 現行、支払不能額が担保額を超えた場合のロ

スシェア・ルールが曖昧１３であるため、保証行

責任方式（担保・保証選択方式）１４を導入し損失

負担１５を明確化すること。

ウ 手形交換制度

複数の銀行が定時に一定の場所に集合して、手

形・小切手等を交換し、その交換尻を日銀または

交換所の幹事銀行における加盟銀行の当座預金の

振替によって決済するというのが、手形交換制度

である。

MICR方式１６の採用や、手形を機械で読みとり

期日管理、手形の形式点検や印鑑照合を自動化す

るなど、事務処理の効率化が進められている。

しかし、振込、口座振替の発達や、手形を全廃

して買掛債権を集中決済できるシステムの登場な

どにより、交換高は年々減少する方向にある。

３ 小口決済システム（金融機関と顧客との決済

システム）

個人や企業の間で資金移動を行う小口決済シス

テムの分野における動向としては、効率化とオー

プンネットワークの利用を挙げることができる。

オープンネットワークを通じた決済は、オープ

ンネットワークが、不特定多数がアクセス可能で

あること、送信データが通信途上で様々なコン

ピューターを経由すること、ネットワーク全体を

管理する者がいないことから、リスクが格段に高

いために、かえって大口ではなく、小口決済レベ

ルから活用がはじまったともいえる。

以下では、企業間の決済と、企業・個人間の決

済システムに分けてみていくこととする。

ア 企業間決済

継続的、かつ取引対象者が特定される企業間取

引の場では、早くから、受発注、納品、請求等の

商流データを電子的に交換することが行われてき

た。企業間決済の動向については、この商流デー

タが授受される企業間のネットワークと、金流

データが流れる金融機関のネットワークを連携さ

せ、決済の付加価値を高める金融EDIや、決済手

数料節減のためネッティングの活発化を挙げるこ

とができる。

�ア 金融EDI（Electronic Data Interchange）

全国銀行協会連合会（全銀協）は、９６年１２月か

ら、全銀システムを利用した「マッチングキー（２０

桁）方式」による金融EDIを実施している。これ

は、全銀システムの決済データと企業間で別途交

換される支払関連データとを照合するためのキー

をEDI情報として付加することにより、決済デー

１３ 現在、加盟銀行は自己申告した仕向超過限度額の６５％の担保を差し入れており、残りの３５％は全加盟銀行の共同責任部分となっ
ているが、負担割合のルールはない。

１４ 保証行責任方式とは、各加盟銀行が自己申告する仕向超過限度額を担保によって充足させるか、または他の加盟銀行から受ける
債務保証によって充足させるか選択する方式。
すなわち、各加盟銀行は、自己申告した仕向超過限度額全額に相当する担保を差し入れるか、担保差入れの一部ないしは全部を
他の加盟銀行から受ける保証により代替することを選択できる。他の加盟銀行に保証を供与した場合には、供与した保証額のう
ち、上位２行の保証額の合計額に相当する担保も合わせて差し入れることとなっている。

１５ 加盟銀行に債務不履行が発生した場合、債務不履行銀行に対して保証供与を行っていた加盟銀行が履行額を保証額の割合に応じ
て負担する。

１６ MICR（Magnetic Ink Character Recognition）方式とは、手形、小切手用紙に銀行番号、店番号、金額等を印字し、それをソー
ター・リーダーで読みとり、同時にコンピューターに記録することによって交換手形の分類・集計を迅速化するというもの。
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タに関連する商取引を特定するというものである。

企業の売掛金消込事務の効率化に資するもので

あるが、その恩恵を得るのは送金先であるのに対

し、事務処理や振込手数料の負担をする送金元に

はメリットがないことや、２０桁では足りないとの

問題点も指摘されている。

�イ ネッティング

EDIの進展や、９８年４月の外為法改正に伴い企

業の海外拠点間の資金移動が容易になったことを

背景に、金銭債権・債務のネッティングが増大し

てきている。

大企業の中には、金融子会社を作りそこにグ

ループ内取引を集中させることにより、決済の効

率化や銀行に支払う手数料の削減をするという、

インハウス・バンク設立の動きがみられる。また、

これに対する銀行側からの取組みとして、銀行の

コンピューターと企業とを通信回線で結び、企業

グループ内の複数の口座を管理し、ネッティング

にとどまらず、グループ全体の余剰資金を一口座

に集中する（プーリング・システム）ことにより

効率的な資金運用をするというCMS（キャッ

シュ・マネジメント・サービス）が挙げられる。

イ 個人の決済

取引が非継続的で金額も小額であるために、コ

スト面で割にあわなかった、個人レベルの決済に

おいても、情報通信技術や暗号技術の発達により、

決済の電子化が進展してきている。決済の電子化

については、支払指図手段の電子化と貨幣価値の

電子化に分けてとらえることができる。

�ア 支払指図手段の電子化

支払指図手段の電子化とは、利用者が決済のた

めの価値の移転を第三者に対して指図する場合の

その指図を通信機器を通じた電子的な方法により

行うものである。具体的には、クレジットカード

やデビットカード、オンラインバンキング等が挙

げられる。

決済の度毎にセンターへのアクセス（通信コス

トやホストコンピューターの運営コスト）が必要

であり、また、与信管理（クレジットカードの場

合）や口座管理のコストも発生する。

�イ 貨幣価値の電子化（以下「電子マネー」）

電子マネーは、利用者の保持する電子機器それ

自体が「価値」を有するものとされ、これを交換

又は増減することにより決済を行うものである。

発行体が利用者別に残高や個々の取引記録を管

理しない（システム障害や価値紛失時の復元等の

処理の確実性を若干犠牲にしている）こと、現状

では電子マネーに付利されていないことから取引

金額が高額になるにつれ、電子マネーを購入した

ときから電子マネーで財・サービスを購入するま

での期間にフロートコストが発生していること、

偽造に対する経済的インセンティブを与えないた

め限度額が設定されていることなどから、小額決

済向けとなっている。

電子マネーについては、インフラ整備に膨大な

コストがかかるといわれる反面、クレジットカー

ドの場合の与信や、デビットカードの場合の口座

残高照会等の管理費・通信費がかからないため、

今後、技術革新が進み、規模の経済性が発揮され

れば、コストは低下してくると考えられる。

普及については、個人利用者にとってのメリッ

トを高める必要があるといわれている。

４ おわりに

決済システムにおいて、安全性と効率性はト

レード・オフの関係にある。

効率性の追求の最たるものが電子マネーであり、

既存の決済制度を突き崩す可能性をももつもので

あるが、安全性を含めた技術的な課題に加え社会

的受容性の問題もあり、少なくとも当面は、決済

ヒエラルキーの中に位置づけられると考えられる。
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総括すれば、より高額の決済を扱う金融機関レ

ベルの決済システムにおいては安全性重視、その

ための更なるリスク管理強化が推進されていく一

方で、比較的低額の決済を行う企業、個人レベル

については、決済手段・手法の多様化が進むもの

と考えられる。
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第４章 分散不均一

４．１ 分散不均一の性質

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋ei

を推計するとき、OLSに関して以下の古典的な仮

定が成り立つことを前提としてきた。

A．１ E（ei）＝０ 誤差項の期待値は０。

A．２ E（ei２）＝σ２ 誤差項の分散は均一。

A．３ E（eiej）＝０ 誤差項に系列相関はない。

A．４ ei～N（０，σ２）誤差項は正規分布に従う。

A．５ xji 説明変数はある特定の値を

とる非確率変数である。

ここではA．２の誤差項の分散は均一であるとい

う仮定が満たされない場合の問題を考えてみる。

分散均一（homoscedasticity, homoskedasticity）

であるという仮定が充たされていないとき、これ

を誤差項の分散は不均一である、あるいは分散不

均一、不均一分散（heteroscedasticity, heteroske-

dasticity）であるという。

第１章、第２章で我々は消費関数の例をみたが、

所得が増大すればするほど人々の消費に対する裁

量の余地は高くなる可能性がある。そうであれば

消費関数における誤差のばらつきは低所得者と高

所得者とでは異なるかもしれない。裁量の余地の

大きい高所得者の方がバラツキは大きい可能性が

ある。あるいは貯蓄行動が高所得者・資産家とそ

うでない家計とでは、かなり様子が違うことがい

われている。この場合もバラツキは異なる可能性

がある。この様に一般的に言って観察されるサン

プル（あるいはその基になる母集団）でばらつき

（discrepancy）が大きい（消費や所得、貯蓄な

ど）と、誤差項もばらつきが大きくなるであろう。

このような場合は、分散不均一の存在することが

疑われる。

またＡというグループとＢというグループがた

またま一緒に観察されるとき、両者は平均は一致

するが分散だけは異なるということもあるかもし

れない。Chowテストでパラメータは共通するか

どうかを検定したが、パラメータ（平均）は同一

でも分散は異なるというケースである（これを

discrete heteroskedasticityということがある）。

この二つのケースを図示したものが図４．１、

４．２である。図４．１の場合はxiの値が大きくなる

につれてeiの分散が大きくなっている。図４．２は

平均は同一であるが分散は異なるというdiscrete

heteroskedasticityのケースを示している。

誤差項の分散が説明変数に応じて変わるとき、

仮定のA．２は成立せずにxijに依存することになる

ので、これを

A．２′ E（ei２）＝σi
２ ４．１）

と表記することにする。サンプル毎に分散が異な

ることを明示するものである。すなわちこの場合

は、V（yi）＝E（yi－E（yi））２＝E（ei２）＝σi
２である。

ところで分散不均一の問題を考えるとき、真の

応用計量経済学�４
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0

xi

ei＜0

ei＞0

0

分散不均一（pure heteroscedasticity）と見せか

けの分散不均一（spurious heteroscedasticity）

に分けて考察することが必要となる。

不均一分散の要因がziであるとしよう（ziをpro-

portionality factorということがある）。ziは説明

変数のx１iやx２iであるケースもあれば、モデルに含

まれていない第三の変数であるときもある。誤差

項の分散がziに依存するので、それを

V（ei）＝σ２zi２ ４．２）

と書くことにする１）。このziがモデルの説明変数

に含まれていない場合（omitted variable）、ある

いは関数型を間違った場合（対数関数を用いる必

要があるときに、レベルで推計するような事例）

にみせかけの分散不均一が生じる。

真のモデルが以下のようであったとする。

yi＝a＋bxi＋czi＋ei ４．３）

このとき過小定式化で

yi＝a＋bxi＋ui ４．４）

を推計したとする。uiは以下のようになる。

ui＝czi＋ei ４．５）

このとき仮定により、E（ui）＝czi＋ei、

ui２＝c２zi２＋２cziei＋ei２となる。

これからuiはcとziに依存することになり、ziの

絶対値が大きいほどuiも大きくなる２）。

これに対しziがモデルに含まれて、なおかつ分

散不均一が起きるケースとしては以下のような場

合がある。

一つはデータが集計されている場合である。た

とえば消費と所得の原データをそれぞれConsiと

Incomeiとし、消費と所得の集計データをそれぞ

れConsGiとIncomeGiとし、消費と所得の集計

図４．１ 不均一分散の例

図４．２ discrete heteroskedasticityの例

１） zi２とするのは分散を正とするためである。
２） 第２章で過小定式化の場合、推計値は一致性も不偏性もないことを指摘した。分散均一も誤るので、過小定式化は計量分析で
は非常に深刻な問題をもたらす。
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データが

ConsG１＝（Cons１＋Cons２）／２

IncomeG１＝（Income１＋Income２）／２

ConsG２＝（Cons３＋Cons４＋Cons５）／３

IncomeG２＝（Income３＋Income４＋Income５）／３

ConsG３＝（Cons６＋Cons７＋Cons８）／３

IncomeG３＝（Income６＋Income７＋Income８）／３

４．６）

で与えられていたとする。公表されている集計

データは多くの場合これに該当する。他方で集計

されていない原データに基づく式が

Consi＝a＋bIncomei＋ui ４．７）

であったとする。ところが集計データを用いると

ConsGj＝a＋bIncomeGj＋uGj ４．８）

となる。この誤差項uGjは

uG１＝（u１＋u２）／２ uG２＝（u３＋u４＋u５）／３

uG３＝（u６＋u７＋u８）／３

となる。仮定によりE（ui）＝０であるからE（uGj）

＝０、E（uiuj）＝０とE（ui２）＝σ２から

E（uG１２）＝E（u１２＋２u１u２＋u２２）／４＝σ２／２ ４．９）

となる。同様にE（uG２２）＝E（uG３２）＝σ２／３となる

ので、分散は不均一となる。

もう一つの例はデフレーターの使用や基準化に

よって起こる場合である。i世帯の消費、所得と

世帯人数をそれぞれCi、YiとNiとする。

真のモデルが

Ci／Ni＝a＋b（Yi／Ni）＋ui ４．１０）

とNiで基準化されたものであるとする。すなわち

一人当たりの消費と一人当たりの所得の関係が真

のモデルであったとする。このとき基準化をしな

いで世帯の消費と世帯の所得の関係

Ci＝c＋bYi＋vi ４．１１）

を推計したとする。４．１０）式と４．１１）式から

vi＝aNi＋uiNiとなる。uiは標準的仮定を充たし、

E（ui２）＝σ２なので

E（vi）＝aNi

V（vi）＝E（vi－E（vi））２＝E（uiNi）２＝σ２Ni２ ４．１２）

となり、分散はNi２に依存することになる。

分散不均一が存在するとき、その原因がどこに

あるかは予め明らかでないことが多いであろう。

そのときはモデルの定式化に問題（過小定式化や

関数型の誤り）が無いかどうかを検討した方がよ

い。後述するように、真の分散不均一であればそ

れを除去する方法はあるが、見せかけの分散不均

一であればそれは定式化を改める以外に解決策は

ないからである。

４．２ 不均一分散のときのOLSの推定量と問題

yi＝a＋bxi＋ui

のOLSの推定量はE（ui）＝０、E（uiuj）＝Cov（ui，

uj）＝０、E（uixi）＝０，xiは非確率変数というこ

とが充たされていれば

＾ ＾b＝b＋
Σ（xi－x）ui
Σ（xi－x）２

であるから、E（b）＝bとな

り、分散不均一の場合も不偏推定量を得ることが

できる。しかし真の分散とは

＾V（b）＝E（Σ（xi－x）ui）
２

［Σ（xi－x）２］２
＝
Σ［（xi－x）２E（ui２）］
［Σ（xi－x）２］２

＾≠
σ２

Σ（xi－x）２
＝VO（ b） ４．１３）

＾となるので異なる。ここでVO（b）は分散均一の場

＾合のbの真の分散である。

＾ ＾VO（ b）を推定するためにVO（ b）にあるσ２の代

わりにOLSの推定量s２を利用したものを

＾ ＾VEO（ b）＝se（ b）２

＾とする。VEO（ b）は４．１３）式にある真の分散の適

＾切な推定量ではなくなる。またbの有効性もなく

＾なる。すなわちbは最良線形不偏推定量（BLUE）

ではない。

＾VEO（ b）は真の分散の適切な推定量ではないの

でt検定
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分 散 均 一 分 散 不 均 一

不偏性

一致性

BLUE

分散の推定量

t検定

F検定

○

○

○

＾ ＾E（VEO（ b））＝VO（ bi）

○

○

○

○

×

＾ ＾E（VEO（ bi））≠V（ bi）

×

×

t＝
b^－b
＾se（ b）
を行うことはできない３）。

また係数制約に関するＦ検定も行うことはでき

ない。

これらから分散均一の場合と不均一分散の場合

の推定量の性質と検定の関係をまとめると以下の

ようである。

＾ただし、VEO（ bi）はEviews等のパッケージソフ

トによるOLSの推定で計算される分散の推定量、

＾ ＾VO（ bi）とV（bi）はそれぞれ分散均一の場合と分散

不均一の場合の係数推定量の真の分散である。

４．３ 分散不均一の検定

E（ei２）＝σ２
i あるいはE（e２i ）＝σ２z２i をより一般

的に書き換えると

E（ei２）＝c＋d１z１i＋d２z２i＋…＋dszsi ４．１４）

を得る４）。分散が均一であるという帰無仮説と対

立仮説は

H０：d１＝d２＝…＝ds＝０（制約の数はs個）

H１：H０ではない（少なくとも１個のdî≠０）

と表すことができる。分散均一と不均一分散の検

定はこの考え方を基に行われる。

ここでは代表的な検定方法についてみてみよう。

（Goldfeld―Quandtテスト）

Goldfeld―Quandtテストはサンプルを分割し

（subsample）、その分割されたサンプル間で分

散が同一かどうかを検定しようというものである。

たとえば時系列データを利用した分析で、ある時

点で構造変化が起きた（為替制度の自由化の前後、

オイルショックの前後等）とき、その前後で誤差

項の分散も変化したことが疑われるようなケース

である。あるいはクロスセクションデータの分析

では、高所得者の消費関数と低所得者の消費関数

で誤差項の分散が異なると考えらるようなケース

である。

４．１４）式を以下のように簡単化する。

E（ei
２）＝c＋d１z１i

z１i＝０ i＝１，…，T

z１i＝１ i＝T＋１，…，n ４．１５）

これは第２章でみたダミー変数の考え方と同一で

ある。これを利用すると

E（ei
２）＝c i＝１，…，T

E（ei
２）＝c＋d１ i＝T＋１，…，n

となる。分散均一の帰無仮説と対立仮説は以下の

ように定式化される。

H０：d１＝０

H１：d１≠０

Goldfeld―Quandtテストは時系列データでは次

のように行われる。時間の順序によりサンプルを

i＝１からTまでとi＝T＋１からnまでに分割する。

各々サンプル毎にOLSで推計する。

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋…＋bkxki＋e１i

i ＝１，…，T ４．１６a）

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋…＋bkxki＋ei２

i ＝T＋１，…，n ４．１６b）

４．１６a）式の分散（σ２１）の推定量をs１２、４．１６b）

式の分散（σ２２）の推定量をs２２とする。

分散が均一（σ２１＝σ２２）であればs１２とs２２は近い

３） 多くの場合４．１３）式の右辺の２番目の式は真の分散よりも小さくなるので、t検定を行えばb＝０の帰無仮説を棄却しにくいバ
イアスが生じると言われている。しかし厳密には帰無仮説が棄却されにくくなるかどうかを一般的にいうことはできない。

４） E（ei２）＝σ２zi２の場合σ２＞０と仮定するので、特殊ケースとして分散均一性をもつeiが得られない。
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値をとるので、s１２／s２２は１に近いであろう。逆に

分散不均一（σ２１≠σ２
２）であればs１２とs２２は乖離し

た値をとるので、s１２／s２２は１からかなり離れてい

るであろう。Goldfeld―Quandtテストは具体的に

は次のF検定による５）。

F＝
s１２

s２２

帰無仮説の下でFは自由度T－（k＋１）、（n－

T）－（k＋１）のF分布に従う。このF分布の自由

度はそれぞれ４．１６a）式と４．１６b）式の自由度と

同一である。

さらにGoldfeld―Quandtテストは検出力を高め

るために、真ん中のいくつかのサンプル（central

observations）を除いて行われることがある。

すなわちサンプルを１からTまで、T＋１から

T＋Sまで、T＋S＋１からnまでに分割し１からT

までのサンプルとT＋S＋１からnまでのサンプル

を用いて４．１６a）式と４．１６b）式を推計しF検定を

行うものである。

クロスセクションデータの場合は、ある説明変

数（xji）あるいは被説明変数（yi）の小さい順か

ら大きい順に並べ替えて（昇順）、サンプルを２

ないし３個に分割して推計しF検定を行う６）。

Goldfeld―Quandtテストでは、サンプルをどこ

で分割するかはあらかじめ明らかではない。経験

的によく行われるのは時系列データであれば前半

と後半（あるいはクロスセクションデータであれ

ば上下）で１／２とすることである。真ん中のサ

ンプルを除くときは１／３から１／６が除かれるこ

とが多い。

またGoldfeld―Quandtテストは分散不均一に影

響する要因は１個であると仮定する点で制約的で

ある。しかしこのサンプル分割の基準が既知では

ないことや、要因を限定するという問題はあるも

のの、計算の容易さとサンプルが少ない少標本で

も検定ができることからよく使われている。

（Breusch―Paganテスト、Whiteテスト）

分散不均一の要因（proportionality factor）が

１個であると先験的に仮定する根拠は必ずしも無

い。複数の要因が影響していることもあるであろ

う。また何が分散不均一の要因であるかを経済理

論から事前に特定することも困難である。しかし

我々としては複数の要因が影響している可能性を

検証する必要に迫られるときもある。これに対応

しようというのがWhiteテストやBreusch―Pagan

テストである。

この検定方法の考え方を直感的にいうと、誤差

項の分散が均一の場合はその誤差項の分散は他の

要因の影響を受けていないが、逆に分散不均一で

あれば何らかの要因の影響を受けているであろう、

ということに注目するものである。４．１４）式のよ

うに

E（ei２）＝c＋d１z１i＋…＋dszsi

という関数を考えるとき、これは回帰モデルのよ

うに見えるがE（ei２）という被説明変数を観測す

ることができないとともに誤差項がない。まずE

（ei２）の代わりにei２を代入すると

ei２＝c＋d１z１i＋…＋dszsi＋vi

５） 帰無仮説から明らかなようにこれは、これは両側検定で行われる。
z～F（m，n）と書くとF（m，n）、（０．０２５）のケースでは、Pr（z＞F（m，n）、（０．０２５））＝０．０２５とし、F（m，n）、（０．９７５）＜F
＜F（m，n）、（０．０２５）であれば帰無仮説は採択される。（分散は均一であるという帰無仮説は棄却されない）。F（m，n）、
（０．９７５）＞F、あるいはF＞F（m，n）、（０．０２５）であれあ帰無仮説は棄却される。F（m，n）、（０．９７５）を計算するためにはF（m，
n）、（０．９７５）＝１／F（m，n）、（０．０２５）という関係を利用すれば良い。
ただしσ１２＞σ２２を暗黙のうちに仮定して、片側検定が行われることもある。

６） 大きい順から小さい順（降順）に並べてもよい。また全サンプルをOLSで推計し、その誤差の大きい順から並べることもある。
分割されたサンプルで説明変数、被説明変数あるいは誤差の大きなグループの方が、その誤差の分散も大きいであろうと想定
している。並べ方がいずれかに統一されていることが重要である。

１６０郵政研究所月報 １９９９．７



となり、vi＝ei２－E（ei２）なのでE（vi）＝０である。

この式を推計し、d１＝…＝ds＝０を検定してやれ

ばよい。ei２を直接観測することができないので推

計する必要がある。Breusch―Paganはこれを次の

ように提案した。まずモデルをOLSで推計する。

yi＝a＋b１x１i＋b２x２i＋…＋bkxki＋ei

i＝１，…，n ４．１７a）

＾ ＾ ＾４．１７a）で推計されたei２とσ２＝Σ ei２／nを用い次

の人工的な補助回帰を行う。

e^i２

σ^２
＝c＋d１z１i＋…＋dszsi＋vi ４．１７b）

全てのzjîが有意に影響しないならば（すなわち

分散均一の帰無仮説が正しければ）、４．１７b）式

のR２は小さく、方程式で説明し得た部分（regres-

sion sum of squares, ESS）も小さいであろう。

Breusch―Paganテストの統計量は次による。

ESS
２

４．１８a）

この統計量が自由度sのχ２分布に従う。

また誤差項の正規性に問題がある場合は、４．１８

a）式の統計量は不安定であるといわれている。

その場合は４．１７b）式の決定係数をR２とすると、

nR２～χ２（s） ４．１８b）

に従うことが知られているので、この統計量を用

いる。これはラグラジュアン乗数検定（LM）の

一つの例である。実際には計算が簡単なこともあ

り、４．１８a）式よりも４．１８b）式のnR２の統計量が

利用されることが多い。

Breusch―Paganテストは分散の関数形を特定化

せず、複数の分散不均一を考慮している点で優れ

ている７）。しかし、サンプル数が大きい（大標本）

場合はかなり正確に検定を行うことができるが、

少標本のケースでは正確性を欠く。そのために少

標本の場合は、Goldfeld―Quandtテストによる方

が妥当である。

Whiteテストは誤差項の正規性に問題がある場

合のラグラジュアン乗数検定の例で、次のように

行われる。

e^i２＝c＋d１z１i＋…＋dszsi＋vi ４．１９）

分散が均一であればd１＝…＝ds＝０であるから、

これを帰無仮説として検定する。

４．１９）式から得られるnR２が自由度sのχ２分布

に従う。このWhiteテストはBreusch―Paganテス

トの特殊ケースということもできる８）。なぜなら

ば説明変数が同一であれば、４．１７b）式の決定係

数と４．１９）式の決定係数は同じだからだである。

問題はzjîの選択をどうするかである。この点に

ついて経済理論からはヒントを得ることはほとん

どできない。Whiteはzjiとしては４．１７a）式の説明

変数（x１i，x２i，x３i）の他に、その自乗項（x１i２，x２i２，

x３i２）、３乗項（x１i３，x２i３，x３i３）等の高次項と説明

変数の交差項（x１ix２iやx１ix３i等説明変数の任意の組

み合わせ）を利用することを提案している。

４．４ Eviewsによる分散不均一の検定

第１章のクロスセクションデータを用いた消費

関数で

yearconsi＝１７９．２８
（６．７６）

＋０．１２３disposali
（４．９６）

＾＋０．００９moneyi
（１．７１）

＋２８．３６２numberi
（３．６９）

＋vi

AdjR２＝０．３７０ s ＝１１８．６１

ssr ＝１５７４２４２ n＝１２３（ ）内はt値

７） 本文でBreusch―Paganテストを説明した時、分散不均一性が４．１４）式によって発生するとした。しかし４．１４）式の代わりにE（ei２）
＝f（c＋d１z１i＋…＋dszsi）を仮定してもBreusch―Paganテストは同一である。

８） 誤差項が被説明変数に依存する分散不均一（dependent―variable heteroscedasticity）が検討されることがある。被説明変数の期
待値をE（yi）と書くと

＾V（ei）＝c＋d（E（yi））２を考えるものである。E（yi）を予測値yiに置き換えて

＾ ＾ei２＝c＋dyi２＋vi
の推計式に関し、分散均一の帰無仮説の下でd＝０の検定を行う。
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という結果を得ていた（なおyearconsiは年間消

費支出、disposaliは年間可処分所得、moneyiは金

融資産、numberiは世帯人員、viは残差）。これを

用いて分散不均一の検定を行ってみよう。

Eviewsのプログラムは次の通りである。

１ equation eq４＿１．LS yearcons c disposal

money number

’残差を作る

２ series res１＝resid

３ series res２＝res１＊res１

４ series s２＝res２／（＠ssr／＠regobs）

’Goldfeld―Quandt検定 データをdisposal

の昇順でソートする

５ sort disposal

’Goldfeld―Quandt検定 最初のサンプルの

推計

６ smpl１ ５０

７ equation eqGQ１．ls yearcons c disposal

money number

８ scalar f１＝＠se＊＠se

’Goldfeld―Quandt検定 真ん中を除いた最

後のサンプルの推計

９ smpl７１ １２３

１０ equation eqGQ２．ls yearcons c disposal

money number

１１ scalar f２＝＠se＊＠se

１２ scalar GOLDQU＝f１／f２

１３ show GOLDQU

’サンプルを全体に戻す

１４ smpl @all

’自乗項、３乗項を作る

１５ series disp２＝disposal＊disposal

１６ series disp３＝disposal ３^

１７ series money２＝money＊money

１８ series money３＝money ３^

１９ series n２＝number＊number

２０ series n３＝number ３^

’交差項を作る

２１ series dispmo＝disposal＊money

２２ series dispnum＝disposal＊number

２３ series moneynum＝money＊number

２４ series dimonum＝disposal＊money＊

number

’B＿P検定の補助回帰

２５ equation eq４＿２．LS s２ c disposal money

number disp２ disp３ money２ money３ n２

n３dispmo dispnum moneynum dimonum

２６ scalar bptest＝（＠ssr／（１－＠r２）－＠ssr）

／２

２７ show bptest

２８ scalar bptest２＝＠regobs＊@r２

２９ show bptest２

’WHITE検定の補助回帰

３０ equation eq４＿３．ls res２ c disposal money

number disp２money２n２dispmo

dispnum moneynum

３１ scalar white＝＠regobs＊@r２

このプログラムではデータを既に読み込んだも

のとしている（第１章を参照されたい）。２行目

で残差を作っている（residは方程式の残差を指

すEviewsの用語である）。残差の動きと残差の正

規性の検定を行ってみよう（なおこのデータセッ

トは被説明変数のyearconsの昇順で並べられてい

る）。第３章で説明したように４行目にある＠ssr

と＠regobsはそれぞれ残差平方和とサンプル数

である。

View／Actual, Fitted, Residual／Actual, Fit-

ted, Residual Graph

を指示する。結果は図４．３に示すとおりである。

やや分散が増大傾向にあるように見えるがそれほ

どはっきりしたものではない。

次にこの残差が正規分布に従うかどうかをみる
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ためにJacque―Beraの検定を行うことにしよう。

Jacque―Beraの統計量（JB）はサンプルがn、

推定のための方程式の係数がk個として

JB＝
（n－k）
６ ｛Skewness２＋１４（Kurtosis－３）２｝

４．２０）

で求められる（SkewnessとKurtosisの定義につ

いて第１章を参照されたい）。この統計量は当該

変数が正規分布であるという帰無仮説の下で自由

度２のχ２分布にしたがう（片側検定で検定を行

う。自由度２のχ２分布の上側５％の値は５．９９１で

ある）。これを利用する。

View／Residual Test／Histgram―Normality Test

結果は図４．４に示すとおりである。Jacque―

図４．３ 残差の動き

図４．４ 正規性の検定
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Beraの統計量は１８．４６であり、５％水準の臨界値

を上回っている。p値から誤差項が正規分布に従

うという帰無仮説は棄却されている。

このデータはクロス・セクション・データなの

でGoldfeld―Quandtテストを行うためにある変数

を選び、データをその変数の小さい順から大きい

順に並べ替える必要がある。５行目ではデータを

disposalの昇順でソートしている。６―８行で

Goldfeld―Quandtテストのために最初の５０サンプ

ルについて推計し、その残差平方和をf１として

保存している。第３章で説明したように８行目に

ある＠seは方程式の標準誤差である。９―１１行で

後半の７１―１２３番目のサンプルについて推計し残

差平方和をf２と名付けて保存している。１２行で

統計検定料をGOLDQUと名付けて計算している。

各々の式の推計結果は表４．１、表４．２に掲げると

お り で あ る。統 計 量 は０．４９８で あ る（show

GOLDQUで画面左下に表示される）。

表４．１ Goldfeld―Quandtテスト１

Dependent Variable: YEARCONS

Method: Least Squares

Sample:１５０

Included observations:５０

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

MONEY

NUMBER

９８．５７７０７

０．２２６１５４

０．０２４８９４

３３．２０４３６

３８．９３２０３

０．１３３４５１

０．００６８１９

１２．０４７５９

２．５３２０３０

１．６９４６５４

３．６５０６７５

２．７５６１００

０．０１４８

０．０９６９

０．０００７

０．００８４

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．４５１１２９

０．４１５３３３

９０．８３８７３

３７９５７７．０

－２９４．３１６７

２．４５８７９８

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

２７４．８０００

１１８．８００１

１１．９３２６７

１２．０８５６３

１２．６０２８１

０．０００００４

表４．２ Goldfeld―Quandtテスト２

Dependent Variable: YEARCONS

Method: Least Squares

Sample:７１１２３

Included observations:５３

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

MONEY

NUMBER

３６５．０１０２

０．０７７６４８

－０．００１４１３

３．６６０７９７

７１．０９１９３

０．０３６９８７

０．００７６５５

１４．３００５９

５．１３４３４０

２．０９９３２０

－０．１８４６３３

０．２５５９８９

０．００００

０．０４１０

０．８５４３

０．７９９０

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．０９２６７１

０．０３７１２０

１２８．７６４２

８１２４３０．１

－３３０．５９７３

２．１２４０８７

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

４５８．２６４２

１３１．２２２７

１２．６２６３１

１２．７７５０１

１．６６８２１７

０．１８６００８
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自由度４６（５０サンプル―４個の係数）と４９（５３

サンプル―４個の係数）のF分布の上側２．５％の

統計量は１．７７２、下側９７．５％の値は０．５６１である。

GOLDQU＝０．４９８＜０．５６１＝F（４６，４９）０．９７５

であるから両側検定の５％水準で誤差項は分散均

一であるという帰無仮説は棄却される。

次にBreusch―Paganテストに移る。１５―２４行で

検定に必要な説明変数となる高次項や交差項を作

成し、これを利用して２５行で推計している（表

４．３参照）。２６行で４．１７b）、４．１８a）式の検定を

行っている（ESS，RSS，R２を方程式で説明し得

た部分、残差平方和と決定係数とすると１－R２＝

RSS／（RSS＋ESS）である。これからESS＝RSS

／（１－R２）－RSSとなる）。第３章で説明したよう

にR２は＠r２として保存されている。結果をshow

bptestで画面に表示する。

この統計量は３３．０７２である。自由度１３のχ２分

布の５％の値は２２．３６２である。

BP＝３３．０７２＞２２．３６２＝χ２（１３）０．０５

であり、分散は均一であるという帰無仮説は５％

水準で棄却される。

しかし推計された誤差項の正規性は棄却されて

いるので、２６行の統計量には問題がある。そこで

２８行でラグランジュ乗数テストを行っている。そ

の結果は nR２＝２１．９６５（＝１２３＊０．１７８６）と計算

される。結果はshow bptest２で画面左下に表示さ

れる。

BP２＝２１．９６５＜２２．３６２＝χ２（１３）０．０５

であるから、分散は均一であるという帰無仮説は

５％水準で棄却されない（採択される）。誤差項

表４．３ Breusch―Paganテストの補助回帰

Dependent Variable: S２

Method: Least Squares

Sample:１１２３

Included observations:１２３

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

MONEY

NUMBER

DISP２

DISP３

MONEY２

MONEY３

N２

N３

DISPMO

DISPNUM

MONEYNUM

DIMONUM

－１．１３８６８５

０．００２３３９

０．００１４５８

０．５９６４７８

４．９５E―０６

－１．７７E―０９

－８．６４E―０８

７．７４E―１２

０．０１７０９９

－０．００２０６３

－２．２３E―０６

－０．００１３３６

－０．０００３６５

５．９３E―０７

１．２８４２８８

０．００２５７５

０．０００６７７

１．３９８１１０

２．９４E―０６

８．３４E―１０

１．１１E―０７

７．４１E―１２

０．４４１５３０

０．０３８９２８

７．６６E―０７

０．０００７３５

０．０００１８０

２．０６E―０７

－０．８８６６２７

０．９０８４２８

２．１５３６１６

０．４２６６３１

１．６８５４４２

－２．１２３７０３

－０．７７９３０３

１．０４３６６６

０．０３８７２６

－０．０５２９８３

－２．９０６８０２

－１．８１７７４３

－２．０２７５８３

２．８８２１２７

０．３７７２

０．３６５７

０．０３３５

０．６７０５

０．０９４８

０．０３６０

０．４３７５

０．２９８９

０．９６９２

０．９５７８

０．００４４

０．０７１９

０．０４５０

０．００４８

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．１７８５８１

０．０８０６１４

１．６７０６９０

３０４．２４１４

－２３０．２２６１

２．２３３２５１

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

１．００００００

１．７４２３９６

３．９７１１５６

４．２９１２４２

１．８２２８６４

０．０４８１４９
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が正規分布に従わない場合、４．１７b）式、４．１８

a）式に基づく検定量には問題があった。従って

この場合はラグランジュ乗数テストの方がより妥

当である可能性がある。

最後にWhiteテストを行ってみよう。３０、３１行

のようにプログラムを作成して行うこともできる

が、Eviewsは画面で行うことができる。

View／Residual Test／White Heteroskedastic-

ity（no cross term）

View／Residual Test／White Heteroskedastic-

ity（cross term）

最初は交差項を含まない検定、次は交差項を含む

検定（３０行のプログラムと同一となる）である。

結果は表４．４、４．５に掲げるとおりである。

EviewsはF検定とχ２分布に基づくラグラン

ジュ乗数テストの検定と２通りを報告する。F検

定は定数項以外のすべての説明変数の係数が０

（d１＝…＝dk＝０）という帰無仮説を検定するも

のである。Obs＊R―squaredはnR２を用いたラグラ

ンジュ乗数テストの検定である（３１行のプログラ

ムと同一の結果となる）。

自由度６（交差項を利用しない場合）のχ２分

布の５％点は１２．５９２、自由度９（交差項を利用す

る場合）では同じく１６．９１９である。

White１＝１０．５１７＜１２．５９２＝χ２（６）０．０５

White２＝１２．２０５＜１６．９１９＝χ２（９）０．０５

であるから、いずれの場合も５％水準で分散均

一の帰無仮説は棄却されない（p値は０．１０４と

０．２０２である）。またF検定も１．８０８と１．３８３であり。

そのp値から分散均一の帰無仮説は採択される。

このように診断検定（diagnostic test）の結果

は、検定方法により異なることがある。その場合

は少標本か大標本か、あるいは検定の前提が充た

されているのかいないのか等を判断する必要があ

表４．４ Whiteテスト（交差項無し）

White Heteroskedasticity Test:

F―statistic

Obs＊R―squared

１．８０７６５２

１０．５１７０７

Probability

Probability

０．１０３５０４

０．１０４４９９

Test Equation:

Dependent Variable: RESID ２^

Method: Least Squares

Sample:１１２３

Included observations:１２３

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

DISPOSAL ２^

MONEY

MONEY ２^

NUMBER

NUMBER ２^

－３７８５．３８１

１３．６２４６７

－０．００１００６

－１．３４１６２７

０．０００１４１

７５３０．９６３

－１１３２．２６４

８９５０．７０９

１４．４１４８８

０．００５４３２

２．９１３４６６

０．０００３１９

６０８５．７７７

８５２．１７６１

－０．４２２９１４

０．９４５１８１

－０．１８５１３４

－０．４６０４９２

０．４４１４８８

１．２３７４６９

－１．３２８６７４

０．６７３１

０．３４６５

０．８５３４

０．６４６０

０．６５９７

０．２１８４

０．１８６６

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．０８５５０５

０．０３８２０３

２３２５９．５８

６．２８E＋１０

－１４０７．６２６

１．８８３４５７

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

１３６１１．７２

２３７１７．０２

２３．００２０５

２３．１６２０９

１．８０７６５２

０．１０３５０４
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る。

４．５ 分散不均一が存在するときの修正

Goldfeld―Quandtテスト、Breusch―Paganテス

ト、Whîtêテストで分散不均一であると判断され

たとしよう、その時我々は２つの課題に留意する

必要がある。一つはそれが必要な変数を落とした

り関数形を誤ったことによる見せかけの分散不均

一なのか、あるいはモデルの定式化が正しいにも

関わらず起きている真の分散不均一なのかどうか

を検討することである。

一つはモデルの定式化が正しいにもかかわらず

起きた真の分散不均一であるとしたとき、それを

どのように修正するかということである。

ここでは後者の問題を取り上げる。分散が不均

一の場合でも、その推定量は一致性と不偏性は

持っていた。有効性が無くなりt検定やF検定が

できないということが問題であった。従ってこの

修正が必要となる。

簡単化のために

yi＝a＋bxi＋ei ４．２０）

を考える。分散が均一であれば以下のようであっ

た。

＾V（b）＝ σ２

Σ（xi－x）２
４．２１）

である。これに対し分散が不均一であれば以下の

ようである。

V（ei）＝σ２i＝σ２zi２ ４．２２）

４．２２）式を４．２１）式に代入すると以下のようであ

る。

表４．５ Whiteテスト（交差項あり）

White Heteroskedasticity Test:

F―statistic

Obs＊R―squared

１．３８３０４２

１２．２０４５４

Probability

Probability

０．２０４００２

０．２０２０２２

Test Equation:

Dependent Variable: RESID ２^

Method: Least Squares

Sample:１１２３

Included observations:１２３

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

DISPOSAL ２^

DISPOSAL＊MONEY

DISPOSAL＊NUMBER

MONEY

MONEY ２^

MONEY＊NUMBER

NUMBER

NUMBER ２^

－３９０．７９６１

９．４４７４１２

－０．００４７８３

０．０００１４４

３．７９２９３２

－２．６６８０１０

７．６０E－０５

０．５２７８０８

６５３９．７３８

－１４５５．０２１

９８８４．４０６

２４．７０３２２

０．００６７０７

０．００２０３０

６．４６３２５７

５．１４９４８５

０．０００３７１

１．５２４８２９

６２４６．４３８

９７８．９８２３

－０．０３９５３７

０．３８２４３６

－０．７１３２３５

０．０７１０１０

０．５８６８４５

－０．５１８１１２

０．２０４７９３

０．３４６１４２

１．０４６９５５

－１．４８６２５８

０．９６８５

０．７０２９

０．４７７２

０．９４３５

０．５５８５

０．６０５４

０．８３８１

０．７２９９

０．２９７４

０．１４００

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．０９９２２４

０．０２７４８１

２３３８８．８７

６．１８E＋１０

－１４０６．６９６

１．８６８８６９

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

１３６１１．７２

２３７１７．０２

２３．０３５７１

２３．２６４３５

１．３８３０４２

０．２０４００２
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＾V（b）＝Σ（xi－x）
２σ２i

（Σ（xi－x）２）２
＝
σ２Σ（xi－x）２zi２

（Σ（xi－x）２）２
４．２３）

４．２３）式の右辺は明らかに４．２１）式とは異なる

（これは４．１３）式の問題と同一である）。ただし

ここでσ２iは未知である。これに替えて観察可能

な４．２０）式の残差を用いるのがWhiteの修正で、

分散不均一の時の一致性のある標準誤差（het-

eroskedasticity ― consistent standard errors ,

HCSEs）といわれる９）。この修正でt検定やF検定

などの仮説の検定を行うことができる。

＾V（b）＝ ＾Σ（xi－x）２ei２

（Σ（xi－x）２）２
４．２４）

＾ここでêiは４．２０）式のOLS残差（yi－â－bxi）で

＾ ＾ ＾ある。V（b）＝seh（ b）２とし、

t＝
b^－b
＾seh（ b）

を利用し、t検定を行うことがができる。ただし、

このt統計量が標準正規分布に従うことを証明す

るためには、標本数が十分多いことが必要である。

このWhiteの修正をEviewsはオプションで次のよ

うに行うことができる。

equation eq４＿１．LS（h） yearcons c disposal

money number

（h）がHCSEsを求めるためのオプションであ

る。参考までにその結果を表４．６に掲げておく。

なおWhiteの修正で変わるのは、各変数の係数推

定量の標準誤差、t値とp値であり、係数の推定量

は変わらないことを確かめられたい。

４．６ 加重最小自乗法とデータの変換

集計されたデータについて、分散が不均一であ

るときその調整のための係数が与えられているこ

とは希である。特に時系列データについては、未

知であるケースが大半であろう。しかしその希な

例外として、集計されたデータを用いかつその集

計のウエイトが予め分かっていることがある。た

とえば公表されている家計調査や全国消費実態調

査では、グループ毎（都道府県単位や、年齢階層

毎等）の平均の他に集計されたサンプル数、場合

によっては母集団を考慮した調整係数が発表され

ている。このサンプル数や調整係数を用いて推計

することができる。再び簡単な例を考える。

９） 説明変数がk個の場合の特殊ケースとして４．２４）式が導かれる。k個の場合もこの拡張で行われることが知られている。

表４．６ Whiteの一致性ある推計

Dependent Variable: YEARCONS

Method: Least Squares

Sample:１１２３

Included observations:１２３

White Heteroskedasticity―Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

MONEY

NUMBER

１７９．２７９６

０．１２３１７８

０．００９１８２

２８．３６１９０

２４．９３５１６

０．０３１５０７

０．００５９５３

６．４３０７３２

７．１８９８３４

３．９０９５７９

１．５４２４２８

４．４１０３６９

０．００００

０．０００２

０．１２５６

０．００００

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．３８５１７８

０．３６９６７８

１１８．６１３９

１６７４２４２．

－７５９．９２８７

１．８８７１４２

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

３６３．８０４９

１４９．４０１３

１２．４２１６０

１２．５１３０６

２４．８５０６１

０．００００００
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yi＝a＋bxi＋ei ４．２５）

V（ei）＝σ２
i

Eviewsはサンプル数や調整係数が既知であれ

ば、それをwiとし、以下の目的関数を最小化する。

S＝Σw２
i（yi－a－bxi）２＝Σ（wiyi－awi－bwixi）２

４．２６）

wiで 加 重 さ れ る の で、加 重 最 小 自 乗 法

（weighted least squares, WLS） という。４．２６）

式から明らかなように、推計されるパラメータは

４．２５）式のOLSの値とは異なったものになる。こ

の点でWhiteのHCSEsがパラメータ自体は変化さ

せずに分散（標準誤差）を修正するのとは異なる。

４．２６）式を子細に検討すると４．２６）式は

wiyi＝awi＋bwixi＋wiei ４．２７）

という式のOLS目的関数になる。V（wiei）がiに

依存しなければ４．２７）式をOLSで推定すると

BLUEが得られる。

１９９４年の家計調査年報でWLSを行ってみよう。

家計調査年報では勤労者世帯について都道府県庁

所在地及び川崎市、北九州市の４９市毎に、収入や

消費支出の平均値と調整係数が報告されている。

その調整係数、経常収入、消費支出を用いて消費

関数を推計する。

このWLSをEviewsはオプションで次のように

行うことができる。サンプル数やなどウエイトに

なる調整係数の名前を仮にcodeとする

（consumpi＊codei）＝a＊codei＋b（incomei＊codei）

＋ei＊codei ４．２８）

を推計するコマンドは次の通りである。

equation eq４＿１．LS（w＝code）consump c

income

w＝codeのWがWLSを指示し、そのウエイトが

codeであることを示している（もちろん４．２８）

式にある変数を作成し、４．２８）式をOLSコマンド

で推計しても同一である）。

結果は表４．７に掲げるとおりである（比較のた

めに通常のOLS推計も併せて掲げる）。

Eviewsは加重された統計量（残差を４．２６）式か

＾ ＾ら得られる推定量（ a，b）を用いたcode＊con-

＾ ＾sump―code＊a ― b＊code＊incomeで計算）と加重さ

れない統計量（残差を４．２６）式から得られる推定

＾ ＾量を用いたconsump― a ― b＊incomeで計算）とを

出す。

通常のOLSとWLSを比較すると、係数、t値、

AdjR２の全てが異なることが分かる。このことは

グループ化されたデータにより分析するときは、

調整係数やサンプル数を考慮しないと結果の解釈

を誤るという一つの事例である１０）。

もう一つの特殊なケースは、分散不均一の要因

である変数とその変数と誤差項の関係が既知であ

るケースである。これについては基準化の例を参

考に挙げることができる。

４．１２）式で本来Nで基準化されるべきモデルが

基準化されていないとき、その分散がNt２に依存す

ることを示した。これは逆に言えば、基準化すれ

ば分散不均一の問題は解決することを意味してい

る。これを再論してみよう。

yi＝a＋bxi＋ei ４．２５）

において、次式のようにeiの分散が説明変数の

xiの平方根に比例するとしよう。

すなわちV（ei）＝σ２xi。

V（ ei√xi）＝
１
xi
V（ei）＝

１
xi
σ２xi＝σ２ ４．２９）

４．２５）式の両辺を√xiで徐し

yi／√xi＝a／√xi＋b（xi／√xi）＋ei／√xi ４．３０）

とする。このとき４．２９）式より

１０） ちなみに表４．７．２のOLS推計についてWhiteテストで分散不均一を検定しても、分散均一の帰無仮説は棄却されないことを読者
は確かめられたい。従って一見不均一分散の問題は現れないように見えるかもしれない。しかしその差は表に掲げるとおりで
ある。全国消費実態調査や家計調査などの多くのサーベイについては、その個票を直接用いずに集計された結果で分析すると
きは、この調整に常に配慮する必要がある。
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ei／√xi～（０，σ２）

となる。yi／√xi＝Yi＊、１／√xi＝zi、（xi／√xi）＝X＊i 、

（ei／√xi）＝E＊i とおくと

Y＊i ＝azi＋bXi＊＋E＊i ４．３１）

４．３１）式は分散均一であるのでOLSで推定すれ

ばよいことになる。これは

wi＝１／√xi＝zi

とし、４．２５）をWLS法で推定することと同一で

ある。

表４．７．２ 調整係数を使わない場合

Dependent Variable: CONSUMP

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１４９

Included observations:４９after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

DISPOSAL

１７７０３０．７

０．３１５６２０

２９６２８．８０

０．０５２４３７

５．９７４９５３

６．０１９０５７

０．００００

０．００００

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．４３５２９３

０．４２３２７８

２０４９７．９０

１．９７E＋１０

－５５４．９８２８

１．４８３１０８

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

３５４４９５．０

２６９９１．４５

２２．７３３９９

２２．８１１２１

３６．２２９０５

０．００００００

表４．７．１ WLSの例

Dependent Variable: CONSUMP

Method: Least Squares

Sample:１４９

Included observations:４９

Weighting series: CODE

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

INCOME

１１４５１７．２

０．４２２７０８

２０４００．４５

０．０３７５３４

５．６１３４６３

１１．２６１９１

０．００００

０．００００

Weighted Statistics

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．９９０９２５

０．９９０７３２

１８２９２．９４

１．５７E＋１０

－５４９．４０６３

１．５０９５５０

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

３４７７９９．０

１９００１３．０

２２．５０６３８

２２．５８３６０

５１３１．９３８

０．００００００

Unweighted Statistics

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Durbin―Watson stat

０．３７７７６４

０．３６４５２５

２１５１６．６９

１．４３０６３４

Mean dependent var

S.D. dependent var

Sum squared resid

３５４４９５．０

２６９９１．４５

２．１８E＋１０
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C W. Griffiths and G. Judge［１９９７］Undergraduate Econometrics: John Wiley & SonsのCh１０が比較

的分かりやすい。
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１ 講演会等の開催

「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）

「公的需要、外需に関する予測」 郵政大学校企画科訓練（５月１１日）

「個人消費、住宅建設に関する予測」 郵政大学校企画科訓練（５月２５日）

「情報通信：２１世紀の産業創成力」 琉球大学工学部講義（５月１１日）

「デジタル時代の放送経済分析」 神戸学院大学講義（５月１５日）

「電気通信分野における技術基準と政策課題」 神戸学院大学講義（５月２２日）

「ドイツのケーブルテレビに関する報告」 地域通信市場研究会（５月２６日）

「広告・有料放送市場の経済分析」 神戸学院大学講義（５月２９日）

「電波利用の現状と展望」 神戸学院大学講義（５月８日）

「郵便事業の動向等」 九州郵政研修所（３月８日）

「公益事業についての展望」 広島修道大学（６月１１日）

「経済記事を読むにあたって必要な知識」 中央郵政研修所特別講話（６月１０日）

「広告・有料放送市場の経済分析�１」 神戸学院大学講義（６月５日）

「情報化と労働市場」 神戸学院大学講義（６月１２日）

２ 広報活動

�１ P―sat放映

「国際コンファランス」（５月）

「企業情報システムについて」（５月）

「月例経済・金融概観の解説」（５月、６月）

�２ 新聞・雑誌等への掲載

「家計の資産保有状況について」 通信文化新報（５月号）

「公共工事前払金保証統計」 かんぽ資金（５月号）

「１月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（５月号）

「日本のインターネットの現状」 日本工業新聞（５月１９日）

「東海道五十三次」 郵政（５月号）

「折込広告とダイレクトメール（DM）」 郵政（２月号）

「会計・ディスクロージャーにおける２０００年問題」 かんぽ資金（６月号）

「２月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（６月号）

「郵便取扱の図」 郵政（６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

１７２郵政研究所月報 １９９９．７



�８ 郵政研究所研究叢書

「電気通信事業の経済分析―日米比較分析」（６月）

�９ ディスカッションペーパー

「地域通信事業の効率性及び生産性の計測」（６月）

�１０ NEWS BRIEF（経済指標解説）（随時発行）

�１１ IPTP トピックス（金融経済解説）（適宜発行）

�１２ 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。

�１３ 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

「労働所得は消費を高めるか？―高齢化に伴う家計の消費と労働所得に関する分析―」 日本経済

学会春季大会（５月１５日）

「公的貸出の機能と役割―中小企業の資金調達を中心とする実証分析―」 日本経済学会春季大会

（５月１５日）

「借入資金の選択メカニズム：日本における社債発行のケース」 日本経済学会春季大会（５月１５

日）

「潜在株式と株式収益率の関係」 日本ファイナンス学会（６月５日）

「技術革新への対応とホワイトカラーの賃金：賃金とパソコン所有の相互関係」 日本労働研究雑

誌（６月号）

「インターネット上の電子コミュニティにおける行動規範」 情報通信学会（６月１２日）

４ ていぱーくの特別展

「NHK特別展」（６月２６日（土）～８月１日（日））
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編集後記

現在、サッカーのシドニー五輪のアジア地区予選が行われていますが、去年の今頃は、

世の中フランスワールドカップ一色に染まっていました。そう言えば、私の前任者は顔

に日の丸書いて、国旗を右手にプラチナチケットを左手に、勇ましくフランスまで応援

に出かけて行ったのを思い出しましたが、時の移ろいは早いもので、今や彼女も一児の

母になってしまいました。

本誌に掲載されている論文のタイトルを見ても、「知的資産管理」や「デジタルコン

テンツの著作権」といった１～２年前には使われていなかった言葉が次々に登場してい

ます。

今後とも、社会経済環境の変化に的確に対応した研究を行っていくために、読者の皆

様からのご意見・ご感想等をお待ちしております。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。（外薗）

送付先住所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お送

り下さい。

（FAX：０３―３２２４―７３１４）

郵 政 研 究 所 月 報
第１２巻 第７号 通巻１３０号
１９９９年６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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所得分配の政治経済学的意義 溝口 敏行

金融システムにおける柔らかな官民関係に向けて�

藤田 康範

郵政研究所国際コンファランス「ファイナンシャルリテラ

シーの時代」 須澤 淳

携帯電話・PHS事業の現状に関する分析

長島 俊一・石田 隆章・橘 成泰

移動体通信の普及動向 実積寿也・安藤 正信

高度情報通信社会に向けたデジタルコンテンツ流通のあり

方 杉原 芳正

知的資産管理の現状と課題 美濃谷晋一

１３０

郵政省 郵政研究所
Institute for

Posts and Telecommunications Policy
Ministry of

Posts and Telecommunications №１３０
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