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ていぱーく所蔵資料紹介⑥

日本最初の郵便ポスト 書状集め箱

明治４年３月１日（新暦４月２０日）に東京、京都、大阪の３都市と東海道の各

宿駅間に郵便の取扱いが開始されると、最初の郵便ポストが東京市内に１２ヶ所、

京都市内に５ヶ所、大阪市内に８ヶ所、東海道の各宿駅に「上り方」と「下り

方」の２個ずつが設置されました。

最初の郵便ポストは木製で書状集め箱、集信箱などと呼ばれ都市用と街道筋用

とは形が異なっていました。

写真右が都市用のもので雨除けの屋根がついています。写真左は街道筋用のも

ので家屋の軒下に設置されたためか屋根がありません。

ポストの設置場所（箱場）には郵便と書かれた目印の旗が立てられ、郵便箱見

守人が配置されていました。
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米国では、インターネット関連の新興企業、いわゆるドット・コム銘柄に人気が殺

到しているという。この勢いに押されてか、手元のパソコンまで「どっと混む銘柄」

と文字変換ミスをおこす有り様だ。このインターネット関連株の高騰は、わが国が十

数年前に経験した、バブル経済とかなり類似していることに気づく。インターネット

関連企業と言えば、赤字決算でも、高い株価がつく。投資家側は、インターネット関

連株で得た利益を、他の関連株に注ぎ込む。企業側は、高値が付いた株式をキャッ

シュのように使い、別の企業を買収する。これは、かつて、わが国でバブルの中心的

な役割を果たした不動産が、米国でインターネット関連企業という言葉に置き換わっ

ただけの現象にさえ見える。

やっと景気回復が見えてきた日本市場においても、この米国のバブルが伝染してき

た気配を感じる。日本市場への足がかりという理由で、外資が日本企業にかなりの規

模の資本参加をする。企業価値の倍とも言われる金額で日本企業が外資に買収される。

日本のインターネット市場は、米国に比べ、明らかに出遅れており、これから、さら

に市場が拡大してゆくことは間違いない。また、日本の携帯電話の普及速度と市場規

模の拡大には目を見張るものがあり、このビジネスチャンスに、何とかあやかりたい

と思う心理は、当然のことであろう。いまの日本市場に投資しないことは、逆にリス

クだとも囁かれているらしい。これに加えて、株式交換など、資本市場の規制緩和が

さらに進めば、大胆なM&Aに備え、日本企業も自ら高株価の維持に躍起にならざる

を得ない。

さて、このバブルに対処するためには、どうするか。過去の経験で我々が学んだよ

うに、実体の無いものは、かなりリスクが高いと肝に銘じることだ。であるから、ま

わりが浮かれていようとも、自らが本物と信じるものを追求するにかぎる。そして、

情報通信に従事するものとしては、ビッド（bid）ではなく、ビット（bit）を、ビジ

ネスのコアとするという姿勢は、決して失いたくはない。

「情報通信とバブル」

KDD株式会社代表取締役会長 中村 泰三

巻 頭 言

２郵政研究所月報 １９９９．９



KDDは、KTH２１（KDDテラビットハイウェイ）というプロジェクトに取り組んで

いる。これは、KDDが所有する高速道路沿いに敷設した光ファイバーと日本列島を

一周する光海底ケーブルに、IP over WDM（光波長多重）という技術を用いて、テ

ラビット（１兆bps）クラスの、大容量ネットワークを作る計画だ。電話はもちろん、

次世代インターネット、ITS（高度道路交通システム）、IMT２０００（次世代携帯電話）

など、このネットワークをバックボーンとして、あらゆるビットの伝送を一手に引き

受ける。この計画を発表した時、そんなバブルのような大容量が必要なのかと、驚き

と疑問の声も聞いた。しかし、絶対にバブルではない。何故なら、これは、技術革新

により、階段を２段とばしで昇ったようなものであり、決して泡のようにはじけたり

はしないからだ。我々は、このKTH２１という大容量インフラは、まさに本物のあか

しになると考えている。

わが国でも、ベンチャー企業などを支援する社会制度が整うにつれ、独創的なアイ

デアで勝負する様々な情報関連の新興企業が現れることになろう。そして、そのなか

から、次の世の中を変える企業群が勃興してくることも大いに期待される。我々も、

電話の世界では老舗であるが、インターネットが主流となる新しい時代には、新興企

業のひとつであると、気持ちを新たにしている。

郵政研究所は設立されて１０年が経過し、郵政事業の各分野において、多大な成果を

挙げていると聞く。今後も情報通信分野においては、社会構造の変革を的確にとらえ、

バブルに影響されない、まさに、本物の調査・研究を続けていって欲しい。

３ 郵政研究所月報 １９９９．９
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郵政省では、「平成１１年通信に関する現状報告」

（通信白書）を、平成１１年６月１８日の閣議に報告

後、公表しました。

通信白書は、郵政省が、情報通信全般に渡る現

状と政策を広く国民の皆様にお知らせすることを

目的に、毎年公表しているもので、今回の白書で

は、今や情報通信の主役とも言えるインターネッ

トを特集しています。

公表方法については、情報通信関連のデータを

収録したCD―ROM添付の冊子を販売するほか、

昨年に引き続き、インターネット上の郵政省ホー

ムページ（http：／／www.mpt.go.jp／）で全文を

公開しています。また政府発行の白書としては初

の試みとして、インターネット上の電子出版モー

ル「Comket出版街」（http：／／www.comket.ne.jp

／）において、オンライン販売を行っています。

このほか、小中学生向けホームページ「通信白書

for Kids（フォーキッズ）」（http：／／www.kids.

mpt.go.jp／）も開設しています。

平成１１年版通信白書の主なポイントは、以下の

とおりです。

第１章 特集 インターネット

１ 急増するインターネット人口

１０年度における我が国の１５歳から６９歳までのイ

ンターネット利用者数は、約１，７００万人と推計（図

表１）され、商業利用開始からわずか５年間で世

帯普及率が１０％を超えました。

一方、世界インターネット人口は、１１年３月現

在、約１億６，０００万人（米国NUA社調べ）、イン

ターネットに接続されているホスト数は、１１年１

月現在、全世界で４，３２３万台（ネットワーク・ウィ

ザーズ社調べ）に達し、この５年間で２０倍近く伸

特 集

平成１１年版通信白書の概要について

郵政大臣官房企画課

図表１ 我が国におけるインターネットの普及状況

※１ 事業所は全国の（郵便業及び通信業を除く）従業者数５人以上の事業所。
※２ 企業は全国の（農業、林業、漁業及び鉱業を除く）従業者数３００人以上の企業。
「通信利用動向調査」（郵政省）、「機器利用調査」（郵政省）等により作成

３２郵政研究所月報 １９９９．９



びています。

２ 成長を続けるインターネットビジネス

白書では、インターネットビジネスを「イン

ターネットコマース」、「インターネット接続ビジ

ネス」及び「インターネット関連ビジネス」に分

類し、それぞれの市場規模を算出しました。その

結果、１０年の「インターネットコマース」につい

ては、企業と消費者間又は企業間において行われ

る最終消費財及びサービスの取引（最終消費財市

場）は、前年の約２倍の１，６６５億円、また、オン

ラインにより原材料等の調達を行う企業間取引

（原材料取引市場）は、少なくとも２兆４，３１４億

円に達しています。

３ 生活に広がるインターネット

掲示板、チャット等の集合体がWWWサイトと

して提供されるインターネットコミュニティが拡

大しており、米国で最も人気の高い２５のWWWサ

イトのうち、２０サイトがコミュニティ専門サイト、

あるいは内部で何らかのコミュニティ機能を備え

ています。

また、就職活動経験のあるインターネット利用

者のうち、インターネットを「活用した」と回答

した人は、８年以前の就職活動経験者では２２．０％

でしたが、１０年には９３．７％に達しています。

４ 公共分野におけるインターネット

１０年度末現在、国の機関では２６の本省庁中２５省

庁がホームページを開設しています。一方、地方

公共団体におけるホームページの開設率は６１．５％

であり、１１年度末には７０％を超える見込みです。

５ 課題と展望

１０年にコンピュータ緊急対応センター

（JPCERT／CC）に報告された不正アクセスその

他関連行為件数は９２３件と、対前年比８７．６％増と

なっています。郵政省は、こうした現状に対応す

るため警察庁及び通商産業省と共同で、「不正ア

クセス行為の禁止等に関する法律案」を第１４５回

国会に提出しました。

また、我が国の公立学校におけるインターネッ

ト接続率は、９年度末現在１８．７％であり、現在１３

（２００１）年度にすべての公立学校がインターネッ

トに接続されることを目標として、環境整備が行

われています。

第２章 情報通信の現況

１ 情報通信産業

我が国の情報通信産業の実質国内生産額は、９

年には１１１．２兆円となり、全産業に占めるシェア

は１１．８％となりました。実質国内生産額を主な産

業と比較してみると、情報通信産業は昭和６０年に

卸売を、７年に建設を上回る規模となっています

（図表２）。

２ 電気通信事業

１０年度末現在の電気通信事業者数は６，７８１社（対

前年度比７５７社増）であり、インターネット接続

サービスを行う事を主な目的とする第二種電気通

信事業への参入は引き続き増加傾向にあります

（図表３）。

また、第一種電気通信事業者の９年度の電気通

信事業による営業収益（附帯事業収益を除く）は、

１１兆３，７８４億円（対前年度比１０．７％増）となって

います。

３３ 郵政研究所月報 １９９９．９
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３ 放送事業

１０年度末現在の放送事業者数は１，１４９社であり、

その内訳をみると、地上系放送事業者３１９社、衛

星系放送事業者１２４社、ケーブルテレビ事業者７０６

社となっています。

また、放送事業者の９年度の営業収益は、２兆

８，０１９億円（対前年度比４．６％増）であり、その内

訳をみると、地上系放送事業者２兆５，４６３億円（同

３．２％増）、衛星系放送事業者９１３億円（同３３．２％

増）、ケーブルテレビ事業者１，６４４億円（同１６．６増）

となっています。

４ 情報通信ネットワーク

国内における基幹網は、年々増加しており、９

年度のNTT基幹回線系光ケーブルは、１５万４，３６２

km（対前年度比９．４％増）となっています。一方、

我が国周辺の国際海底ケーブルについては、今後

増大する通信トラヒックの需要に対応するため、

Japan―US CN、China―US CN等の新規光海底

ケーブルの敷設計画が進んでおり、これまでにな

い大容量のネットワークが形成される予定となっ

ています。

また、インターネットに代表されるようなデー

図表３ 電気通信事業者数の推移

９年度 １０年度 増 減

第一種電気

通信事業者

NTT １ １ ０

KDD １ １ ０

NTTドコモ等 ９ ９ ０

NCC 長距離・国際系 ６ １２ ６

地域系 ４７ ７７ ３０

衛星系 ５ ６ １

移動系 ８４ ７３ －１１

小 計 １５３ １７９ ２６

第二種電気

通信事業者

特別（うち国際特別） ９５（６７） ８８（８４） －７（１７）

一般 ５，７７６ ６，５１４ ７３８

小 計 ５，８７１ ６，６０２ ７３１

合 計 ６，０２４ ６，７８１ ７５７

郵政省資料により作成

図表２ 産業別国内生産額の推移

郵政省資料、「産業連関表」（総務庁）、「産業連関表（延長表）」（通商産業省）により作成

３４郵政研究所月報 １９９９．９



タトラヒックの急速な増大により、従来の回線交

換方式を基本とする電話網に対し、音声をIPパ

ケットに変換し、データトラヒックの一種として

扱うパケット交換方式を基本とするIP網や、回線

交換方式とパケット交換方式の両方の長所を兼ね

たATM網を基幹網として構築する動きが出始め

ました。

５ 電気通信サービス

固定通信については、NTTの加入電話契約数

が１０年９月末現在５，９６４万契約（対前年同期比

２．６％減）と前年に引き続き減少しました。一方、

長距離系NCCの契約数（ID登録数）は、１０年９

月末現在、３，９０４万契約（同６．１％増）、同じく地

域系NCCの加入電話回線数については、３．７万回

線と、両者とも増加傾向にあります。また、イン

ターネットの広がりによりISDN回線数が急増、

専用サービスについても大容量回線に需要がシフ

トしています。

移動通信については、１０年９月末現在、携帯・

自動車電話の契約数が３，６５４万契約（対前年同期

比４０．１％増）と堅調に推移している一方、PHSの

契約数は６２７万契約（同１１．３％減）、無線呼出しは

５２５万契約（同４１．６％減）と減少しています。ま

た、１１年１月には、日本イリジウムが我が国で初

めて周回衛星を利用した移動通信サービスの提供

を開始しました。

６ 放送サービス

我が国の放送は、地上放送、衛星放送、ケーブ

ルテレビに大別されます。近年、コミュニティ

FM放送やCS放送など新しい放送メディアが相次

いで導入されており、CS放送では、８年６月か

らアナログ放送に加えてデジタル放送のサービス

が開始されました。

ケーブルテレビの総加入契約数については、９

年度末現在、１，４４８．２万（対前年度比１４．７％増）、

自主放送を行うものの契約数は６７２．０万（同３４．４％

増）となっています。また、１０年度末現在、ケー

ブルテレビ事業者のうち６６社が第一種電気通信事

業者の許可を取得しています。

７ 郵便サービス

１０年度には、冊子小包、一般小包（ゆうパック）

の配達時間帯指定サービスを新設したほか、翌朝

１０時郵便（モーニング１０（テン））の取扱地域の

拡大、国際エクスプレスメール（EMS）のスピー

ドアップなど各種サービスの充実を図りました。

８ 電気通信料金

２年の企業向けサービス価格指数（日本銀行調

査）を１００とすると、１０年第４四半期時点の国内

電気通信の価格指数は８４．８と、１５．２ポイント低下、

国際電気通信の価格指数についても７４．４と、２５．６

ポイント低下しており、両者とも過去数年間に低

廉化していることがわかります。

品目別でみると、国内電気通信は携帯・自動車

電話の価格指数が大きく低下しており、国際電気

通信では、特に国際電話の価格指数が１０年の第３

四半期から第４四半期にかけて大きく低下しまし

た。

９ 電気通信料金の内外価格差

OECDモデルにより比較すると、９年度の国内

電話料金は、東京はデュッセルドルフとほぼ同程

度、国内専用線については、アナログ音声級回線

は平均的な水準にあるものの、デジタル（１．５

Mbps）回線については高水準となっています。

また、携帯・自動車電話は、３番目と平均的な水

準にあります（図表４）。

３５ 郵政研究所月報 １９９９．９
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１０ 情報流通

�１ 全国の情報流通

全国の情報流通量は実質GDPや総人口を上回

るスピードで増加しています。実際の消費と比較

してどの程度の情報が提供されたかを測る指標で

ある情報選択倍数（選択可能情報量／消費情報量）

は、９年度に再び増加に転じました。

各メディアの情報発信者が１年間に送り出した

情報の総量（複製を行って発信した場合及び同一

の情報を繰り返し発信した場合も含む。）を示す

情報発信量は、９年度において、２．１１×１０１６ワー

ド（対前年度比２１．１％増）となりました。

各メディアの情報受信点において、１年間に情

報消費者が選択可能な形で提供された情報の総量

を示す選択可能情報量は、９年度において５．０９×

１０１７ワード（対前年度比１７．４％増）となりました。

�２ 地域の情報流通

９年度における発信情報量の各都道府県別の

シェアは、東京都が２０．１％と突出しており、上位

９都道府県で全体の５０％を占めています。ジニ係

数も前年度と同水準の０．５０９と過去最高水準で推

移しており、発信情報量の地域格差の拡大傾向は

根強いものとなっています。

９年度における選択情報可能量の各都道府県別

のシェアは、東京都が１２．８％と最高で、上位７都

道府県で全体の５０％を占めています。ジニ係数は

０．５１８（対前年度比０．０１３増）となり、地域格差は

拡大しました。

第３章 情報通信政策の動向

１ 電気通信改革の推進

郵政省は、情報通信市場の一層の活性化を促し、

情報通信産業の国際競争力の向上と利用者の利便

の向上を図るため、第二次情報通信改革として、

NTTの再編成、接続政策の推進、規制緩和を一

体的に推進しています。１０年度においてもKDD

法の廃止等の改革が実現しました。

また、ケーブルテレビ放送施設の設置許可につ

いて、外国人等であることを欠格事由から削除す

ることなどを内容とする「有線ラジオ放送業務の

運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放

送法の一部を改正する法律案」を第１４５回国会に

提出しました。

２ ネットワークインフラの整備

郵政省では、１７（２００５）年の光ファイバ網全国

整備完了の目標達成に向け、７年度より「加入者

光ファイバ網整備のための特別融資制度」による

支援を行っています。我が国の光ファイバ網は、

図表４ 主な電気通信料金の内外価格差（東京の料金を１００とする）

郵政省資料により作成

３６郵政研究所月報 １９９９．９
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１０年度末には約２７％の地域が整備される見込みで

す。

また、１３（２００１）年の実用化に向け、ITUにお

いて標準化作業が進められている次世代移動通信

システム（IMT―２０００）については、１１年３月、

無線伝送方式について、IMT―２０００の基本パラ

メータ勧告案が、ネットワーク技術については

IMT―２０００網のフレームワーク及び機能モデルに

ついての勧告が決定されました。

３ 情報通信ネットワークの安全・信頼性向上

の推進

通信ケーブルの地中化については、昭和６１年度

から３期にわたる「電線類地中化計画」の積極的

な推進により、１０年度末には全国で約３，４００kmの

地中化を達成しました。さらに、将来にわたって

着実に電線類地中化の推進を図っていくため、１１

年３月、郵政省ほか関係省庁等は、１１年度から１７

年度までに３，０００km程度の地中化の実施を目標と

する「新電線類地中化計画」を策定しました。

また、コンピュータ西暦２０００年問題について、

中央省庁、特殊法人等が保有するコンピュータシ

ステムのうち、国民生活・企業活動に密接に関連

する優先度の高いシステムでは、１１年６月までに

やむを得ない事情があるものを除く９２％が模擬テ

ストを完了する予定です。

情報通信分野の取組みとして、電気通信事業者

については１０年１０月「電気通信西暦２０００年問題連

絡会」を、放送事業者については１１年３月「放送

事業者西暦２０００年問題連絡会」を組織し、対応指

導を強化することとしています。

４ 公共分野の情報化の推進

我が国では、関係５省庁の次世代の交通システ

ムであるITS（高度道路交通システム：Intelligent

Transport Systems）の開発を推進しており、１１

年度には、ノンストップ自動料金収受システム

（ETC：Electronic Toll Collection System）の

運用開始が予定されています。

１１年２月の電気通信技術審議会答申によれば、

ITS情報通信システムの２７（２０１５）年度までの市

場規模は約６０兆円、１７（２００５）年度までの雇用効

果を約３３万人と試算しています（図表５）。

５ グローバル化への対応

郵政省は、電気通信分野の国際化を背景とした、

無線設備に係る基準認証制度の国際的調和の要請

に加え、携帯電話等への加入者数急増に伴う技術

基準適合証明制度の見直しの必要性に対応するた

め、電波法の一部を改正し、１１年３月より無線設

備の技術基準適合証明制度を簡素合理化しました。

６ ワンストップ行政サービスの推進

郵政省は、郵便局に設置された情報端末を通じ

て質の高いワンストップ行政サービスを推進する

ために、１１年２月から同年３月まで札幌市（北海

図表５ ITSの市場規模の推移
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道）において行政機関に対する手続を可能とする

高度化実験を、１１年３月から５地域１２市町村にお

いて広域化実験を実施しています。

７ 郵政行政の情報化

郵政省は、１０年４月、新たな「郵政行政情報化

５か年計画」（新PII）により、１０年度から１４年度

にかけての郵政行政情報化の基本的な方向性・計

画目標を示しました。その取組の一つとして、行

政手続の申請負担軽減に向けて、所管の申請・届

出等に係る３１９手続のうち、１０年度までに２１９手続

（６８．７％）の電子化を実施しています。
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我々はこれまで「ニューメディアの旗手」と喧

伝されながら、結局はむなしく敗退したり、さほ

ど普及もせずほそぼそと命脈を保ちながらいつの

まにかオールドメディアになってしまったりした

いくつかの事例を知っている。『平成１１年版通信

白書』の特集を読んで、インターネットに関して

は、既にその懸念は払拭されたという印象をもっ

た。ただし、図表に集約された個々の数値データ

を詳細に吟味すると、白書では、実態が必ずしも

十分反映されていなかったり、やや強引に楽観的

観測をアピールしているのではないかと思わせる

箇所もあった。ここではとくに家庭でのインター

ネット利用を中心にして気づいた点を２、３述べ

たい。

まず、本当にインターネットの普及は順風満帆

かという点である。確かにインターネットの推計

利用者数１，７００万人という数字には目を見張るも

のがあり、一部の予想をも裏切る規模である。し

かし、白書の中でも指摘があるとおり、世界的に

みれば普及率は１０位以下であり、また人口あたり

ホスト数でいえば２０位前後であって、しかもここ

２、３年でさほど順位を上げてもいない。経済的

先進国としてはこの順位は不当に低すぎるといっ

てよい。また、世帯普及率１０％達成まで５年で、

他の通信メディアと比較して非常に短期間に普及

したというが、WWW利用など、インターネット

は純粋に通信メディアとはいえない側面をもって

いる。通信メディアに限定しなければ、１９５３年に

本放送が開始されたテレビは、１９５８年には普及率

が１０％を超えていた。当時まだサラリーマンの平

均月収の数倍したにもかかわらずである。イン

ターネット利用の中心的媒体機器のパソコンの世

帯普及率が３０％を超え、ワープロも含めると優に

５０％以上の世帯が機器環境としてはインターネッ

トを利用できる状況にあるにもかかわらず、また

ここ数年のマスコミの異常なまでの喧噪を考えれ

ば、世帯普及率１１％という現状の数値はけっして

高いものではない。インターネットは米国でも一

般商用サービス開始から１０年を経ていない。それ

でも普及率は３０％に達している。さらにもし、通

信メディアとしてインターネットをとらえるなら、

同じくオンライン・ネットワーク・サービスであ

るパソコン通信の一般商用サービスが実質的に開

始された１９８６年を準起点として考えるべきであり、

その場合、NTTによる一般サービスが１９８７年に

開始された携帯電話の現在の普及率（５８％）には

るかに遅れをとっていることになる。その携帯電

話が急激な伸びを示したのが、世帯普及率で１０％

を超えた１９９５年以降である。普及理論で有名なロ

ジャースによれば、情報通信機器普及の臨界点は

１０―２５％であり、携帯電話もこの予測をなぞって

いるから、通信的側面からみたインターネットの

特 集

生活者のインターネット利用像について
――「第１章 特集 インターネット」を読んで――

東京大学社会情報研究所教授 橋元 良明
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普及はこれからが正念場ということになる。

自宅でのインターネット利用に関し、結果をみ

て懸念するのはやはり現利用者の属性的偏りであ

る。郵政省のホームページから得たデータ詳細に

よれば、現在、自宅でインターネットを利用して

いると答えた人は、政令指定都市／県庁所在地在

住者、世帯主年齢２０―３０代、世帯主職業が管理職

や学生、世帯年収１，０００万円以上、の各層にとく

に多い。この傾向は、各種の個人利用者調査の結

果とも一致する。利用者の属性的偏りは、最近の

加入者ほど是正される方向にあるとも言われてい

るが、将来的に急速に偏りがなくなっていくかは

疑問である。というのは、同じ質問で、現在利用

していない人のうち、「今後利用意向あり」と答

える人の比率も、ほとんどの属性別分析で、現在

の利用者層ほど高いからである。とくに世帯年収

別にみた場合、世帯年収１，０００万円以上では、「今

後も必要ない」と答えた人の比率が２０％以下であ

るのに対し、４００万未満世帯では５５％にも達して

いる。テレビをはじめとするこれまでの多くの家

電にはステータス・シンボル的側面があり、低所

得層にはそれを所有することが一種のあこがれで

もあった。パソコンの所有とも密接にリンクした

インターネットには、現状ではそのような記号的

価値が希薄だということであり、古典的流行理論

でいう「トリクルダウン」的普及現象は妥当しそ

うにもない。現状の大衆心理が持続するなら、イ

ンターネット利用によって、富裕層がインフォ

メーション・リッチ、非富裕層がインフォメー

ション・プアとそのまま分化し、情報格差が益々

拡大するおそれが大きい。

白書では第３節で「利用者像」について詳述し

ている。ここで描かれたプロファイルは必ずしも

利用者の実態を正確に反映していないように思え

る。まず、男女比率や年齢別構成について、それ

が依拠する調査はいずれもオンライン調査である。

オンライン調査の回答者がヘビーユーザーに偏る

傾向にあることはこれまでしばしば指摘され、

我々の研究室でも同一母集団・質問項目による比

較調査によってそのことを実証した（「インター

ネット利用に関する調査法比較―オンライン調査

法と郵送法」、『東京大学社会情報研究所調査研究

紀要』Vol. １１，１９９８）。利用者の正確な属性分布

や利用実態は重要な基礎データであるから、是非、

利用者の中から無作為抽出・面接法（せめて留置

郵送法）による調査を実施していただきたい。１５

―６９歳で利用率が１８％に達するというのだから、

全国対象無作為抽出でもけっこう有効票は拾える

段階に達している。また、白書第３節の利用場所、

利用目的、利用頻度、若者・シニア・主婦に関す

る分析は、個人的にはほとんどデータを引用する

気にならない。それらがベースとする「インター

ネット利用状況調査」の対象が「iMiネット」利

用者に限定されているからである。「iMiネット」

の参加者は、ホームページの案内によれば、一種

のマーケティング・モニターである。しかも、電

子アンケートに答えるごとにポイントが加算され

商品券や図書券を得ることができる。「利用状況

調査」では調査対象者をその中から無作為抽出し

ているとはいえ、電子メール・アンケートであり、

当然、ポイントの対象になっているのであろう。

その種の調査の回答者の属性、生活形態が、イン

ターネット利用者の平均像、ましてや平均的国民

のそれとはかなり異なっていることは自明である。

もちろん白書での記述は、回答者内での各属性別

比較をベースとしているので、現実をゆがめてい

るなどというつもりはないが、たとえば専業主婦

が利用し始めてから「趣味・娯楽の範囲が広がっ

た（７３．２％）」「趣 味・娯 楽 が よ り 深 ま っ た

（６４．２％）」などと言われても、この調査をベー

スとしている限り、一般論としていかほどの意味

をもっているのか首をかしげてしまう。
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以上、記述のベースとなった調査方法などでは

かなり辛口のコメントとなってしまった。ただこ

れは、あえてコメントを、といわれたからではの

あら探しであって、特集全体としての記述はイン

ターネット普及の実態を非常によく簡潔にまとめ

ているという印象をもった。終節「課題と展望」

における諸指摘も客観的で正鵠を得たものと考え

る。ただ、そこにも一部言及があるように、専業

主婦、高齢者、障害者など、自宅で広く情報収集

ができ、容易にネットワーク・コミュニケーショ

ンが営めるというインターネットのメリットを最

大限に生かせるべきはずの人たちが、なぜ現実に

は利用が遅れているのか、なにが有効活用の障害

になっているのか、を正確に知るには、現に積極

活用している人たちの声だけでなく、利用してい

ない人も含めた一般市民の意見も広く把握する必

要がある。そのためには、母集団を利用者に限定

しない意識調査や、パソコンを有効活用できない

でいる人たちへのインタビューなども貴重なデー

タを資する一手段となるだろう。

最後に、特集では「インターネット」と一括し

ているが、機能的にはWWWの閲覧とEメイル利

用とはかなり異なったメディア利用形態である。

また電子掲示板やネットニュース利用など、「電

子コミュニティ」への参加実態ももっと別の切り

口から分析すべきである。今後、情報機器の技術

開発で、現在、インターネットと一括されている

サービスの利用がそれぞれに特化・複雑化され、

「インターネット」という総称が過去の遺物にな

る可能性も大いに考えられる。そうしたことを考

慮すれば、今後は白書でも「インターネット利用」

としてすべてを含み入れるのではなく、個別の

サービスごとの分析にも力点を入れるべきではな

いだろうか。
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非常におもしろい。これが今年の通信白書を読

んだ最初の感想である。それは、私自身が近年急

速な成長を見せるインターネットに興味を持って

いて、その内容が特集になっていたからかもしれ

ない。しかし、私自身の興味と合致していたから

と言って、すべてのインターネット関係の書物が

私の知的好奇心を満足させてくれるわけではない。

そういった意味で、何故、この白書が私にとって

おもしろかったのか、それについてこの書評で述

べてみたい。

まず第一に、急速な普及を見せるインターネッ

トの実態を本白書は的確に表現している。例えば、

白書では主な情報通信メディアが日本で世帯普及

率１０％を越えるまでに何年かかったかを比較して

いる（２ページ）。白書によれば電話で７６年、ファ

クシミリで１９年、携帯・自動車電話で１５年、パソ

コンで１３年かかったという。それがインターネッ

トの場合、わずか５年で世帯普及率１０％を達成し

たのである。このように他の情報通信メディアの

比較を通じて、インターネット普及の衝撃を巧み

に白書は表現している。インターネットの普及の

早さを表現するため、このデータをプレゼンテー

ション用に利用している企業を私はいくつか知っ

ている。そのことはいかに白書のこのデータが広

い範囲で利用価値の高いものであるかを示してい

る。

次に、本白書はインターネットに関わるいくつ

かの予備知識についてコラムの形で解説している。

そのコラムが非常に読者にとってわかりやすくま

とめられているところが私が今年の白書をおもし

ろいと感じた第２の理由である。何かの目的で調

べる必要があるが、それに多くの時間をかける余

裕がない時、我々は「どうぞその内容が載ってい

ますように」と願って白書を手に取る。そしてそ

の内容を白書に見いだした時、我々は白書の存在

にあらためて感謝するのである。その意味で、例

えば、コラム１の「インターネットの歴史」やコ

ラム５の「インターネット関連事件」そしてコラ

ム６の「移動体通信サービス」などは、白書に載っ

ていて欲しいと多くの者が望む項目である。

私が白書をおもしろいと思った第三の理由は、

白書が取り上げている事例と関連する。例えば、

第２節の「成長を続けるインターネットビジネス」

のところでは、アメリカのインスティル社や日本

のアスクルなどか取り上げられている。本白書は、

現在、MOR（Maintenance, Repair, and Opera-

tion：企業が経費や間接費として支出する最終消

費財購入）と呼ばれる分野での企業向けインター

ネットコマースの成長が著しいことが指摘し、そ

の具体例としてインスティル社やアスクルを取り

上げている。インスティル社にしてもアスクルに

しても現在、最も実業界で注目を浴びている企業

である。本文にあるようにインスティル社は発注

先多様化と取引窓口一元化を、アスクルは事務用

特 集

平成１１年版通信白書：インターネット特集について

神戸大学大学院経営学研究科助教授 小川 進
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品の部門別発注と総務部門の負担軽減を、同時に

達成にした。以上のような事例はインターネット

ビジネスが最も早く立ち上がるのはどのような分

野でそれがどうして可能であるかを考えるのに格

好の材料となる。その点で、白書の事例の選択は

的確で、自らの魅力を引き上げているとおもわれ

るのである。

私が今年の白書をおもしろいと感じた第四の理

由は本文の電子マネーの記述の部分にある。近年、

日本でも電子マネーに関する大規模な実験がいく

つかの都市で行われている。しかし、その結果は

これまでのところ決して芳しいものであるとは言

えない。これまで電子マネー普及のカギとして挙

げられてきたのは、電子マネーの利用がユーザー

に与えるベネフィットについてであった。電子マ

ネーを利用することで、そのユーザーは他の決済

手法では手に入れられない何らかのベネフィット

を得ることができるのか。それを見いだせない限

り、電子マネーの普及は足踏みを続ける。そのよ

うな議論がこれまで何度もなされてきた。そして

以上のような問いに対してこれまで明確な答えは

提出されてこなかったのである。

しかし、本白書はそれに対する明確な答えを一

つ提出している。それがインターネット・キャッ

シュとしての電子マネーである。現在、インター

ネット・ビジネスに関する一つの問題は消費者が

クレジット・カードを決済方法として選ぶ際に感

じる、そのセキュリティに関する不安である。実

際、現在のインターネットショッピングでの決済

は、振込や代金引換などの手段が大半を占めてい

るという。本文にあるように、セキュリティの面

からユーザーがクレジットカードの番号の送信を

ためらったり、少額商品の販売が決済手数料に見

合わないなどの問題から、クレジットカード決済

や電子決済を決済方法とする店舗は比較的少ない

という（７４ページ）。その点でインターネット

キャッシュは�１個人間も含め流通させることが可

能�２支払い時に個人名を明かさず買い物が可能�３

未使用分は自分の口座へ入金可能、である。これ

らの点でインターネットキャッシュは、少なくと

もインターネットビジネスという範囲で、クレ

ジットカードを含む他の決済方法に対して明らか

な優位性を持つ。その意味で電子マネーのこれか

らの用途、成長可能性について検討を行っている

者にとって本白書の記述は一つの重要なヒントを

与えてくれているように思われる。その点が私に

は非常に興味深かったのである。

以上のようないくつかの点において私は今年の

白書から知的刺激を受けた。しかし、そのことは

私が白書に対して全く不満を抱かなかったという

ことを意味しているわけではない。私が本白書に

対して抱いた不満は私が経営学者であることに関

係している。

つまりこういうことだ。今年の白書は確かにイ

ンターネットビジネスに関していくつかの有益な

情報を提供している。それらについてはこれまで

説明してきた。しかし、インターネットとビジネ

スという視点から考えれば我々は他の論点からも

議論することが可能である。それ例として、イン

ターネットが企業経営に対して与える影響という

問題を挙げることができる。

例えば、私が最近取材したある食品スーパーは

インターネットを利用した、新しいビジネス・モ

デルの構築を始めている。その会社は商品マス

ターと発注台帳をウエッブ上に持っている。もち

ろんそれは主要問屋との間で共有されている。そ

のことで、問屋とスーパー本部、そして各店舗が

最新の商品マスターと発注台帳を共有することが

できる。また、データの更新も低コストで行える。

以上のような試みはこの企業に限らず様々な場所

で行われているはずである。その現状と今後の発

展方向について報告するというのも白書に期待さ
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れている役割ではないか。その作業が統計データ

と先進的事例の紹介をもって行われば、白書の価

値はさらに高まったであろう。次回、白書でイン

ターネット特集が組まれる時、以上のような点に

ついても配慮がなされるなら、私のような経営学

者にとって今回以上に刺激的な内容を持つ白書と

なるだろう。それを次回の白書に期待したい。
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［要約］

本稿は、『家計における金融資産選択に関する調査』を利用して、高齢者（６０―６４歳）

の退職行動を実証的に分析するものである。主要な結論は、（Ⅰ）給与所得は高齢者の退

職の機会費用となる、（Ⅱ）制度的な差違（退職要件の厳しさ）は高齢者の退職行動へ影

響を与えない、（Ⅲ）失業率の上昇は高齢者に対して退職抑制効果を有するの３点である。

以下で言及する政策的な含意を導くために本稿が重視するのは、このうち（Ⅰ）（Ⅱ）の

結果である。

年金制度改革の具体的なアイデアとして、「退職要件」を規定して高額所得者への年金

給付を抑制しようとする動きがある。しかし、退職要件によって早期退職が促される効果

が十分に大きいならば、必ずしも年金給付の総額が抑制される保証はない。どんな政策で

あれ、事後に発生する政策効果をできる限り詳細に検討することが必要な所以である。そ

れゆえ、本稿は、高齢者の就業行動と退職要件の関係について分析し、この政策が意図す

る成果を挙げうるのか否かについて検討する。

日本のデータを用いて高齢者の就業を扱った先行研究には、清家（１９８６、１９８９）、清家・

島田（１９９５）、小川（１９９８）、安部（１９９８）、ホリオカ・甲野・奥井（１９９９）がある。これ

らのうち、清家（１９８６、１９８９）、清家・島田（１９９５）、小川（１９９８）、安部（１９９８）は、厚

生年金の在職老齢年金制度を意識して、制度が高齢者の就労へ及ぼす影響を『高年齢者就

業実態調査』のデータから分析している。在職老齢年金制度を本稿の主旨に立って解釈す

ると、緩やかな退職要件として年金給付が一定以上の給与所得とトレード・オフになる制

度であり、本稿の分析対象とその本質において変わりはない。他方で、ホリオカ・甲野・

奥井（１９９９）は、ライフサイクル理論が示す帰結を実証的に検証する立場から高齢者の就

労に関心を寄せた分析を行っている。そこで使用されるデータは、『家計における金融資

産選択に関する調査』である。これらの先行研究から、高齢者の就業行動を分析する場合

に注意すべき問題点が明らかになっており、これらを克服するために本稿が採用した分析

調査・研究

高齢者の退職行動�２：給与所得と退職要件１

西川 雅史

１ 本稿は、郵政研究所第二経営経済研究部の研究会（座長：ホリオカ教授（大阪大学））によって動機付けられた部分が大きい。
草稿段階で、チャールズ・ユウジ・ホリオカ教授（大阪大学）、鵜瀞由己氏（郵政省郵政研究所）から貴重なご示唆を頂いた。
記して謝意を表します。なお、本稿に残されたいっさいの過誤は筆者の責任に帰されるものである。本稿に対するご批判、コメ
ントがあれば、ぜひ以下のアドレスへご送付下さい。（m２―nishi@mpt.go.jp）
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手法、データの加工法の特徴は以下の５点である。

�１ 『家計における金融資産選択に関する調査』のデータを利用した。

�２ 『保険料額』、『年金給付額』を厚生年金、共済年金の別で推計している。

�３ 『年金給付』『給与所得』の推計にTOBITを用いた。

�４ 就業行動の分析に２SLSを用いた。

�５ 労働市場の数量調整による圧力を考慮するために退職時の『失業率』を用いた。

以上の特徴のうち�１は、ホリオカ・甲野・奥井（１９９９）が有するものでもある。しかし、

彼らの分析では、高齢者の退職行動へ制度的な要因が加味されていないので、本稿の分析

によって新たなファクト・ファインデングが期待できる。�２は本稿の最大の特徴である。

先行研究で、サンプルが主に加入する年金制度を厳密に区分した上で、『保険料額』、『年

金給付額』を算出した分析はない。これはデータの出典を『高年齢者就業実態調査』では

なく、『家計における金融資産選択に関する調査』を使用したことに起因する本稿のアド

バンテージである。�３�４は、高齢者の就業行動を分析する場合の統計的問題を回避するた

めに本稿が採用した推計方法の特徴である。というのも、就業行動を分析する時に留意す

べき統計的な問題点として下記の３点が指摘されており、これらに対処しなければならな

いのである。�a 従属変数は就業しているか否かという２値変数が用いられている（清家

［１９８６］）。�b説明変数となる『所得』（と『年金額』）を推計する際にはサンプルセレクショ

ンバイアスが発生する。�c 高齢者へ議論を限定するならば、年金給付額、所得、保険料額

が同時決定されている（以上清家［１９８９］）。以上の点に対する先行研究および本稿が行っ

た措置は、Figure １にまとめた。最後に�５は、先行研究が明示的に考慮しなかった、労働

市場の数量調整が退職行動へ与える影響を分析しようとするものである。これは、「労働

Figure１ 高齢者の就労を分析する場合に必要となる統計的工夫

�a
従属変数が２値

変数である

�b
給与所得などの推計

に関するサンプル・

セレクションバイア

�c
給与所得、年金の

同時決定バイアス
その他の顕著な特徴

清家（１９８９） PROBIT SSM ダミー変数の工夫 ―

清家・島田

（１９９５）

PROBIT SSM ダミー変数の工夫 Probit係数の代わりに『∂

prob／∂Var』を利用してい
る。

小川（１９９８） PROBIT 考慮せず（次善策） 算出段階で工夫 就業行動の分析に世帯類型を

利用。

安部（１９９８） PROBIT 給与所得を考慮せず 算出段階で工夫 在職老齢年金制度の効果に非

常に注力している。

本稿�１ 考慮せず TOBIT ２SLS 『保険料』、『年金給付額』の

算出を、共済年金と厚生年金

の別で推計。本稿�２ PROBIT TOBIT 考慮せず

SSM：サンプルセレクションモデル。２SLS：二段階最小二乗法。
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１ はじめに

いま、なぜ高齢者の就業行動を分析する必要が

あるのか。この問いに対する答えを明らかにする

ことで本稿の有する価値は格段に高いものとな

る２。

現在の日本の特徴として「高齢者が増える」と

いう社会状況があるが、これ自体は悪いことでは

ないであろう。しかし、「非納税者が増える」と

いうのは非常に困る。ところが、日本の制度にお

いて「高齢者＝非納税者」の構図が発生している

ことは珍しくない。日本の税制は所得税に多くを

負っているから「高齢者＝非就労者」であれば、

概ね「高齢者＝非納税者」である。また、公営バ

スの運賃・医療費などは、高齢者が負担すべき費

用の一部を国庫（税金）によって補っているので、

「高齢者＝非負担者」である。もし、費用を負担

する就労者の増加が高齢者の増加と歩調を合わせ

ているならばこれらの問題が大きくなることはな

いのであろうが、周知のように日本は少子化傾向

にあるので深刻さは募るばかりである。新聞紙上

を非常に賑わせている年金財政問題も、「高齢者

＝年金受給者」かつ「就労者＝保険料負担者」で

あることを鑑みれば、上述の例と同じ構図を内包

した問題であることがわかる。

とはいえ、現役世代が高齢者を扶養する仕組み

が望ましくないものとは思えない。むしろ、子供

が親の面倒を見るという非常に常識的なものであ

る。これと同時に、『親が十分な収入が得られな

い子供達へ援助する』こともごく自然なことであ

ろう。本稿は、家族内であれば普通に期待できる

高齢者とそれを支える現役世代の幸福の調和につ

いて、政策的に導く方途を考えようとしている。

このような都合の良い話を作るために、議論を年

金問題へ限定する。というのは、「高齢者＝年金

受給者」という構図は、比較的容易に修正するこ

とができ、改善の見込みが高いからである。その

具体的なアイデアは、十分に所得のある高齢者に

対して年金給付を控えることである。この仕組み

によって高齢者の増加ほどには年金受給者が増え

ないことになり、現役世代の負担を軽減すること

ができる。さらに、高齢者の就業インセンティブ

を強くすることができれば、「高齢者＝保険料負

担者」という状況すら期待できるのである。この

施策の肝要な点は、『親が十分な収入が得られな

い子供達へ援助する』ことは自然な所作であり、

就労して十分な給与所得を得ている高齢者へ年金

給付を行わないという政策は、子供の負担を考え

る親が許容できるものであると考えるところにあ

る。したがって、年金支給の要件として所得制約

市場の変数は、賃金を通して調整される限り、退職行動へ重要な影響を与えない」（Blon-

dal and Scarpetta ［１９９７］）という一般論もあり、特別に奇異なことではない。しかし、

日本の賃金は比較的に硬直的であり、数量調整のメカニズムが優勢であると考えるのが妥

当であろう。

以上の５つの特徴を有する本分析は、２つの検証結果（上記（Ⅰ）（Ⅱ））から年金制度

へ退職要件を加える政策が早期退職を促すというよりも、退職を抑制する効果を発揮する

可能性があることを指摘し、年金制度へ退職要件を付与する政策が年金財政の安定化に資

すると結論する。

２ 西川（１９９９）を参照のこと。
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（退職要件）を付与する政策は、現役世代の負担

を軽減するものであり、高齢者にも甘受できるも

のであろう。

そこで、本稿では、退職要件が高齢者の就労行

動ヘ与える影響を実証的に分析し、この政策が意

図する結果を導きうるか否かを検証する。その中

心的な分析対象は高齢者の就業行動である。

２ ライフサイクルモデル

高齢者の退職行動（就業行動と同義）を説明す

る場合に代表的なモデルは「ライフサイクルモデ

ル」である。Figure１は、ライフサイクルモデ

ルの基本的な構造を説明するものであり、縦軸に

所得、横軸に年齢をとっている。合理的なプレイ

ヤーは、給与所得Yと退職年齢Rで与えられる生

涯所得が、平均的な生活費Cと寿命Dから計算で

きる生涯消費が等しくなるようにRを決定すると

仮定している。それゆえRは�１式によって求める

ことができる。

�１ R＝
CD
Y

�１式から明らかなように、ライフサイクルモデル

において退職年齢Rは所得Yの減少関数であり、

消費Cの増加関数である。もし、寿命Dが他の要

素から独立な確率変数であるとすれば、退職年齢

はC ／Y（所得に占める生活費の割合）に依存す

ることになる。C ／Yの一つの解釈はエンゲル係

数であり、エンゲル係数の低い人ほど早く退職す

ることをライフサイクルモデルは含意しているこ

とになろう。ホリオカ・甲野・奥井（１９９９）は、

『退職後生活費／退職前所得』が『希望退職年齢』

にプラスの効果を有するという仮説を実証的な分

析結果によって支持している。ここで、エンゲル

係数の低い人は高額所得者であると考えるならば、

この結論は、高額所得者が早期退職する傾向にあ

ることを要請している。しかしながら、清家

（１９８６、１９８９）、清家・島田（１９９５）、小川（１９９８）

の実証分析では、所得（賃金）の代理指標が就業

に対してプラスの効果を有している。つまり、ラ

イフサイクルモデルの説明力は、頑健に支持され

るものではないのである。

ライフサイクル理論と現実の齟齬は、ライフサ

イクルモデルが考える以上に現実の人間が強欲で

あることに起因しているのだと筆者は考える。つ

まり、老後のために積み立てたR×（Y－C）が年

金として自分自身に戻されるとして、就労を続け

るならばより贅沢な暮らしが可能になる（Cが上

昇）のであり、少なくともその機会を放棄する合

理的な根拠はない。そして、そのような仮定は、

ライフサイクルモデルの解釈よりも現実味がある。

以下で説明されるOption Value Modelは、その

意味では非常に強欲で少しでも多くの収入を得よ

Figure２ ライフサイクルモデル
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うと考えるプレイヤーを念頭においたものである。

３ Option Value Model

本稿では高齢者の就労行動を分析する視座とし

て、Option Value Model （Blondal and Scar-

petta ［１９９７］Borsch–Supan［１９９８］）を採用す

る。Option Value Modelは、世代会計のモデル

として一般に使用されているものであり、特定の

制度からの「損得勘定」をモデルへ導入すること

に使われている。まず、簡易なOption Value

Modelを定式化する。

プレイヤーにとって年金受給と保険料拠出が退

職時に入れ替わることを前提とすれば、α歳で退

職する場合の年金制度からの利得は�１式のように

表すことができる３。

�１ Wa＝
∞
Σ
i＝a
［P（a）i・（１＋r）－（i－x）・Si］－

a－１
Σ
i＝x

［Ci・（１＋r）－（i－x）・Si］．

以上のモデルで外生変数は、保険料拠出の開始年

齢x４、年金受給額を意味する関数P（a）、i歳で拠

出する保険料Ciの４つであり、プレイヤーが操作

可能な変数は退職年齢aである。なお、年金受給

額と保険料拠出額はi歳における生存確率Siと割引

率（１＋r）－（i－x）によって調整される。

�１式の右辺第一項は退職後に受け取る年金受給、

第二項は年金受給を受ける前年までに拠出した保

険料を、それぞれ現在割引価値へ調整した上で積

算したものである。他の事情に等しければ、年金

受給可能な年齢にある合理的なプレイヤーがa歳

で退職する条件の一つは、�１式の値がa歳よりも

a＋１歳で小さくなることである。この退職年齢

の違いによる年金制度からの期待純利益の差分

CiA（Change in Annuity）を�２式のように定式

化する。こうして、�２式がマイナスなる前（連続

ならCiAa＝０）の年齢でプレイヤーは退職するこ

とになる。

�２ CiAa＝Wa＋１－Wa．

Blondal and Scarpetta（以下BSモデル）は、

�２式を所得Yで除すことで所得に占める年金額の

割合p（a）a
５と保険料の割合caを算出しモデルの中

へYを組み込んでいる。それが�３式であり、そこ

では退職時期によって変化する年金受給額の累計

（右辺第一項）と、a歳で退職することで節約で

きる保険料と１年早く受給する年金の合計（右辺

第二項）とによって退職年齢が決まることが示唆

されている。

�３ CiAa

Ya
＝

∞
Σ

i＝a＋１
［P（a＋１）i－p（a）i・

（１＋r）－（i－x）・Si］－｛［ca＋p（a）a］・

（１＋r）－（a－x）・Sa｝

�３式のインプリケーションとして、�アcaが大き

いほど退職は早まり、�イ年金額（p（a＋１）－p

（a））が保険料拠出期間の延長に伴って大きくな

る制度ほど退職は遅くなる、�ウ主観的な余命が長

いほど（健康な人ほど）退職は遅くなる傾向にあ

る等が考えられる。

３．１ 拡張モデル：給与所得と退職行動

BSモデルでは、給与所得の変化は各人の退職

行動へ直接の影響を与えていない。しかし、退職

要件を含んだ年金制度を考慮する場合には、必然

的に給与所得を考慮に入れる必要がある。何故な

らば、退職要件は、退職行動が給与所得に影響を

受ける場合に限って機能するからである。この点

３ オリジナルモデルでは、保険料拠出の開始年齢も内生変数として扱っている。
４ 満額受給の要件として、保険料拠出期間が設定されているのが一般的である。日本ならば４０年、ドイツで４５年、イギリスで４９年
である。ここでは、x歳になると自動的に保険料を請求されるモデルを考えるので、年金給付開始年齢は共通になる。

５ この比率はリプレイスメントレート（replacement rate）と呼ばれる指標で、年金制度を国別、制度別で比較する場合の尺度と
して頻繁に利用される。
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は、本小節の後半部分で詳しく議論される。こう

した解釈から、�２式を�４へ拡張し給与所得を明示

的にモデルへ導入する。この拡張モデルは、共済

年金や厚生年金のように退職要件を含んだ年金制

度における就労行動を考慮する時に有益なモデル

である。

�４ CiIa＝Wa＋１－Wa＋Ya＋１� Cila＝CiAa＋Ya＋１

ここで、Cila（Change in Income）とCiAaの相

違は、a＋１歳で退職したならば受け取れたはず

のa歳時の給与所得Ya＋１がCiAaに加えている点にあ

る６。ただし、このままでは、a＋１歳で退職した

ならば課されたはずのa歳時の『労役』に関する

コストを考慮していないことになる。給与所得

Ya＋１と年金制度からの不労所得CiAを金額表示で

比べるならば、労役のコストをディスカウントす

る必要がある。そこで�４式を�５式へ修正する７。

�５ Cila＝CiAa＋δY

ここでδは、給与所得から労役のコストを差し

引くための割り引き率であり、「給与所得の主観

的評価」と解釈する。

このモデルは、もしδ≠０ならば退職年齢が�２

式の導く年齢と異なる可能性を示唆している。つ

まり、給与所得を考慮しないモデルでは、退職年

齢を誤って推計してしまう恐れがある。主観的評

価δが退職年齢へ与える影響を理解するために、

Figure３で�２式と�５式を図示している。縦軸に

CiAとY、横軸に年金給付開始可能年齢kから始ま

る年齢をとり、等しいCiAとYに直面するが異な

るδを有する２人のプレイヤーの選択する退職年

齢を比較している。

まず、ベンチマークである�２式が示唆する退職

年齢はCiAがゼロになるa歳である。これに対し

て�５式が示唆する退職年齢はδの正負によって効

果が異なってくる。給与所得が労役のコストより

も大きく、給与所得に正の価値を認めるプレイ

ヤー（δP）であればCiAa＋δPYa＋１＝０となるb歳

へ退職年齢は引き上げられる。逆に、給与所得よ

りも労役のコストが大きいプレイヤー（δN）で

あれば、CiAa＋δNYa＋１＝０となるc歳で退職する

ことになり、早期退職のインセンティブが高いこ

とが示唆される。最後に、給与所得と労役のコス

トが一致している場合（δ＝０）には、退職行動

Figure３ 給与所得に対する主観的評価と退職年齢

６
a＋１

Σ
i＝x

Yi－
a

Σ
i＝x

Yi＝Ya＋１

７ ここで方便として、労働の開始年齢はx歳であり、保険料拠出の開始年齢と等しいものと仮定する。さらに、BSモデルと整合的
にYiは期間iに関して一定とする。
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と給与所得は関係が無くなるので、給与所得ない

し退職要件の有無は、プレイヤーの退職行動と無

関係になるはずである８。以上の分析を整理する

と以下の仮説になる。

仮説１：退職要件が付随する年金制度で給与所

得の主観的な評価は退職行動へ影響を

与える

退職要件が要請される年金制度を分析する場合

に、給与所得を考慮せずに実証的な分析を行って

いるものがある。しかし、δ≠０が示されるなら

ばそれらの推計結果に誤りが含まれていることに

なるであろう。

３．２ 退職要件と退職行動

前小節では、プレイヤーの給与所得に対する主

観的な評価δが退職年齢へ与える影響を検討した。

以下では簡便化のためにδ＞０と仮定し、退職要

件の厳しさの度合いが退職行動へ与える影響に焦

点をあてる９。ここで「退職要件の厳しさ」とは、

同額の年金を受給するために削減される給与所得

の割合θ（１＜θ＜∞１０）で量れるものと考える。

Figure４は、Figure３と比較可能な様式で表さ

れているが、YδPが所与であり、制度的パラメ

タθが加わっている点が異なる。この結果、Fig-

ure３が「異なるプレイヤー」の退職行動を比較

するものであったのに比べて、Figure４は「同

一のプレイヤー」の退職行動を比較するものと

なっている。ここでθH（Hard）は厳しい退職要

件を、θL（Loosen）は比較的に緩やかな退職要件

をそれぞれ意味するものである。

Figure４では、より厳しい退職要件が要請さ

れる制度（θH）の下で選択される退職年齢がg、

緩やかな退職要件θLの下ではhが選択されること

が示されている。さらに退職要件が厳しくなり、

θ＝∞においては、退職年齢はaに近づくことに

なり給与所得と退職行動の関係は無くなってしま

う。よって、２．２節から導かれる仮説は以下のよ

うになる。

仮説２ 退職要件が厳しくなれば、給与所得が

Figure４ 退職要件の厳しさと退職年齢

８ 給与所得と退職行動が無関係であったとしても、replacement rateと退職行動が無関係であるとは言えない。
９ 清家（１９８９）、清家・島田（１９９５）、小川（１９９８）の分析結果は、給与所得（賃金）が就業行動とプラスの関係であることを示唆
しておりここでの仮定を支持している。

１０ 年金受給者の就労に対して報奨金が出るような制度が施行されるとも考えにくいので１より小さいこともないと考えた。

５１ 郵政研究所月報 １９９９．９



就労インセンティブへ与える影響は減

少する

以上で導かれた２つの仮説が意味するところを

要約しておく。給与所得に対する主観的な価値観

δがプラスであるならば、給与所得は退職の機会

費用となるので退職抑制効果を発揮するであろう。

しかし、退職要件が厳しくなると給与所得の退職

抑制効果は減少してしまう。つまり、実際に観察

される退職要件が退職行動へ与える影響は、この

二つの複合的な結果なのである。もし「退職要件」

という制度を利用して年金財政の安定化を目指す

提案を模索するならば、まずδ＞０であることを

示す必要があり、さらにθについても同時に観察

し、その相対的な大きさを比較しなければ退職要

件が退職行動へ与える影響を考慮できないのであ

る。以下では、この点に留意して実証的な分析を

行う。

４ 実証分析：先行研究と本稿の特徴

これまで、高齢者の就労を分析した実証的な研

究として、清家（１９８６、１９８９）、清家・島田（１９９５）、

小川（１９９８）、安部（１９９８）、ホリオカ・甲野・奥

井（１９９９）がある１１。これらのうち、清家（１９８６、

１９８９）、清家・島田（１９９５）、小川（１９９８）、安部

（１９９８）は、厚生年金の在職老齢年金制度を意識

して、制度が高齢者の就労へ及ぼす影響を『高年

齢者就業実態調査』のデータから分析している。

在職老齢年金制度を本稿の主旨に立って解釈する

と、緩やかな退職要件として年金給付が一定以上

の給与所得とトレード・オフになる制度であり、

本稿の分析対象とその本質において変わりはない。

他方で、ホリオカ・甲野・奥井（１９９９）は、ライ

フサイクル理論が示す帰結を実証的に検証する立

場から高齢者の就労に関心を寄せた分析を行って

いる。そこで使用されるデータは、『家計におけ

る金融資産選択に関する調査』である。これらの

先行研究から、高齢者の就業行動を分析する場合

に注意すべき問題点が明らかになっており、これ

らを克服するために本稿が採用した分析手法、

データの加工法の特徴は以下の５点である。『家

計における金融資産選択に関する調査』のデータ

を利用した。

�１ 『家計における金融資産選択に関する調査』

のデータを利用した。

�２ 『保険料額』、『年金給付額』を厚生年金、

共済年金の別で推計している。

�３ 『年金給付』『給与所得』の推計にTOBIT

を用いた。

�４ 就業行動の分析に２SLSを用いた。

�５ 労働市場の数量調整による圧力を考慮する

ために退職時の『失業率』を用いた。

以上の特徴のうち�１は、ホリオカ・甲野・奥井

（１９９９）が有するものでもある。しかし、彼らの

分析では、高齢者の退職行動へ制度的な要因が加

味されていないので、本稿の分析によって新たな

ファクト・ファインデングが期待できる。�２は本

稿の最大の特徴である。先行研究で、サンプルが

主に加入する年金制度を厳密に区分した上で、

『保険料額』、『年金給付額』を算出した分析はな

い。これはデータの出典を『高年齢者就業実態調

査』ではなく、『家計における金融資産選択に関

する調査』を使用したこと（�１の特徴）に起因す

る本稿のアドバンテージである。�３�４は、高齢者

の就業行動を分析する場合の統計的問題を回避す

るために本稿が採用した推計方法の特徴である。

というのも、就業行動を分析する時に留意すべき

統計的な問題点として下記の３点が指摘されてお

１１ この他に、年金財政の給付と負担に注目した研究に小口（１９９６）、八田・小口（１９９９）がある。また、八代・二上（１９９６）は、
雇用保険制度改革から高齢者就業を分析している。
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り、これらに対処しなければならないのである。

�a 従属変数は就業しているか否かという２値変数

が用いられている（清家［１９８６］）。�b説明変数と

なる『所得』（と『年金額』）を推計する際にはサ

ンプルセレクションバイアスが発生する。�c 高齢

者へ議論を限定するならば、年金給付額、所得、

保険料額が同時決定されている（以上清家［１９８９］）。

以上の点に対する先行研究および本稿が行った措

置は、Figure５にまとめた。最後に�５は、先行

研究が明示的に考慮しなかった、労働市場の数量

調整が退職行動へ与える影響を分析しようとする

ものである。これは、「労働市場の変数は、賃金

を通して調整される限り、退職行動へ重要な影響

を与えない」（Blondal and Scarpetta［１９９７］）と

いう一般論もあり、特別に奇異なことではない。

しかし、日本の賃金は比較的に硬直的であり、数

量調整のメカニズムが優勢であると考えるのが妥

当であろう。

４．１ 使用するデータ

モデル分析から得られた仮説を実証的に検証す

るために本稿で使用するデータは、『家計におけ

る金融資産選択に関する調査・第５回（平成８年

度）』（以下『家金調』）である。本調査は、全国

を対象に、世帯主の年齢が（単身を含む）２０歳以

上の世帯を層化多段無作為抽出法によって抽出し、

調査対象世帯に対して準面接型によって収集され

たものである。

４．２ データの作成：保険料、年金額、給与所得

退職行動を決定する要因のうち、ダミー変数を

用いない『保険料』、『年金受給額』、『給与所得』

については、予めその値を推計しておく必要があ

る。これは、アンケートの結果から得られる回答

は「実現した値」であり、退職行動を決定する時

に比較考量された「真の値」とは異なると考えら

れるからである。

例えば，満額で６００万円の年金受給権を有して

いるが，給与所得が１０００万円ある６３歳のNさんが

いるとする。Nさんは，給与所得が十分に大きい

ために年金（例えば厚生年金）が給付されないの

で，実現している金額は，『年金受給額＝０万円，

給与所得＝１０００万円』であるとする。つまり，

我々がデータとして獲得した結果は，彼が頭の中

で比較検討した金額ではないのである。この齟齬

を解決するためには，存在していた真のデータ

Figure５ 高齢者の就労を分析する場合に必要となる統計的工夫

�a
従属変数が２値

変数である

�b
給与所得などの推計

に関するサンプル・

セレクションバイア

�c
給与所得、年金の

同時決定バイアス
その他の顕著な特徴

清家（１９８９） PROBIT SSM ダミー変数の工夫 ―

清家・島田

（１９９５）

PROBIT SSM ダミー変数の工夫 Probit係数の代わりに『∂prob／∂Var』を
利用している。

小川（１９９８） PROBIT 回避せず（次善策） 算出段階で工夫 就業行動の分析に世帯類型を利用。

安部（１９９８） PROBIT 給与所得を考慮せず 算出段階で工夫 在職老齢年金制度の効果に非常に注力してい

る。

本稿�１ 考慮せず TOBIT ２SLS 『保険料』、『年金給付額』の算出を、共済年

金と厚生年金の別で推計。本稿�２ PROBIT TOBIT 考慮せず

SSM：サンプルセレクションモデル。２SLS：二段階最小二乗法。
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（この場合なら年金額６００万円と給与所得１０００万

円）を推計する必要がある。アンケートから得ら

れた値を利用して，各サンプルが比較考量したで

あろう「値」を推計する場合には，清家（１９８９）

がサンプル・セレクション・バイアスとして指摘

した問題に留意しなくてはならない。この点を統

計的な技法によって克服するために，清家（１９８９）、

清家・島田（１９９５）ではサンプルセレクションモ

デル（以下SSM）を利用したが、本稿ではTOBIT

を用いている。TOBITとSSMの相違点は、SSM

が閾値の決定を外生的な変数によって決定する点

にあり、いわばSSMはTOBITの発展型である。

ここでの目的は、単に説明変数に利用する値を推

計することであり、技術的な問題が回避されるの

であれば簡易なモデルで十分である。それゆえ、

本稿ではTOBITを用いることにした１２。なお、

『保険料』、『年金受給額』、『給与所得』の推計で

は６０―６４歳に限らず、使用しうるすべてのサンプ

ルを対象としている。

さらに、ここでの工夫として、「共済年金」と

「厚生年金」に加入するサンプルの間では、保険

料や年金受給が異なると推察されるのでこの点を

考慮することにした。『家金調』では、加入して

いる主要な年金制度についての設問があり、これ

を利用することで、加入する年金制度に応じて２

つのサブ・サンプルを抽出することができる１３。

ここで、「主に加入している年金は何ですか」と

いう質問に対する回答には、共済年金、厚生年金

以外に、国民年金があるが、ここでは基礎年金部

分である国民年金は、緩やかな意味での皆年金制

度と考えてomitした。なお、年金制度に依存して

決まると考えられる『保険料』と『年金受給額』

は、２つのサブ・サンプルごとに関数を特定化し

て推計するが、『給与所得』については、年金制

度から独立と考えるべきと考え、２つのサブ・グ

ループをまとめたサンプルで関数を特定化する。

このように、加入する年金制度の相違に留意しな

がら説明変数を推計する試みは、本稿が有する特

徴の一つである。

４．３ 年齢によるサンプルの限定と推計方法

退職行動を分析するために利用するサンプルは、

『家金調』データから世帯主の年齢が６０―６４歳の

ものである。ここでサンプルを限定した理由は２

つある。一つは、年金制度と退職行動の関係を考

慮するのであれば、年金支給が開始される６０歳以

上に注目する必要があると考えたからである。さ

らに、ここへ年齢の上限を付与した理由は、６５歳

を超えた場合には就労と年金の関係は希薄になり、

行動様式が変化すると考えられるからである１４。

現に、６０～６４歳のプレイヤーは、何らかの年金を

受給できる年齢であるが、その全員が年金を受け

ているわけではない。また、在職しながら年金支

給を受けている人もいる。厚生年金の加入者であ

れば、給与所得と年金支給額の月額の合計が２２万

円に満たない限り、在職しながらも満額の年金を

受けることも可能である。とはいえ、２２万円以下

という規定は非常に厳しいものであり、幾分かの

年金削減を受けながら就業しているのが実体であ

る。こうした個人的な境遇を酌量しながら、退職

行動を主体的に判断しているのが６０―６４歳という

年齢層なのである１５。これらのサンプルのうち、

１２ この３つの変数の推計モデルと結果については、巻末に概説を付したので参照のこと。
１３ 清家（１９８６、１９８９）、小川（１９９８）、安部（１９９８）など『高齢者就業実態調査』を用いた分析では、この点を考慮できないため
に、仮想的に加入者を選択する必要があった。本研究はこの問題を回避することはできる。

１４ ６５歳以上になると、就労の如何に関わらずに年金支給額が満額支払われるのが一般的である。
１５ 定年制度が退職行動へ与える影響も無視できないが、再就職の途が確保されていると本稿では考える。Grunder and Wise
（１９９７）によれば、OECD諸国の中でも日本の高齢者の就業比率は圧倒的に高い。この点を鑑みれば、本稿の仮定は極端なもの
ではないと思われる。
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世帯主が退職していれば１、それ以外をゼロして

『退職ダミー』を作成しこれを従属変数として採

用する１６。なお、説明変数には、前小節で推計し

た３つの変数に加えて、個人の属性を表すダミー

変数を用いる。

退職行動を分析するにあたって留意すべきなの

は，従属変数がゼロないし１をとる変数であり，

�c 『保険料』，『年金受給額』，『給与所得』，『退職

ダミー』が同時決定していると考えられる点であ

る。�a の点を考慮するとOLSで不偏推定量を得る

ことはできないので，LOGITないしPROBITモ

デルによる分析が推奨される。また，�c の点を考

慮すれば間接二乗法ないし2SLSなどによる分析

が望まれる。先行研究では，�a の克服に重点を置

き，�c については推計方法以外の部分で工夫して

いる。本稿では，この２点を統計的に同時に克服

することを諦めるが，�c についても統計的に処理

する必要性を認めている。そこで、先行研究を踏

襲するPROBITモデルによる分析以外に，２SLS

による分析も併せて行うことにする。Figure５

にあるように，�c に留意して２SLSによる分析を

行った先行研究はなく、本稿による新しい試みの

一つである。

４．４ 仮説検証１：「δ」の検証

以下では、まず仮説１の検証を行う。この仮説

検証を行うためには、逆説的であるが『給与所得』

が退職行動の機会費用になっていることを示せば

よい。一般には、労働市場が完全であれば給与所

得と労働の限界効用（追加的な労役のコスト）と

一致しており、給与所得が退職の機会費用になる

ことはない。しかし、仮に、給与所得が退職行動

の機会費用になっているとすれば、それは給与所

得が労働の限界効用よりも大きいことを意味して

おりδ＞０を説明したことになるであろう。この

点を検討するために、従属変数に『退職ダミー』

を採ったモデル�１で、給与所得の係数を見てみる

（Figure ７）。分析の結果は、『給与所得』の係数

が有意にマイナスであることを示しており以下の

ような解釈が可能であろう。

検証結果１：『給与所得』は退職の機会費用に

なっている

�給与所得は労働の限界効用より

大きい（δ＞０）

今回の分析を素直に読みとるならば、給与所得

が退職行動の機会費用となる可能性を肯定し、労

働市場の不完全性を許容する解釈が妥当であるよ

うに思われる。また、上記の結論の意味するとこ

ろを現実的に解釈すれば以下のようになる。

退職要件の付随する制度で給与所得は、退職を抑

制する効果を発揮する

この分析結果は機会費用の概念から考えれば当

然のことのように感じられるが、これを以下のよ

うに読み替えると一般的な予想を裏切る帰結であ

ることが分かる。

退職要件の付随する制度では、高額所得者ほど退

職時期は遅くなる

これは、本稿のモデルと整合的であるが、ライ

フサイクルモデルから高齢者の行動を解釈した場

合には同意しかねる結論である。高齢者の退職行

１６ 『家金調』では、退職年齢を聞いているので、退職したサンプルを識別できる。
サンプルは、共済年金ないし厚生年金に加入しているので、一方のみをダミー変数（ここでは定数項ダミーとして設定する
必要がある。
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動を理解するのに、option value modelとライフ

サイクルモデルのどちらが妥当であるかの議論は、

今回の分析結果のみで断を下せるものではないが

一石を投じるものではある。

４．５ 仮説検証２：「θ」の検証

仮説２を検証するための工夫として、厚生年金

の退職要件は、共済年金のそれに比べて厳しいも

のであるという一般論を利用する。この一般論を

前提とすることができるならば、「共済年金の加

入者の退職年齢が相対的に遅い」という仮説を検

証することで、仮説２を考慮したのと同義になる

であろう。そこで、共済年金加入者に「１」を、

厚生年金加入者に「ゼロ」を代入した『共済年金

ダミー』を作成し、この係数について分析するこ

とにする。ただし、二つの制度の相違は退職要件

だけではないので、やや拡大解釈の側面を有する

点は意識せねばならない。

Figure７のモデル�２で，共済年金ダミーの効

果を確認することができる．このモデル�２は，推

計モデルがTOBITへ変更されている。これは，

モデル�１が２SLSであるために共済年金ダミーを

取り扱いにくいためである１７。ここから得られた

分析結果は以下である。

検証結果２：共済年金の加入者が厚生年金のそ

れに比べて、統計的に有意に高年

齢で退職しているとはいえない

予想される分析結果は、共済年金加入者がより

高年齢で退職することであり、共済年金ダミーの

符号がプラスの符号を有するというものであった。

しかし分析結果の符号は予想に反してマイナスで

あり、かつ統計的な有意性も非常に低い。この結

果について本稿は、拡大解釈という批判を省みず

に、退職要件の厳しさは退職行動へ影響を与えて

いない（モデル分析に照合すればθ＝１）と解釈

することにする。

４．６ 労働市場と退職行動

労働市場が退職行動ヘ与える影響については、

検証すべき対象として事前に言及していないが、

重要な示唆が実証分析から得られているので、節

を割いて報告すべきであると考えた。

年金制度が高齢者の就業へ与える影響について

分析した先行研究では、労働市場の数量調整メカ

ニズムが高齢者の退職行動へ与える影響について

考慮していない１８。これは、「労働市場の変数は、

賃金を通して調整される限り退職行動へ重要な影

響を与えない」（Blondal and Scarpetta［１９９７］）

という一般論を鑑みれば特段に奇異なことではな

い。しかし、日本の賃金は比較的に硬直的であり

数量調整のメカニズムが優勢であると考えるのが

妥当であろう。『家金調』には、退職年齢と現在

の年齢が含まれており、容易に退職年次を算出で

きる。ここへ、退職年次の平均的な失業率を代入

すれば、サンプルが労働市場から受けた影響を加

味できるのである。それゆえ、本稿ではこの説明

変数を採用した分析を行っておりFigure ７の参考

モデルで『失業率』の効果を確認することができ

る。そこでは、従属変数である退職年齢に対して

『失業率』が有意にプラスの係数を示しており以

下の解釈が可能となる。

分析結果３：失業率が上昇すると６０―６４歳のカ

テゴリに属する人の退職年齢は上

１７ 給与所得や保険料にとって共済年金ダミーは外生変数であると考えるべきであり、操作変数として扱うことになってしまう。
１８ 清家（１９８９）以来、価格調整を重視し、賃金（給与所得）が市場圧力を反映するものとして扱われている。
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Figure６ 経済状況（企業倒産数）と高齢者の退職・就業行動│

Figure７ 退職行動、退職年齢

サンプルの属性 �１ 厚生＋共済 �２ 厚生＋共済 参考 厚生＋共済

分析方法

説明変数／従属変数
２SLS

退職ダミー（退職＝１）

PROBIT

退職年金

TOBIT

退職年齢

定数項
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F値
残差平方和
残差の分散（対数尤度）

２０４
０．２３２

３９．３１１
０．１９７

２０４
（０．０９２）
０．６３７

４５
（－１２８．１３６）

１０８

２１
（－３０１．８７２）

・NL２SLSの内生変数： 世帯主の年齢，官公庁就業ダミー，大卒ダミー，世帯主の不健康ダミー，両親と同居ダミー借入金

額，貯蓄額。

・括弧内の値はt値。
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昇する（退職抑制効果）

この結論は、昨今のリストラの動向を考えると

直観的には受け入れ難い。しかし、これを技術的

なミスであると断じてはならない。Figure ６では、

企業倒産数と退職行動を比較する材料を図示して

ある。『家金調』データから既に退職したサンプ

ルを選び出し、退職した年次ごとに集計する。そ

の中で、何歳で退職したのかによって６０歳未満、

６０―６４歳、６５歳以上の３つのグループにサンプル

を割り振り、全退職者に占める割合を算出した。

これを企業倒産数と比較したのがFigure ６である。

注目すべきは、６０―６４歳の年齢で退職した人の割

合である。企業倒産が減少していた１９８５―９０年に

かけて、６０―６４歳で退職する人の割合が増加する

傾向を示している。つまり、就労と年金生活とい

う二つの選択肢を用意されている６０―６４歳のプレ

イヤーは、好況期においてより退職する傾向に

あったのである（除１９８９年）。念のために、この

点を年齢階級別労働力人口比率で確認したが、６０

―６４（６５―６９）歳の急激な落ち込みとその後の回復

が確認できる１９。この行動は、「好況期＝インフレ

＝資産効果」という構図によって将来の不安が払

拭された結果である、というような解釈が可能か

Figure８ 分析に使用したデータの概説

従 属 変 数 説 明

退職ダミー

退職年齢

説明変数

世帯主が退職していれば１、それ以外はゼロ

世帯主の退職年齢（既に退職している場合のみ）

給与所得

保険料 （厚生年金）

年金受給額（厚生年金）

高卒・短大卒ダミー

大卒ダミー

大企業就業者ダミー

官公庁就業者ダミー

第一次産業就業者ダミー

同居する親の有無（有＝１）

退職ダミー（退職＝１）

不健康ダミー（不健康＝１）

退職した年次の失業率

退職年齢

世帯の給与所得の合計額

世帯の保険料支出額の合計額

世帯の年金受給額の合計

世帯主が高卒・短大卒なら１、それ以外はゼロ

世帯主が大卒なら１、

世帯主が従業員数３０００人以上の企業に就業している（いた）なら１

世帯主が官公庁に就業していれば１、

世帯主が第一次産業に就業していれば１、

親と同居している世帯ならば１、

世帯主が既に退職していれば１、

世帯主の健康状態（自己申告）が悪ければ１、

世帯主が退職した年次の平均失業率

世帯主の退職年齢（既に退職している場合のみ）

Figure９ 推計値の記述統計量

推計した値の平均値（上段）と分散（下段）
サブ・サンプルの平均値

（０、１のダミー変数の平均値）

サンプル数 年金受給額 保険料額 給与所得 退職時の年齢 大企業就業ダミー 官公庁就業ダミー 不健康ダミー

共済年金 ３６ ６３０

２，６０５

３５

１７８

９４６

１３，０５８

５９．９ ０．０６ ０．０８ ０．１９

厚生年金 １６８ ５８８

１，０４０

２６

２５４

５９８

３３，４７３

６３．５ ０．０２ ０．０１ ０．２６

共済＋厚生 ２０４ ５９５ ２８ ６５９ ６３．２ ０．０２４ ０．０１９ ０．２４９

・金額は年間の額を示している。単位は万円。
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もしれない。また、労働白書（平成３年度版）は、

「一律定年制を定めている企業に占める６０歳以上

定年制の企業割合は年々着実に増加し…（中略）

…高年齢層の雇用環境の改善に寄与したものと思

われる」と指摘しているが、本稿の分析が示した

６０―６４歳の「離職の増加」とは逆の説明をしてい

る。ただし、制度的な要因が多分に含まれている

という示唆は有意義である。このように多様な解

釈ができるものの、人口動態に関して分析を加え

る場合には「ベビー・ブーム」、「丙午」、「長長期

のトレンド」等を考慮すべきであり、この点で本

稿の分析は詳細さに欠けている。したがって、分

析結果３が本当は「何」を意味しているのかは明

らかでない。とはいえ、労働市場の代表的な指標

である『失業率』と６０―６４歳の退職行動との間に

プラスの関係（退職抑制効果）がある点は非常に

興味深いものであり、今後の研究課題として提示

できる。

５ まとめと政策的含意

本稿は、高齢者の就労を促進することで年金の

財政問題を構造的に緩和できる点を指摘し、年金

制度改革の具体的なアイデアを検討しようとする

ものであった。

２節の「option value model」を拡張する形か

ら、退職要件が高齢者の就業へ与える影響には２

つのルートがある点を指摘した。一つは給与所得

に対する各人の主観的な評価であり、他方は退職

要件が給与所得と年金受給を背反させる厳しさの

度合いによる影響であった。それゆえ、退職要件

が就労行動へ与える影響について分析するならば、

この２点について明らかにする必要がある。そこ

で、本稿はこれを実証的に検証し以下の２つの結

果を得た。

検証結果１ 『給与所得』は退職の機会費用に

なっている（δ＞０）

検証結果２ 制度（厚生年金と共済年金）の違

いが退職年齢へ与える影響は、統

計的に有意ではない

検証結果２で、制度間の相違を退職要件の厳し

さθの違いと解釈するならば、「退職要件の厳し

さは退職行動へ影響を与えない」と結論できる。

ここから、退職要件を導入した場合の高齢者の就

労行動は、給与所得に対する主観的評価に依存す

ることになり、δ＞０の実証結果から退職抑制効

果（検証結果１）が支配的になると考えることが

できる。

また、理論モデルから示唆される点ではないが

興味あるファクト・ファインディングとして、失

業率と退職行動の関係について言及した（分析結

果３）。そこでは、労働市場の代表的な指標であ

る『失業率』の上昇が、６０―６４歳の退職を遅らせ

る効果を有しているという結論が得られた。直観

的に、失業率の上昇は退職促進効果を持つことを

予想できる。しかし、結論は全く反対の事実を証

明したのである。本稿では、「好況期＝インフレ

＝資産効果」という構図から、失業率と退職はプ

ラスの関係にあると解釈したがけして満足のいく

説明ではない。この点については、より精緻な枠

組みによって再考されるべきである。

以上のような結論を導いた本稿の実証分析には

問題点が少なくない。�ア退職行動へ大きな影響を

与えると思われる定年制度を考慮に入れていない、

�イ説明変数に利用された値の信頼性が低い、�ウ推

計モデルの妥当性の問題などが考えられる。先行

研究が考慮している�アの要素をomitとしたのは、

『家調金』データを使用したことによる本稿の

１９ 詳細は巻末Figure１１を参照。ただし、Figure６が全退職者に占める割合を図示したものである点に注意して比較して欲しい。

５９ 郵政研究所月報 １９９９．９



ディスアドバンテージである。また�ウについては

Figure１０からも明らかなように、その説明力と

妥当性の低さは深刻であり今後の課題として残さ

れている。また、理論モデルにも問題点が含まれ

ている。もし、本稿が仮定したように、給与所得

が退職行動の機会費用を構成すると解釈するなら

ば、労働の限界効用が給与所得よりも大きいと仮

定する必要がある。これは、労働市場が不完全で

あり、マーケットでクリアされた労賃が市場で達

成されていないことを仮定することに等しい。労

働市場の不完全性については、別途の詳細な分析

が必要である。

最後に本稿の政策的含意について言及する。年

金制度改革の具体的なアイデアとして、「退職要

件」を規定して高額所得者への年金給付を抑制し

ようとする動きがある。しかし、退職要件によっ

て早期退職が促されるならば、必ずしも年金給付

の総額が抑制される保障はない。それゆえ、退職

要件の効果について十分に分析することが必要と

されるのである。本稿は２つの検証結果から、年

金制度へ退職要件（所得制約）を加える政策は、

早期退職を促すというよりも、退職を抑制する効

果を発揮する可能性があることを指摘した。した

がって、年金制度へ退職要件を付与する政策は、

年金財政の安定化に資すると期待できると本稿は

結論する。

参考：『保険料』、『年金受給額』、『給与所得』

の推計

○『年金受給額』

年金受給額は、被験者が加入する年金制度に応

じて異なるはずである。そこで、本稿では利用可

能な「厚生年金」と「共済年金」という尺度（世

帯主が主な年金制度として加入しているもの）を

利用してサンプルを区分し、別々の推計モデルか

ら年金給付額を推計する。推計式には、従属変数

が切断された分布であることに配慮してTOBIT

を用いる。ここで推計モデルとして採用するため

に注目したのは退職年齢との関係であり、この係

数が有意となるモデルを採用した。退職年齢が遅

くなるほど年金支給額が増える仕組みを有する制

度が存在することを考慮したのである。なお、現

時点で退職していないサンプルの『推計年金受給

額』については、現時点で引退したならば得られ

る年金受給額を算出してこれを用いている。

（Figure１０参照）

○『保険料』

年金給付額と同様に、保険料も加入する年金制

度によって異なると考えるのが妥当であろう。そ

れゆえ、厚生年金と共済年金に加入するサンプル

ごとに推計モデルを特定化した２０。この際に留意

したのは、給与所得との関係である。年金給付額

は定額部分と報酬比例部分で構成されると考えら

れるので、定数項および給与所得の係数の有意性

と符号条件を満たすモデルを採用した。ここで問

題なのは、以上の条件を満たしながら、かつサン

プルセレクション・バイアスを考慮した推計モデ

ルを特定化できなかった点である。それゆえ、保

険料の推計値は下方バイアスを含むことを認識し

ながらも、OLSを採用している。（Figure１０参照）

○『給与所得』の算出について

給与所得の推計は、年金制度から独立と仮定す

ることが妥当であると考え、全サンプルを対象と

して推計している。いわゆる賃金関数の推計にあ

たるこの作業には、就業先、教育の変数が有効で

２０ 保険料を算出する時のサンプルは、保険料支払いが未記入のサンプルは除外している。しかし、本アンケートでは、ゼロと回
答する人の多くが未記入で処理しているケースが散見される。それゆえ、未記入者の排除は、保険料支払いがゼロのサンプル
をomitする可能性があるのだが、ここでは、恣意的にコントロールする愚を避けることとする。
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あることは先行研究から明らかであるのでこの変

数は利用している。しかし、なお熟練度の代理変

数である勤続年数などのデータは『家金調』から

得られないので、この要素はomitしている。なお、

推計方法はTOBITである。（Figure１０参照）

Figure１０ 給与所得、保険料、年金受給額の推計結果

�３ �４ �５ �６ �７

分 析 手 法 TOBIT OLS OLS TOBIT TOBIT

説明／従属変数
給与所得 保険料

（厚生年金）

保険料

（共済年金）

年金受給額

（厚生年金）

年金受給額

（共済年金）

定数項

年齢

年齢二乗

高卒・短大卒ダミー

大卒ダミー

大企業就業者ダミー

官公庁就業者ダミー

第一次産業就業者ダミー

同居する親の有無（有＝１）

給与所得

退職ダミー（退職＝１）

不健康ダミー（不健康＝１）

退職年齢
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（６７．１４）

１６９．６
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［要約］

１ 高度情報通信社会では、電子商取引や行政手続の電子化が行われるようになるなど、

情報通信の重要性が一層高まることから、知的障害者・要介護高齢者をはじめ、誰もが

情報通信の利便を享受できるよう「バリアフリー」な環境を整備していくことが重要で

ある。

そのためには、知的障害者・要介護高齢者の情報通信の利用動向やニーズ、利用上の問

題点や要望等を把握した上で、必要な関係施策を講じていくことが必要である。

２ 知的障害者・要介護高齢者に対するアンケート及びヒアリング調査の結果、次の事項

等が明らかになった。

�１ 基本的な通信手段である固定電話（加入電話）は、コードレス、音量調節、ワンタッ

チダイヤル等の付加機能を活用して、幅広く利用されているが、知的障害者、要介護

高齢者は多機能化に伴う操作の複雑化が煩わしいと感じている。その他の情報通信機

器についても、多機能化による操作の複雑化、小型化による見にくさ・操作のしにく

さに対する不満が強く、また、料金面での不満も多い。

�２ パソコンやワープロを利用している人は、知的障害者の２割弱、要介護高齢者の

５％弱であるが、パソコン通信・インターネットの利用率は、知的障害者の１％、要

介護高齢者も１％にとどまっており、内容を知っている人も非常に少ない。操作が複

雑なことや料金面での不満が大きい。

３ これらの結果を踏まえ、�１絵文字を使用する、キーボード操作を減らす等単機能・大

型ボタン・大型画面といった分かりやすく使いやすい機器・サービスの開発・提供、�２

有用な機器・サービスの認知度の向上、�３料金の一層の低廉化の推進、�４セキュリティ

意識の向上を含めた情報リテラシーの涵養とそのための人的サポート体制の確立、�５障

害者等にとって使いやすい機器・システムの所在情報等本人や家族などにとって有用な

情報のデータベース化、といった諸施策を講じるとともに、パソコン等情報機器購入費

や通信料の割引に対する助成など要望の強い施策の導入に向けての検討を早急に行うこ

とも重要である。

調査・研究

知的障害者・要介護高齢者の情報通信の利用動向

情報通信システム研究室 主任研究官 進藤 文夫
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１ 調査の目的・範囲等

１．１ 調査研究の目的

「知的障害者（児）」とは、知的機能の障害が発

達期（概ね１８歳まで）に現れ、日常生活に支障が

生じているため、何らかの特別の援助を必要とす

る状態にある者をいい、知的障害者更正相談所

（児童相談所）から知的障害の判定後、「療育手

帳」の交付を受けた者をいう。知的障害者は１８歳

以上、知的障害児は１８歳未満である。平成１０年障

害者白書によると、我が国の知的障害児者数は４１

万人（知的障害者３０万人、知的障害児１０万人、年

齢不詳１万人）とされている。

また、「要介護高齢者」とは、寝たきり高齢者、

介護を要する痴呆性高齢者、疾病等により身体が

虚弱な高齢者など、身体上又は精神上の障害があ

り日常生活を営むのに支障があると市町村（特別

区を含む。）から判定を受けた高齢者をいう。寝

たきり等の６５歳以上高齢者数は、厚生省の推計に

よると寝たきり、痴呆性、虚弱高齢者の合計で現

在、約２００万人であるが、平成１２年（２０００年）に

は２８０万人、平成２２年（２０１０年）には３９０万人、平

成３７年（２０２５年）には５２０万人になるものと見込

まれている。

これらの知的障害者・要介護高齢者は、社会の

様々な面において、不利な状況に置かれており、

その解消及び一層の自立のための環境整備が非常

に重要と考えられる。

情報通信はコミュニケーションの手段、情報入

手・発信の手段であり、うまく活用すれば知的障

害者・要介護高齢者の生活の質（QOL）の向上

に資するところが大きいと考えられる。しかし、

現在の情報通信機器やサービスには、障害者・高

齢者にとって分かりにくく、使いにくいものがま

だまだあるのではないかと考えられる。今後、情

報化が進み、多くの情報交換・取引・手続等が情

報通信機器・ネットワーク経由で行われるように

なれば、健常者・青壮年・年少者が情報通信の利

便を享受する一方で、障害者・高齢者は相対的に

ますます不利な立場に立たされることになりかね

ない。「ユニバーサル・デザイン」の考え方に基

づき、知的障害者・要介護高齢者をはじめ誰もが

使いやすい情報通信機器・サービスの普及による

「情報バリアフリー」な環境を整備し、すべての

人が情報通信の利便を享受できる「ユニバーサ

ル・アクセス」を実現していく必要がある。また、

障害者・高齢者にとって使いやすい機器・サービ

スは、健常者・青壮年・年少者にとってもやはり

使いやすいと考えられ、情報化を進めていく上で

も重要である。

そのためには、知的障害者・要介護高齢者にお

ける機器・サービスの利用状況やニーズ、利用上

のネックとなっている点を把握することが重要で

あり、本調査は、そのための基礎資料の収集を目

的に行ったものである。平成９年度は身体障害者

と元気高齢者も含めた高齢者全体を調査したが、

平成１０年度の本調査は知的障害者と要介護高齢者

に絞って調査を実施した。

１．２ 基本的な考え方

�１ 対象とする障害者・高齢者の範囲

知的障害児者については、全日本手をつなぐ育

成会加盟団体の会員を対象とした。また、要介護

高齢者については、石川県金沢市のデイサービス

センター等を利用している要介護高齢者全般を対

象とした。

なお、家族・介護者と本人間、家族・介護者間

等のコミュニケーションの円滑化を図るツールと

しての情報通信機器やシステムの利用状況なども

把握したいため、今回は知的障害児者・要介護高

齢者とも本人のほか、その家族・介護者も調査の

対象とした。
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�２ 調査研究の視点

�１ 知的障害者・要介護高齢者本人の情報通信の

利用について、その普及・利用の促進要因、阻

害要因となっているのは何か。その阻害要因を

除去・軽減するにはどのような方策が適当と考

えられるか。

�２ 知的障害者・要介護高齢者本人及び家族・介

護者の情報通信に対してのニーズにはどのよう

なものがあるのか。そのニーズに応えるには、

どのような施策が必要と考えられるか。

�３ 知的障害者・要介護高齢者の家族・介護者は、

行政（国・地方自治体）やメーカーに対し、ど

のようなことを望んでいると考えられるか。

�４ また、知的障害者等が使いやすい情報通信機

器等としてどのようなものが開発されているか。

また、頻繁にネットワークを利用している先進

的な知的障害者・要介護高齢者の家族・介護者

は、相互間のコミュニケーション・ツールとし

て現在、どのようにネットワークを活用してお

り、どのようなニーズを有しているのか。

１．３ 調査研究方法

主に次の方法によって行った。

�１ 知的障害者・要介護高齢者本人及び家族等介

護者への郵送法によるアンケート調査

�２ 情報通信システムを活用し支援を行っている

団体代表者等へのヒアリング調査

�３ 文献調査

２ アンケート調査の概要

次のとおり、知的障害児者本人及びその家族、

要介護高齢者本人及びその介護者の別に、郵送ア

ンケート調査を行った。

２．１ 知的障害者本人・家族調査

�１ 調査期間

平成１１年３月１７日～４月２７日

�２ 対象者・回答者数

全日本手をつなぐ育成会の１７の加盟団体の御協

力により、各団体の会員の中から知的障害児者

（男女別、年齢層別（１８歳未満、１８歳以上）が同

割合となるように選定）及びその家族各６８０名を

抽出し、所属団体からアンケート用紙を郵送配付、

郵送回収した。

有効回答者数：本人４４９名（回答率６６．０％）、家

族４５９名（回答率６７．５％）

�３ 回答者の概要

�１ 男女別内訳

�２ 平均年齢

本人 ２３．３歳 家族 ５０．３歳

�３ 本人の状況

ａ 障害者手帳の保有状況等（家族調査）

療育手帳のみ所持している人が４９．５％と半分

近くを占めている（無回答が３９．２％）。

就業している人が４０．７％と最も多く、次いで、

学生・生徒（特殊学校・養護学級等）が３４．９％、

施設に通所している人が１１．８％、等の順になっ

ている。又、同居家族は親、本人の二世代家族

が５５．１％、祖父母、親、本人の三世代家族が

１５．３％と全体の約７割を占めている。

本 人 家 族

回答者数（人）構成割合 回答者数（人）構成割合

男 性 ２４４ ５４．３％ １１１ ２４．２％

女 性 １９６ ４３．７％ ３４３ ７４．７％

無 回 答 ９ ２．０％ ５ １．１％

合 計 ４４９ １００．０％ ４５９ １００．０％
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ｂ 日常生活の状況

生活をする上で困ること（複数回答）では、

「人との付き合いがうまくいかない」が２１．６％

で最も多く、次いで、「生活に必要な収入を得

ることができない」１６．７％、「地域、近所にう

まくとけこめない」１４．０％、「健康や体力に自

信がない」１１．１％、等の順になっている。

�４ 家族の状況

ａ 本人との続柄等

本人との続柄では、「父親・母親」が９２．６％

と最も多い。又、職業は「専業主婦」が３８．６％

で最も多く、次いで、「勤め（嘱託・準社員・

パート等）」１４．６％、「勤め（正社員・役員）」

１４．２％、等の順になっている。

ｂ 日常生活の状況

ホームヘルプサービスの利用の有無では、

「知っているが利用していない」が８１．９％で最

も多く、「知らなかった」９．６％、「現在利用又

は１年以内に利用した」２．６％となっている（無

回答５．９％）。又、介助をする上で困ること（複

数回答）では、「外出しにくい」が２２．９％で最

も多く、次いで、「自分のための時間がとれな

い」２１．６％、「介助を代わってくれる人がいな

い」２０．９％、「健康や体力に自信がない」２０．０％、

等の順になっている。

２．２ 要介護高齢者本人・介護者調査

�１ 調査期間

平成１１年３月６日～４月６日

�２ 対象者・回答者数

高齢者に対し情報通信を活用した先進的な取組

みを行っている石川県金沢市内のデイサービスセ

ンター及びデイケアセンターを利用している要介

護高齢者及びその介護者（家族等）各６９２名を対

象とし、施設の職員からアンケート用紙を配付、

郵送回収した。

有効回答者数：本人２０１名（回答率２９．０％）、介

護者２０８名（回答率３０．１％）

�３ 回答者の概要

�１ 男女別内訳

�２ 平均年齢

本人 ８１．２歳 介護者 ５８．８歳

�３ 本人の状況

ａ 身体障害者手帳等の保有状況等

いずれの手帳も所持していない人が５９．２％、

身体障害者手帳を所持している人が２６．４％であ

り、心身に障害認定を受けるほどの障害をもっ

ていない人が半分以上である。

働いていない人が８８．１％である。又、同居家

族は本人、子供、孫の三世代家族が４５．３％、本

人、子供の二世代家族が２３．４％と全体の約７割

を占めている。

〈障害者手帳保有状況〉

区 分 該当者数（人） 構成割合

療育手帳のみ ２２７ ４９．５％

療育手帳とその他の手帳（注１） ２４ ５．２％

療育手帳以外 ７ １．５％

保有していない ２１ ４．６％

無回答 １８０ ３９．２％

合 計 ４５９ １００．０％

（注）１ その他の手帳とは、身体障害者手帳、精神障害者
保健福祉手帳

２ 家族調査項目のため、合計数は４５９人

本 人 介 護 者

回答者数（人）構成割合 回答者数（人）構成割合

男 性 ６５ ３２．３％ ４５ ２１．６％

女 性 １３２ ６５．７％ １４６ ７０．２％

無 回 答 ４ ２．０％ １７ ８．２％

合 計 ２０１ １００．０％ ２０８ １００．０％
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ｂ 日常生活の状況

「電車などを利用して外出できる」が９．０％、

「隣近所までなら外出できる」が２３．９％、「介

助があれば外出できる」が３５．８％と、全体の約

７割の人が外出できるとしている。一方、「一

日中ベッド（ふとん）の上で過ごし、食事等も

介助が必要」が５．５％、「日中もベッド（ふとん）

の上での生活が主体で何らかの介助が必要」が

１５．９％と、全体の２１．４％の人が外出不可能とし

ている（無回答は１０．０％）。

�４ 介護者の状況

ａ 本人との続柄等

本人との続柄では、「息子の配偶者」が３０．３％

で最も多く、「娘」２１．６％、「配偶者」１８．３％、

「息子」１２．５％と続いている。又、職業は「専

業主婦」が２３．６％で最も多く、次いで、「無職」

２２．１％、「勤め（正社員・役員）」１７．８％、「自

営業・自由業」１０．１％、等の順になっている。

ｂ 日常生活の状況

ホームヘルプサービスの利用の有無では、

「現在利用又は１年以内に利用した」が２９．８％

で最も多く、次いで、「知っているが利用して

いない」４８．１％、「知らなかった」２．９％となっ

ている（無回答１９．２％）。又、介護をする上で

困ること（複数回答）では、「外出しにくい」

が３９．９％で最も多く、次いで、「介護を代わっ

てくれる人がいない」２１．２％、「自分のための

時間がとれない」１８．８％、「健康や体力に自信

がない」１８．８％、等の順になっている。

３ 本人アンケート調査結果の概要

ここでは、知的障害者・要介護高齢者の情報通

信機器・サービスの利用状況、パソコン通信・イ

ンターネットの利用状況及び障害者・高齢者向け

情報通信サービスの利用意向について述べる。

３．１ 情報通信機器・サービスの利用状況（除：

パソコン通信・インターネット）

〈知的障害者〉

�１ 全体では、固定電話（加入電話）６４％、テレ

ビ電話１％、ファクシミリ４％、携帯電話・

〈身体障害者手帳等保有状況〉

区 分 該当者数（人） 構成割合

身体障害者手帳 ５３ ２６．４％

療育手帳 １ ０．５％

精神障害者保健福祉手帳 ０ ０．０％

保有していない １１９ ５９．２％

無回答 ２８ １３．９％

合 計 ２０１ １００．０％

�１ 利用中の情報通信機器・サービス（複数回答、

％）

（小数点以下切り捨て（１％未満は０表示）。該当者なしは―。

以下同じ。）

固
定
電
話

テ
レ
ビ
電
話

Ｆ
Ａ
Ｘ

携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

無
線
呼
出
し

ワ
ー
プ
ロ

パ
ソ
コ
ン

緊
急
通
報
装
置

ど
れ
も
使
用
せ
ず

無
回
答

知的障害児者 ４４９人 ６４ １ ４ ８ ０ ２２ ― ２７ ３

身体障害者（９年度調査）１４１６人７４ ― ４９３０ ９２５１９ １ ４ ３

要介護高齢者 ２０１人 ７３ ４ ８ ９ ２ ５ ２ ２１２１２

高齢者（９年度調査）４６５人 ９２ ― １９ ９ ３ ９ ５ ０ ３ １

世帯利用率（注）４０９８人 ３１ ※ １０４６３２

（注） 世帯利用率は、平成１０年度「通信利用動向調査」結果。
郵政省が平成１０年１１月に実施し、本年３月末日に報道
発表した調査で、「通信の利用状況」（世帯調査・事業所
調査）と「企業ネットワークの状況」（企業調査）があ
り、ここでは前者の世帯調査結果を使用。対象は、全国
から層化二段抽出法で抽出された世帯主年齢２０歳以上の
世帯６４００世帯で、単身世帯を含む。
本調査におけるアンケート調査結果とは、調査時期が
約５か月早いこと（移動通信機器のように急速な伸びを
示している場合には数か月で普及率が相当に変化する可
能性がある。）、「通信利用動向調査」は世帯を対象とし
ているが本調査では知的障害者又は要介護高齢者個人を
対象としており、世帯で保有する機器であっても知的障
害者・要介護高齢者は利用していない場合があること、
等の差異があるので単純な比較はできないが、大まかな
違いをつかむためにこれらの差異を捨象して比較してい
る。

※ 携帯電話：５７％、PHS：１３％
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PHS８％、無線呼出し（通称：ポケットベル／

ページャー／テレメッセージ）０％、ワープ

ロ・パソコン２２％、等となっている。

「通信利用動向調査」（※）の世帯調査結果で

は、携帯電話５７％、PHS１３％、ファクシミリ

３１％、無線呼出し１０％、ワープロ４６％、パソコ

ン３２％となっており、単純に比較すると、知的

障害者の場合、一般の人より全般的に情報通信

機器の利用率が低いことになる。また、平成９

年度に実施した身体障害者調査の結果と比べて

も、極めて低いことが分かる。ただ、比較的新

しい情報通信機器であるワープロ・パソコンが

２２％と比較的高いのが注目される。

�２ また、どの通信機器も利用していない人が

２７％いることが注目される。何らかの通信需要

のあるのが通常と考えられるが、固定電話や

ファクシミリ等を含めた通信機器を利用してい

ないのは、障害の故に通信機器がほとんど利用

できない、あるいはそれ故に通信する相手がい

ないといった何らかの重大な利用阻害要因があ

るのではないかと推測され、これらのいわば情

報通信から阻害されている人たちのコミュニ

ケーション環境の整備が重要と考えられる。

〈要介護高齢者〉

�１ 回答者（２０１人）が利用している通信機器（複

数回答）は、固定電話（加入電話）が７３％（１４７

人）と、約７割の人が利用している。次いで、

携帯電話・PHSが９％（１８人）、ファクシミリ

が８％（１６人）、ワープロ・パソコンが５％（１１

人）となっており、固定電話以外の利用はかな

り少ない。なお、テレビ電話の利用が４％と知

的障害者（１％）と比べて高い。これは高齢者

向けテレビ電話実験等に取り組んでいる石川県

金沢市に住んでいる人を対象としたのが少なか

らず影響しているのではないかと思われる。

�２ ワープロは５％、パソコンは２％となってお

り、キーボードに馴染んでいる人は１割にも満

たない。

�３ 「緊急通報装置（無線式ペンダント型等）」を

利用している人は僅か２％であり、緊急通報装

置はほとんど普及していないと言える。

�４ なお、「どれも利用していない」とする人は

全体の１２％（２５人）である。

〈知的障害者〉

�１ 固定電話利用者の約６割が不便・不満な点が

あると回答しており、「言いたいことを相手が

なかなか分かってもらえない（コミュニケー

ションに時間がかかる）」が２９％と、相手との

コミュニケーション不足が最も大きい。平成９

年度実施の身体障害者の不平、不満が「通話料

が高い」が２６％、「機器の購入費が高い」が１８％

と、経済面での不満が最も多いのと比べ、対照

的である。

�２ 機器の機能面等では、「説明書が難しい」が

１３％、次いで、「操作方法が難しい」が１２％、

「ベルや相手の声が調節できない」が１０％、一

�２ 固定電話（加入電話）の不便・不満な点（複

数回答、％）

通
話
料
が
高
い

機
器
が
高
い

障
害
に
合
わ
せ
た
機
能
を
利
用
中
だ
が
不
十
分

機
能
が
多
す
ぎ
る

操
作
方
法
が
難
し
い

説
明
書
が
難
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
時
間
が
か
か
る

ベ
ル
や
相
手
の
声
が
調
節
で
き
な
い

ボ
タ
ン
が
小
さ
く
て
押
し
に
く
い

介
助
が
必
要
な
た
め
電
話
の
時
間
が
限
ら
れ
る

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

知的障害児者 ２９１人 ７― ― ―１２１３２９１０― ― ６３０１２

身体障害者（９年度調査）１０５３人２６１８１４１３ ８― ８ ８ ６ ４ ４２３１６

要介護高齢者 １４７人 ５ ３ ２１７１１ ５ ８１６１２１９ ６３２ ６

高齢者（９年度調査）４２９人１８ ９ ２１２ ６― ０ ８ ７ ０ ３４６１０
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方、「特にない」とする人は３０％である。

〈要介護高齢者〉

�１ 「介助が必要なため電話の時間が限られる」

が１９％と最も多く、介護が必要な高齢者の切実

な不満が感じられる。

�２ また、「機能が多すぎる」が１７％、「操作方法

が難しい」が１１％となっており、多機能化やそ

れに伴う操作の複雑化が要介護高齢者にとって

かえって不便と感じられている。

�３ 「ベルや対話している相手の声が調節できな

い（音量調節がない）」が１６％、「ボタンが小さ

くて押しにくい」が１２％となっている。ただし、

現在市販されている電話機は概ね音量調節機能

を有していることや、プッシュボタンの大きい

電話機も入手しやすいことから、昔からの電話

機を多少不便と思いながらも買い換えるほどで

はないと考えて使い続けている人も少なからず

いることがうかがえる。

なお、不便な点が「特にない」と回答した人が

３２％と約３割を占めている。

�３ ファクシミリ（不便・不満な点）

〈知的障害者〉

�１ ファクシミリ利用者の約７割が何らかの不便

な点があると回答している。

「介助の人がいないと一人では使えない」が

４７％と最も多く、次いで、「操作方法が難しい」

が２３％、「説明書が難しい」が１９％と、機器の

機能面等での不満も多い。

�２ 「通話料が高い」については１９％と、料金面

での不満も多い。また、「特にない」とする人

は、１４％であった。

〈要介護高齢者〉

○ 不満は「特にない」とする人と、「介助が必

要なため使う時間が限られる」がともに２５％で

最も多い。次いで、「操作方法が難しい」、「説

明書が難しい」、「機器の購入費が高い」、「通話

料が高い」がともに１８％となっていて、機器の

機能面・料金面の不満もある。

�４ 携帯電話・PHS（不便・不満な点）

〈知的障害者〉

�１ 「通話料が高い」が３０％と最も多く、相当に

下がってきたとは言え料金が割高であると感じ

ている人が多いことがうかがえる。

�２ 機器の機能面では、「操作方法が難しい」が

２０％、「ボタンが小さくて押しにくい」が１５％、

「画面の字が小さい・見にくい」が７％となっ

ており、小型化・多機能化が知的障害者にとっ

てはかえって不便となっていることが分かる。

〈要介護高齢者〉

�１ 「通話料が高い」が３３％で最も多いが、同じ

経済的な不満でも「機器の費用が高い」は５％

と低くなっている。

�２ ２位以下では、「ボタンが小さくて押しにく

い」と「機能が多すぎる」がともに２７％、「操

作方法が難しい」が１６％、「液晶画面の文字が

小さい」と「説明書が難しい」がともに１１％、

「着信音が聞き取りにくい」が５％と、やはり

小型化・多機能化に関する不満が多くなってい

る。

�５ ワープロ・パソコン（利用目的等）

ワープロ・パソコン利用者は、知的障害者が

２２％（１０１名）であるのに対し、要介護高齢者は

５％（１１人）と僅少でありサンプル数が少ないの

で、以下では、要介護高齢者の記述は省略する。

�ア 利用目的

「趣味」を挙げた人が７４％と約７割を占め、次

いで、「勉強」が３１％となっている。

�イ 操作方法の習得手段

「家族から」が７２％と最も多く約７割を占めて
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いる。次いで、「学校」が３８％で２位となってい

る。

�ウ 利用支援者

「両親」が７０％と最も多く約７割を占めている。

次いで、「学校の先生」が３６％、「兄弟」が３０％、

等と続く。

�６ ワープロ・パソコン（不便・不満な点）

〈知的障害者〉

○ 「説明書が難しい」が３２％と最も多く、次い

で、「操作方法が難しい」が３１％、「キーボード

のキー（ボタン）が多すぎる」が２９％等と続き、

機器の機能面等に関する不満が多くなっており、

多機能化やそれに伴う操作の複雑さがかえって

知的障害者の不満を増していると思われる。利

用していない人が２２５人（５０％）にも上り、未

利用理由として、「難しそう」が５５％、「ワープ

ロ等で何ができるか分からない」が２５％、「使

い方を教えてくれる人がいない」が１９％、等を

挙げている。

〈要介護高齢者〉

○ 「操作方法が難しい」と「説明書が難しい」

がともに、１８％で最も多い。知的障害者同様、

多機能化やそれに伴う操作の複雑さに対する不

満が多くなっている。利用していない人が１６５

人（８２％）にも上り、未利用理由として、「難

しそう」が２０％、「ワープロ等で何ができるか

分からない」が８％、等を挙げている（無回答

５５％）。

�７ 情報通信機器・サービスの利用状況のまとめ

�１ 最も基本的な電気通信手段である固定電話は、

他の機器に比べ普及はしており、付加機能・付

加装置を活用して利用されているが、知的障害

者や要介護高齢者は多機能化に伴う操作の複雑

化が煩わしいと感じている。今後も付加機能・

付加装置の一層の開発が望まれる一方、ボタン

が大きく、まごつかないで操作できる最低限の

付加機能のみを備えた電話機も操作し易さの点

から必要である。

�２ 移動通信機器では、端末の小型化・多機能化

がやはり不便と感じられている。最近では、ボ

タンではなく回転ダイヤル操作によるもの、音

声入力が可能なもの等も発売されているので、

こういった機能の周知や、液晶画面の輝度の向

上等が望まれる。

�３ 平成９年度実施の身体障害者・高齢者（元気

高齢者も含む）調査の結果同様、機器の価格面、

通話料金に対する不満が多い。長距離料金・移

動通信料金等はかなり低下してきているが、な

お一層の全般的な料金の低廉化が望まれる。

３．２ パソコン通信・インターネットの利用状況

�１ パソコン通信・インターネットの利用状況

（複数回答）

〈知的障害者〉

○ パソコン通信又はインターネットのいずれか

又は両方を利用している人は、僅か６人で、回

答者全体（４４９人）の１％に過ぎず、知的障害

者にはパソコン通信・インターネットは全くと

言っていいほど普及していないと言える。うち、

パソコン通信利用者は３人（０．７％）、インター

ネット利用者も３人（０．７％）である。

〈要介護高齢者〉

○ パソコン通信又はインターネットのいずれか

又は両方を利用している人は、僅か２人で、回

答者全体（２０１人）の１％に過ぎず、要介護高

齢者にはパソコン通信・インターネットは知的

障害者同様、全くと言っていいほど普及してい

ないと言える。うち、パソコン通信利用者は１

人（０．５％）、インターネット利用者も１人

（０．５％）である。
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�２ パソコン通信・インターネットの未利用者

�ア 認知度

〈要介護高齢者〉

○ パソコン通信・インターネットのいずれも利

用していない人（１５２人）に尋ねたところ、「内

容まで知っていた」が５％、「名前だけ知って

いた」が２６％、「知らなかった」が５７％となっ

ており、内容を知っている人はほとんどいない。

新聞やテレビ等のマスメディアでインターネッ

ト等の存在は知られていても、どのようなもの

であるのかまではあまり知られていないことが

分かる。男女別では、女性の方が知らないとす

る割合が６６％と男性（４１％）より多く、年齢層

別では、年齢が上がるほど知らない人の割合が

多くなり、８５歳以上では６８％になっている。８５

歳以上で内容まで知っている人は、２％しかい

ない。

�イ 利用していない理由（複数回答）

〈知的障害者〉

○ パソコン通信・インターネットの内容又は名

前を知っているが利用していない人（２５２人）

に利用していない理由を尋ねたところ、「難し

そうで、できそうにない」が６２％の１位で、こ

のほかにも「どのようなことができるか分から

ない」が２５％、「たくさんお金がかかる」が１９％、

「利用方法を教えてくれる人がいない」が１７％、

等となっている。

〈要介護高齢者〉

○ パソコン通信・インターネットの内容又は名

前を知っているが利用していない人（４９人）に

利用していない理由を尋ねたところ、知的障害

者同様、「難しそうで、できそうにない」が３８％

の１位で、「高齢や身体の障害のため」が３２％、

「どのようなことができるか分からない」が

２２％、「機器の購入費が高い」が１８％、「利用方

法を教えてくれる人がいない」が１４％、等であ

る。

�ウ 今後の利用意向・利用する場合の条件（複数

回答）

〈知的障害者〉

○ 全員４４９人に今後の利用意向を尋ねたところ、

「すぐにでも利用したい」は２％（１１人）、「分

かりやすければ利用したい」が９％（４４人）、「操

作方法を教えてくれれば利用したい」が７％（３５

人）、「お金があれば利用したい」が３％（１４人）

である。一方、「分からない」が４８％（２１８人）、

「利用したくない」が１７％（８０人）と、過半数

を占めている。

〈要介護高齢者〉

�１ 全員２０１人に今後の利用意向を尋ねたところ、

「すぐにでも利用したい」は僅か２％であり、

「条件が整えば利用したい」とする人もほんの

５％にとどまっている。一方、「利用したくな

い」は４２％、「分からない」が２８％となってい

る。

�２ 「条件が整えば利用したい」とする人（１０人）

にどのような条件が整えば利用したいかを尋ね

たところ、「金銭的な補助があれば」が７０％で

最も多く、費用負担がネックとなっていること

が分かる。次いで、「相談や手助けをしてくれ

る人や場所があれば」が６０％と人的サポートを

望む声が強く、「自分に適した機器やソフト

ウェアがあれば」も４０％と高く、「使い方を学

ぶための場所や機会があれば」が２０％となって

おり、高齢者向けの機器・装置等がない／知ら

ないこともネックとなっている。

�３ パソコン通信・インターネットの利用状況

のまとめ

�１ 知的障害者・要介護高齢者のパソコン通信・

インターネットの利用率は１％以下で極めて少

ない。未利用者のうち内容を理解している人も
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少ない。

�２ 未利用の理由としては、「操作方法が難しい」、

「どのようなことができるか分からない」、「利

用方法を教えてくれる人がいない」等が挙げら

れている。膨大な知識の保有、画面上からの細

かい情報の読み取りなど複雑な操作を要求する

のではない、むしろ家電感覚で利用できるよう

な操作の分かりやすい端末・サービスの提供や、

一層の料金低廉化が望まれる。また、操作方法

を学習する場所、障害者・高齢者向けの機器・

装置の所在等の情報交換の場の構築や、利用方

法を教えてくれる人の養成等人的サポート体制

の構築も急務である。

３．３ 障害者・高齢者向け情報通信サービスの

利用意向

〈知的障害者〉

○ 「緊急時対応サービス」が４３％と最も多く、

次いで、「位置などを音声で知らせるサービス」

が１５％、「アドバイザーサービス」が１１％と続

く。

〈要介護高齢者〉

○ 「緊急時対応サービス」が４９％と知的障害者

同様、最も多く、次いで、「ICカード」が２４％、

「情報端末を用いた健康管理サービス」が１９％、

「アドバイザーサービス」が１５％、「位置など

を音声で知らせるサービス」が５％、等となっ

ている。

�２ その他の障害者・高齢者向け情報通信サービ

スの利用意向（自由記述）

〈知的障害者〉

○ ナビゲーターサービス。

○ タクシー等利用時に行き先を表示する機能付

き携帯端末。

○ 機器の操作方法指導サービス。

○ 遊び相手になってくれる情報通信機器。

〈要介護高齢者〉

○ 指紋で入力できるIC機器。

�３ 障害者・高齢者向け情報通信サービスの利

用意向のまとめ

知的障害者、要介護高齢者とも、万一何かが身

の回りに生じた場合（自分の身体の異変も含む）、

無線式のペンダント型緊急通報装置等により家族

などが助けにきてくれるサービスの必要性が高い。

家族が介助しないと、独力では身の回りの事をす

るのがほとんど困難な方々であり、万一の場合の

不安と生活上の必需性から起因するものと思われ

る。

�１ 障害者・高齢者向け情報通信サービスの利用

意向（複数回答、％）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
サ
ー
ビ
ス

位
置
な
ど
を
音
声
で

知
ら
せ
る
サ
ー
ビ
ス

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

情
報
端
末
を
用
い
た

健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス

緊
急
時
対
応
サ
ー
ビ
ス

無
回
答

知的障害児者 ４４９人 １１ １５ ― ― ４３ ７

要介護高齢者 ２０１人 １５ ５ ２４ １９ ４９ ３９

（参考）
・ アドバイザーサービス：障害者・高齢者に対して、情報
通信機器やサービスの使い方について相談に応じるアドバ
イザー（相談員）などが支援を行うサービス

・ 位置などを音声で知らせるサービス：視覚に障害がある
人などの外出時に、無線送信装置を利用して、自分自身の
位置や周りの障害物に関する情報などを、音声によって本
人に知らせるサービス

・ ICカード：各人が個人健康情報 （個人情報、医療データ）
を入れたICカードを持ち、どこの医療機関や福祉関連機関
でも適切な医療等が受けられるサービス

・ 情報端末を用いた健康管理サービス：在宅で療養してい
る人の血圧や脈拍などを情報端末機器に記録し、保健所な
どに定期的に転送することにより、継続的な健康管理と緊
急時対応を図るサービス

・ 緊急時対応サービス：在宅での安否を確認したり、緊急
時での通報を受けたりして、何かあった時に助けがきてく
れるサービス

７４郵政研究所月報 １９９９．９



４ 家族・介護者アンケート調査結果の概要

本稿では、知的障害者の家族等の情報通信機

器・サービスの利用状況、パソコン通信・イン

ターネットの利用状況、障害者・高齢者向け情報

通信サービスの利用意向及び行政・メーカーへの

要望事項等について述べる。

４．１ 情報通信機器・サービスの利用状況（除：

パソコン通信・インターネット）

〈知的障害者の家族〉

○ 全体では、固定電話（加入電話）８５％、テレ

ビ電話０％、ファクシミリ３２％、携帯電話・

PHS４３％、無線呼出し（通称：ポケットベル／

ページャー／テレメッセージ）６％、ワープロ

３６％、パソコン１８％、等となっている。

「通信利用動向調査」（※）の世帯調査結果で

は、携帯電話５７％、PHS１３％、ファクシミリ

３１％、無線呼出し１０％、ワープロ４６％、パソコ

ン３２％となっており、単純に比較すると、知的

障害者の家族の場合、一般の人とほぼ同様の傾

向がうかがわれるが、一般の人よりワープロや

パソコンの利用率が低いことになる。

〈要介護高齢者の介護者〉

�１ 回答者（２０８人）が利用している通信機器（複

数回答）は、固定電話（加入電話）が７７％（１６１

人）と、約８割の人が利用している。次いで、

携帯電話・PHSが３９％（８３人）、ワープロが３２％

（６７人）、ファクシミリが２７％（５８人）、パソコ

ンが１４％（３０人）となっており、知的障害者の

家族と比べ、全体的に利用が下回っている。こ

れは、平均年齢からみて、要介護高齢者の介護

者は高齢の方が多い点が影響しているのではな

いかと思われる。

�２ 僅少ではあるがテレビ電話の利用者が２％い

るのは、石川県金沢市在住という特徴を表して

いるのではないかと思われる。

�３ 「緊急通報装置（無線式ペンダント型等）」を

利用している人は僅か２％であり、緊急通報装

置はほとんど普及していないと言える。

�２ 携帯電話・PHSの利用目的・理由

〈知的障害者の家族〉

○ 「緊急時の連絡用」が７１％と最も多く、持ち

運びが可能でその場で通話ができるという携帯

電話等の特性を十分活かした利用であると思わ

れる。次いで、「使える時間や場所が自由」が

４３％、「仕事に必要」が２９％、「家族で共用する

ため」が２４％、等と続く。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ 「緊急時の連絡用」が５３％と最も多く、次い

で、「使える時間や場所が自由」が４４％、「仕事

に必要」が３９％、「家族で共用するため」が２７％、

�１ 利用中の情報通信機器・サービス（複数回答、

％）

固
定
電
話

テ
レ
ビ
電
話

Ｆ
Ａ
Ｘ

携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

無
線
呼
出
し

ワ
ー
プ
ロ

パ
ソ
コ
ン

緊
急
通
報
装
置

ど
れ
も
使
用
せ
ず

無
回
答

知的障害児者 ４５９人 ８５ ― ３２４３ ６３６１８ ０ ３ ３

要介護高齢者 ２０８人 ７７ ２２７３９ ７３２１４ ２ ２１３

世帯利用率（注）４０９８人 ３１ ※ １０４６３２

（注） 世帯利用率は、平成１０年度「通信利用動向調査」結果。
郵政省が平成１０年１１月に実施し、本年３月末日に報道
発表した調査で、「通信の利用状況」（世帯調査・事業所
調査）と「企業ネットワークの状況」（企業調査）があ
り、ここでは前者の世帯調査結果を使用。対象は、全国
から層化二段抽出法で抽出された世帯主年齢２０歳以上の
世帯６４００世帯で、単身世帯を含む。
本調査におけるアンケート調査結果とは、調査時期が

約５か月早いこと（移動通信機器のように急速な伸びを
示している場合には数か月で普及率が相当に変化する可
能性がある。）、「通信利用動向調査」は世帯を対象とし
ているが本調査では知的障害者又は要介護高齢者のご家
族を対象としており、世帯で保有する機器であってもご
家族の方は利用していない場合があること、等の差異が
あるので単純な比較はできないが、大まかな違いをつか
むためにこれらの差異を捨象して比較している。

※ 携帯電話：５７％、PHS：１３％
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等の順になっている。知的障害者の家族と同じ

傾向がうかがえる。

�３ ワープロ・パソコン操作方法の習得手段

〈知的障害者の家族〉

○ 「家族から」が３７％と最も多く、次いで、「独

学」が２９％、「職場で」が２３％、「知人から」１１％、

「講座等受講」９％、等となっている。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ 「職場で」が２９％と最も多く、次いで、「家族

から」が２８％、「独学」が２５％、「講座等受講」

１０％、「知人から」６％、等となっている。

�４ 情報通信機器・サービスの利用状況のまとめ

�１ 知的障害者の家族や要介護高齢者の介護者と

も、情報通信機器等の利用については、一般の

人と同様の傾向であることがうかがえた。

�２ 携帯電話等のようなモバイル系の機器は、緊

急通報用にその利用用途が高い。その点からも、

もう少し緊急通報装置の普及に努める必要があ

る。

４．２ パソコン通信・インターネットの利用状況

�１ パソコン通信・インターネットの利用状況

（複数回答）

〈知的障害者の家族〉

○ 回答者全体（４５９人）のうちパソコン通信の

利用者は１７人（３％）、インターネットの利用

者は３８人（８％）、重複を除いた両者の合計人

数は４０人（８．７％）であり、約１割である。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ パソコン通信又はインターネットのいずれか

又は両方を利用している人は、僅か１０人で、回

答者全体（２０８人）の４％に過ぎず、要介護高

齢者の介護者にはパソコン通信・インターネッ

トは、全くと言っていいほど普及していないと

言える。うち、パソコン通信利用者は６人

（２％）、インターネット利用者は９人（４％）

である。サンプル数が極めて少数であるため、

以下では、要介護高齢者の介護者の記述は省略

する。

�ア インターネット等利用支援（複数回答）

○ 「友人・知人」が４７％と最も多く、次いで、

「家族」が３５％、「プロバイザーやサポートセ

ンター」が１７％、等となっている。身近な人の

サポートが重要であるということがうかがえる。

�イ 利用目的（複数回答）

○ 「必要な情報を得るため」が７５％と最も多く、

パソコン通信・インターネットは情報入手手段

として活用されていることが分かる。次いで、

「仕事のため」が４７％、「楽しみのため」が３５％、

「交流範囲を拡大するため」が２５％、等の順に

なっており、仕事のほか、娯楽やコミュニケー

ションのツールとしても重視されている。

�ウ 利用内容（複数回答）

○ 「情報収集・検索」が６７％と最も多く、次い

で、「ホームページの閲覧」が６０％、「個人的な

電子メールの交換」が５５％、「フォーラム、ネッ

ト（特定のことを話し合う会議室等）への参加」

が１２％、等となっている。インターネット等が

知的障害者の家族間の情報交換手段として活用

されていることが多少なりともうかがえる。

�２ パソコン通信・インターネットの未利用者

�ア 利用していない理由（複数回答）

〈知的障害者の家族〉

○ パソコン通信・インターネットの内容又は名

前を知っているが利用していない人（３９６人）

に利用していない理由を尋ねたところ、「難し

そうで、できそうにない」が４５％の１位で、こ

のほかにも「機器の購入費が高い」が３７％、「ど

のようなことができるか分からない」が２８％、
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「始めるきっかけがつかめない」が２７％、「通

信費が高い」が２１％、等となっている。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ パソコン通信・インターネットの内容又は名

前を知っているが利用していない人（１３６人）

に利用していない理由を尋ねたところ、知的障

害者の家族同様、「難しそうで、できそうにな

い」が４５％の１位で、次いで、「始めるきっか

けがつかめない」が２８％、「機器の購入費が高

い」が２６％、「どのようなことができるか分か

らない」が２４％、「通信費が高い」が１７％、等

である。

�イ 今後の利用意向・利用する場合の条件（複数

回答）

〈知的障害者の家族〉

�１ 全員４５９人に今後の利用意向を尋ねたところ、

「すぐにでも利用したい」は９％（４３人）、「条

件が整えば利用したい」が３６％（１６９人）であっ

た。一方、「利用したくない」は１４％、「分から

ない」が３１％となっている。

�２ 「条件が整えば利用したい」とする人（１６９人）

にどのような条件が整えば利用したいかを尋ね

たところ、「金銭的な補助があれば」が５０％で

最も多く、費用負担がネックとなっていること

が分かる。次いで、「自分に適した機器やソフ

トウェアがあれば」と「相談や手助けをしてく

れる人や場所があれば」がともに３７％と高く、

「使い方を学ぶための場所や機会があれば」も

３０％となっており、人的サポートを望む声が本

人同様、高いことがうかがえる。

〈要介護高齢者の介護者〉

�１ 全員２０８人に今後の利用意向を尋ねたところ、

「すぐにでも利用したい」は僅か６％であり、

「条件が整えば利用したい」とする人は２７％で

あった。一方、「利用したくない」は１５％、「分

からない」が３１％となっている。

�２ 「条件が整えば利用したい」とする人（５７人）

にどのような条件が整えば利用したいかを尋ね

たところ、「相談や手助けをしてくれる人や場

所があれば」が４７％で最も多く、人的サポート

を望む声が強く、次いで、「金銭的な補助があ

れば」が４５％となっている。「自分に適した機

器やソフトウェアがあれば」も３８％と高く、「使

い方を学ぶための場所や機会があれば」が２４％

となっており、知的障害者の家族と同様の傾向

となっている。

�３ パソコン通信・インターネットの利用状況

のまとめ

�１ 知的障害者等の家族にとって、パソコン通

信・インターネットは情報入手手段及び家族間

の情報交換手段として活用されていることが分

かった。

�２ 未利用の理由としては、「操作方法が難しい」、

「どのようなことができるか分からない」、「機

器の購入費が高い」、「通信費が高い」、等が挙

げられている。障害者や高齢者本人同様、その

家族や介護者にとっても家電感覚で利用できる

ような操作の分かりやすい端末・サービスの提

供や、一層の料金低廉化が望まれる。また、操

作方法を学習する場所、障害者・高齢者向けの

機器・装置の所在等の情報交換の場（データ

ベース）の構築や、利用方法を教えてくれる人

の養成等人的サポート体制の構築も本人同様、

重要であることが分かった。
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４．３ 障害者・高齢者向け情報通信サービスの

利用意向

〈知的障害者の家族〉

○ 「緊急時対応サービス」が５０％と最も多く、

次いで、「ICカード」が４５％、「アドバイザー

サービス」が４２％、「ナビゲーションサービス」

が３９％、等となっている。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ 「緊急時対応サービス」が４３％と知的障害者

の家族同様、最も多く、次いで、「ICカード」

が３２％、「ナビゲーションサービス」が２６％、

「情報端末を用いた健康管理サービス」が２０％、

「アドバイザーサービス」が１４％、「位置など

を音声で知らせるサービス」が３％、等となっ

ている。

�２ その他の障害者・高齢者向け情報通信サー

ビスの利用意向（自由記述）

〈知的障害者の家族〉

○ 全国の福祉施設（公営、民営の作業所等）や

福祉サービスに関する情報。

○ 国、県、市町村の福祉政策に関する情報。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ 全国の障害者が利用できる施設（旅館、ホテ

ル、娯楽施設）の情報。

○ ショートステイ、老人ホーム等の空きベッド

費用条件の一覧などの情報。

４．４ 行政・メーカーへの要望事項等

〈知的障害者の家族〉

○ 「通信料などの割引に対する助成」が４６％で

最も多く、次いで、「パソコン講習会の開催」

が２８％、「ホームページ等による情報提供の充

実」が２３％、「指針（ガイドライン）の策定」

�１ 行政への要望事項等（複数回答、％）

指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
策
定

情
報
技
術
の
標
準
化
の
推
進

国
の
研
究
機
関
に
よ
る
研
究
開
発

メ
ー
カ
ー
に
よ
る
研
究
開
発
へ
の
助
成

パ
ソ
コ
ン
講
習
会
の
開
催

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
情
報
提
供
の
充
実

情
報
通
信
関
係
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
対
す
る
支
援

通
話
料
な
ど
の
割
引
に
対
す
る
助
成

特
に
な
い

無
回
答

知的障害児者 ４５９人 ２０１０１２１１２８２３ ８４６１６１８

要介護高齢者 ２０８人 ９ ５ ５ ３１２ ８ １１９１９４４

�１ 障害者・高齢者向け情報通信サービスの利用

意向（複数回答、％）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
サ
ー
ビ
ス

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

位
置
な
ど
を
音
声
で
知
ら
せ
る
サ
ー
ビ
ス

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

情
報
端
末
を
用
い
た
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス

緊
急
時
対
応
サ
ー
ビ
ス

無
回
答

知的障害児者 ４５９人 ４２ ３９ １１ ４５ １７ ５０ １８

要介護高齢者 ２０８人 １４ ２６ ３ ３２ ２０ ４３ ３６

（参考）
・ アドバイザーサービス：障害者・高齢者に対して、情報
通信機器やサービスの使い方について相談に応じるアドバ
イザー（相談員）などが支援を行うサービス

・ ナビゲーションサービス：障害者等が屋外に一人で出た
時、無線や衛星通信などによる道路案内（カーナビゲーショ
ン）の原理を応用して、介護者などが位置を確認できるサー
ビス

・ 位置などを音声で知らせるサービス：視覚に障害がある
人などの外出時に、無線送信装置を利用して、自分自身の
位置や周りの障害物に関する情報などを、音声によって本
人に知らせるサービス

・ ICカード：各人が個人健康情報 （個人情報、医療データ）
を入れたICカードを持ち、どこの医療機関や福祉関連機関
でも適切な医療等が受けられるサービス

・ 情報端末を用いた健康管理サービス：在宅で療養してい
る人の血圧や脈拍などを情報端末機器に記録し、保健所な
どに定期的に転送することにより、継続的な健康管理と緊
急時対応を図るサービス

・ 緊急時対応サービス：在宅での安否を確認したり、緊急
時での通報を受けたりして、何かあった時に助けがきてく
れるサービス
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が２０％、等の順になっている。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ 「通信料などの割引に対する助成」が１９％で

最も多く、次いで、「パソコン講習会の開催」

が１２％、「指針（ガイドライン）の策定」が９％、

「ホームページ等による情報提供の充実」が

８％、等となっている。

〈知的障害者の家族〉

○ 「使いやすい機器・システムの開発・提供」

が５３％で最も多く、次いで、「分かりやすいマ

ニュアルの作成」が５０％、「情報通信機器の簡

素化」が３９％、「通信料などの割引制度の実施」

が３７％、等の順になっている。

〈要介護高齢者の介護者〉

○ 「使いやすい機器・システムの開発・提供」

が３２％で最も多く、次いで、「分かりやすいマ

ニュアルの作成」が２５％、「情報通信機器の簡

素化」が２０％、「通信料などの割引制度の実施」

が１７％、等となっている。

�３ 障害者・高齢者向け情報通信サービスの利

用意向及び行政・メーカーへの要望事項等

のまとめ

�１ 知的障害者、要介護高齢者とも介助する人は、

障害者等当人において万一何かが身の回りに生

じた場合（自分の身体の異変も含む）、無線式

のペンダント型緊急通報装置等により助けを呼

べるサービスの必要性が高い。これは介助側に

とっても、万一の場合の不安と生活上の必需性

から起因するものと思われる。

�２ 以前に比べ、通信料金等もかなり低下してき

ているが、まだ割高感はぬぐえないところであ

る。国からの支援で、障害者・高齢者の方々に

対し、通信料等の割引を行うことにより出来る

だけその経済的負担を軽減してほしいという要

請は多い。

�３ 知的障害者、要介護高齢者いずれの家族とも、

同じような傾向の意見を持っていることが分

かった。今後、メーカー側も複雑な多機能さを

求めるだけでなく、逆に使いやすい機器、さら

には機能をシンプルにし操作を容易にしたよう

な機器の開発に努めることが責務であると考え

られる。

５ 先進事例ヒアリング調査結果の概要

５．１ 知的障害児者

ヒアリング調査から、知的障害児者の情報通信

機器の利用の現状と今後の動向について示す。ヒ

アリングは、知的障害児者の教育を考えるパソコ

ン通信「障害児教育フォーラム」、知的障害児者

用機器の開発を手掛けている「㈱五大エンボディ」、

知的障害者の就労の場を提供している「東京コロ

ニートーコロ青葉ワークセンター」、知的障害児

用ソフトを開発している「富士通株式会社第三シ

ステム事業部第二文教システム部」に対して実施

した。

�２ メーカーへの要望事項等（複数回答、％）

使
い
や
す
い
機
器
・
シ
ス
テ
ム
の
開
発
・
提
供

情
報
通
信
機
器
の
簡
素
化

分
か
り
や
す
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

パ
ソ
コ
ン
通
信
な
ど
の
講
習
会
の
開
催

機
器
な
ど
の
規
格
統
一
・
標
準
化
の
実
施

通
信
料
な
ど
の
割
引
制
度
の
実
施

ユ
ー
ザ
・
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実

特
に
な
い

無
回
答

知的障害児者 ４５９人 ５３３９５０２９２６３７２１１１１４

要介護高齢者 ２０８人 ３２２０２５１５１１１７ ６１７３８
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�１ 知的障害児者本人

知的障害者が求める情報については、個人差が

非常に大きいため、特定することは難しい。しか

し、全体として、楽しめる要素があるという点が

一つのポイントとしてあげられている。

以下、知的障害児者の情報通信機器に求められ

ることは何か、利用の現状と問題点から、今後の

方向性と行政に求められることを各状況ごとに示

す（表１参照）。

【表１―１ ヒアリング調査結果概要一覧�１】

本 人

情

報

日常生活

情報収集

学習支援 ・楽しめる要素が必要。�３

就労支援

情報交換

情
報
通
信
機
器

日常生活 ・知的障害者は、１つの目的をもった機器であれば利用できる可能性が高い。（例；相手先番号の決

まったテレホンカード（ICカード））�２
・携帯電話を持ち、付加機能を使っている人もいる。�３
・「クォーターアワーウォッチ」「ピクチャータイマー」「タイムログ」を開発、実用化。（←時間の

概念把握の困難解消のため。）�２
・「駅すぱあと」の利用。�３
・余暇としてのカラオケの使用。�３
・キーボードナビゲーションシステムの開発、実用化。�４

情報収集 ・インターネットを情報収集に活用。アイコン化や音声表示機能が役立つ。�３
・Webからの映像情報の入手。�３

学習支援 ・「キッズタッチシリーズ」の開発、実用化。�４
・「ことばの玉手箱」の開発、実用化。�４
・「らくらく絵日記」の開発、実用化。�４
・「障害児向けインターネット・アプリケーションの開発・実証」への取り組み。�４

就労支援 ・「日本版キャッシュデスクプログラム」「日本版マネートレーニングプログラム」の実用化。（←

レジスター業務の困難。）�２
・芸術的才能のある障害者の存在。→障害者アートバンク事業によるサポート�３
・知的障害者によるデジタルはかりによる検品作業の実施。�３
・在庫管理システムを使った在庫管理業務の実施。�３
・データ入力等作業業務の試行。�３

情報交換 ・「フレキシボード」「日本版PICコミュニケーションツール」を開発、実用化。（←文字認知の困

難。）�２
・パソコンを用いて仲間新聞作成。�３

問
題
・
課
題

日常生活 ・既存のシステムを用いた技術開発が必要。（例；PHSを用いた徘徊老人探索システム）�１
・最近、公衆電話は、機種がいろいろある等、知的障害者には使用しづらいものとなっている。�３
・知的障害者に対して、支援機器への助成がない。�２
・通産省から出されている指針において、知的障害者のための指針が不明確。�４

（注） 表内の（ ）表記は、ヒアリング先を示す。
�１ 障害児教育フォーラム
�２ 五大エンボディ
�３ 東京コロニートーコロ青葉ワークセンター
�４ 富士通株式会社第三システム事業部第二文教システム部
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【表１―２ ヒアリング調査結果概要一覧�２】

本 人

問
題
・
課
題

情報収集 ・Web上での検索の困難さや、検索した後の理解が困難であり、支援が必要。�３

学習支援 ・障害児に使えるパソコン等機器が少ない。�１
・障害児教育に使い易いソフトが少ない。�４
・知的障害児にとって何が使いにくいのかという点も明確でない。�４
・障害児教育におけるパソコンの利用方法が確立していない。�４
・先生にとっても生徒にとっても使いやすく、かつ教育目的を達成できるような支援ソフトへの期待。�４
・障害児が主体的にパソコンを使える環境を整えられるかどうか。�１
・養護学校の情報リテラシー水準が低い。�２
・先生とメーカーがソフトについて話しあえるまでの状態に至っていない。�４
・教育におけるパソコン使用に対し、支援体制がない。�４
・メーカーが開発を行う際に、障害に対する知識不足が否めない。�４
・現場を巻き込んだ開発をいかに可能にするか。�４
・個人差をソフトでどこまで対応するか。�４

就労支援 ・就労支援のための補助器具が国の補助対象になっていない。�２
・知的障害者がパソコンを用いた作業を行える環境を作れるか否か。�３

情報交換 ・機器は、ユニバーサルデザインの発想から開発されるべきである。�１
・情報通信機器は、ユーザー側で機能を選択することができる自由度のあるものが求められている。

�１
・利用者側で柔軟に変更できるソフトウェアやハードウェアの開発が必要。�２
・本人がコスト負担をするような仕組みが必要。（例；ホワイトナビ）�１
・日常のコミュニケーションの延長線上で使える情報通信機器が必要。�１

今
後
の
展
開

日常生活 ・インターネットがバリアを超えて人と人とをつなげる可能性がある。�１

情報収集 ・Web上での就職情報のマッチングの可能性。�３

学習支援 ・デジタルデータの活用により、今まで不可能であったことを可能とする教育の試行。�１
・「障害児向けインターネット・アプリケーションの開発」を通して、コミュニケーション学習や、

障害児の積極性へとつながっていくことを期待。�４

就労支援 ・職場環境や作業工程が整えば、情報通信機器を用いる仕事の幅が広がる可能性。�３
・コミュニケーション能力の教育。�１

情報交換 ・障害者が簡単にパソコンが利用できるように、余暇活動支援のシステムなどを開発予定。�２
・コミュニケーション障害のある人のサポート。�１

行
政
・
メ
ー
カ
ー
へ
の
要
望

日常生活 ・カードを機械に通すことで買物ができるシステムの必要性。�３
・支援システム開発のための国からの助成。（例；スウェーデンのメンティックプロジェクト）�２

情報収集 ・情報が一つにまとまっている場所の必要性。�３

学習支援 ・知的障害者に対するパソコン講習会の必要性。�３
・知的障害者に対する、パソコンボランティアの活発化。�３
・教育ソフトはビジネスになりにくいため、公的資金のバックアップが必要。�４

就労支援

情報交換 ・行政による開発指針の明示。�１
・メーカーによる使いやすい機器の開発。�３
・単機能にしながらも、ユーザーがインターフェースを選択できるといった開発方向。�１

（注） 表内の（ ）表記は、ヒアリング先を示す。
�１ 障害児教育フォーラム
�２ 五大エンボディ
�３ 東京コロニートーコロ青葉ワークセンター
�４ 富士通株式会社第三システム事業部第二文教システム部
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�１ 日常生活における機器の利用

知的障害者の中には、携帯電話利用者が短縮ダ

イヤル機能等の付加機能を使いこなす一方で、公

衆電話を利用できないという状況がある。知的障

害者は、単機能機器、あるいは使い方を覚えた機

械、使いなれた機械であれば利用できる可能性が

高いが、機種の変更等に対して応用して使用する

ことは困難であり、近年の公衆電話機の機種増加

と機種変更の速さが公衆電話を利用できないとい

う状況を生み出している。知的障害者の情報通信

機器の利用を考えた際には、機器の目的や使用方

法を明確にし、規格を統一する等の工夫が必要と

なる。

また、知的障害者のうち時間の概念を把握する

ことが難しい人の場合（このことが社会生活の障

壁となることがあるが）、支援機器を用いること

により、時間の概念を把握することが可能となる

（例として「クォーターアワーウォッチ」「ピク

チャータイマー」「タイムログ」等がある）。この

ような機器は知的障害者にとって必要な日常生活

補助具となり得るが、現在では、これらの機器に

対する助成はなされていない。日本では知的障害

者の補助具や自助具に対する公的補助はほとんど

なく、今後見直しが求められると考える。さらに、

知的障害者は貨幣価値の理解が難しいために、一

人での買物が困難である人が多いが、そのような

人も、専用カードを機械に通すだけで支払いがで

きるシステムが開発されれば買物における自立が

可能になる。知的障害者は、単機能機器、あるい

は使い方を覚えた機械であれば利用できる可能性

が高いことから、そのような特性を踏まえた自立

生活を支援する情報通信機器やシステムの開発が

求められる。

�２ 情報収集における機器の利用

情報収集については、インターネットの活用が

あげられる。「駅すぱあと」というソフトの人気

が高く、ソフトを使いたくてキーボードやマウス

の操作を覚えた例、あるいは興味のある情報を得

るためにネットサーフィンを行っている例もあり、

インターネット活用の可能性が示唆される。知的

障害児者が情報を得る場合、「楽しめる」という

点がポイントとしてあげられたが、インターネッ

トはこの要素を加味できると考えられ、知的障害

児者の情報通信機器の利用において期待が大きい。

他方、現在のパソコンやソフトウェアは機能が

複雑で、知的障害児者にとって使用することが難

しい。また、使いやすいように何らかの機能を付

加しようとした際に、ハードの制約からそれが不

可能である等の問題もあげられる。近年徐々に、

キーボードナビゲーションシステムの開発等、カ

スタマイズ可能なハードやソフトが開発されてい

るものの、機器の開発においては利用者が個々の

特性にあった機能を付加できるように徹底するこ

と、そのための行政による開発指針の普及・徹底

が求められると思う。また、知的障害児者に対す

る、パソコン講習会やパソコンボランティアがほ

とんど行なわれていないといった現状であり、知

的障害児者に対する利用支援体制の確立も求めら

れる。

�３ 学習支援における機器の利用

知的障害児に対する学習支援ソフトの開発は、

助成を受ける形でメーカーによって行われており、

実証実験を経て、すでにいくつかのソフトが実用

化されている（例として「キッズタッチシリーズ」

「ことばの玉手箱」「らくらく絵日記」等がある）。

このようなソフトの実証実験において、障害児教

育におけるパソコン利用の可能性は立証されてい

るものの、教育におけるパソコン利用方法が確立

されていない点、先生方にパソコンに関する知識

が不十分である点、教育におけるパソコン利用へ

のサポート体制が未確立である点等、課題も多い。

また、開発メーカーにとっては、知的障害児者
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にとってのパソコン利用の障壁が何であるかが不

明確であることや、障害児や障害児教育への理解

が難しいこと、教育ソフトはビジネスになりにく

いために公的助成がなければ開発に取り組みにく

い等の課題がある。今後、現場と開発メーカーと

の協力体制の構築や、公的援助の拡充が求められ

ている。

�４ 就労支援における機器の利用

知的障害者の就労については、インターネット

を利用した就職情報のマッチングの可能性があげ

られるが、現状では、知的障害者本人が検索・活

用することは難しい。今後、第三者による有用な

情報提供方法、情報活用方法、あるいは知的障害

者本人に分かりやすい形での情報提供方法の検討

が課題となる。

また、データ入力や、システムを使った在庫管

理、デジタルはかりを使った検品作業、日本版

キャッシュデスクプログラムを用いたレジスター

業務等の事例にあるように、何らかの機器を用い

ることによって、知的障害者の就労の幅は広がっ

ている。同時に、自らの力で働くことが社会生活

を営む自信につながり、知的障害者の社会参加を

促進している。このような状況は、情報通信機器

を活用した就労の可能性を示しており、今後、知

的障害者の就労において、どのような機器が活用

できるか、機器を利用した知的障害者の就労に対

し、どのような支援方法や支援体制が必要である

か等の検討が求められる。

�５ 情報交換における機器の利用

情報交換を行う機器としては、先にあげた携帯

電話やインターネットの活用の他に、フレキシ

ボードという絵文字を使用するパソコン入力機器

も開発されており、こういった機器の活用により

知的障害者の情報交換が活発になるものと考えら

れる。知的障害児者の中にはコミュニケーション

障害がある人も多く、そのような人々の支援機器

として、またコミュニケーション能力の学習機会

を提供する場としても機器の開発と利用支援は必

要である。そのために、利用上の支援とともに機

器の開発に対する行政からの支援が求められてい

ると思う。

�２ 知的障害児者の家族

知的障害児者の家族にとって必要な「情報」と

しては、障害についての専門的な情報や、「心の

癒し」のための支援者間の情報の共有があげられ

ている。

知的障害児者の家族は、どのような情報通信機

器を利用しているのか、その問題点と今後の方向

性及び行政に求められることを各状況ごとに示す

（表２参照）。

�１ 情報収集、情報交換における機器の利用

情報収集については、パソコン通信「障害児教

育フォーラム」が存在し、障害に関する専門的な

情報交換が行われ、支援者や家族の間では情報交

換やコミュニケーションにより前向きな「癒しの

場」が形成されている。しかし、パソコンを利用

するためには障壁が高く、パソコン通信やイン

ターネットを利用できない家族が多い。今後、イ

ンターネット等の利用者が増加することが望まれ

るが、その為には、パソコン等インターフェース

を利用しやすくするための改善が求められる。ま

た、一般的にファクシミリや電話といった既存の

メディアよりもインターネットに優位な点がなけ

れば普及しないと考えられており、優位性につい

て示していくことが必要といえる。

一方、知的障害者の家族や支援者の間では、知

的障害児者を支援するための様々な情報があるこ

と自体が認知されていないという問題もあり、こ

れからは情報通信機器の普及とともに、知的障害

者やその支援者が情報のあること、その所在を知

るためのきっかけ作りが必要であると考えられる。
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また、インターネット等の新しい情報通信手段

の普及は、障害児者に関する情報発信の拡大の可

能性を持っている。今まで、障害児者に関する情

報はプライバシー等の問題もあり、新聞、雑誌や

テレビ等から提供されることは少なかった。しか

し、パソコン通信やインターネットが普及し、家

【表２ ヒアリング調査結果概要一覧】

家 族

情

報

日常生活

情報収集 ・障害についての専門的情報の必要性。�１

学習支援

就労支援

情報交換 ・情報共有による「心の癒し」の必要性。（←「障害受容」の壁。）�１

情
報
通
信
機
器

日常生活 ・ボランティアによるパソコン使用に関する支援体制。�１

情報収集 ・パソコン通信「障害児教育フォーラム」の重要性。�１

学習支援

就労支援

情報交換 ・障害児教育に関する情報交換や意見交換を行うパソコン通信「障害児教育フォーラム」の活用。

�１

問
題
・
課
題

日常生活

情報収集 ・情報があることすら分かっていない現状。�３

学習支援

就労支援

情報交換 ・パソコンは介助者にとって障壁が高く、相手がパソコンを使えないと効率よい通信手段にならな

い。�１
・インターネット利用普及のためには、インターフェースの改善と、既存メディアよりも優位性を

高めることが必要。�１

今
後
の
展
開

日常生活 ・障害者の親の中での教え合い体制の確立。�１

情報収集

学習支援

就労支援

情報交換 ・他のメディアとのつながりにより、情報の交差点となる。�１
・障害者の専門的な情報を流すことによって障害者をとりまく社会の閉鎖性を打破できればよい。

�１

行
政
・
メ
ー
カ
ー
へ
の

要
望

日常生活

情報収集

学習支援 ・パソコン使用者へのサポート。�１

就労支援

情報交換

（注） 表内の（ ）表記は、ヒアリング先を示す。
�１ 障害児教育フォーラム
�２ 五大エンボディ
�３ 東京コロニートーコロ青葉ワークセンター
�４ 富士通株式会社第三システム事業部第二文教システム部
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族や支援者もしくは本人を中心に情報発信が行わ

れれば、障害や障害児者に関する情報が社会に提

供され、障害者が社会に理解される機会が増大す

る可能性がある。今後、インターネットやパソコ

ン通信における情報の受発信から、障害児者をと

りまく社会の閉鎖性が打破されることが期待され

る。

�２ 機器の利用に対する支援体制

機器の利用に関する支援については、家族に対

する情報通信機器、具体的にはパソコンを通じた

インターネット利用に対しボランティアの支援が

行われている。一方、パソコン利用に際して、行

政やメーカーからの支援はほとんどない状態であ

る。今後も、知的障害児者の家族がパソコン等を

利用する際にはお互いに助け合う、ボランタリー

な支援がますます発展していくと考えられるが、

同時に行政やメーカーからの支援も必要だと思わ

れる。

５．２ 要介護高齢者

ここでは、ヒアリング調査結果から、要介護高

齢者本人及びその介護者の情報ニーズ及び情報通

信機器の利用状況等を把握し、今後の動向等につ

いて示す。ヒアリングは、介護者同士が協力し合

う団体（在宅介護家族心のネットワーク「絆きず

な」）と、インターネットのメーリングリストを

活用し介護者同士の情報交流支援・情報提供など

を行っているネット（Care Mailing List）に対し

て実施した。

�１ 要介護高齢者本人（表３参照）

要介護高齢者では、１人で外出ができないため、

インターネット上で買物をしたいというニーズが

あがっている。このように、要介護高齢者は情報

入手や社会参加等に関して制約があるが、それら

の実現を支援する手段としてインターネットを活

用することは有効である。

ただし、要介護高齢者では視力等の五感の衰え

などにより画面やキーボードが小さいとパソコン

操作が難しいという実態があり、現状ではイン

ターネット利用へのハードルは高い状況である。

最近では、各メーカーが高齢者の使いやすさを

意識して情報通信機器・ソフトウェアの開発を行

い始めている。しかし、問題点として、どのよう

な種類の機器があるのかという情報通信機器・ソ

フトウェアそのものの情報が一元化されておらず、

自分に最も適した機器を探し出すこと自体が難し

いということがある。また、身体の状況に個人差

【表３ ヒアリング調査結果概要一覧】

本 人

情 報 ・１人で外出ができないため、趣味である買物が通信販売に限られる。�１

情報通

信機器

・インターネット上で買物がしたい。�１

問題

・課題

・インターネット利用には、明確な目的があり、効果が期待できることが保障されないと取り組みにくい。

�２
・インターネットを使いたいが、画面が小さすぎて見にくい。�１→大きい画面、キーボードを望む。�１
・使いやすい情報通信機器・ソフトウェア自体の情報が一元化されていない。�１
・身体の状況等は個人差が大きいため、汎用のソフトウェアでは対応できず、カスタマイズには費用がかか

る。�１

（注） 表内の（ ）表記は、ヒアリング先を示す。
�１ 在宅介護家族心のネットワーク「絆きずな」
�２ Care Mailing List
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があるため、結局、汎用ソフトでは対応できず、

カスタマイズが必要になり費用がかかるといった

問題も指摘されている。さらに、高齢者がイン

ターネットを利用する際には、明確な目的があり、

効果が期待できないと取り組みにくいという意見

もあがっている。

これらの問題に対応するためには、メーカーに

対しアクセス機器の操作の簡易化を図るよう求め

るとともに、高齢者の情報リテラシー向上を図る

ためには、「始めよう」と思ったスタート時の機

器選定から支援できるような人材の育成・確保が

重要である。

�２ 要介護高齢者の介護者

要介護高齢者の介護者自身にも高齢者が多く、

インターネットを活用しようとしてもその技術の

習得が困難であるため、情報リテラシー向上をサ

ポートする仕組みは、要介護高齢者本人のところ

でみたのと同様、重要な課題となる。

以下、その技術の習得を前提とした上で各状況

ごとの情報ニーズとその対応策などについて示す

（表４参照）。

�１ 介護情報の収集

介護者には要介護高齢者の介護で忙しく外出で

きない等の理由により、介護に関する情報、すな

わち、介護の方法や施設利用、居宅サービス利用

【表４ ヒアリング調査結果概要一覧】

介 護 者

情

報

介護情報

等収集

・介護で忙しいため、介護方法等の情報が入手しにくい。�１→介護情報の一元化を望む。�１
・介護サービス提供事業者の情報を閲覧できるとよい。�１�２
・地域に密着した介護情報が求められている。�２
・要介護者とともに外出する際、車椅子を押していくため、不安な点が多い。�１→車椅子でも使用
できるトイレの位置等の情報がほしい。�１

就労支援 ・外出の制約があるため、介護者が将来に向けて自分の能力を高めていけるような働き方や常勤で

の就労は難しい。�１→コンピュータを使ってスキルアップできる働き方ができるとよい。�１

情報交流 ・介護のため外出に制約があることから孤立感を味わう。�１→交流の場としてインターネットを活
用したい。�１

情
報
通
信
機
器

介護情報

等収集

・パソコンの機器操作に関しても、メーリングリスト上で相談できる。�２
・要介護者の調子が少し良くない時（緊急ではない時）などの相談にもメーリングリスト上で応じ

ている。�２

情報交流 ・介護者同士が本音や弱音を出せることを目標としたメーリングリストを開設。�２
・メーリングリスト上で多数の人に知られたくない場合は個別メールでのやり取りで対応している。

�２
・内輪の話にはメーリングリストでなく掲示板も活用している。�２

問
題
・
課
題

介護情報

等収集

・介護者自身も高齢の場合が多く、インターネットを活用しようとしても、その技術の習得が大変。

�１

情報交流 ・メーリングリストのメンバーには家族等の介護者と介護を職業としている人が混在しており、前

者が萎縮しがちである。�２

今
後
の

展
開

介護情報

等収集

・自分で介護している人のための情報提供の充実。�２

情報交流 ・異なる立場の人がネット上で交流を行うためには一定のガイドライン的なものが必要。�２

（注） 表内の（ ）表記は、ヒアリング先を示す。
�１ 在宅介護家族心のネットワーク「絆きずな」
�２ Care Mailing List
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等に関する情報の入手が難しいといった悪循環が

みられる。

施設・居宅サービス等の地域の事業者情報等の

入手を支援するためには、自宅に居ながら介護情

報を収集できるような、インターネット等を活用

した情報システムの構築が求められている。平成

１２年度から介護保険制度が施行されると、行政の

措置でなく、サービス提供事業者との直接の契約

が必要となるため、サービスを選択する利用者に

必要な情報を提供するといった観点からも、この

ようなシステムの構築は急務である。

また、介護に関する情報についてもインター

ネット等のシステム上で提供することが求められ

るが、ケースごとに個別対応が必要になることが

多く、一方通行の情報提供では不十分な場合が多

いと想定される。この点、ヒアリング対象となっ

たCare Mailing Listでは看護婦でもあるネット管

理者がメーリングリストを作り、介護方法の相談

に対して、個別にメールで対応しており、ニーズ

に対応したサービスを提供している。このことか

らも、このようなネットの存在自体の広報の支援

や、そのようなネット上での相談の応対者が相談

できる窓口が求められている。また、Care Mail-

ing Listでは管理者が一個人のボランティアとし

て相談に対応しているが、件数が増えた場合には

時間的にも対応が難しくなると想定される。社会

全体としてこのような相談・情報提供の仕組み作

りを行っていくことが重要である。

さらに、要介護高齢者の外出の付き添いをする

際、車椅子でも利用できるトイレの情報等を事前

に入手しておきたいというニーズもみられること

から、高齢者に優しいまちづくりの推進に合わせ

て、その情報を自宅に居ながら入手できるような

システムを構築することが必要である。

�２ 情報交流

介護者は介護のため外出に制約があることから、

孤立感を味わうことが多い。そのため、外部との

交流の機会としてインターネットを活用すること

に対するニーズがある。

Care Mailing Listは、介護者同士が本音や弱音

を出せることを目的としたメーリングリストであ

り、その有効活用により孤立感を和らげることに

役立っている。ただし、本メーリングリストのメ

ンバーには家族等の介護者と介護を職業としてい

る人が混在しており、後者が専門用語を交えて

ネット上で議論を進めることから、前者が萎縮し

てしまいがちという問題点がある。Care Mailing

Listでは今後の展開として、家族介護者と介護専

門職といった異なる立場の人がネット上で交流を

行うための一定のガイドライン的なものの整備を

あげている。社会全体としてネット上での交流促

進を図るためには、例えば「相談コーナー」「今

後の介護のあり方について話し合うコーナー」「気

軽な交流コーナー」など機能別にネットを整備す

ることなども必要である。

�３ 就労支援

介護者自身の就労という観点からみると、介護

者には外出の制約、時間の制約があるため、自分

自身の将来に向けて自分の能力を高めていけるよ

うな働き方や常勤での就労が難しいという現状が

ある。場所・時間から制約を受けない、いわゆる

テレワークの導入を企業に対して要望していくこ

とが重要であり、促進するための支援を行政が行

うことが必要である。

６ 知的障害者・要介護高齢者に優しい情報通

信環境整備の必要性

ア コミュニケーションの手段、情報入手・発信

手段、意見表明手段である情報通信を、誰もが

活用し、その利便を等しく享受できる環境の構

築が重要であり、今後の高度情報通信社会の到

来に向けて、その重要性は一層高まっていく。
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高度情報通信社会の到来は、知的障害者・要

介護高齢者にとって、

�１ 交流範囲の拡大、意見発表の場の増加、

SOHO・テレワーク等の形態による就業機会

の増大の可能性といった光の側面

�２ 情報リテラシー面・機器操作面のハンディ

故に情報通信の利便を十分に享受できず、健

常者・青壮年層との格差が一層拡大するおそ

れ、ネットワーク上の詐欺等の被害に遭うお

それといった影の側面

がある。前者を促進し、後者を抑制し、誰もが

容易に安心して使える情報通信環境を整備して

いくことが非常に重要である。

イ 具体的には、

�１ 知的障害者・要介護高齢者は、基本的な情

報通信メディアである固定電話等の利用につ

いてもハンディを負っている。それぞれの知

的障害者・要介護高齢者の状況・ニーズにあ

わせた便利・有用な機器・サービスの開発・

提供を今後も継続すべきである。

一方、例えば、ボタンが大きく、まごつか

ないで操作できる最低限の付加機能のみを備

える等して少なくとも基本的なメディアは容

易に利用できるものとしていくことが必要で

ある。

�２ 機器の小型化・多機能化、サービスの複雑

化は、便利になる一方で、特に知的障害者・

要介護高齢者にとっては、分かりにくく、使

いづらいものとなる場合が多い。絵文字を使

用する等単機能・大型ボタン・大型画面と

いった機器、分かりやすいサービスの提供も

継続していく必要がある。

�３ 通信料金、プロバイダー利用料の低廉化の

要望が強いことから、一層の料金低廉化が望

まれる。

�４ パソコン通信・インターネット等パソコン

を通信端末として利用するネットワークにつ

いては、まず、何ができ、どう便利・有用な

のか等を知ってもらい、認知度を向上するこ

とが必要と思われる。機器・サービスに触れ

てもらえる機会を増やすとともに、家族・介

護者等の情報リテラシーの向上などによる人

的サポート体制の構築などが必要と考えられ

る。その際には、情報通信のメリットととも

にデメリットも正確に伝えることが必要であ

り、特に、個人情報漏洩やネットワーク上の

詐欺等、セキュリティ意識の向上を図ってい

く必要がある。

また、キーボード操作を減らすなどした、

使いやすい製品・サービスの開発・提供等が

望まれる。

�５ 知的障害者等にとって使いやすい機器・シ

ステムの所在情報、パソコン等機器操作の指

導者の情報等、本人や家族等にとって有用な

情報のデータベース化を進め、「障害者等

ネットワーク」などを通じてそれらの情報交

流を促していく必要がある。

�６ 行政として、関係省庁の連携により、上記

の方策のサポートを行っていく必要がある。

また、その際には、パソコン等情報機器購入

費や通信料などの割引に対する助成など要望の

強い施策の導入に向けての検討を早急に行うこ

とも重要である。
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５．個別指標の予測………………………………�１

日本の経済指標で現在、事前予測の対象として

複数の調査の対象となっている統計は１４ある。こ

れらを９８年度の予測値の当たりやすさ順に並べる

と、

�１卸売物価指数、�１景気動向指数、�３マネーサプ

ライ、�４貿易統計、�４鉱工業生産指数、�４消費者

物価指数、�４経常収支、�４有効求人倍率、�９日銀

短観、�１０機械受注、�１０完全失業率、�１０家計調査・

実質消費支出、�１３新設住宅着工戸数、�１４GDPで

ある。

こうした指標を予測する方法には次のようなも

のがある。まず第一に、卸売物価指数や貿易統計

のように上・中旬のデータがあるものはそれらを

参考にして予測する。これらは半分実績がわかる

ようなものだから比較的当たりやすい。第２は景

気動向指数のような二次データで、この場合の予

測は一次データを加工して作る。一次データがど

れだけ予測時点で集まるかによって予測の精度が

決まる。第３は既に公表になっている関連データ

を使用し予測する方法であり、多くの指標はこの

手法による。主な予測法は以上だがこれ以外にも

時系列分析を使用したり、季節調整のクセを利用

する手法も考えられる。以下、指標ごとに具体的

に予測方法等をご紹介したい。

�１ 卸売物価指数

日銀が作成している統計で、翌月１０日前には公

表と発表時期がかなり早い。企業間で取引される

商品の価格に焦点を当てた物価統計である。統計

作成は１８８７年（明治２０年）と古く、日本の経済統

計の中でも最も長い歴史を持つものの１つある。

予測調査では国内卸売物価指数・総合卸売物価指

数の前年同月比を尋ねられることが多い。但し、

９９年になって日銀が、総合卸売物価指数について

有用性は限られているという理由で発表資料の一

ページ目から除外し、後ろの方に参考データとい

う形で表示するという位置づけにしたため、総合

に関する調査を取り止めたところも出てきた。

物価は経済の体温計であることから、予測の前

提として景気の現状がどうなっているかを頭に入

れておくことが必要である。加えて、日経商品指

数１７種・４２種などの物価の先行指標の動きを考え

ることが大切だ。また、輸入物価に影響を及ぼす

ものとして様々な国際商品価格の動向もチェック

する必要がある。輸入原油価格の動向などの

チェックは欠かせない。また、為替レートの影響

にも注意が必要である。

国内卸売物価指数の予測には上旬・中旬の国内

卸売物価指数の動きを参考にし、下旬の数字を仮

置きすることで国内の指数の予測暫定値を固める

ことが出きる。但し上旬・中旬の公表データには

市況性商品の物価変動しか入っていない点に配慮

が必要である。電気機器などの価格の変化は上

旬・中旬のデータには含まれていないので、他の

視 点

金融市場が注目する経済指標について�２

さくら証券チーフエコノミスト 宅森 昭吉
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情報源から判断しなければならない。また年に一

度、７月月間分では、夏季電力料金が適用される

ことが前月比で０．２％ポイント程度の上昇要因に

なることに配慮が必要になる。逆に１０月分の月間

分の予測ではこの逆を配慮しなければならない。

昔は７月上旬分に夏季電力料金の影響は出ていた

ものの、最近は月間補正が行われる７月月間分に

らないと反映されない。

なお、上旬・中旬分の前年比は前年同旬比では

ないことにも注意が必要だ。上旬・中旬の前年比

は前年の月間平均の指数に対する伸び率である。

総合卸売物価指数は国内卸売物価指数に輸出物

価指数と輸入物価指数を組み合わせたものである。

ウエイトはそれぞれ１０００分の７９２．８６、１１９．３５、

８７．７９である。従って国内卸売物価指数の前年比

にウェイトの０．７９２８６を掛けるとその部分の総合

卸売物価指数に対する寄与度が求められる。

総合卸売物価指数を予測するには、国内卸売物

価指数に輸出・入物価指数の動向を加味すればよ

い。輸出・入物価指数に特に影響が大きいのは為

替レートの影響である。経験則上、１０％円ドル

レートが円高方向に振れれば約１％、総合卸売物

価指数が当該月に低下する傾向にある。逆に１０％

の円安は約１％分の寄与度で総合卸売物価指数の

上昇要因となる。

�２ 景気動向指数

経済企画庁調査局景気統計調査課が作成してい

る統計である。

景気動向を時系列的に追っていくと、様々な経

済活動の上昇的な動きが次第に増加し波及・浸透

していく過程と、下降的な動きが次第に増加し波

及・浸透していく過程が交互に繰り返されている。

景気変動をこのような浸透過程として把えると、

景気拡張局面は、様々な上昇傾向の経済活動が優

勢である時期で、景気後退局面は下降傾向の経済

活動が優勢である時期と言える。この２つの時期

の潮目が景気の転換点である、景気の谷と山にな

る。

景気動向指数にはDI（ディフュージョン・イ

ンデックス）とCI（コンポジット・シンデック

ス）の２種類ある。DI、CIとも景気とのタイム

ラグを利用する。それぞれ先行指数、一致指数、

遅行指数の３つの指数がある。一致指数は景気の

動きを示し、先行指数は一致指数に数ヵ月先行す

るので景気の先行き予測に役立つ。遅行指数は一

致指数に半年から一年程度遅行することから景気

の動きを最終的に確認するものである。

採用系列は生産・在庫・投資・労働・消費・企

業経営・金融・物価・中小企業という様々な分野

から選択されている。DIは採用系列の変化の方

向から算出され、上昇や下降という循環的変動の

各経済部門への波及面、浸透面を示したものと言

える。

DIは採用系列数に対する拡張系列の数（プラ

スの符号の数）の割合を計算し百分率で表わした

ものである。同一系列の３ヵ月前の数字と比較し、

増加しているものが拡張系列であり、符号はブラ

スとなる。一方、減少していれば後退系列で符号

はマイナスである。なお拡張系列数を数える時に

保合いは０．５ポイントのプラスと計算する。

なお、３カ月前と比較する理由は月々の不規則

変動の影響を除去するためである。不規則変動を

除去するために３カ月移動平均値が利用されてい

ることが多いが、３カ月移動平均値を１カ月前の

分と比べると結局、１カ月前と２カ月前の数値が

同じなので単月の３カ月前の数字と比較すること

になる。

景気の局面判断をするポイントはDIの５０％ラ

インである。DIが５０％を上回っている時は採用

系列の中の過半数の系列が上昇していることを表

わす。つまり経済活動が相対的に上昇傾向で、こ

の時は景気は拡張局面にあると言える。逆にDI
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が５０％を下回ると後退局面となる。特に、一致

DIが５０％ラインを切る時が景気の転換点となる。

５０％ラインを下から上に切る時が景気の谷、逆に

上から下に切る時が景気の山になる。

実際の、景気基準日付の検討では、一致系列の

データからヒストリカルDIを作成して判断され

るという。ブライ＝ボッシャン法という１２カ月移

動平均を核とする手法が使われる。各系列ごとに

ブライ＝ボッシャン法を適用し、各々の大きな変

動の波を掴む。基本的には上昇傾向のものが過半

数になって半年程度の期間続けば、景気拡張局面

とみるようだ。当然ヒストリカルDIによる山・

谷の判定も基本的な考えは、一致DIの５０％ライ

ンに基づくものである。

CIは、景気の変化の強弱を把握する指標であ

る。なお、先行CIより景気の山・谷に対し、１

年程度の先行期間を持つ指標は、一致と遅行の

CIの比を計算することによって求められる。売

上・収益というデータが含まれる一致CIを、コ

ストのデータを含む遅行CIで割って求める一

致・遅行比率は、収益環境の変化を示すとも考え

られる。

景気動向指数の中で予測調査の対象となるのは

先行DIと一致DIの速報値である。

経済企画庁は、景気判断の早期化の一環として

９８年８月分から景気動向指数の公表を２週間程度

早めた。これで発表時期が翌々月の上旬となった。

これによって先行DIの当初採用系列は従来の１０

系列から７系列（３、６、９、１２月分は８系列）

に、一致DIは従来の１０系列から８系列に変更に

なった。

なお改定値は翌々月の中旬には発表される。速

報値と大きく変わることもある。景気動向をしっ

かり把握するためには改定値も押さえておかねば

ならないが、残念ながら改定値の予測調査をする

ところはほとんどない。

先行DI・一致DIの予測に当たっては個別の指

標を３カ月前の値と比較すればよいので、誰でも

が正確な予測がしやすい統計である。但し細かい

ルールもある。こうしたことにも配慮しつつ、以

下では先行、一致DI採用系列について、個々に

ひとつひとつコメントを加えておこうと思う。

�１ 先行DI当初採用系列

速報段階では、原材料在庫率指数（製造業）〔L

２〕、実質機械受注（船舶・電力を除く民需）〔L

４〕、投資環境指数（製造業）〔L１０〕の３系列は

公表が間に合わないため採用されない。なおL２

などの記号は景気動向指数公表資料に記載されて

いる各系列の記号である。〔L２〕と〔L４〕は次

の改定値の段階で入ってくる。何カ月連続で５０％

超になっているかなどを判断する時は、過去のリ

バイス状況にも注意する必要がある。特に年に一

度、年間補正が行われるようなデータでは改定時

にはなおさら注意が必要である。

中小企業業況判断来期見通し（全産業）〔L１１〕

は四半期データで、例えば４～６月分の数字は４

～６月期の四半期データをそのまま各月に当ては

める形をとっている。４～６月期の公表時期が８

月上旬になるので、６月分の時には当初から採用

されることになる。年間を通してみると、３・

６・９・１２月分に関して〔L１１〕が当初から採用

されることになる。

�１ 〔L１〕最終需要財在庫率指数（逆サイクル）

最終需要財在庫率指数の速報値は、通産省の

「生産・出荷・在庫指数速報」に掲載される。こ

の系列は逆サイクルなので３カ月前に比べ数字が

減少すると符号はプラスになる。在庫調整の進展

が景気回復の前提になることを意味する統計であ

る。

�２ 〔L３〕新規求人数（除学卒）

原則毎月下旬公表の労働省の「一般職業紹介状
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況」に、原数値と、季節調整値の前月比は掲載さ

れるが、DIに採用されている季節調整値は載っ

ていない。前月の季節調整値に前月比をかけると

おおよその数字と符号はわかるが、万一微妙な時

は、季節調整値を指標公表時に直ちに確認するた

めに、労働省に電話による問い合わせをしなけれ

ばならない。なお、この指標は９９年前半では男女

雇用均等法の施行の影響でやや不規則な動きに

なった。

�３ 〔L５〕建築着工床面積（商・鉱工業、サー

ビス）

建設省が毎月末発表する「建築着工統計調査報

告」に原数値と商業用、鉱工業用、サービス業用

の各季節調整値が掲載される。それらの合計の季

節調整値が〔L５〕の系列になるが、３業種の各

季節調整値を単純に足しても全体の季節調整値に

はならない。３業種の原数値を合計して、これに

経済企画庁独自で季節調整をかけていると思われ

る。簡便法で符号を判断するには、３業種合計の

原数値の前年同月比と前年同月の季節調整値など

を参考にするとよい。

�４ 〔L６〕新設住宅着工床面積

出所は〔L５〕と同じだが、これもDIに使用さ

れる季節調整値は掲載されていない。前年同月の

季節調整値と当該月の原数値の前年同月比などか

ら簡便法で符号を求めることができる。３カ月前

の水準との関係が微妙な時は、建設省に電話で問

い合わせると季節調整値を教えてくれる。

�５ 〔L７〕新車新規登録・届出台数（乗用車）

日本自動車工業会の作成データで、軽自動車を

除く原数値は翌月の第一営業日にいち早く公表さ

れる。数日後、軽自動車の原数値が判明する。こ

れを合わせたものに季節調整をかけたものが〔L

７〕新車新規登録・届出台数である。車全体では

なく乗用車のデータである点には注意が必要だ。

また季節調整値は日本経済新聞社のデータベース

NEEDSから、「軽」の数字公表の翌日にはとるこ

とができるが、一般的には「軽」の数字が公表さ

れた直後の月曜日の日本経済新聞朝刊の「景気指

標面」でチェックするのが簡単である。

�６ 〔L８〕日経商品指数（１７種）（前年同月比）

日本経済新聞が算出し同紙に掲載されている日

経商品指数の１７種の月末値を前年同月の月末値と

比較して求めた前年同月比である。翌月初の日本

経済新聞では、４２種に関しては前年同月比は掲載

されるものの、１７種に関してはないので自分で割

り算をして求めねばならない。なお、この場合、

前年同月比は四捨五入した小数点第１位までで判

断する。本年５月分のように３カ月前と比べて小

数点第２位の段階で大きな数字になったとしても、

小数点第１位までが同じなら持ち合いとなる。

�７ 〔L９〕マネーサプライ（M２＋CD）（前年同

月比）

日銀が公表しているマネーサプライの代表的な

指標であるM２＋CDの前年同月比である。９９年

から日銀は半年間の指標の公表予定日を発表して

いるので、中旬のいつ頃に出るかはかなり前にわ

かるようになった。

�８ 〔L１１〕中小企業業況判断来期見通し（全産業）

中小企業金融公庫の「中小企業動向調査報告」

の中のデータである。四半期データで５・８・

１１・２月の上旬に公表される。そこで各々１～３

月期、４～６月期、７～９月期、１０～１２月期の数

字が判明する。中小企業金融公庫でも季節調整値

を算出しているが、経済企画庁は独自に季節調整

値を算出するため、両者の数字は異なる。中小企

業金融公庫のデータの前期比や前年同期比の動向

から符号を判断するのが一番簡単なやり方であろ

う。

�２ 一致DI当初採用系列

一致DIでは原材料消費指数（製造業）〔C２〕、

９３ 郵政研究所月報 １９９９．９



と稼働率指数（製造業）〔C４〕、営業利益（全産

業）〔C９〕の３系列が当初採用系列には含まれ

ない。〔C２〕と〔C４〕は改定値から加わる。

�１ 〔C１〕生産指数（鉱工業）

通産省が毎月下旬に公表する「生産・出荷・在

庫指数速報」に掲載される鉱工業生産指数の季節

調整値である。なおこの統計には製造工業生産予

測指数の前月比が先行き２カ月分併せて公表され

ている。単純に生産指数に接続することには統計

上は問題があるが、先行き２カ月間の生産指数の

符号を考える時には大変参考になる。

�２ 〔C３〕大口電力使用量

９電力合計の大口電力使用量であり、原数値は

電気事業連合会が翌月末（速報値は翌月２０日ご

ろ）に公表する「電灯・電力需要実績」に掲載さ

れる。季節調整値は公表日直後の月曜日の日本経

済新聞朝刊の景気指標欄で確認するのが一番簡単

である。モノを生産をする時には電力を使うとい

う発想から生産関連データのひとつと考えられる。

この指標から景気動向を読む時はこれ以外の自家

発電の動向や、天候の影響にも考慮した方が良い

だろう。

�３ 〔C５〕所定外労働時間指数（製造業）

労働者が原則翌月下旬に公表する「毎月勤労統

計調査」に掲載されている。最近では事業所規模

５人以上のデータを一般的には使うようになった

が、DIでは歴史の長い３０人以上のデータを使用

している。時系列表の第６表に季節調整済指数が

３種類掲載されており、その中にある。

�４ 〔C６〕投資財出荷指数（除輸送機械）

通産省の「生産・出荷・在庫指数速報」に掲載

される。出荷指数の欄には投資材出荷指数（除く

輸送機械）は直接掲載されていない。

当該指標は、資本財（除輸送機械）と建設財の

２系列の季節調整済出荷指数を加重平均すること

で求めることが出来る。資本財全体のウェイトは

１００００分の１８５４．９、これから輸送用の４５７．１を差し

引くと資本財（除輸送機械）のウェイトは１００００

分の１３９７．８である。建設財のウェイトは１００００分

の８３１．７である。従って投資財出荷指数（除く輸

送機械）は、｛資本財（除輸送機械）×１３９７．８＋建

設財×８３１．７｝÷（１３９７．８＋８３１．７）を計算すること

で求めることが出きる。

�５ 〔C７〕百貨店販売額（前年同月比）

通産省が翌月下旬に公表する「商業販売統計速

報」の中の大型小売店・業態別販売額の中にある

数字である。全体ベースではなく、既存店ベース

の方を採用する。

�６ 〔C８〕商業販売額指数（前年同月比）

百貨店販売額とデータ出所は同じ「商業販売統

計」で、そのうちの卸売業の前年同月比である。

�７ 〔C１０〕中小企業売上高（製造業）

掲題の統計があるわけではない、翌々月初に発

表される中小企業庁の「規模別製造工業生産指数

（速報）」の中の中小企業出荷指数の季節調整済

指数と、同庁の「中小企業調査月報」の中の中小

企業性製品の卸売物価指数（工業製品）の積をそ

う呼んでいるのである。製造工業の出荷指数は翌

月下旬に発表されるが、内訳の中小企業の分は若

干遅れて公表される。９９年５月分のように全体の

出荷指数の動きと中小企業の出荷指数が逆方向の

動きになることもある。中小企業性製品の卸売物

価指数は実は景気動向指数の速報値発表段階では

まだ未発表のデータであり、官庁間の連携という

ことで、特別に使用されている。景気動向指数公

表時点になると中小企業庁調査室でもこの指数に

ついての電話での問い合わせについては回答する

ルールになっている。但し、工業製品卸売物価指

数の全体の数字は翌月１０日の少し前には日銀から

発表されており、おおよその検討はつく。

�８ 〔C１１〕有効求人倍率（除学卒）

原則、翌月下旬の労働省「一般職業紹介状況」

９４郵政研究所月報 １９９９．９



に採用される季節調整値が掲載されている。所定

外労働時間指数などと違い、速報値・確報値での

変化はない。年に一度の季節調整替えにより過去

の数字が変化するだけである。

９５ 郵政研究所月報 １９９９．９



○６月の景気動向指数(一致D.I.)は50.0％と３か月ぶりに50.0％を回復した。�

《ポイント》�
・景気と一致して動き、景気の方向感を示す一致D.I.（ディフュージョン・インデックス）は、６月に�
50.0％と景気の節目とされる50％を３か月ぶりに回復した。�

・景気に先行して動き、今後の景気の方向感を示す先行D.I.は、６月に62.5％と４か月連続で50％以上と�
なった。�

・６月の結果を受け、経済企画庁では｢消費関連の指標が低調に推移しているが徐々にマイナス幅が縮小�
している一方、生産指数はおおむね横ばいにあるものの低い水準にあること、雇用関連の指標が厳し�
い状況にあることなどの影響が見られる｣との見解を示している。�

（出所：経済企画庁　８月５日発表）�

【概　要】�
全体�
・景気は厳しい状況ながら､このところやや改善。民間需要の回復力が弱く厳しい状況ながら、各種政�
策効果が浸透。消費は力強さはみられないものの、緩やかに回復。住宅建設は持ち直し。設備投資は�
基調として大幅な減少傾向が継続。公共投資は総じて堅調に推移。在庫調整が進み、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しているが、持ち直しの兆しも。雇用情勢は依然厳しい。�
内需面�
・６月の実質家計消費支出：前年同月比－0.1％（２か月ぶりの減少）。�
・６月の新設住宅着工戸数：年率換算値で130.5万戸（15か月ぶりの130万戸台）。�
・６月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比＋6.3 ％。�
・６月の公共工事着工総工事費：前年同月比－7.8％。�
外需面�
・６月の通関貿易黒字：前年同月比－2.9％（３か月連続の縮小）。�
生産面�
・６月の鉱工業生産指数：前月比＋3.0％（３か月ぶりに上昇）。�
・６月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比－3.6％（３か月ぶりに低下）。�
雇用面�
・６月の完全失業率：4.9％（既往最悪水準を更新）。�
・６月の有効求人倍率：0.46倍（前月からの既往最悪水準を継続）。�

物価面�
・６月の全国消費者物価（生鮮食品を除く総合）：前年同月比－0.3％。７月の国内卸売物価：同0.0％。�

（出所）経済企画庁�
（注）シャドーは景気後退期を示す�

景気動向指数の推移�
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○実質家計消費支出･････6月は前年同月比－0.1％と2か月ぶりに減少�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家  計  部  門�

《ポイント》�
・６月の実質家計消費支出は、前年同月比�
－0.1％と２か月ぶりに減少した。「住居」�
や「教養娯楽」など10費目中６費目がプラ�
ス寄与となったが、「交通・通信」や｢食料｣�
などがマイナス寄与となった。�

・６月の小売業販売額は、同－2.2％と27か月�
連続で減少したが、マイナス幅は縮小傾向�
となっている。業種別にみると、７業種中、�
「各種商品小売業」以外の６業種で前年同�
月を下回った。�

 

（出所： 総  務  庁  ８月５日発表�
　　　　通商産業省 ７月27日発表）� 
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企　業　部　門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比＋3.1％と２か月連続で�
上昇した。在庫指数は同－0.3％と４か月�
連続で低下した。その結果、在庫率指数�
は前月比－3.6％と３か月ぶりに低下した。�

・生産予測指数は、７月が前月比＋0.5％、�
８月同＋3.7％と拡大が見込まれている。�

・通産省は、「生産には底固い動きがみられ�
るものの、最終需要の先行きに不透明感�
があり、今後の動向を注視する必要があ�
る｣とし、前月までの判断を上方修正した。�
（出所：通商産業省　７月29日発表）�

鉱工業生産指数�
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○通関貿易収支･･････６月の通関貿易黒字は前年同月比－2.9％と３か月連続の縮小�
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《ポイント》�
・輸出は､欧米向けでマイナス幅が縮小し､�
アジア向けも18か月ぶりにプラスに転じ�
たことから､全体でも前年同月比－5.7％�
と､先月の同－11.9％から大きくマイナ�
ス幅を縮小させた｡�

・輸入は､原油価格の上昇等の動きは続い�
ているものの､全体としては低調な国内�
需要を反映して､前年同月比－6.8％と､�
18か月連続のマイナスとなった｡�

・この結果､通関貿易黒字は１兆1,781億円､�
前年同月比では－2.9％と､３か月連続の縮�
小となった。�

（出所：大蔵省７月29日発表）�

輸出（右軸）�

（億円）� （前年同月比％）�
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〇実質ＧＤＰ成長率･･･４－６月期は前期比年率＋2.3％�

・米国の４－６月期の実質ＧＤＰ成長率（速報値）は、前期比年率＋2.3％と伸び率は低下した。�

・ＧＤＰ価格指数（デフレーター）は、１－３月期と同様、前期比年率＋1.6％となった。�

・需要項目別の前期比年率寄与度は、これまで高成長を維持してきた個人消費（＋2.7％ポイント）、住�
宅投資（＋0.2％ポイント）の寄与度が前期より低下した反面、好調な企業収益を背景に設備投資（＋�
1.2％ポイント）の寄与度が高まった。外需はマイナス寄与（－0.8％ポイント）となっているものの、�
マイナス幅は前期から大幅に縮小した。在庫（－0.9％ポイント）、政府支出（－0.2％ポイント）はい�
ずれもマイナスとなった。� （出所：商務省　７月�29 日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�
・７月の非農業部門雇用者数：前月差＋31.0万人（製造業部門が3.1万人増と、８か月ぶりに増加へ）。�
・７月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：53.4（６か月連続で50を上回るが、水準は前月�
　より低下）。�

内需面�
・６月の小売売上高：季節調整済み前月比＋0.1％（自動車を除くベースでは同＋0.4％と堅調）。�
・６月の住宅着工件数：季節調整済み前月比－5.6％（金利上昇の影響を受けて減速）。�
・６月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比－3.8％（２か月続いて減少）。�
外需面�
・５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＋14.8％の213.4億ドル�

（輸入同＋2.2％、輸出同－0.8％。赤字額は過去最大で、初の200億ドル台へ）。�
・５月の対日貿易赤字：52.6億ドル（前月より3.8億ドル減少したものの、依然国別では最大の赤字額）。�
生産面�
・６月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.2％（製造業は同＋0.1％と伸び率鈍化）。�
物価面�
・６月の生産者物価：前年同月比＋1.5％（コア＋1.5％。エネルギー価格は下落に転じ落ち着いた動き）。�
・６月の消費者物価：前年同月比＋2.0％（コア＋2.1％。前月比は２か月連続変わらずで安定した動き）。�
金融政策（６月30日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で決定）�
・ＦＦ（ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ）金利誘導目標…0.25％引き上げ、5.0％へ。公定歩合…据置き。�

景 気 の 現 状 �

《ポイント》�

米 国 経 済 �
★ � ★ �★ �★ �★ �★ �

★ � ★ �★ �★ �★ �★ �
★ � ★ �★ �★ �★ �★ �
★ � ★ �★ �★ �★ �★ �
★ � ★ �★ �★ �★ �★ �

★ �

★ � ★ �★ �★ �★ �

★ � ★ �★ �★ �★ �
★ � ★ �★ �★ �★ �
★ � ★ �★ �★ �★ �

（注）太字は前年比・前期比年率、斜体字は寄与度。�
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〇個人消費＜実質ＧＤＰベース＞（４－６月期）…前期比年率＋4.0％（寄与度＋2.7％ポイント）�
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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》�
・これまでの高成長の最大のリード役であ�
った個人消費は、前期比年率＋4.0％と、�
97年10－12月期以来の低い伸びとなった。�
ただし、前期が同＋6.7％と今次の景気拡�
大期の中で最大の伸び率を記録した後で�
あり、水準そのものは高く、堅調さが失わ�
れた訳ではない。�

・耐久財、非耐久財とも前期より伸び率は低�
下している反面、サービス消費は全体の伸�
び率が低下している中で、同＋4.2％と若干�
ではあるものの伸び率を高めている。�

〇設備投資＜実質ＧＤＰベース＞（４－６月期）…前期比年率＋10.8％（寄与度＋1.2％ポイント）�
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（注）シャドーは景気後退期を示す。�

企　業　部　門�

《ポイント》�
・設備投資は堅調である。７月中旬に発表さ�
れた４－６月期の四半期決算では、好調な�
決算を発表した企業も多く、高収益を背景�
として設備投資も堅調に推移した。ＧＤＰ�
を需要項目別に見ると、設備投資を除く全�
ての項目が前期より寄与度が低下してい�
るか、又はマイナス寄与となっており、設�
備投資の堅調さが際立っている。�

・内訳を見ると、建設投資は前期より減少し�
たものの、機械設備投資は前期比年率＋�
15.3％と高い伸びとなった。�

（前期比年率、％）�

〇純輸出＜実質ＧＤＰベース＞（４－６月期）…寄与度－0.8％ポイント�
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海　外　部　門�

《ポイント》�
・財・サービスの輸出は、海外景気に回復�
の兆しも見られることから前期比年率＋�
4.5％と増加に転じた。同輸入は好調な内�
需を反映して前期比年率＋9.7％の伸びと�
なったものの、伸び率は前期より低下して�
きている。�

・この結果、純輸出は年率換算で3,230億ド�
ルと過去最大の赤字となり、前期比年率�
寄与度も－0.8％とマイナス寄与となって�
いるものの、１－３月期の同－2.2％に比�
べ、マイナス幅は大きく縮小した。�

（前期比年率、％）�
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○ドイツ、イギリス：景気回復の兆し、フランス：景気拡大テンポは緩やかに低下�

《ポイント》�
【ド イ ツ】�
・7月の失業率は、失業者数が0.1万人増加の412.2万人となったものの、前月比変わらず10.5％。�
【フランス】�
・6月の失業率は、失業者数が1.8万人減少の282.3万人となり、前月比－0.1％の11.3％。�
【イギリス】�
・7月の失業率は、失業者数が3.3万人減少の123.6万人となり、前月比－0.1％の4.3％。�

（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回復傾向。�
・ドイツ、イギリス：景気回復の兆し、フランス：景気拡大テンポは緩やかに低下�
内需面�
・[ド イ ツ] 6月の国内資本財新規受注：前月比＋1.4％、前年同月比＋0.4％。�

6月の製造業新規受注：前月比＋1.7％、前年同月比＋1.0％。�
5月の小売売上数量：前月比＋3.2％、前年同月比－1.7％。�

・[フランス] 6月の工業品家計消費：前月比－1.7％、前年同月比では＋2.0％。�
・[イギリス] 6月の小売売上数量：前月比0.0％、前年同月比＋3.7％。�
外需面�
・[ド イ ツ] 5月の貿易収支：69億マルクの黒字、前年同月比－49.3％と縮小(輸出が同変わらず、輸�

入が同＋10.2％と輸入の増加が輸出の増加を上回ったため)。�
6月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋2.0％。�

・[フランス] 5月の貿易収支：61億フランの黒字、前年同月比－34.5％と縮小。�
・[イギリス] 5月の貿易収支：16億ポンドの赤字、前年同月比－19.6％と赤字幅縮小。�
生産面�
・[ド イ ツ] 6月の鉱工業生産指数(除く建設)は104.5で、前月比変わらず、前年同月比でも－1.3％�
・[フランス] 5月の鉱工業生産指数(除く建設)は108.6で、前月比＋0.6％、前年同月比－0.1%。�
・[イギリス] 6月の鉱工業生産指数は102.5で、前月比＋0.1%、前年同月比では－1.2%
物価面�
・[ド イ ツ] 7月の消費者物価：前年同月比＋0.7％、6月の生産者物価：前年同月比－1.5％｡�
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： 5.00％のまま据え置き｡�

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 �

 ５月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､4管内で前月比上昇､8管内で同低下となった｡有効求人倍率（季�
節調整値)は､北陸､近畿､沖縄管内で横ばい､その他9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､９管内で同増加�
となったが､関東､東京､中国の３管内は同減少した｡建築着工床面積は､特に大きな伸びとなった沖縄､東�
海の2管内で同増加､10管内で同減少した｡新車販売台数は､沖縄管内を除く11管内で前年同月比マイナ�
スとなった｡実質家計消費支出は､9管内で前年同月比増加､3管内で同減少となった｡�

なお、地域区分の相違により管内データが公表されていない指標、地域については郵政研究所にて推計�

主 要 経 済 指 標 の 動 き �

《５月の動き》�

・上昇傾向の管内　：東北、信越、沖縄�
・横ばい傾向の管内：北海道、北陸、近畿�
・下降傾向の管内　：関東、東京、東海、�
　　　　　　　　　　中国、四国、九州�

※　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8月11日現在発表の指標を用いており、今後新し�

い指標の公表や改定により判断を変更する場合がある。�

地 域 経 済 �

（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�
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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�
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管内別地域経済総合指標（平成３年＝100、３か月移動平均）の推移�
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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 月から上昇に転じた。しかし､5 月は鉱工業生産指数等の�

悪化から前月比－1.0％の�77.3 となり､総合的な判断は上昇傾向から横ばい傾向に転じた。�

◎　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�5月も前�

月比＋0.3％の�73.3 となった。5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､10年�12月から上昇に転じたものの､5月は鉱工業生�

産指数等の悪化から前月比－2.6％の�61.8 となった｡5月の総合的な判断は上昇傾向から下降傾向に転じた｡�

◎　東京管内�

地域経済総合指標は､9 年�8 月以降下落基調で推移し､11 年�1 月から上昇に転じたが､5 月は有効求人倍率�

等の悪化から前月比－0.3％の�60.1 となった｡5 月の総合的な判断は横ばい傾向から下降傾向に転じた。�

◎　信越管内�

地域経済総合指標は､9 年�3にピークをつけた後下落基調で推移していたが､11 年�3月から上昇に転じた。�

11 年�5月も前月比＋0.6％の�59.5 となった。5月の総合的な判断は�11 年�3月からの上昇傾向を維持｡�

◎　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､11 年�1 月から上昇に転じたが､5 月は鉱工業生産指�

数等が悪化し前月比横ばいの�58.6 となった。5月の総合的な判断は上昇傾向から横ばい傾向に転じた｡�

◎　東海管内�

地域経済総合指標は､9 年�8 月以降下落基調で推移し､11 年�3 月は上昇に転じたものの､5 月は有効求人倍�

率や実質家計消費支出の悪化から前月比－0.7％の�56.1 となり､総合的な判断は横ばい傾向から下降傾向に�

転じた。�

◎　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�2月は上昇に転じた。�

11 年�5月は前月比横ばいの�69.9 となった。5月の総合的な判断は�4か月連続で横ばい傾向となった｡�

◎　中国管内�

地域経済総合指標は､10 年�9 月から�11 年�1 月にかけて一時上向いたが､11 年�2 月以降は下降基調で推移�

していた。11 年�5月も前月比－0.4％の�69.1 となった｡5 月の総合的な判断は�4か月連続の下降傾向。�

◎　四国管内�

地域経済総合指標は､9 年�8 月以降下落基調で推移し､11 年�1 月から上昇に転じたが､5 月は鉱工業生産指�

数等が悪化し前月比－0.7％の�70.6 となった。5月の総合的な判断は横ばい傾向から下降傾向に転じた｡�

◎　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､11 年�2 月から上昇に転じたが､5 月は鉱工業生産指�

数等が悪化し前月比－0.1％の�70.9 となった｡5 月の総合的な判断は横ばい傾向から下降傾向に転じた｡�

◎　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 月から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､5 月も前月比＋0.3％の�90.3 となった。�5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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・７月の無担保コール翌日物金利は日銀による積み上１兆円の金融調節が維持されるなか連日0.03％で推移�
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無担保コール翌日物加重平均金利：0.03％  ７月30日現在）�

・７月のＣＤ３か月物金利は、月を通じて､ほぼ横ばいだった。上旬は0.03％及び0.06％、中旬は0.03％、下旬�
は0.04％でそれぞれ出合いが見られた。�

　 （ＣＤ３か月物金利：0.04％ ７�月�22 日現在）�
・７月上旬の10年最長国債利回り（業者間）は、上旬は、日銀総裁のゼロ金利政策解除を否定する発言から�
1.60％まで低下した後、５月の家計調査の数字が予想を上回ったのを受けて、1.6％台後半まで上昇した。�
その後、日銀副総裁のゼロ金利政策継続を強調する発言から1.6％まで低下したが、「財投債」発行に関す�
る報道等から一時1.7％まで上昇した。�
　　中旬は先物中心限月交代の思惑から、先物主導で買われ、一時1.5％台後半まで低下したが、利食い売りや�
宮沢蔵相の追加的な財政支出に前向きな発言、さらに10年債の入札を控えたポジション調整の売りが膨らん�
だことで、一時1.8％まで上昇した。�
　　下旬は10年債、2年債の入札が順調だったことや円高・株安等から1.6％台後半まで低下したが、６月の�
鉱工業生産指数が予想を上回ったことや来年度も景気回復に配慮した財政運営をするとの基本方針が決定�
されたことなどを材料に、一時1.8％台前半まで上昇した。�

（10年最長国債業者間利回り終値：1.785％　７月30日現在）�

（％）�

国　内　金　利�

日経平均株価�
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国　内　株　式�

・７月上旬は、米国株価の大幅高や5日発表の日銀短観で�
景況感の大幅改善が示されたことを好感し、外国人投資�
家の積極的な買い越しにより全面高となり18000円台�
を回復したが、その後は、利食い売りや持ち合い株解消�
売りが出て17000円台後半でもみ合った。�

・中旬は、ＮＹダウの最高値更新を受けて外国人投資家の�
買い越しが続き、ハイテク株が相場を牽引するととも�
に、出遅れ銘柄への個別物色も続き、利益確定や持ち合�
い解消売りで上値が重くなるものの、もみ合いながらも�
18500円台まで上昇し、年初来高値を更新した。�

・下旬は、急ピッチの上昇に対する高値警戒感等や米国株�
の大幅下落、円高進行を嫌気して、外国人投資家も売り�
越しに転じ、ハイテク株や輸出関連株中心に利食い売り�
一色となり、連日の大幅安で17500円割れとなった。そ�
の後は、米国株の反発や6月鉱工業生産の好調を受けて�
外国人投資家や投信の買いで18000円手前まで戻し、�
17000円台後半でもみ合った。�

（日経平均株価終値：17861.86円　7月30日現在）�

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)

（円）�

（週足）�

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)

(％�)

99/7

（日足）�

18500

18000

17500

17000

19000

金 融 市 場 （７月期）�
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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�

・７月上旬は、120円台後半で始まったが、日銀短観の発表�
後に日銀が円売りドル買い介入を断続的に実施、122円台�
後半まで上昇した。�

・中旬は、好調な日本株価を背景に120円台前半まで下落し�
た。介入で121円台半ばまで上昇するも、米国は介入に批�
判的、との報道と120円台で介入がないことへの失望感か�
ら、海外で117円台半ばまで下落した。その後日銀の委託�
によるＮＹ連銀の介入で一時119円台後半まで上昇した�
が、米株価の下落で118円台後半まで下落した。�

・下旬は､日銀が介入を実施したものの、インフレ警戒継�
続とのＦＲＢ議長の議会証言、日本の鉱工業生産指数の�
強い数字、米国の高めの雇用コスト指数の発表等を受け�
て、海外で114円台前半まで下落した。�
（ドル･円レート東京終値：115.25/28円７月30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）�

(ﾄﾞﾙ/ﾕｰﾛ�)

（円�/ﾄﾞﾙ�
（1995=100）�

（週足）�
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（ドル）�

米　国　金　融�

・７月上旬の30年物国債利回りは、６月末の金融引締めや大�
型の社債発行を受けて、６％を挟んだ推移となった。�

・中旬は、アルゼンチンのモラトリアムの噂や、中台関係の�
緊張などから逃避資金が入り、一時5.8％台まで低下した。�

・下旬は、グリーンスパンＦＲＢ議長の議会証言が、インフ�
レに対し警戒的であったことや、雇用コスト指数の上昇か�
ら、６％を上回る水準まで金利は上昇した。�
（30年物国債利回り終値：6.099％　７月30日現在）�

・７月上旬のＮＹダウは、利上げが１回に留まるとの見方や�
楽観的な企業業績見通しから高値での推移となった。�
・中旬は、11209ﾄﾞﾙの史上最高値まで上昇した後、好決算の�
材料出尽くしから下落に転じた。�
・下旬は、ＦＲＢ議長の議会証言の内容や、雇用コスト指数�
が高めであったことから、利上げ懸念が台頭し株価は下げ�
足を早め、月中の最安値まで下落した。�
　（ＮＹダウ終値：10655.15ドル　　　７月30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か月物利回り（左目盛）�

　　ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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・７月上旬は、在庫の減少、６月のＯＰＥＣ減産順守率が�
５月を上回る高率との報道を受けて緩やかに19ドル後�
半まで上昇した。�

・中旬は、利食い売りが出たものの、主要産油国での生産�
削減順守率の上昇、製油所故障によるガソリン相場の急�
騰、在庫減少観測等を好感して約1年半ぶりの高値を更新�
し、20ドル半ばまで急上昇した。�

・下旬は、国営ベネズエラ石油総裁の減産体制の見直し発言�
を受けて19ドル半ばまで急落したが、ベネズエラ鉱業相�
の増産否定発言で削減計画変更なしとの安心感が広がり�
20ドル半ばまで急上昇した。その後、利食い売りと在庫減�
やガソリン相場急騰による買いで20ドル後半でもみ合っ�
た。�
（ＷＴＩ原油期近物終値：20.53ドル　７月30日現在）�

原　　　　　油�

（日足）�

（週足）�
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関�

居住不動産を担保�

融　資�

契約終了時（利用者死亡時など）�

担保不動産の売却などにより一括返済・清算�

１ はじめに

最近、新聞等で高齢者の資産活用手段としてリ

バース・モーゲージという言葉をよくみかけるよ

うになった。実はわが国においてリバース・モー

ゲージが導入されたのはそれほど最近のことでは

なく、昭和５６年に武蔵野市で初めて行われて以降、

いくつかの大都市圏の地方自治体や民間金融機関

によって手がけられてきたが、さまざまな要因が

あってこれまでのところ本格的な普及には至って

いないのが実情である。

しかしながら、最近になって、少子高齢化の進

展による年金財政の悪化に伴い、今後公的年金の

給付水準の引き下げも検討されている中で、自助

努力による老後の生活資金の調達手段としてリ

バース・モーゲージが再び脚光を浴びてきており、

官民双方において本格的な普及に向けた取り組み

が行われている。

そこで本稿では、まず、リバース・モーゲージ

の概要に触れた後、仕組み上・運営上の主な問題

点の検討を行い、最後に今後の展望を述べること

としたい。

２ リバース・モーゲージの概要

２．１ 仕組み

リバース・モーゲージは、住宅資産を担保にし

て、そこに住み続けながら年金式に一定額ずつ資

金を借り入れ、契約終了時（主に利用者の死亡時）

に当該資産を売却するなどして借入金を一括返済

するものである（図表１）。一般の住宅ローンが

トピックス

日本におけるリバース・モーゲージの現状

第二経営経済研究部研究官 奥田 健一

（図表１） リバース・モーゲージの仕組み

（出所） 日経BP社「超高齢社会の常識 リバース・モーゲージ」
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リバース・モーゲージ�

公的プラン�

直接方式�
（自治体が直接融資　武蔵野市、中野区）

間接方式�
（民間銀行に融資を斡旋　世田谷区等）�

民間プラン�

最初に一括して資金を借り入れ、時間の経過とと

もに借入残高が減っていくのとは反対に、借入残

高が増えていって最後に一括して返済する仕組み

となっているため、リバース（逆）・モーゲージ

と呼ばれている。

２．２ 特徴、メリット

リバース・モーゲージの特徴を簡単に言えば、

居住用資産（ストック）を売却することなく現金

（フロー）化できる、ということになる。すなわ

ち居住用不動産を有する高齢者は、これまで住み

慣れた家に居ながらにして定期的に現金収入が得

られるというメリットがある。したがって、特に

資産価値のある居住用不動産を有しながらフロー

資金が少なく十分な生活ができないいわゆる「ハ

ウスリッチ・キャッシュプア」な高齢者にとって

は有力な資金調達手段となる。

また、契約終了後（利用者の死亡後等）は、担

保不動産は再び流通市場で売却されたり、自治体

によって再開発されたりすることとなるので、住

宅供給が促進され、ひいては市場の活性化にもつ

ながるものとして期待されている。

２．３ 運営主体による分類

リバース・モーゲージを運営主体別に見ると大

きく公的プランと民間プランの２種類に分けられ

る。公的プランは地方自治体やその外郭団体であ

る福祉公社等が運営主体になるものであり、民間

プランは民間金融機関が運営主体になるものであ

る。公的プランはさらに自治体等が直接貸出を行

う方式（直接方式）と、自治体が銀行に融資斡旋

を行い実際の融資は銀行が行う方式（間接方式）

に分けられる。直接方式の例には武蔵野市と中野

区があり、その他の自治体による公的プランは間

接方式によるものである（図表２）。

公的プランと民間プランでは利用条件が若干異

なっている。おおまかには、担保不動産の条件が

公的プランの多くが５，０００万円以上となっている

のに対して民間プランでは１～２億円以上と高く

なっている。一方で資金使途については公的プラ

ンでは種類（生活費、医療費等）や使用金額につ

いて様々な制限が付されている場合が多いのに対

して民間プランでは基本的に自由となっている。

このことからも分かるように、公的プランでは、

年金だけでは経済的なゆとりがない高齢者の日常

の生活費を補う在宅福祉的な意味合いが強いのに

対して、民間プランでは、高額資産保有者がより

豊かでゆとりのある老後生活を送るための金融商

品的な色合いが濃くなっている。

２．４ 海外のリバース・モーゲージ

リバース・モーゲージの先進国として知られて

（図表２） 運営主体による分類
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いる米国では、さまざまなタイプのものが開発さ

れているが、代表的なものとしてHUD（住宅都

市開発庁）による低額資産保有者向けのHECM

（Home Equity Conversion Mortgage）とFNMA

（住宅抵当金庫、半官半民の組織）による中堅資

産保有層向けのHome Keeperの２つが挙げられ

る。また、民間機関によって高所得者層向けのも

のも行われている。融資の方式も年金式のものだ

けでなく、利用者が必要なときに引き出せる借入

枠方式やそれらの併用等、利用者がニーズに応じ

て選択できるようになっている。

また、フランスでは、リバース・モーゲージに

似たものとしてビアジェ（Viager）という制度

がある。これは不動産売買の一形態であり、売主

である高齢者は売買契約成立後も自宅に住み続け、

買主は代金として売主が死亡するまで毎月一定額

を支払い続けるものである。この取引で買主が最

終的に支払う金額は、売主がどれだけ長生きする

かに左右されることになる。

３ 問題点の検討

高齢者の有効な資産活用手段として注目されな

がらもリバース・モーゲージがいまだ本格的な普

及に至っていない原因として、これまでも様々な

問題点が指摘され、議論されてきているが、主な

ものについて以下検討したい。

３．１ 担保割れのリスク

これはリバース・モーゲージの仕組み上の問題

点で、具体的には以下の３ケースがある。

�１ 利用者が当初想定した以上に長生きする

�２ 地価の下落

�３ 金利の上昇

特に�２については、土地を担保とするリバー

ス・モーゲージにとって避けて通れない、そして

最大の問題点である。通常、融資限度額は担保評

価額の７割程度（マンションが担保資産として認

められている場合は５割）に抑えられてはいるも

のの、最近の地価の急落にはとても耐えられるも

のではない。実際に担保割れとなった例は出てき

ており、公的プランにおいては、融資が打ち切ら

れたものの、担保権の実行は行われず返済は利用

者の死亡まで猶予された例がある。また民間プラ

ンでは実際に担保権が実行された例もあるが、い

ずれにしても利用者が高齢者ということもあり、

実際の対応には難しいものがあるのが実情である。

担保割れリスクへの対応策としては、保険制度

の導入がある。既に米国では、HECMにおいて

FHA（連邦住宅庁）による保険が付され、公的

なバックアップの導入が図られている。日本にお

いては現状そのような保険制度は存在しないが、

今後の普及のためにはやはり何らかの形で公的な

保険制度の導入が望まれる。具体的な内容につい

ては難しい面もあるが、検討に際しては居住用資

産を保有せずリバース・モーゲージを利用できな

い高齢者との公平性、そして後にも述べるように

利用者の自己責任を勘案する必要はあると思われ

る。

３．２ 利用条件による制約

わが国で現在行われているリバース・モーゲー

ジの条件面の問題点として主に以下の点が指摘さ

れている。

�１ 先述の通り、担保不動産の価値については

公的プランの多くが担保評価額５，０００万円以

上、民間プランでは１～２億円以上という要

件が付されているが、最近の地価の急落によ

り、この要件を満たすことが難しくなってき

ている。

�２ マンションについては担保資産として認め

られない場合が多く、特に大都市圏に多いマ

ンション暮らしの高齢者は利用できない。
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�１については、上述の通り貸出限度額が担保評

価額の７割程度に抑えられていることもあり、資

産価値が小さい場合は、利用者の毎月の受取額も

少額になってしまい、魅力に乏しくなってしまう

という事情がある。また、�２については、マン

ションは一戸建に比べて評価が難しく、権利関係

も複雑で再利用がしにくいという問題がある。

しかしながら、たとえ少額の受取額であっても

生活維持のためにリバース・モーゲージを必要と

する高齢者がいることは十分考えられる。また、

マンションについては、一部の自治体がマンショ

ンを担保資産として認めているように、対象とす

ることは必ずしも不可能ではない。この問題は先

述の公的プランと民間プランの違いにもみられる

ように運営主体のリバース・モーゲージに対する

取り組み方にも関係してくるが、少なくとも在宅

福祉の一環で行われているもので、かつ実際に

ニーズがあれば上記�１、�２の条件は極力緩和され

るのが望ましいと思われる。

３．３ 利用者側の認識の低さ

利用者側の意識面の問題点として、高齢者のリ

バース・モーゲージに対する認識の低さが挙げら

れる。その背景として次の２点が考えられる。

�１ 日本では従来から不動産については相続意

識が強く、死ぬまで借入を続けて自分の財産

を使い切るという考え方にはまだ馴染めない

高齢者が多い。

�２ リバース・モーゲージの仕組みが複雑で高

齢者には理解しにくい。

まず、�１について、総務庁が平成７年に全国の

６０歳以上の男女３，０００人に対して行った「高齢者

の経済生活に関する意識調査」によると、「親の

土地や家屋などの不動産を子供に譲ることについ

てどう考えるか」については、「不動産は、その

まま子供に継がせるべきである」が６４．７％を占め

ている。また、「リバース・モーゲージに関心が

あるか」については、「利用したい」が４．０％、「関

心はあるが利用するかどうかはわからない」が

１５．０％に対して「関心がない」が６０．２％となって

おり、リバース・モーゲージが高齢者の間でまだ

十分には認識されていない状況をあらわしている

（図表３）。

しかしながら、今後の少子高齢化の進行や高齢

者のみの世帯の増加に伴い、相続に対する高齢者

の意識も徐々に変化していくことが予想される。

また、今後公的年金の給付水準の引き下げが検討

されている中で、高齢者の間で自助努力による生

活の必要性が認識され、リバース・モーゲージに

対する関心、ニーズも高まっていく可能性はある

と思われる。

�２については、仕組みそのものの複雑さもさる

ことながら、自治体や銀行の詳しい説明を聞いて

理解したうえで、膨大な量の契約書に署名・捺印

しなければならない等、実務上も利用者の負担が

非常に重くなってしまうことから、高齢者が敬遠

してしまう面もあると思われる。この点について

は後にも述べるように、自治体による高齢者向け

のカウンセリング等、利用者側が早い段階でリ

バース・モーゲージに対する理解と認識を深める

ことができる機会が設けられることが望ましい。

３．４ 相続問題

リバース・モーゲージにおいては、利用者の死

後、相続人は現金で借入残高を一括返済しない限

り担保資産を相続できない。このため利用に反対

している相続人がいる場合は後々相続トラブルと

なることも十分考えられる。したがって利用に際

しては、家族（相続人）の理解を得られることが

大きなポイントとなる。実務上はこれらのトラブ

ルを未然に防ぐため、利用に際して相続人全員の

同意が要件とされている場合が多い。
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「親の土地や家屋などの不動産を子供に譲ることについてどう考えるか」�

64.7％�

�

14.2％�

13.4％�

7.7％�

不動産は、そのまま子供に継
がせるべきである�

不動産は、親（自分）の老後
の生活の資金を得るために活
用（売却、賃貸または担保に
するなど）してもかまわない�

どちらともいえない�

わからない�

「リバース・モーゲージに関心があるか」�

15.0％�

�
�

20.8％�

60.2％�

4.0％�

利用したい�

関心はあるが、利用するかど
うかはわからない�

関心がない�

わからない�

４ 終わりに…今後の展望

リバース・モーゲージについては、最近は様々

な観点から議論されている。その中には年金問題

や福祉問題等、現在日本が直面している問題と密

接に関連するものも少なくなく、その意味でも今

後さらに多方面からの関心を集め、普及に向けた

検討が進められることと思われる。

その際の留意点としては、まず議論は全国的に

一様に行われるのではなく、各地域の事情に合っ

た形で行われることが望ましいということである。

特に、これまで地方においてはリバース・モー

ゲージの実績がほとんどなかったことからも分か

るように、大都市圏と地方とでは住宅事情や住民

の意識にもかなりの相違があるものと思われる。

したがって各地域の住民の意識、ニーズ等に合っ

た議論が行われ、サービスが提供されるようにな

るのが望ましく、そのためにはまず各地域の自治

体や金融機関がリバース・モーゲージに対する認

識を深め、住民とのコミュニケーション等を通じ

（図表３） 高齢者の経済生活に関する意識調査（平成７年実施）

（出所） 総務庁ホームページ
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て住民の意識やニーズを把握することが重要と思

われる。

次に、議論に際してはリバース・モーゲージの

福祉的な面だけでなく、利用者の自己責任という

一面も考慮する必要があると思われる。確かにリ

バース・モーゲージ（特に公的プラン）は高齢者

に対する在宅福祉的な意味合いが強いことは事実

であるが、一方で、リバース・モーゲージは資産

担保の借入金であり、居住用資産を持つ一部の高

齢者が自助努力で資金を調達する一手段という側

面もあることは否定できない。したがって、利用

者側においては年金の受給とは違い、利用に際し

ては（担保割れ等）相応のリスクを負っていると

いう意識を持つことが求められる。そして利用者

がそのような意識を持つようになるためには、自

治体による高齢者向けの定期的なカウンセリング

等、利用者側が早い段階においてリバース・モー

ゲージに対する理解と認識を深めることができる

機会を設けることが重要である。そのような環境

が整えられたうえで、今後とも各方面で十分な議

論が行われ、リバース・モーゲージが高齢者の有

力な資産活用手段のひとつとして発展していくこ

とを期待したい。

参考文献
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１ はじめに

本年５月２３日から同５月２８日まで、米国におい

て第１３回郵便自動化国際会議が開催されました。

本会議は概ね２年に１回開催されており、先進各

国の郵政事業体が一同に介する会議であり、各国

の郵便業務の自動化の現状や最先端の技術と今後

の方向性を知ることができます。今回は、２１カ国

から１２２名が参加し、全体会議や分科会で活発な

議論が行われました。

我が国からは、飯田を団長として、本省関係各

課担当者とあわせ計４名が参加しました。

ここでは会議の概要を報告するとともに、会議

の一環として米国における先進の統合型処理施設

（IPF：Integrated Processing Facility）の試験

導入局を訪問する機会が得られましたので、あわ

せて紹介します。

トピックス

世界の郵便自動化の動向
―第１３回郵便自動化国際会議から―

前 技術開発研究センター長 飯田 清
技術開発研究センター 主任研究官 白江 久純

写真１ 会議会場
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２ 会議の構成

今回は「統合化と技術」という全体テーマのも

とで、郵便業務の機械化、情報化に関して８つの

セッションが設定され、プレナリ（全体会議）に

おいて２８の発表等が行われ、それぞれのプレナリ

に引き続いて１７のワークショップ（分科会）が開

かれました。我が国もセッションリーダー及び

ワークショップリーダーを務めるとともに、プレ

ナリ向けに２件とワークショップ向けに１０件の計

１２件の論文を提出しました。

議題内容については、表１のとおりです。

なお、プレナリは、セッションリーダーが各

セッションの方向付けを行うため、セッション

表１ 会議プログラム

テーマ及びセッション名 議長国

全体テーマ 「統合化と技術」

テーマA 「統合化」

「顧客の統合」 オーストラリア

発表AP１ 顧客インターフェイス統合（オーストラリア）

発表AP２ 顧客統合から得られた教訓（オーストラリア、英国）

発表AP３ 郵便物処理センターの統合データシステム（米国）

ワークショップA１ 「２次元バーコードの応用による収入確保」 カナダ

ワークショップA２ 「システム要件における利用者との関わり合い」 米国

ワークショップA３ 「データキャリア（RFID）による郵便物追跡」 米国

「システムの統合」 米国

発表AP４ 郵便を超えて 付加価値データのメイラーへの提供（米国）

発表AP５ 取集の最適化アルゴリズム（フランス）

発表AP６ IDタグ交換網（フランス）

ワークショップA４ 「郵便物の位置把握」 ドイツ

ワークショップA５ 「区分センターにおける設備及び要員の最適化アルゴリズム」 フランス

ワークショップA６ 「道順組立のデータベース」 日本

テーマB 「技術とその獲得」

「集中センターの技術」 デンマーク

発表BP１ MLOCRオンライン・コプロセッサ、OCR技術（カナダ、米国）

発表BP２ 郵便処理施設における統合処理ハードウェア（英国）

発表BP３ 技術の習得を成功させるには（米国、英国）

ワークショップB１ 「フラット技術」 スイス

ワークショップB２ 「ハイブリッドメール」 フィンランド

ワークショップB３ 「荷役技術、ロボット」 スウェーデン

「小規模局の技術」 日本

発表BP４ 窓口サービスの効率化（フランス）

発表BP５ 配達確認（米国）

発表BP６ 配達道順の最適化（日本）
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テーマの概要説明に始まります。その後、セッ

ション全体に関わるトピックについて、ワーク

ショップの課題につながるようなプレゼンテー

ション等が行われ、ワークショップにおける議論

に引き継がれました。

ワークショップは、２または３のグループに分

かれてそれぞれテーマを設定し、並行して実施さ

れました。最初に各テーマに基づいた事例発表等

の簡単なプレゼンテーションを呼び水として討論

が行われ、各国参加者の間での情報の共有化と問

題点の整理を行い、今後の技術動向や技術的解決

可能性について議論が展開されました。

３ 会議概要

３．１ テーマA「統合化」

これまでの統合化に関する議論は、郵便処理設

ワークショップB４ 「窓口の機械化」 日本

ワークショップB５ 「転送システム」 オーストラリア

ワークショップB６ 「道順組立技術の展望」 ドイツ

テーマC 「サポートシステム」 英国

発表CP１ 郵便処理管理の技術のレビュー（英国）

発表CP２ 管理コントロール（米国）

発表CP３ 書状施設における処理計画及び制御（ドイツ）

ワークショップC１ 「システム統合」 ドイツ

ワークショップC２ 「自動機器の統合」 米国

ワークショップC３ 「無駄の排除」 カナダ

発表CP４ 機器のライフサイクル管理（米国）

発表CP５ 情報技術支援システム（米国）

ワークショップC４ 「仕様管理」 米国

ワークショップC５ 「管理・計測のためのサポートシステム」 フランス

テーマD 「国際関連と環境問題」

「国際組織」 ドイツ

パネラー 万国郵便連合（UPU）

パネラー 国際郵便株式会社（IPC）

パネラー 欧州郵便技術協会（CEN／TC ３３１）

「２１世紀における環境問題」 米国

パネラー プロジェクト管理チーム（米国）

パネラー エネルギー効率の高い自動化機器（米国）

パネラー 環境にやさしい自動化施設の設計（日本、米国）

テーマE 「人間と機械」 スペイン

発表EP１ 職員の声（米国）

発表EP２ 総合生産性管理（英国）

発表EP３ 最新システムと熟練労働者、労働問題（スペイン）

発表EP４ 配達実務に関する新しい考え方（フィンランド）

発表EP５ 訓練 担当者／管理者（米国）
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備やシステムの統合化というハード的な「統合」

が中心でしたが、今回はそれとともにソフト的な

「統合」として、郵便事業体内部における郵便処

理を「顧客」とともに「統合」していくという視

点が加えられました。この「顧客」という概念が

郵便処理の自動化・機械化に取り入れられてきた

のは、欧州における郵便事業の自由化等の環境の

変化により、郵便事業の官民間のみならず国を越

えた競争が背景にあるものと考えられます。これ

らの結果、事業体として、収入の確保、すなわち

顧客、特に大口顧客の確保が重要な課題であり、

自動化・機械化に向けた方向性も顧客のニーズと

いった方向に大きく振れてきています。

「顧客の統合」

プレナリにおける３つの発表は、いずれも、顧

客からのニーズに対応し、郵便処理を高度化・効

率化する方法としてどのようなアプリケーション

があるのかについてです。オーストラリアからは

ビジネスメールの取り込みに向けた郵便ネット

ワークの再構成とバーコードの導入についての検

討状況、英国からはドイツ等と共同で実施してい

る、電子取引、支払証明、差出証明といった実験

プロジェクトREMPI（Re–Engineering the Mailer

–Post Interface Project）の紹介、米国からは区

分センター等の情報をネットワーク化して様々な

サービスを顧客に提供する郵便情報基盤について

の紹介がありました。

ワークショップでは、顧客へのサービス向上と

収入確保のために、新しい要素技術である２次元

バーコードの活用や、新規サービス開発における

早期段階での顧客の参加、データキャリア（無線

タグ）と情報通信技術によるシステムについて、

それぞれのワークショップで議論が交わされまし

た。

当研究所の研究課題の一つである無線タグにつ

いては、我が国が書留等記録扱いの郵便物への活

用による作業の効率化を目指しているのに対し、

欧米諸国では搬送ケース等の管理による品質管理

を目指しており、現時点ではその活用方法に関す

る考え方が大きく異なっています。しかしながら、

技術の進展と製品価格の低廉化とともにアプリ

ケーションが広がることから、有望な技術として

各国とも注目しています。なお、無線タグについ

ては、「システムの統合」におけるワークショッ

プにおいて別の視点からも取り上げられました。

「システムの統合」

プレナリにおける発表は、米国における新たに

開発したバーコード体系による顧客への付加価値

サービスの提供に関する報告と、フランスにおけ

る効率的なポスト上がり郵便物の取集方法のアル

ゴリズム検討及びIDバーコードを活用したアプ

リケーションの紹介です。

米国の新サービスは、カスタマバーコードとは

別に顧客に専用のバーコード体系（プラネット

バーコードと呼ばれています。）を提供（開放）

し、その情報を郵便局が読みとり顧客に提供する

ことによって顧客の利便をあげようというもので

す。（本プロジェクトについては後で概要説明し

ます。）一方、フランスのIDバーコード活用は、

ビデオコーディング等局内処理の効率化と併せて

その局内IDバーコードを用い、将来は顧客への

新しいサービス展開につなげようというものです。

ワークショップは、郵便物の位置を把握する方

法、区分センターでの人員配置及び配達に必要な

道順組立のデータベースについて議論しました。

ここで郵便物の位置把握とは記録扱いの郵便物と

いうサービスとしての位置把握よりは送達速度の

調査等品質管理に対するものです。把握方法は、

記録扱い郵便物と同様にオンタイムでの把握と、

テストメールによるリアクティブな把握があり、

各国によりその意識の違いが見られました。デー

タベースについては、全国的なデータをいかに
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アップデートしていくかが各事業体共通の課題で

あることが確認されました。システマティックな

データメンテナンス体制の確立が必須であり、メ

ンテナンスコストとのトレードオフの関係から１

週間毎にアップデートするのが現実的との結論が

得られました。

３．２ テーマB「技術とその獲得」

郵便における主要な技術とは、依然として区分

技術であり、区分センターにおける技術が中心課

題となります。これは引き続き検討され効率化が

進められていくことにかわりありませんが、今回

はこのようないわばプラント（集中センター）に

おける技術に加え、窓口や配達等を行う小規模な

局における技術についても取り上げられました。

この背景には、これまで自動化・機械化がセン

ターに比べて困難であるため自動化等が取り残さ

れている配達や窓口等が、郵便処理システム全体

での効率向上、さらには顧客との接点として、今

後は重要になってくるとの認識があります。

「集中センターの技術」

集中センターにおける技術項目としては、要素

技術としてOCR（Optical Character Reader）技

術（遠隔読み取り（RCR：Remote Computer Rea-

ding）やビデオコーディング（VCS：Video Cod-

ing System）等の関連技術を含む。）、フラット

区分機技術、マテリアルハンドリング（荷役）技

術、ロボット技術や統合郵便処理設備、及びハイ

ブリッドメールなどがあり、これまでも各国はそ

れぞれ検討を続けています。今回プレナリにおい

て、米国とカナダがRCRに対する紹介、英国か

ら各国の統合処理設備の比較検討、米国及び英国

から技術導入についての考え方について発表があ

りました。

機械処理作業の統合については、現在個々の機

器に分離されている作業（取り揃え・押印、

OCR・バーコード読み取り、バーコード印字、

ビデオコーディング待機など）を一連の機械化作

業として統合するわけですが、各機器の処理能

力・処理物数の格差を調整して機器を最適に稼働

することが必要です。そのため、要所要所に集

積・待機システム（バッファ）を設定するととも

に、各作業で発生する排除郵便物を再度機械化処

理ラインにのせる必要があります。このとき、国

によるコンセプトの違いが見られます。例えば、

英国の考え方は、１台のマシンに統合化するよう

統合型書状区分機（IMP：Integrated Mail Proc-

essor）を開発・導入し、マシンの各所に集積・

待機ユニットを挿入することによって、投入され

た郵便物は機械処理可能なものであれば、区分口

まで手を触れずに区分するようにしています。一

方、米国は、既存の機器を搬送ベルトで連絡する

とともに、統合型バッファシステムを開発し、取

り揃え押印機と区分機の間に統合型バッファシス

テムを挿入しています。また、ケースの積み降ろ

し・搬送の自動化も計画しており、パンコンベヤ、

ローラコンベヤ又はモノレールによる天井部走行

台車と連結したパンコンベヤによる局内搬送ライ

ンを設定し、引き受けから区分、差立てまでに発

生する次工程の作業待ちケースの保管システム

（自動立体倉庫）を導入しています。

いずれも、各処理機器のスループットを落とさ

ずにいかに統合しコストパフォーマンスを上げる

か、そのために技術をいかに導入していくかを検

討していますが、その方法論としてどれがベスト

であるか、結論はケースバイケースであるようで

す。

ワークショップは、フラット区分機、マテリア

ルハンドリング（荷役）技術及びハイブリッドメー

ルについて開かれました。フラット区分機につい

ては、書状とは取扱物数が異なるため各国ともそ

の導入によるコストパフォーマンスが課題となっ
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ています。マテリアルハンドリングについては、

手作業による取り扱いおよび区分作業を最低限に

抑え、高い区分機能を実現して処理能力を最適化

するための方法がテーマであり、搬送容器も郵袋

からケースに変わってきています。郵便搬送用の

ケースは、ドイツ、フランスのような樹脂ケース

の採用、米国の段ボール（紙）のケースと大まか

に２つの形態があり、航空輸送が主体の国では

ボックスパレットも紙製のものを使っており、軽

量化が最優先の課題となっています。一般的には

紙製より機械化・自動化になじみやすい樹脂製の

ものを使いますが、いずれにしても、書状用、フ

ラット用、小包用の３種類程度のケースをモ

ジュール化し、自動化処理環境への対応と輸送効

率の向上を図ろうとしています。

「小規模局の技術」

小規模局の技術としては、窓口での顧客対応、

配達確認、配達における転送、道順組立に関する

ものです。道順組立を除いては先進例が少なく、

情報技術を駆使した米国における積極的な取り組

みが目立ちます。

プレナリにおける発表は、フランスにおける持

戻り郵便物の窓口引き渡しの効率化、米国におけ

る携帯端末を利用した配達確認サービス（本プロ

ジェクトについては後で概要説明します。）、我が

国から道順組立の最適化についてです。

ワークショップは、窓口端末、転送、道順組立

についてそれぞれ行われました。窓口端末につい

ては、一般の小売りなどで導入されているオンタ

イムの販売時点情報管理システム（POS）の導入

はまだそのメリットを見いだせていないように思

われます。ここでは先進例として米国における状

況が紹介されました。転送についても米国から事

例紹介があり、配達人に郵便物が行くまでに転送

を認識することはできないので、処理／配達コス

トがかかってしまうことが問題であることから区

分センターでの転送方法を検討しています。また、

転送は主にビジネスメールであることからメーリ

ング業者に住所データベースを渡す等の方法もあ

りますが、転居のデータを修正しきれていないほ

か、転居情報がなかなか得られないといったこと

が問題となっているとのことです。一方、道順組

立の自動化については、現在まだ自動化していな

い国でもかなりの国々が意欲的に取り組もうとし

ており、すでに道順組立の自動化を行っている我

が国をはじめとした先進各国の先行事例が非常に

有益であったとみえ、ワークショップの参加者も

多く活発な議論が展開されました。

３．３ テーマC「サポートシステム」

ここでのサポートシステムとは、区分等の郵便

事業遂行に必要な作業を効率的に行うための手法

論を指しています。具体的には、区分センターに

おける処理設備構築・配備の考え方、処理状況等

の品質を管理運用する手法、そのシュミレーショ

ンなどであり、これまで自由市場で発展してきて

いる製造業や流通業を参考として、近年の進展め

ざましい情報技術と通信技術を積極的に活用しよ

うとしています。

プレナリでは、英国から、調達・生産から顧客

への商品供給までの、モノと情報の流れから一切

の無駄をなくす思想であるサプライ・チェーン・

マネージメント（SCM：Supply Chain Manage-

ment）の考えを郵便事業に適用することについ

ての発表があり、米国とドイツからは区分施設に

おける機器の稼働状況等の情報を集め、その情報

を活用するプロジェクトについて紹介がありまし

た。具体的な活用方法としては、処理物数予測や

機器トラブルへの対応のほか、リジェクト郵便物

の機械処理などがあげられています。

ワークショップは、米国におけるIPFをはじめ

とした統合型施設、カナダが取り組んでいるリー
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ンプロダクション（無駄なし生産方式）の郵便処

理への適応、及び、米国、フランス、ニュージー

ランドにおける郵便物処理フローの管理システム

の現状などが紹介されました。

３．４ テーマD「国際環境と環境問題」

欧州各国間や米国とカナダなど、国際郵便物の

取り扱いが比較的多い場合、処理の効率化や品質

向上を図る上で、一国の事業体だけでは解決でき

ない問題も起こります。これは、運搬ケースと

いったハード面だけでなく、バーコード管理や住

所記載方法の標準化等ソフト面も大きな課題と

なっています。このような状況の下で、万国郵便

連合（UPU）をはじめとする３つの各国際団体

の活動内容について発表がありました。

一方、環境問題は、郵便事業に限らず世界的な

課題となってきています。米国からは郵便施設に

おける現在のエネルギーの使用状況の報告があり

ましたが、その取り組みはまだ始まったばかりと

思われます。我が国からは環境を考慮した機械化

施設の設計手法について発表しましたところ、多

くの国から興味が寄せられました。

３．５ テーマE「人間と機械」

ここでは、機器のメンテナンスや職員の訓練な

どについて各国より発表がありました。

米国では、４３，０００人のメンテナンススタッフを

抱えています。この中には清掃や部品調達、エン

ジニアなどのスタッフが含まれ、メンテナンス体

制を支えるために専用の訓練センターも設置され

ており、我が国とはメンテナンスのカテゴリー感

覚が異なります。保守し易い機械の造り（部品を

モジュール化して一括交換するなど）を仕様に盛

り込むことが重要であると考えており、これに伴

うコストアップは保守時間の短縮化による損失の

低減化により相殺されれば問題はないですが、そ

のためにはコストをきちんと把握する必要がある

と考えています。英国では、メンテナンスに「総

合生産保全」手法を明確に取り入れ、生産性の確

保とメンテナンスを含めたコストの総合的評価を

行っているとのことです。

４ 米国USPSのプロジェクトについて

ここでは、会議で紹介された各国のプロジェク

トのうち、我が国の郵便事業にとって参考となる

と思われる米国のプロジェクト３件について概要

を紹介します。

４．１ プラネットバーコードによる付加価値サー

ビス

既存のカスタマバーコード（住所情報を表すも

ので、米国ではポストネットバーコードと呼ばれ

ます。）の各文字を表すバーの長短を入れ替えた

変形カスタマバーコード（プラネットバーコード

と呼ばれます。）に住所以外の情報を持たせ、郵

便物に追加して印字したものを差し出していただ

き、メーリング業者に簡易追跡サービスなどを安

価に提供するものです。

このサービスの郵便事業体のメリットとしては、

既存のバーコード区分機を活用して付加価値サー

ビスを提供することができることであり、メーリ

ング業者のメリットとしては、既存のカスタマ

バーコード印字システムを活用してプラネット

バーコードを印字し、安価に付加価値サービスを

受けることができることです。

これによる新しいサービスは工夫次第ですが、

現時点では、発送確認、顧客投函確認のほか、局

内処理への応用として処理能率の測定、国際郵便

区分、転送が考えられています。

４．２ 料金受取人払郵便の高度化

顧客が返信するはがき等の画像情報そのものや、
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さらに書かれた内容を指定されたフォーマットに

整理してメーリング業者に電子情報として送達す

るものです。具体的な処理手順としては、次のよ

うになります。まず該当する受取人払はがき（識

別マーク付）を区分センターにおける選取機で自

動的に取り出し、画像を複数行読むことができる

OCR装置（MLOCR：Multiline Optical Character

Reader）で読み取り、画像情報を処理したのち、

郵便局の広域ネットワーク（WAN：Wide Area

Network）を経由して、電子郵便局に送られ顧客

別に蓄積されます。そして、メーリング業者は、

USPSの顧客管理システムもしくはUSPSのシス

テムに接続された社内システムから、必要な情報

を取り込むこととなります。

このサービスの郵便事業体のメリットとしては、

実際に配達を行わないことにより、輸送・配達コ

ストが削減できるということであり、受取人のメ

リットとしては、引受局でデータを取り込むため、

実際に配達されるよりも速く情報を入手でき、画

像を電子データで入手できるため、帳票のハンド

リングが不要になるほか、定型フォーマットであ

れば返信内容を電子データで入手することができ

るため、入力の手間を省くこともできるという点

です。これによりUSPSは料金受取人払郵便の商

品価値が高まるため、利用物数の増加を期待して

います。

４．３ 配達確認サービス

全国３万５千の集配局、３０万人の配達職員に携

帯POS端末を配備し、配達時点で追跡バーコード

を読み取り、帰局後配達確認のデータを集中管理

し顧客に提供するサービスです。既存のプライオ

リティ郵便物等、大型郵便・小包郵便の競争力を

高めることを目的としています。配達確認が必要

となる郵便物情報は、大口メーリング業者からの

引受情報や窓口での引受情報から携帯端末へ取込

みます。

今後、受取票のサインを局の高速スキャナで読

み取り、その画像情報を集中管理して顧客に提供

するサイン確認サービスも追加する予定とのこと

です。

これは、現在の日本の配達記録郵便・郵便小包

サービスに、配達情報提供サービス（大口向けの

ファイル転送やインターネットによるアクセス）、

受取サイン画像提供サービス、追跡バーコード仕

様の公開（大口ユーザーは自前で出力、個人は窓

口でバーコード貼付）といったオプションを個々

のユーザーのニーズに合わせて提供するサービス

といえます。

５ 米国における統合型郵便処理センター

会議の一環として、米国における先進の郵便自

動化処理設備の試験導入局を訪問する機会が設け

られました。訪問したのは、オーランド市の区分

センター及びフォートマイヤー市の区分センター

であり、プロトタイプが試験的に導入されていま

す。

５．１ オーランド市の区分センター

当センターには、ケース搬送管理システムが配

備されています。これは、基本的には我が国で新

東京・新大阪郵便局に導入されているものと同様

のシステムですが、日本のシステムと異なる点は、

集積性の高い自動立体倉庫（写真３）と組み合わ

せて、区分作業と差立て作業間のケースの待機ス

ペースと待機時間を極小化する様に制御するシス

テムを組み込んでいる点にあります。自動立体倉

庫の大きさは、幅６m奥行き１２m高さ６m程度あ

ります。

５．２ フォートマイヤー市の区分センター

当センターには、統合型バッファシステム（写
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写真２ オーランド市の区分センター外観

写真３ 自動立体倉庫
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写真４ フォートマイヤー市の区分センター外観

写真５ 統合型バッファシステム（IBS）
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写真６ 書状ベルト搬送システム

写真７ ケース積み込みロボット
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真５）、書状ベルト搬送システム（写真６）及び

ケース積み込みロボット（写真７）が配備されて

おり、米国が現在推進している統合型処理施設プ

ロジェクトのパイロットサイトとなっています。

統合型バッファシステムは、自動選別取りそろ

え押印機から流れてきた書状を「バーコード付き」、

「OCR認識済み」、「要VCS」の３つに分けた状

態でベルトコンベア上に集積し、区分機の空き状

態とVCSの進行状態に応じて自動的に区分機に郵

便物を供給するためのシステムです。統合型バッ

ファシステムの大きさは、幅２０m奥行き２m高さ

４m程度あります。書状ベルト搬送システムは、

自動選別取りそろえ押印機と統合バッファシステ

ム及び統合バッファシステムとバーコード区分機

の間をつなぐ書状の搬送路であり、天井に沿って

搬送路が設置されています。ケース積み込みロ

ボットは、ケースに付けられたバーコード情報を

読み取り、コンベヤで搬送されてきたケースを差

し立て別に自動でパレットに積み込むロボットで

す。ロボットが中心に置かれ、ロボットを取り囲

むように円形状にパレットを配置しており、直径

８m程度のフロアを占めています。

６ 終わりに

会議を通して感じられたことは、情報通信技術

を活用して日々の計測・追跡を行い、ネットワー

ク化が可能な機器は極力ネットワーク化して行く

方向性が打ち出されてきていることです。これは

事業体内部の効率向上のための監視管理のみなら

ず、顧客への新しいサービス提供やサービス品質

の向上といった目的に、今後必要不可欠であると

の認識がうかがえます。このように、新サービス

の提供やサービス品質の向上には、郵政事業体で

持っている資産（カスタマーバーコード、OCR

区分機やバーコード区分機、全国に張り巡らされ

た郵便局（店舗）のネットワークなど）を十二分

に活用しようとする一方で、顧客との協力体制に

よるシステム、サービスの開発を行うことが重要

とのスタンスも示されています。

また、機械化を進めていく上で保守と訓練が重

要になり、運用体制を見極めた上で機器の調達に

臨む必要があると指摘されています。

郵便を取り巻く環境は世界的に激変の渦中にあ

り、各国事業体は生き残りをかけて自動化を事業

効率化の有力な手段として進めています。郵便処

理システムの違いや地理的要因等により、各国の

技術やシステムがそのまま我が国にあてはまると

は限りませんが、競争環境における自動化に対す

るコンセプト、長期的計画と着実な実践、顧客へ

の姿勢、といった点で大いに見習うべきものがあ

ると感じられました。

最後に、本文作成にあたり、郵務局機械情報シ

ステム課課長補佐坂東秀紀氏及び前官房施設部設

備課技術開発室建築技術官（現九州郵務局施設部

技術課）吉岡益夫氏にご協力を頂きました。ここ

に感謝の意を表します。
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第６章 ラグのあるモデル、動学モデル、期待の

モデル

１ はじめに

家計や企業の行動は、その期だけで完結すると

は限らない。家計の消費が習慣性を持っているな

らば、前期（あるいは前年同期）の影響を受けて

いるかもしれない。所得の影響も当期だけではな

く、前期の所得も影響しているかもしれない。ま

た企業が売り上げの増加に対応し、供給を増やす

ために設備を増設するケースでも、一挙に設備投

資を行うのでは費用がかかりすぎるので、二期や

三期に分けて行うこともあるだろう。

また人々の行動は契約や調整コストによって影

響を受けることがある。たとえば金利が上昇して

いるので、既存の低金利の定期預金を解約し新た

に投資信託を購入しようとしても、解約手数料が

かかるので定期預金を解約することができないか

もしれない。そのような場合には、最適なポート

フォリオを達成するためには時間がかかることに

なる。

人々は意志決定を行うために、様々な情報を集

め分析して行うであろう。その情報は、各期毎に

瞬時に得られるとは限らない。たとえば我々の求

職活動に影響する有効求人倍率は、２―３ケ月後

に公表される。そのために我々の意志決定も遅れ

を持つことがある。言い換えれば我々の意思決定

は、古い情報に依存することがある。情報の収集

と公開までに時間を要することを考えれば、この

ような例は希ではないだろう１）。

このように経済主体の行動は遅れ（lag）を伴

うことがある。また前期や前々期などの時間を通

じた影響を考えるモデルを、動学モデル（dynam-

ics model）という。

これに関連するが人々の意志決定には、予想あ

るいは期待（expectation）が重要な意味を持つ。

円ドルレートが上昇するか下落するかの予想は商

社にとり死活的な問題であろう。機関投資家にと

り株価や国債価格の予想は、最も大きな関心事項

であろう。むろん人々はやみくもに予想を形成す

るわけではない。その予想は過去の円ドルレート

の動きや株価の動きはもとより、為替や金融指標

に影響する様々な要因を含めて判断されるであろ

う。言い換えれば、人々は予想を形成する時点で

の利用可能な情報を用いて、将来の動向を判断を

しようとするであろう２）。

本章ではこれらの密接に関連する事項を取り上

シリーズ

応用計量経済学�６

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

１） 広い意味での認知ラグの問題の一種である。
２） 本章では、予想あるいは期待という用語を、以下「期待」に統一する。これはexpectationの訳語が「期待」として経済学や計
量経済学で浸透しているためである。
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げる。

２ 分布ラグモデル（distributed lag model）

２．１ 単純なラグのあるモデル

被説明変数ytが説明変数xについて、当期のみ

らなずラグを持って影響される、次のようなケー

スを考える。

yt＝a＋b０xt＋b１xt－１＋…＋bkxt－k＋et ６．１）

誤差項etは標準的仮定を充たすものとする。こ

のようにラグの長さが相当長いモデルを分布ラグ

モデルという。なおここではラグの長さは有限

（finite distributed lag）であるとして議論を進

める。

パラメータb０、b１、…bkは各々xt、xt－１、…xt－k

がytに与える影響の程度を示している。これらを

合計したものがxのytに対する累積効果となる。

このxの当期及び過去の期（i＝１，２，…，k）

の影響の累積効果については

Σi
k
＝０ bi＜∞

を仮定する。さもなければytは発散するからであ

る。

当期のxtの係数b０は、xtの限界性向である（第

三章参照）。これを短期効果（short―run effect,

impact effect）という３）。

全てのラグの効果を見たΣi
k
＝０ biを長期効果

（long―run effect）という。第１節で説明した契

約と調整コストの例より長期効果の絶対値の方が

短期効果の絶対値より大きいはずである。また途

中の期まで（例えば２期まで）の効果Σi
２
＝０ biを中

間乗数（interim multiplier）ということがある。

６．１）式のパラメータb０、…、bkが全て正であ

れば、以下のように平均ラグ（mean lag）を計

算することができる。

平均ラグ＝
Σibi
Σbi
＝０＊

b０
Σbi
＋１＊ b１

Σbi
＋２＊

b２
Σbi
＋…＋k＊

bk
Σbi

６．２）

この平均ラグは、xの長期効果の半分が現れる

までの平均的な期間（たとえば金利が設備投資に

与える長期影響の半分が現れるまでの平均的な期

間）として理解することができる。

誤差項が標準的な仮定を充たし、またxも非確

率変数であれば、６．１）式をOLSで推定すること

ができる。ただしラグの長さが長くなるほど、

我々が利用できるサンプル数は少なくなる。サン

プル数をnとし、ラグの長さをkとすれば、それ

だけで利用可能なサンプルは（n－k）個となる。

たとえば四半期データでラグを１０とると、２年半

分推計期間は短くなる。これにより自由度が減少

し、t値などの検定の検出力が低下するという問

題がある。またマクロデータの分析は四半期デー

タを使うケースが多いこと、及び経済構造の変化

（ChowテストやCUSUMテストを思い出してほ

しい）を考えると、ラグの長さを余り大きくとる

ことは以外と困難な場合がある。

実際上余り長いラグをとるときのもう一つの問

題は、多重共線関係である。経済変数は緩やかに

変化することが多いので、xtとxt－１、あるいはxt－１

とxt－２等々は高い相関を持つことが多いであろう。

そのためにラグの長さを多くすると深刻な多重共

線問題が起きることがある（第２章参照）。

この単純なラグを持つケースをEviewsで取り

上げてみよう。

民間部門の資本形成（季節調整済み、CAPI-

TALADJと表記）が経済活動（代理変数として

GDP）の時間を通じた影響を受けると仮に想定

しょう。その他の要因として銀行貸出（LOAN）、

在庫水準（季節調整済み、INVENTADJ）、金利

３） 衝撃乗数（impact multiplier）といわれることもある。
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（国債１０年もの流通利回りで代理、BOND）と、

日銀短観の生産営業判断指数（TAPC）を考える。

データは８０年第一四半期から９６年第二四半期まで

である。

なおCAPADJ、GDP、LOANについては卸売

物価指数（WPI）で基準化した。

１ workfile a: macro q８０：１ ９６：２

２ smpl８０：１ ９６：２

３ read a：￥data.csv quarter gdp capitaladj

wpi loan inventadj bond tapc call２

opeadj

４ ’WPIを用い基準化、対数変換

５ series logcap＝log（capitaladj／wpi）

６ series loggdp＝log（gdp／wpi）

７ serires logloan＝log（loan／wpi）

８ ’LOGGDPが４期までのラグを持つモデル

を考える

９ ’LOGCAPt＝a＋b＊LOGLOAN

＋c０＊LOGGDPt

＋c１＊LOGGDPt－１

＋c２＊LOGGDPt－２

＋c３＊LOGGDPt－３

＋c４＊LOGGDPt－４

＋d＊INVENTADJt－１

＋e＊BONDt＋f＊TAPCt－１＋ut

を推計するコマンド

１０ equation wq６＿１. ls logcap c logloan

loggdp loggdp（－１）loggdp（－２）

loggdp（－３）loggdp（－４）inventadj（－１）

bond tapc（－１）

９行と１０行の比較から分かるように、ラグ付き

変数については、モデルを推定する前に新たな変

数、例えばLOGGDPt－nを作る必要はない。その

替わりに推定するモデルにラグの次数をnとする

場合は、LOGGDP（－n）として指定すれば良い。

結果は表６．１に示すとおりである。データは８０

表６．１ ラグのあるモデルの推計

Dependent Variable: LOGCAP

Method: Least Squares

Sample （adjusted）:１９８１：１ １９９６：２

Included observations:６２ after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

LOGLOAN

LOGGDP

LOGGDP（－１）

LOGGDP（－２）

LOGGDP（－３）

LOGGDP（－４）

INVENTADJ（－１）

BOND

TAPC（－１）

５．１８１７２４

０．２８４８４８

０．４８２８７６

０．２３０５７１

０．３０１２６４

０．２４３１５５

－０．２００６０５

０．００２６０９

－０．００２６３１

０．０００６７８

０．２９９５９１

０．０５４２７４

０．１１３７４９

０．０５０７８０

０．０４８３０６

０．０４７１３８

０．１０１３２３

０．０００５１５

０．００４４１０

０．０００３７２

１７．２９６００

５．２４８３３９

４．２４５１０６

４．５４０６２６

６．２３６６０７

５．１５８３５４

－１．９７９８５６

５．０６２３７６

－０．５９６５２７

１．８２２９６８

０．００００

０．００００

０．０００１

０．００００

０．００００

０．００００

０．０５３０

０．００００

０．５５３４

０．０７４１

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．９９７３５４

０．９９６８９６

０．０２０２４１

０．０２１３０５

１５９．２８０２

０．４２７６１２

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

１５．５５０２２

０．３６３３０５

－４．８１５４９０

－４．４７２４０３

２１７７．７２０

０．００００００
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年第一四半期から９６年第二四半期までを用いてい

るが、ラグを４期取っているので、推計は８１年第

一四半期から９６年第二四半期までであることが表

６．１において

Sample（adjusted）:１９８２：１ １９９６：２

と表記されている。

LOGGDPは当期から３期ラグまでは正の効果

を持つが４期ラグ（前年同期）ではマイナスの効

果を持つ。したがってこのケースでは、平均ラグ

を計算する意味は無い。LOGGDPの短期効果は

０．４８（LOGGDPの係数）なのに対して、長期効

果は１．０６（LOGGDPからLOGGDP（－４）まで

の係数和）となる。

AdjR２は０．９９７と極めて高いが、D.W統計量は

０．４２７であり、深刻な系列相関（あるいは定式化

の誤り）があることを示している４）。

この分析期間は円高不況、バブル、バブル崩壊

後の不況期を含む時期である。このことから構造

変化があったことが疑われる。そこで

View／Stability Tests／Recursive Estimates

（OLS only）

を選び、CUSUMテストを行ってみよう（図６．１

参照）。明らかに後半で構造変化が起きているよ

うである。

そこでバブルの崩壊を考えて、サンプルを９０年

第一四半期で前後に分割してみよう。

１１ smpl ８０：１ ９０：１

１２ equation wq６_１１. ls logcap c logloan

４） wq６＿１でc３＋c４＝０の帰無仮説のワルド統計検定量は０．１８６（p値＝０．６６８）であり、帰無仮説は棄却されない。他方で
LOGGDPt－３とLOGGDPt－４がredundant variablesであるという帰無仮説の尤度比検定統計量は２５．８３（０．００００）であり、帰無仮
説は強く棄却されていることを読者は確かめてほしい。

図６．１ ラグのあるモデルの構造変化
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loggdp loggdp（－１） loggdp（－２）

loggdp（－３）loggdp（－４）

inventadj（－１）bond tapc（－１）

１３ smpl ９０：２ ９６：２

１４ equation wq６_１２. ls logcap c logloan

loggdp loggdp（－１） loggdp（－２）

loggdp（－３）loggdp（－４）

inventadj（－１）bond tapc（－１）

１１、１３行でサンプル期間を８０年第一四半期から９０

年第一四半期と９０年第二四半期から９６年第二四半

期にそれぞれ変更している。結果は次のようで

あった。

８１：１―９０：１期

LOGCAPt＝６．５１
（２３．７４）

＋０．４８LOGLOANt
（１０．８６）

＋０．３１LOGGDPt
（３．３６）

＋０．１０LOGGDPt－１
（２．８９）

＋０．２１LOGGDPt－２
（６．９０）

＋０．１３LOGGDPt－３
（４．５０）

－０．１７LOGGDPt－４
（－２．１４）

＋０．００２INVENTADJt－１
（３．４５）

－０．００７BONDt－３E
（－１．８７）

－０５TAPCt－１＋ u^ t
（－０．１２）

AdjR２＝０．９９８ D.W＝１．１９１ Breusch－Godfrey

＝１３．６５５Whiteテスト＝３．２８

９０：２―９６：２期

LOGCAPt＝４．９
（５．３７）

－０．０１LOGLOANt
（－０．２６）

＋０．１６LOGGDPt
（０．８６）

＋０．３６LOGGDPt－１
（６．８０）

＋０．４３LOGGDPt－２
（９．４２）

＋０．３８LOGGDPt－３
（８．０２）

＋０．２８LOGGDPt－４
（１．５１）

＋０．０００１INVENTADJt－１
（０．２２）

－０．０１２BONDt
（－１．９２）

＋０．００２TAPCt－１
（４．２８）

＋ u^ t

AdjR２＝０．９９５D.W＝０．９４Breusch－Godfrey

＝１５．８０７１０．０Whiteテスト＝１．１３

各変数の有意水準をみると、バブルの崩壊前後

でかなり差があることがうかがわれる。モデルの

定式化に問題は残るが、構造変化の問題を考える

と、余り長いラグを取ることは難しいという一つ

の例である。

２．２ 無限のラグを持つモデル

６．１）式はラグの長さが有限であった。これに

対し無限のラグを持つケースが想定されることが

ある。

yt＝a＋b０xt＋b１xt－１＋…＋bkxt－k＋……＋et

６．３）

etは標準的仮定を満たすものとする。

パラメータの数が無限であるから（パラメータ

数＞サンプル数）、６．３）式を直接推計することは

できない。しかしより近い期の方が、より遠い期

よりも影響力は強い場合が多いであろう。たとえ

ば消費に慣性を認めるとしても、１０年前の消費よ

りも去年の消費の方が今年の消費により影響する

であろう。そのとき仮に影響の程度が幾何級数的

に減少するラグ（geometric lag）であれば、次

のように関係を定式化することができる５）。

bk＝bθk ０＜θ＜１ k＝０，１，２，… ６．４）

０＜θ＜１を仮定するのは、収束をはかるため

である。kが増えるほどbkの絶対値は小さくなる。

またθの値が小さいほど、bkの減少のテンポは速

いであろう６）。

それを図示したののが図６．２である。

５） 指数的に減少するラグをコイックラグ（Koyck distributed lag）という。
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６．４）式を６．３）式に代入すると以下のようであ

る。

yt＝a＋bxt＋bθxt－１＋…＋bθkxt－k＋……＋et

６．５）

yt－１を考えると

θyt－１＝θa＋bθxt－１＋bθ２xt－２＋…＋bθkxt－k

＋……＋θet－１ ６．６）

となる。この６．５）式と６．６）式から

yt－θyt－１＝a－θa＋bxt＋et－θet－１

となる。これを書き換え。

yt＝（１－θ）a＋bxt＋θyt－１＋et－θet－１ ６．７）

ここで

a’＝（１－θ）a

ut＝et－θet－１

とする。これにより６．７）式は

yt＝a’＋bxt＋θyt－１＋ut

と変形できる。

これから無限のラグを持つモデルは、ラグつき

内生変数を持つモデルとして表すことができるこ

とが分かる。ただし誤差項は

ut＝et－θet－１

である。これは第５章で取り上げたMA（１）モ

デルであることが理解されよう。つまり元のモデ

ル６．３）式、６．５）式の誤差項etは標準的仮定を充

たしているが、変換された６．７）式の誤差項は系

列相関を持つことになる。

またラグ付き内生変数と誤差項は相関を持つ、

さらにそれは確率変数であるから仮定A．５を充た

していない。その意味でもOLSで推計すれば、そ

の推定量は不偏性や一致性を充たさない。この問

題に対処するには、後述する操作変数法の採用が

考えられる。

２．３ 多項式ラグモデル（polynomial distributed

lag model, Almon lag model）

幾何級数的に減少する無限のラグを持つKoyck

ラグは、一律に減少するθの与え方がad hocであ

る。この制約を緩めると共に６．１）式の推計する

パラメータを減らし、できるだけ多重共線問題を

避けようというのが多項式ラグモデルである。ま

た多項式ラグは、幾何級数的ラグに比べて、より

柔軟なラグの影響を示すことができる。ラグの影

図６．２ 幾何級数的ラグ

６） ６．４）式のように一律に減少するという仮定は、相当ad hocである。これは計算を簡便化するためのもので、理論的根拠がある
というわけではない。
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響は最初は減少しやがて反転することがある（た

とえば為替と国際収支の関係）。このような逆U

字型やU字型等の効果を現すことができる（図６．３

参照）。

このような多項式ラグモデルをAlmon lag

modelということがある。具体的には以下のよう

に定式化される。

yt＝a＋b０xt＋b１xt－１＋…＋bkxt－k＋et ６．８a）

誤差項etは標準的仮定を充たすとする。ここで

bi＝r０＋r１i＋r２i２＋…＋rpip i＝０，１，……，k、

k≧p ６．８b）

多項式ラグモデルでは、ラグの長さ（k）と多

項式の次数（p）を指定する。実際に推定する係

数の数がp＋２（a，r０，r１，……，rp）になるの

で、暗黙にk－p項の制約をラグに与えることに

なる。多項式の次数を１個減らすと制約数は１個

増える。

例えばラグの長さを４、多項式の次数を３と指

定する。なおこれをPDL（４，３）と表記すること

がある。このPDLモデルによって一つの制約を

与えることになる。

たとえばyt＝a＋b０xt＋b１xt－１＋…＋bkxt－k＋etの

PDL（４，３）のケースでは

yt＝a＋r０xt＋（r０＋r１＋r２＋r３）xt－１

＋（r０＋２r１＋２２r２＋２３r３）xt－２

＋（r０＋３r１＋３２r２＋３３r３）xt－３

＋（r０＋４r１＋４２r２＋４３r３）xt－４＋et ６．８c）

となる。これを書き換えると

yt＝a＋r０（xt＋xt－１＋xt－２＋xt－３＋xt－４）

＋r１（xt－１＋２xt－２＋３xt－３＋４xt－４）

＋r２（xt－１＋２２xt－２＋３２xt－３＋４２xt－４）

＋r３（xt－１＋２３xt－２＋３３xt－３＋４３xt－４）＋et

となる。

z１＝xt＋xt－１＋xt－２＋xt－３＋xt－４

z２＝xt－１＋２xt－２＋３xt－３＋４xt－４

z３＝xt－１＋４xt－２＋９xt－３＋１６xt－４

z４＝xt－１＋８xt－２＋２７xt－３＋６４xt－４

と定義すると、これらは全て外から与えられた変

数である（すなわち非確率変数である）から、結

局

yt＝a＋r０z１＋r１z２＋r２z３＋r３z４＋et ６．９）

をOLSで推計すればよいことになる７）。６．９）式の

係数（ri）のOLS推定量を^ riとする。PDL（４，３）

の制約を簡単に検定することができる。制約のな

いモデル（６．８a）式でk＝４）と制約のあるモデ

ル（６．９）式）の残差平方和をそれぞれESSUとESSR

とし、第２章で説明したF検定により検定を行う

ことができる（F検定には２．３５）式を利用すれば

良い）。

元の係数（bi）の推定量はbi＝r０＋r１i＋r２i２＋…

＋rpipを利用して求めてやればよい。

biの推定量を b^iとすると、この例では

b^０＝ r^０

b^１＝ r^０＋ r^１＋ r^２＋ r^３

b^２＝ r^０＋２^r１＋４^r２＋８^r３

b^３＝ r^０＋３^r１＋９^r２＋２７^r３

図６．３ 逆u字（u字）型ラグの例
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b^４＝ r^０＋４^r１＋１６^r２＋６４^r３

から求めればよい。

推計されたパラメータの分散（V（ b^i））は、あ

る確率変数wをk倍したときの分散は

V（kw）＝k２V（w）、

と、複数の確率変数（w１，w２，……，wn）の和

の分散は

V（w１＋w２＋…＋wn）＝V（w１）＋V（w２）＋…

＋V（wn）＋２Cov（w１，w２）

＋２Cov（w１，w３）＋…

＋２Cov（w１，wn）

＋２Cov（w２，w３）＋…

＋２Cov（w２，wn）……

＋２Cov（wn－１，wn）

を用いて、求めることができる。

（ラグの長さ、次数の求め方）

ラグの長さや多項式の次数は先験的には明らか

ではない。その選び方としてR２やR―２によることも

考えられる。それはまた実際しばしば行われてい

る方法である（これも情報量基準によるモデル選

択の一例である）。しかし次数を減らすと制約数

が増えるので、R２が減少することが明らかである

ことに留意する必要がある。

仮にラグの長さが事前に分かっていれば、次数

については、十分高い次数からはじめて（ラグの

長さをkとすると、k－１の次数から等）、F検定

を行うのが一つの方法である。F検定を帰無仮説

が棄却されるまで繰り返すことにより次数を選択

する。しかし各F検定の名目有意水準が５％とし

ても、実際の有意水準は異なるものである。なぜ

ならば前の検定には、第２種の誤りが存在するか

らである。i番目の検定の名目有意水準をriとし、

AndersonやTrivedi and Paganによるとj番目の

検定の実際の有意水準は

１－（１－r１）（１－r２）……（１－rj）

として近似することができる。ここで全てのriが

５％であれば、１番目、２番目、３番目と４番目

の検定の実際の有意水準はそれぞれ５％、９．７５％、

１４．２６％、１８．５５％となる。

この多項式ラグモデルにおいても、単純なラグ

のあるモデルと同じように、構造変化の問題や多

重共線関係問題には留意する必要がある。

Eviewsで多項式ラグモデルの例をみてみよう。

女性労働の雇用率（女性雇用者／女性労働力人口

の％、FEWORKと表記する）をみてみよう。い

ささかad hocであるが、それが第三次産業活動指

数（SANJI）、鉱工業生産指数（IIP）と超勤労働

時間指数（CHOKIN）及び稼働率（KADOU）に

より定まると仮定する。分析期間は９０年１月から

９６年１２月までである。

第三次産業活動指数と鉱工業生産指数の双方に

ついてラグの長さ１２期、多項式の次数２とした

（データは読み込んであるものとする）。

FEWORKt＝a０＋b１＊IIPt＋b２＊IIPt－１＋b３＊IIPt－２

＋b４＊IIPt－３＋b５＊IIPt－４＋b６＊CHOKINt－１

＋b７＊CHOKINt－２＋b８＊KADOUt

＋Σk＝０
１２ ck＊SANJIt－k＋et

を推計するコマンドは次の通りである。なお端

点制約条件は課していない。

equation eqlag. ls fework c iip iip（－１）

iip（－２）iip（－３）iip（－４）chokin（－１）

chokin（－２）kadou pdl（sanji,１２, ２）

PDLで多項式ラグモデルであることを指定す

る。PDL（series名、p、q）でその変数名とラグ

７） 多項式ラグモデルではb－１＝０、あるいはbk＋１＝０の端点制約条件（end point restriction）が課されることがある。前者は影響
が当期から始まりそれ以前に影響はない（near end constraint restricion）ことを仮定し、後者はその期で影響は出尽くし、そ
れ以降の期は影響を持たない（far end constraint restriction）ことを仮定するものである。ただこれは推計するパラメータが
減少するというメリットがある反面、ラグの範囲外の情報を捨てるという問題がある。
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の長さ（p）、多項式の次数（q）を指定する。

結果は表６．２に掲げるとおりである。なお表中

のPDL０１、PDL０２、PDL０３は６．９）式のz１、z２、z３

に対応する。

また表下欄のCoefficientが６．８a）式のb０，b１，

…，bkに対応する。SANJIの短期効果（c０）は－

０．０２５となる（i＝０の係数の値）。

最下欄のSum of Lagsが推計されたラグの効果

の合計で、長期効果を示している。このケースで

は０．２９であるから、第三次産業活動指数の女性雇

用労働力利に対する長期効果は約０．３％とかなり

高いことがうかがわれる。

表６．２ PDLの推計

Dependent Variable: FEWORK

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１９９０：０１ １９９６：０２

Included observations:７４ after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t－Statistic Prob.

C

IIP

IIP（－１）

IIP（－２）

IIP（－３）

IIP（－４）

CHOKIN（－１）

CHOKIN（－２）

KADOU

PDL０１

PDL０２

PDL０３

５１．４２４０５

０．０４５２５２

０．０１３１７４

－０．００４９６５

－０．００４５８４

－０．０２８６１３

－０．０１５３５８

－０．０５１５９７

－０．０４２７７４

０．０５１３８１

０．０００１９８

－０．００２０８７

４．００５０９４

０．０４４２４１

０．０１４２０３

０．０１３８６４

０．０１０６４４

０．０１０５７３

０．０２３５３９

０．０２１８１５

０．０４９１３３

０．００７８５６

０．００２０７０

０．０００５５４

１２．８３９６６

１．０２２８６１

０．９２７５９７

－０．３５８１２０

－０．４３０６４５

－２．７０６３６４

－０．６５２４３７

－２．３６５２００

－０．８７０５９２

６．５４０５４８

０．０９５５５９

－３．７６６５１６

０．００００

０．３１０３

０．３５７２

０．７２１５

０．６６８２

０．００８８

０．５１６５

０．０２１２

０．３８７３

０．００００

０．９２４２

０．０００４

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．９７０００６

０．９６４６８５

０．３６１３５２

８．０９５６８５

－２３．１３０２９

０．８２６５３８

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

７３．９０８５２

１．９２２８６９

０．９４９４６７

１．３２３１００

１８２．２８１４

０．００００００

Lag Distribution of SANJI i Coefficient Std. Error T―Statistic

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

－０．０２４９３

－０．００１７８

０．０１７２０

０．０３２０１

０．０４２６４

０．０４９１０

０．０５１３８

０．０４９４９

０．０４３４３

０．０３３１９

０．０１８７８

０．０００２０

－０．０２２５５

０．０１９４３

０．０１３３０

０．００８７２

０．００６２６

０．００６１２

０．００７０４

０．００７８６

０．００８２０

０．００８１９

０．００８３３

０．００９４６

０．０１２２８

０．０１６８３

－１．２８３２１

－０．１３３５９

１．９７１６１

５．１１１６５

６．９６６７３

６．９７１４５

６．５４０５５

６．０３４６４

５．３０３１７

３．９８７０１

１．９８４８９

０．０１６４０

－１．３４０５０

Sum of Lags ０．２８８１６ ０．０４４３３ ６．５００５８
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なお制約を与えていないモデル（すなわちPDL

（１２，１２）のモデル）のR２は０．９７５６である。制約数

が１０（１２－２）なのでF統計値は１．２０となる。す

なわち、帰無仮説（PDL（１２，２）モデル）を採択

する。

なお端点制約を加える場合には、PDL（series

名、p、q、１）とすればb－１＝０の制約、２とす

ればbp＋１＝０の制約、３とすればb－１＝０かつbp＋１

＝０の制約となる。

３ 部分調整モデル

ラグを持つモデルで、よく使われるものに部分

調整モデル（partial adjustment model）がある。

これは動学モデルの単純な例である。

在庫調整や雇用量の調整を考える。企業にとり

各期毎に最適な在庫量を達成することは、販売店

との関係や保管施設の関係で必ずしも可能でない

場合がある。雇用量の調整も解雇のコストや新規

採用の準備を考えれば瞬時には行えないであろう。

あるいは銀行貸し出しも毎期完全に調整が行われ

るよりは、貸出契約の長期性を考えれば、漸次調

整が進む場合もあるであろう。このように現実の

動きは、最適な水準への調整だと考えられるケー

スがある。

そこでt期における最適な水準をy＊tとしよう。

ytがt期に実際に達成された水準であるとする。

以下のような関係を想定する。

yt－yt－１＝β（y＊t－yt－１） ０＜β＜１ ６．１０）

ここでβは調整速度（adjustment speed）で、

βの割合だけ最適レベルへの調整が行われること

を示している８）。最適水準が

y＊t＝a＋bxt＋et ６．１１）

で与えられるものととしよう。なお誤差項etは標

準的仮定を充たすものとする。

６．１１）式自体は最適水準のy＊tが観察不能であ

るから、直接推計することはできない。しかし

６．１１）式を６．１０）式に代入すると

yt－yt－１＝β（y＊t－yt－１）＝β（a＋bxt＋et－yt－１）

＝βa＋βbxt－βyt－１＋βet

となる。これをytについて整理すると

yt＝βa＋βbxt＋（１－β）yt－１＋βet

＝a′＋b１′xt＋b２′yt－１＋e′t ６．１２）

a′＝βa,b１′＝βb,b２′＝１－β，e′t＝βet

となる。

この部分調整モデルはラグ付き内生変数を含む。

しかし無限のラグを持つモデルを変形した６．７）

式とは異なり、その誤差項はet－１の項を含まない

し、またyt－１とも相関しない。そのためOLSで一

致推定量を得ることができる。

このとき、短期の効果はb１′、長期の効果はb１′

／（１－b２′）によって与えられる。

この部分調整モデルをEviewsでみてみよう。

前に民間分門の資本形成分析で利用したデータ

をここでも利用する。銀行の貸出残高の対数

（LOGLOAN）が前期の貸出残高の対数と、国

債利率（BOND）、コールレート（CALL２、約

定貸出金利を用いることが妥当であるが、便宜

コールレートを用いる）、生産営業水準（TAPC）

と季節調整済み操業水準（OPEADJ）に依存す

るとしよう。

LOGLOANt＝a０＋a１＊BONDt＋a２＊CALL２t

＋b１＊LOGLOANt－１＋c１＊TAPCt

＋c２＊OPEADJt＋ut

を推計するコマンドは次の通りである。なおここ

での推計期間は８５年第三四半期から９６年第二四半

期までである（データは読み込んであるものとす

る）。

equation eq６lag. ls logloan c bond call２

８） β＝１であればyt＝y＊tなので直ちに完全に調整が行われるし、β＝０であればyt＝yt－１なので調整は全く進まないことになる。
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logloan（－１） tapc opeadj

結果は表６．３に示すとおりである。ラグ付き内

生変数を含むので、D.W統計量に意味はない（第

５章参照）。そこでBreush―GodfreyのLMテスト

を行ってみよう。

View／Residual Tests／Serial Correlation LM

Test

を選び、四半期データであるからラグを４期とす

る。そのLM検定量は１．６７（p値＝０．７９６）であっ

た。系列相関の問題はないようである。logloan

（－１）の係数の値から調整速度は０．１８（＝１－

０．８１６）であり、貸出市場の調整は緩やかである

ことがうかがわれる。各変数の長期効果を読者は

計算されるとよい（パラメータ／（１－０．８１６）で

計算される）。

部分調整型モデルのポイントはラグ付き内生変

数と誤差項に相関がないということである。上記

のLM検定より系列相関はないので、この条件が

満たされている。OLS推定は一致性を持つことは

前述の通りである。

４ 期待のモデル

我々は様々な期待を形成し、その期待に基づい

て行動する。期待形成の代表的なものとして、適

応的期待形成モデル（adaptive expectations

model）と合理的期待形成モデル（rational expec-

tations model）とが上げられる。この期待の形

成は計量の観点からは、ラグのあるモデルと密接

な関係に立つ。

４．１ 適応的期待形成

我々の消費は期待所得に依存することがある。

住宅投資も期待貸出金利によって変動することが

ある。次のようなモデルを考える。

yt＝a＋bx＊t＋et ６．１３）

x＊tは、現実に観察されるxtの期待値（予想）

である９）。期待所得や期待貸出金利に該当するも

のである。それを直接観察することはできない。

このとき適応的期待は次のようの形成されると仮

定する。

x＊t－x＊t－１＝θ（xt－x＊t－１） ０＜θ＜１ ６．１４）

表６．３ 部分調整モデルの推計

Dependent Variable: LOGLOAN

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１９８５：３ １９９６：２

Included observations:４４after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C

BOND

CALL１

LOGLOAN（－１）

TAPC

OPEADJ

２．７４９３５７

０．０３１１１０

－０．０１４５９４

０．８１５５９２

－０．００３７０８

－０．００９３６６

０．７６０６２１

０．０１４２３８

０．００７７８９

０．０４９４４８

０．００１３３２

０．００２８２２

３．６１４６２２

２．１８５０４６

－１．８７３５１３

１６．４９４０５

－２．７８３７６９

－３．３１９１８９

０．０００９

０．０３５１

０．０６８７

０．００００

０．００８３

０．００２０

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin―Watson stat

０．９９０１６６

０．９８８８７２

０．０２５８１６

０．０２５３２６

１０１．６８９５

２．２７５０９２

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F―statistic

Prob（F―statistic）

１０．４９０３６

０．２４４７２７

－４．３４９５２３

－４．１０６２２５

７６５．２２９６

０．００００００
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今期の期待x＊tは実際のxtと前期の期待x＊t－１に

基づいて形成されると考えるのである。そうして

その期待は各期毎に、当期のxtと過去の期待を利

用して修正が繰り返されると考える。

６．１４）式を書き換えると

x＊t＝θxt＋（１－θ）x＊t－１ ６．１５）

となる。当期の期待は、当期の実際の値と前期の

期待のウエイトで表されることが６．１５）式から分

かる。６．１５）式は第５章で説明したAR（１）モ

デルのようである。θ＝１であればx＊t＝xtであ

り完全に調整が行われ、θ＝０であればx＊t＝

x＊t－１であるから全く調整は行われないというこ

とになる。ここでは０＜θ＜１を仮定する。

６．１５）式をt－１期やt－２期について書くと

（１－θ）x＊t－１＝θ（１－θ）xt－１＋（１－θ）２x＊t－２

（１－θ）２x＊t－２＝θ（１－θ）２xt－２＋（１－θ）３x＊t－２

となる。これを各期繰り返しまとめると

x＊t＝θ｛xt＋（１－θ）xt－１＋（１－θ）２xt－２

＋（１－θ）３xt－３＋……｝

＝θΣt＝０（１－θ）kxt－k ６．１６）

となる。そうすると６．１６）式は無限のラグを持つ

モデルとして現されることが分かる。この６．１６）

式を６．１３）式に代入すると

yt＝a＋bθΣt＝０（１－θ）kxt－k＋et ６．１７）

となる。これは６．７）式の展開から明らかなよう

に

yt＝a′＋b′xt＋c′yt－１＋ut ６．１８）

a′＝aθ，b′＝bθ，c′＝（１－θ），

ut＝et－（１－θ）et－１

と書き替えることができる。６．１８）式の被説明変

数と説明変数は全て観察可能であるから、これを

推計することはできる。

ただし誤差項はut＝et－（１－θ）etであり、MA

（１）である。またyt－１はet－１を含むので誤差項utと

相関する。したがってOLSで推計すると一致性も

不偏性もないことになる。

６．１８）式は部分調整モデルの６．１２）式と当期の

説明変数xtとラグ付き内生変数yt－１を含むので一

見同じ表現であるが、誤差項の仮定に決定的な違

いがある（部分調整モデルではラグ付き内生変数

と誤差項に相関はない）ことに留意する必要があ

る。したがってモデルの定式化において、それが

部分調整モデルに基づくものなのか、適応的期待

形成によるものなのかを常に明らかにしておく必

要がある。

４．２ 合理的期待形成モデル

金融引き締めから金融緩和、あるいは減税から

増税へと政策が転換されると、人々の期待形成も

変わるであろう１０）。適応的期待形成では当期の期

待形成は前期の変数と一定の関係を持つので、こ

のような変化を取り込むことはできない。

またある変数（たとえばGDPや消費者物価、

あるいは衰退産業の出荷額）が上昇（下降）傾向

を持つことも多いであろう。そのとき人々はその

上昇（下降）傾向を考えて期待を形成するであろ

う。そうでなければ人々はシステマチィツクに予

想を間違えることになるからである。

このような問題を取り上げたものが、合理的期

待形成モデルである。合理的期待形成モデルの

エッセンスは、家計や企業などの経済主体は経済

構造（モデル）を知悉しており、その期待形成の

段階で利用可能なあらゆる情報を用いるというと

ころにある。以下のような例を考える。ある変数

xが具体的には次のように定まると企業や家計が

考えているとする。

９） 数学的期待値ではないことに留意してほしい。
１０） 政策レージムが変更すれば、人々もそれに応じて期待を修正し行動を変えるはずである。それを考慮しないのは経済主体が事

情変更を考慮しないということになる。その点で不合理な選択となる。これはLucas批判として知られる問題である。
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xt＝b０＋b１xt－１＋b２zt－１＋et ６．１９）

ここでzはxに影響する変数である。etは誤差項で

ある。

E（et）＝０である。そうでなければ期待の形成

は間違うことになる。

６．１９）式の期待値をとると

Et－１（xt）＝b０＋b１xt－１＋b２zt－１ ６．２０）

となる。Et－１（xt）はt－１期の段階で形成される

xtの期待値である。t－１期の段階であるから、

人々はt期の情報（つまりxtやzt）を利用すること

はできず、利用できるのはt－１期の情報である

xt－１とzt－１である。６．１９）式と６．２０）式から

xt－Et－１（xt）＝et ６．２１）

を得ることができる。ここでE（et）＝０であるか

ら、６．２１）式は予測誤差がゼロであることを意味

することになる。

またetはxt－１やzt－１とは相関を持たない。仮にet

とxt－１やzt－１が相関を持てば、企業や家計などの経

済主体は、利用可能な全ての情報を利用していな

いことになるからである１１）。

また実際のxtとその期待値をx＊tとすると、

xt＝x＊t＋ut

から、仮定によりCov（x＊t，ut）＝０を用いるとV

（xt）＝V（x＊t）＋V（ut）であるので、

V（xt）≧V（x＊t）

となる。また

xt＝x＊t＋utからx＊t＝xt－utとなる。これを６．１３）

式に代入すると

yt＝a＋b（xt－ut）＋et＝a＋bxt＋（et－but）

６．２２）

となる。Cov（xt,ut）＝Cov（x＊t＋ut，ut）＝Cov（x＊t，

ut）＋V（ut）＝V（ut）≠０より誤差項と説明変数は

相関を持つのでOLSで推計することはできない。

言い換えれば合理的期待形成モデルでは現実の値

xtを用いて推計すると、その推定量は一致性も不

偏性も持たないことになる。

６．２２）式の一致推定量を得るためにOLS以外の

推定量を利用する必要がある。推定方法としては

操作変数法や二段階最小自乗法によることになる。

５ 操作変数法

５．１ どういうときに用いるか

yt＝a＋bxt＋etのOLSに関し以下の標準的な仮

定をおいてきた。

A．１ 誤差項の期待値はゼロである。

E（et）＝０ for all t

A．２ 誤差項の分散は一定である。

V（et）＝σ２ for all t

A．３ 誤差項に系列相関はない。

Cov（et,es）＝E（etes）＝０ for all t≠s

A．４ 誤差項は正規分布に従う。

A．５ 説明変数はある一定の値をとる非確率変数

である。

A．５は言い換えれば、説明変数は誤差項と相関

をしないということである。しかし、幾何級数的

なラグのあるモデルや期待形成のモデルでは仮定

A．５を充たさず、そのために説明変数と誤差項が

相関を持つ

Cov（xt，et）＝ρxe≠０

こととなったことは説明してきたとおりである。

このようなケースの他に、被説明変数あるいは

説明変数が観測上の誤差（measurement errors,

errors of measurement）を持つために、それら

が誤差項と相関を持つ場合がある。たとえば我々

は毎月の消費や所得は観察できるが、恒常消費や

恒常所得は知ることができない。そうするとそれ

１１） 利用可能な情報の集合に基づく期待を、この場合x＊t ＝E（xt｜It－１）と書くことがある。合理的期待形成で経済構造を知悉する
とは、含まれるべきIt－１の変数のみならず、そのパラメータも経済主体は知っており、従ってその数学的期待値も知っている
ことを意味している。
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は観察されない恒常消費や恒常所得をy＊t、x＊tと

すると、恒常所得仮説に基づく消費関数は

y＊t＝＝a＋bx＊t＋et

となる。観察される毎月の所得、消費をyt、xtと

すると

yt＝y＊t＋vt

xt＝x＊t＋wt

となる。vtとwtが観察される消費（所得）と恒常

消費（恒常所得）との誤差である。なおvtとwtは

標準的仮定を充たすものとする。そうすると上記

の消費関数は

yt－vt＝a＋b（xt－wt）＋et

となる。なおetは標準的仮定を充たすものとする。

vt、wt、etは互いに独立とする。

上式を書き直すと

yt＝a＋bxt＋vt－bwt＋et ６．２３）

となる。６．２３）式の誤差項はvt－bwt＋etである。

vt≠０かつwt＝０（すなわち被説明変数に観測

上の誤差はあるが、説明変数に観測上の誤差はな

いケース）であれば、誤差項はet－vtとなるので、

説明変数とは相関しないのでOLSの推定に一致性

の問題はない。

ただし、分散は

V（et＋vt）＝V（et）＋V（vt）＝σ２e＋σ２v

となるので、y＊tを利用するケースと比較すると

６．２３）をOLSで推定すれば有効性は損なわれる。

これに対し、wt≠０かつvt＝０（被説明変数に

観測上の誤差はないが、説明変数に観測上の誤差

がある場合）は誤差項と説明変数に相関が生じ

る１２）。

Cov（xt，－bwt＋et）＝－bV（et）＝－bσ２e ６．２４）

となり、推計にバイアスがかかることになる。

６．２３）式のOLS推定量も一致性を持たない。した

がってOLSを用いることができなくなる。

このような問題に対応する一つの方法が操作変

数法（instrumental variables method, Ⅳ）であ

る。

５．２ Ⅳ法による推定

Ⅳ法では次のような条件を満たす操作変数（in-

strumental variables）を考える。

�１ 誤差項とは相関しない。

�２ 説明変数とは相関する。

�３ 複数の操作変数を利用する場合、それらは

完全な線形従属関係ではない。これを考えてみる。

操作変数をztとする。モデルが以下のようであっ

たとする（簡単化のために説明変数は１個とする）。

yt＝a＋bxt＋ut ６．２５）

Cov（xt，ut）＝ρxu≠０

説明変数と誤差項は相関を持つと仮定する。操

作変数ztがutと相関を持たない等の条件は、サン

プル数が十分大きくなる確率極限の意味において

以下のように定義される。

plim
Σ（zt－z―）（ut－u―）

n
＝Cov（zt，ut）＝σzu＝０

６．２６）

plim
Σ（zt－z―）（xt－x）

n
＝Cov（zt，xt）＝σzx≠０

６．２７）

plim
Σ（zt－z―）（zt－z―）

n
＝Cov（zt，zt）＝σzz＞０

６．２８）

OLSの正規方程式は

n^ a＋Σ^ bxt＝Σyt

Σ^ axt＋Σ^ bxt２＝Σxtyt

で与えられた（第１章参照）。この正規方程式の

第２式において、xtに替えてztを乗じると

Σ‾azt＋Σ‾bztxt＝Σztyt

を得る。これを利用するとbとaのⅣ推定量（‾bと

‾a）は

‾b＝
Σ（zt－z―）（yt－y）
Σ（zt－z―）（xt－x）

６．２９）
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‾a＝y‾－b‾ ‾x ６．３０）

となる。

６．２９）式は

b‾＝
Σ（zt－z―）（yt－y）
Σ（zt－z―）（xt－x）

＝
Σ（zt－z―）｛b（xt－x）＋（ut－u―）｝

Σ（zt－z―）（xt－x）

＝b＋
Σ（zt－z―）（ut－u―）
Σ（zt－z―）（xt－x）

plimb‾＝
plimΣ（zt－z―）（ut－u―）／n
plimΣ（zt－z―）（xt－x）／n

＝b＋
σzu

σzx

＝b ６．３１）

となり、Ⅳによる推定量は一致推定量であること

が分かる。同様に

plim‾a＝a ６．３２）

となり、‾aも一致推定量である。ただし期待値に

ついてみると

E（‾b）＝b＋E｛Σ（zt－z―）（ut－u―）Σ（zt－z―）

（xt－x）｝ ６．３３）

であるから、６．３２）式の右辺第２項が０とならな

い限り、‾bは不偏推定量とはならない。

５．３ 操作変数の選択

説明変数とは相関を持つが、元の式の誤差項と

は相関しない変数をどうやって選ぶかが、操作変

数法の課題となる。もちろんそのような変数は複

数あり得る。いかなるモデルであれ理論的に具体

的な操作変数が事前に定まっていることはないで

あろう。推定量の分散はより小さい方が望ましい。

‾bの分散s２bは

s２b＝
σ^２Σ（zt－z―）（zt－z―）
（Σ（zt－z―）（xt－x））２

６．３４）

ここでσ^２＝
（yt－‾a－‾bxt）２

n－２

で与えられる。分散をより小さいくするためには、

６．３４）式から操作変数は元の説明変数xtと相関の

より高いものが望ましい。したがって時系列デー

タの場合誤差項に系列相関がない場合はxtのラグ

変数が選ばれることが多い。

ただ６．３１）、６．３４）式から明らかなように、操

作変数の選択により推計値やその分散は異なって

くる。この点で操作変数法による場合は、推計結

果の安定性には留意する必要がある。

操作変数の数については、モデルの説明変数の

数がk個、そのうちg個が誤差項と相関を持って

いれば（g≦k）、g個選択する。

５．４ Eviewsによる推計例

賃金と失業率の関係では、フィリップス曲線

（Phillips Curve）がよく知られている。これを

Eviewsでみてみよう。賃金上昇率を賃金指数（現

金給与総額）の対前年同月変化率（％，wagehen

と表記）で捉えてみる。これに失業率（％）の逆

数（invun）と期待インフレ率の代理変数として

消費者物価の上昇率（infra）を用いる。これに

トレンドを加えて回帰してみる。

１ workfile a: phi. txt m ７８：０１ ９６：０５

２ read a: unemp. txt month nonagri unemp

cpi wpi

’失業率の逆数を作る

３ series invun＝１／unemp

’名目賃金の対前年同期比％を作る

４ series wagehen＝（（wage－wage（－１２））／

wage（－１２））＊１００

’消費者物価の対前年同期比％を作る

５ series infra＝（（cpi－cpi（－１２））

１２） これは合理的期待形成モデル（６．２２）式）の問題と全く同一である。
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／cpi（－１２））＊１００

’非農業部門雇用者の対数値を作る

６ series lnonag＝log（nonagri）

’８０年１月をゼロとするタイムトレンドを作

る

７ series trend＝＠trend（８０：０１）

８ smpl ８０：０１ ９６：０２

’操作変数法の推計，操作変数は定数項，

’失業率の逆数の１期，２期ラグ，インフレ率

の１期，２期ラグ

’非農業部門雇用者対数値の１期，２期ラグと

する。

９ equation kitail. tsls wagehen c invun infra

（１）@ c invun（－１）invun（－２）

infra（－１）infra（－２）lnonag（－１）

lnonag（－２）

’操作変数法の推計，操作変数は定数項，

’失業率の逆数の１～３期ラグ，インフレ率

の１～３期ラグ

’非農業部門雇用者対数値の１～３期ラグと

する。

１０ equation kitail. tsls wagehen c invun infra

（１）@c invun（－１）invun（－２）

invun（－３）infra（－１）infra（－２）

infra（－３）lnonag（－１）lnonag（－２）

lnonag（－３）

変数の作り方で，賃金と消費者物価については

対前年同期との差をとり，それを対前年同期の値

で除して変化率を作っている。

Eviewsでは＠trend（n）とすることで，n期をゼ

ロとし，その後各期毎に１増加するタイムトレン

ドを作成することができる。

kitail. tslsが操作変数法と二段階最小二乗法

（２SLS）を実行するコマンドである。方程式の

名前をここではkitailとしている。＠が以下用い

る操作変数を指定するコマンドである。ここでは

＠c invun（－１）invun（－２）infra（－１）

infra（－２）inonag（－１）inonag（－２）として

指定している。

すなわちⅣ法は以下のように行われる。

equation方程式の名前tsls 被説明変数 定数

項 説明変数 ＠操作変数

なお，操作変数には定数項が自動的に含まれる。

またメニュー形式では

Quick／Estimation Equation

を選び，次にMethodからTSLSを指定する。

そうすると

Dependent variable followed by regressors…

Instrument list

という２つのダイアログがでてくる。それぞれ

の欄に推計式と操作変数を指定する事でも実行で

きる１３）。

結果は表６．４と６．５に示すとおりである。表の

上欄に操作変数のリスト（Instrument list）が示

されている。なお表にあるt値，p値等の統計量は

漸近的な値であることに留意する必要がある。ま

たOLSと異なり，対数尤度やAIC，SICはEviews

では報告されない。

ここでは失業率の逆数は，符号は正であるが統

計的に有意な結果は得られていない。インフレ率

の値は約０．４１から０．４２とかなり低いものとなって

いる。タイムトレンドはマイナスであり，長期的

な賃金の上昇率の低下傾向をうかがわせるものと

なっている。

なおこのケースでは，操作変数の選択で結果は

大きく変わっていないが，これは一般的には必ず

しも当てはまらないことに留意する必要があるこ

とは前述の通りである。

１３） Ⅳ法にも，OLSの場合と同様に，様々なオプションがある。これについては２SLSの説明の際併せて行う。
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表６．４ 操作変数法の推計�１
Dependent Variable: WAGEHEN

Method: Two―Stage Least Squares

Sample（adjusted）:１９８０：０１ １９９６：０１

Included observations:１９３after adjusting endpoints

Instrument list: C INVUN（－１） INVUN（－２） INFRA（－１） INFRA（－２） LNONAG（－１） LNONAG

（－２） TREND

Variable Coefficient Std. Error t－Statistic Prob.

C

INVUN

INFRA（１）

TREND

２．４３２６９５

１．１１１０１５

０．４７４７６６

－０．００６４９２

１．２０６８８９

３．６４９９７４

０．１２７４５４

０．００２７６９

２．０１５６７４

０．３０４３９０

３．７２５００４

－２．３４４９５９

０．０４５３

０．７６１２

０．０００３

０．０２０１

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

F―statistic

Prob（F―statistic）

０．３７８２６１

０．３６８３９２

１．５１１６６６

４０．４７５５１

０．００００００

Mean dependent var

S.D. dependent var

Sum squared resid

Durbin―Watson stat

３．２８６５２５

１．９０２０９５

４３１．８９０６

１．９２３０１９

表６．５ 操作変数法の推計�２
Dependent Variable: WAGEHEN

Method: Two―Stage Least Squares

Sample（adjusted）:１９８０：０１ １９９６：０１

Included observations:１９３after adjusting endpoints

Instrument list: C INVUN（－１） INVUN（－２） INVUN（－３） INFRA（－１） INFRA（－２） INFRA（－

３） LNONAG（－１） LNONAG（－２） LNONAG（－３）

Variable Coefficient Std. Error t－Statistic Prob.

C

INVUN

INFRA（１）

TREND

２．０６３６９１

２．７０６６６９

０．４１０４９２

－０．００７９８６

１．１９６９３０

３．６３６８６８

０．１２８０９２

０．００２７９５

１．７２４１５４

０．７４４２３１

３．２０４６６９

－２．８５７１７２

０．０８６３

０．４５７７

０．００１６

０．００４８

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

F―statistic

Prob（F―statistic）

０．３８４１２２

０．３７４３４６

１．５０４５２５

４１．６３３０４

０．００００００

Mean dependent var

S.D. dependent var

Sum squared resid

Durbin―Watson stat

３．２８６５２５

１．９０２０９５

４２７．８１９３

１．９２８１１３
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１ 刊行物等の発行

�１ 調査研究報告書の発行

「金融システム不安対策に関する調査研究報告書」（７月）

「中期的経済見通しに関する調査研究」（７月）

「アジア諸国の金融・経済情勢に関する調査研究報告書」（７月）

「郵便利用の地域特性に関する調査研究報告書」（８月）

「テレビ電話による地域情報化に関する調査研究報告書」（８月）

「有線テレビジョン放送事業者の経営状況に関する調査報告書」（８月）

「定量的方法による通話トラフィックの特性分析に関する調査報告書」（８月）

「知的資産管理の現状と今後の展望に関する調査研究報告書」（８月）

「インターネット上のコミュニケーションに関する調査研究報告書」（８月）

「高度情報通信社会に対応したデジタルコンテンツ流通の在り方に関する調査報告書」（８月）

「知的障害者・要介護高齢者に優しい情報通信の在り方に関する調査研究報告書」（８月）

「郵便の区分・輸送ネットワークに関する調査研究報告書（中間報告書）」（８月）

「窓口端末、自動引受機等の操作の省力化に関する調査研究報告書」（８月）

「電気通信技術の郵便への応用に関する調査研究報告書」（８月）

「二次元バーコード技術の導入による郵便処理の効率化に関する調査研究報告書」（８月）

�２ 金融・経済解説紙等の発行

「NEWS BRIEF（経済指標解説）」（随時発行）

「IPTPトピックス（金融経済解説）」（適宜発行）

「WEEKLY MARKET SCOPE（週単位の経済・金融動向見通し）」（毎週月曜日発行）

「MONTHLY MARKET SCOPE（月単位の経済・金融動向見通し）」（毎月下旬発行）

２ 広報活動

�１ P―sat放映

「月例経済・金融概観の解説」（７月・８月）

「郵便物と機械処理の適合性に関する調査研究」（７月）

「平成１１・１２年度経済・金融見通し」（８月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「ペイオフについて」 かんぽ資金（７月号）

「３月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（７月号）

「ネット時代の金融業」 日経金融新聞（金融フォーラム）（７月７日）

「郵便貯金の奨励周知」 郵政（７月号）

「企業分割」 かんぽ資金（８月号）

郵政研究所通信
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「４月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（８月号）

「世界の「二十世紀シリーズ」切手」 郵政（８月号）

３ 学会・大学・講演会等での発表

「原子力発電所建設と地方財政」 公共選択学会（７月３日）

「努力は報われるか：パソコンと賃金、教育の関係」 統計研究会（７月２日）

「情報通信技術のクロスライセンスに関する経済分析」 学習院大学経済経営研究所セミナー

（７月１５日）

「努力は報われるか：パソコンと賃金、教育の関係」 統計研究会コンファレンス（８月２５日～２７日）

「郵便事業の動向等」 中央郵政研修所（８月２４、２７、３１日）

「最近の金融経済情勢」 中国郵政研修所郵貯FA実践訓練講義（８月１７日）

４ ていぱーくの特別展

「マルチメディア・フェスタ」NTT特別展 （９月４日（土）～１０月３日（日））

１４５ 郵政研究所月報 １９９９．９



編集後記

郵政研究所では例年６月から７月にかけてが人事異動期で、７月、８月のこの時期は、

新体制で心機一転、新しい研究にと意気込みだけは満ち溢れているのですが、しかし、

今年の夏はとにかく暑かった……。

当号が出版される頃には日差しも和らぎ、仕事のはかどる秋、読書の秋、そして食欲

の秋をむかえ、研究もはかどっていることと思います。

今月号は、「平成１１・１２年度経済・金融見通し」、「平成１１年版通信白書特集」と特集

が２件もあり、内容盛り沢山です。「平成１１年版通信白書特集」については、２名の先

生から通信白書を読んでのコメントを頂きましたが、厳しくも暖かいご意見・ご感想を

ありがとうございました。

読者の皆様からもご意見・ご感想を募集しております。詳細については「郵政研究所

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

（外薗）

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９号 通巻１３２号
１９９９年８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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情報通信とバブル 中村 泰三

金融市場が注目する経済指標について� 宅森 昭吉

平成１１・１２年度経済・金融見通し 浅野 文昭

平成１１年版通信白書の概要について 郵政大臣官房企画課

生活者のインターネット利用像について 橋元 良明

平成１１年版通信白書：インターネット特集について

小川 進

高齢者の退職行動�：給与所得と退職要件 西川 雅史

知的障害者・要介護高齢者の情報通信の利用動向

進藤 文夫

１３２

郵政省 郵政研究所
Institute for

Posts and Telecommunications Policy
Ministry of

Posts and Telecommunications №１３２
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