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ていぱーく所蔵資料紹介⑧

創業期の貯金通帳

明治８年５月２日より東京の１２局と横浜の１局で郵便貯金の取扱いが開始され

ました。この制度は同年１月に開始された郵便為替と同様に、前島密が英国出張

中に得た知識を生かして創設されたものです。

当時は、まだ宵越しの金は持たぬといった風潮が残っている頃であり、そのた

め貯蓄を奨励するための周知活動を行わなければなりませんでした。

最初の広告と言える貯金創業時の公告は「人民をしてよく節倹の風を興し、余

金あらばこれを貯蓄し、其の健時壮時に在りて凍餒（凍え飢える）の難を防ぎ」

といった内容になっています。前島密は自ら筆をとり「貯金預法諭告の大意」

「貯金預所要旨」等の周知・啓蒙文書を作ってその必要性、有利性を宣伝しました。

創業時には単に「貯金」と呼ばれ、この写真のように貯金通帳には「貯金預渡

通帳」と表記されていました。「郵便貯金」という言葉が現れるのは明治２０年か

らで、「郵便貯金通帳」の名称の使用は明治２２年刊行の通帳が最初かと思われます。
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朝夕の通勤電車の混みようは今日でも相当なものである。うっかりしていると溢れ

て乗り遅れてしまうことさえある。目の前のドアをしっかり見据えて、タイミングよ

く自分を押し込む、それでも車内からかなりの抵抗に出合うことがある。このような

時、よく次のようなアナウンスがある。

「本日、電車大変込み合っております。前後の空いているドアからお乗り下さい。」

云われて前後のドアに目をやり、そこが空いていれば移動する。当然のことである。

もし前後のドアに目をやらなければ遮二無二目前のドアにだけ集中することになるで

あろう。

他から情報を集めることで私達は思考の領域を広げることができる。それが習慣に

なればより広い領域の行動をルール化してシステムとする。このようにして情報の力

をえてシステムは成長していく。

かつて日本は生産システムの高度化を熱心に進めてきた。それが成熟化してきたと

き、図らずも情報化の進展により周辺の、つまり調達や物的流通、使用支援、廃棄／

回収といったシステムから様々な情報を獲得することができるようになってきた。す

ると全体を視野におさめてシステム化すべきだという方向へとシステムが成長を始め

る。地球環境が悪化しつつあるという情報が入れば、それを考慮に入れて行動をとる

ようシステム化が進む。

ビジネスロジスティクスとは調達から生産、物的流通、使用支援、廃棄／回収にい

たる物の流れ全体を視野に入れてのシステム化努力である。それは伝統的な企業とい

う枠を越えて波のように具体化しつつある。

書籍が出版社で作られ、取次店を通して書店に配本されるという流れ全体について、

書店の売り上げ情報をPOSで取次店、出版社が共有化し、返本を最少に押えながら、

短いリードタイムで注文に応えていくシステム構築が動いている。しかし、ロジス

ティクスはさらに従来の企業という制約を越えて進む。インターネットによる本の注

実践に入ったロジスティクス

早稲田大学アジア太平洋研究センター教授（郵政研究所特別研究官） 高橋 輝男

巻 頭 言
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文と宅配便による配本。衛星を利用した電子書籍の可能性、絶版の書籍を追加製作す

るシステムなど新しい情報提供業を目指した試みがあり、取次とか書店とう制約を越

えて実験が次々と進んでいる。

日用雑貨品、食品の世界も動いている。メーカで準備された製品を従来はメーカや

卸が店舗にメーカごとベンダーごとに納入していた。しかし、これでは受け入れる方

がたまらない。何度もメーカの配達車が到着するごとに立ち会わなければならないか

らである。そこで途中にセンターを設けて、メーカごとの製品をカテゴリーごと店舗

別に集約して配達しようということになった。この仕事は輸送業が担当したり、卸売

業や変身したメーカが担当したりする。ロジスティクスの貴重なキーワード“共同化

の実現”としての一括物流である。

小規模な小さな生産システムの開発がビールやパンの製造で進み、流通の中に生産

システムが融け込み、流通と生産の区別が難かしくなり、統合化が進んでいる。統合

化とは単に結びつくというだけではなく、旧いシステムの枠組みが消えて境界が区別

し難くなる状態をいう。

ビジネスロジスティクスにからんで公共のパブリックロジスティクスがある。これ

も部分最適から全体最適を狙って視野を広げていくことになる。一貫バレチゼーショ

ン計画、港湾や郵便システムの開発もここに含まれる。

以上はビジネスの場合はもちろん物の流れを軸に計画を進めるロジスティクスであ

るが、最近、人が入力されて快適に目的を達成した人がアウトプットされるシステム

が注目されてきた。レストランやホテル、旅行、教育などのシステムである。これら

はサービスロジスティクスと位置づけられる。郵政に関連する様々なシステムにおい

ても、従来の物を扱うビジネスロジスティクスという場にサービスロジスティクスの

方法を持ち込む工夫がこれからは重視されるようになると思われる。

３ 郵政研究所月報 １９９９．１１



［要約］

１ 郵便局の配置に当たっては、公共の施設として利用者への「公平性」を満たすととも

に、事業を行っていく上での「効率性」を達成することが必要となる。本稿は、郵便局

の設置を行政施設の最適配置問題として捉え、「公平性」という面から、利用者の郵便

局への平均アクセス距離が短縮され、アクセス距離の地域格差が緩和されるような配置

方法を研究したものである。

２ 具体的には、横浜市内の郵便局を対象として、横浜市メッシュデータを使用した数理

計画モデル分析を実施し、その結果と現状の郵便局配置との比較を行った。

３ 結果の概要は次のとおりである。

�１ 郵便局の設置特性と横浜市における局立地状況

郵便局までの平均距離は、全国平均で１．１kmと最も身近な公的機関であるが、横浜

市内において平均アクセス距離をユークリッド距離を利用して求めると４９１mとなる。

地域的特性から比較すると、事業所が集中している地域ではこれよりもアクセス距離

が短く、住宅地域では長くなっている。

�２ 普通局最適配置モデル

横浜市内の集配普通局（１８局）への平均アクセス距離は現状では１．９４kmである。

この平均アクセス距離が最短となるように１８局を配置すると、最も改善されたケース

では約７．２％短縮できる。

�３ 特定局最適配置モデル

横浜市西区及び瀬谷区を対象にして普通局と同様なモデル分析を行うと、平均アク

セス距離は、現状と比較して西区で３６．４％、瀬谷区で１８．７％それぞれ短縮できる。

４ 上記モデル分析の結果より、基本的な数理モデルの構造を決定することが可能となっ

たが、今回の分析では、郵便局の諸機能のうち窓口機能に着目し、局施設配置問題を対

象とする場合に考えられる郵便局配置システムの構成要素のうちの一つである「公平性」

を評価基準として採用している。したがって、今後モデルの改良、改善を考慮するに当

たっては、システム自体を多方面から綿密に検討する作業が必要となってくる。例えば

調査・研究

郵便局の置局配置に関する調査研究

郵政研究所客員研究官（政策研究大学院大学教授） 大山 達雄
郵政研究所第一経営経済研究部主任研究官 田村 浩之

郵政研究所第一経営経済研究部研究官 佐野 貴子

４郵政研究所月報 １９９９．１１



はじめに

郵便局は、国営事業である郵政三事業の窓口機

関として地域の住民から広く利用されている。郵

便局を公共施設として捉え、その最適な配置方法

について考察を行い、効率的な設置を行うための

方策を探るのが本稿の目的である。

このような行政施設の最適配置問題について考

える場合、利用者がその施設に出向くことの多い

「利用者型」の施設と、反対に施設職員が現地に

赴くことの多い「出張型」の施設がある。「利用

者型」は小学校、公民館、市町村役場、保健所な

どであり、「出張型」は、警察署・交番、消防署

などがこれに相当する。利用者型施設の場合は移

動する主体がその施設の管轄する地域の住民であ

るので、施設配置に際しては、地域住民総数にそ

の施設までの平均移動距離を乗じた総移動距離を

できるだけ小さくする方が望ましい。他方、出張

型施設の場合は、移動する主体が職員であり、で

きるだけ需要量の多い地域に近い場所に配置され

るのが望ましいと同時に、利用者型施設に比べて

事故や災害の際に現場に赴く必要性もあるので、

施設から最も遠い地域までの距離（最遠距離）を

できるだけ小さくするような施設配置が望まし

い１）。郵便局については、郵便の輸送・配達や貯

金・保険事業において外回りの営業を行う外務員

が存在していることから、事業の効率性を考慮す

ると最遠距離を評価基準とする施設配置が望まし

い２）が、利用者型施設である窓口拠点としての観

点からは、各地域の利用者が郵便局まで移動する

ときの総移動量（人口モーメント）の全施設につ

いての総和を最小化し、最も利用者の負担が少な

くなるような施設配置を行うことが望ましいこと

となる。

本稿では、このような郵便局施設の最適配置方

法のうち、利用者の平均アクセス距離ができるだ

け小さくなるような、いわば「公平性」を満たす

利用者型の施設としての最適な配置方法を模索す

る問題を考察対象とする。具体的には、横浜市内

郵便局を分析対象として取り上げ、横浜市内郵便

局のデータ及び横浜市の人口、事業所数等に関す

るメッシュデータを入力データとして数理計画モ

デル分析を実施する。

１ 郵便局施設の設置特性と横浜市における局立

地状況

郵便局の配置システムについて考える場合、単

なる公共施設の配置システムであるという以外に、

�１郵政事業という事業経営を実施する、�２郵便・

貯金・保険というそれぞれ性格の異なる三事業を

兼営する、という特性から配置上の複雑さが生じ

ている。このような複雑なシステムにおいては、

システム全体を一括した問題として解決すること

は困難である場合が多い。したがって、システム

今回の分析では、「潜在需要の大きさ」については人口（夜間）を要素としているが、

これに従業員数等を加えて分析することにより「公平な」最適配置にも変化があらわれ

ることが予想される。さらに、供給側からみた評価基準、すなわち「経営の効率性」に

関する評価基準を設定しモデルを拡張することが可能となれば、経営側の視点に立った

窓口機関の最適配置についても分析することが可能である。

１） 大山（１９９３）、p１２９
２） 郵便局の外務員は１度に複数の拠点を訪問するものであり、一般の出張型施設においてはその配置が１度につき１拠点の訪問
を基準に考えていることから、配置問題に関しても異なる側面を持つ。

５ 郵政研究所月報 １９９９．１１
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としての整合性を失うことなく、目的の階層的構

造を考慮して、問題を小問題（sub―problem）に

分割し、部分的最適化（sub―optimization）を行

う必要がある。本研究における数理モデルについ

て詳述する前に、郵便局の設置特性について概観

するとともに、問題を分割するための事前分析を

実施する。

１．１ 郵便局の設置特性

郵便局の設置状況を他の公共施設（小学校、公

民館、消防署、警察、役場等）及び銀行と比較す

ることにより、郵便局の配置上の特徴を明らかに

する。

�１ 平均距離特性

各公的機関までの利用者の平均距離（全国平均）

は図表１のとおりである。図表に掲げた公的機関

の中では、郵便局と小学校が１．１kmと最も平均距

離が短く、直線距離換算で徒歩約１４分３）である。

施設の数では、全国で郵便局２４，６９３局（簡易郵便

局を含む。平成１０年３月末時点）、小学校２４，３７６

校（国・公・私立校合計。平成９年５月１日時点）

と、若干郵便局の方が多く設置されている。

�２ 設置数と立地分布特性

郵便局は、郵便、貯金、保険の三事業を取り

扱っている。このうち、郵便については、小包の

取扱いでは民間と競合しているものの、信書の取

扱いに関しては法律上独占とされていることから、

民間との競合は業務の一部に限定されており、民

間の店舗設置状況との比較はできない。保険につ

いては民間と競合しているものの、民間保険会社

の店舗数は少なく、サービス提供のほとんどは、

窓口ではなく、外務員の訪問活動によるという点

で、また設置目的が異なるという点で郵便局とは

異なると考えられる。従って、ここでは業務内容

が郵便局と民間の間で最も類似しており、サービ

ス提供拠点の設置数の比較が有意であると思われ

る貯金事業と民間金融機関について比較した。そ

の結果は図表２のとおりである。

郵便局は、全国３，２３２市町村のすべてに設置さ

れている。全国の民間金融機関（全国銀行、信金、

３）「不動産の表示に関する公正競争規約」より、８０mを１分として計算した。

図表１ 各公的機関等までの平均距離

注）１ 平成８年３月末現在
２ 各機関までの平均距離は、各機関の圏内（日本の国土面積÷当該機関の設置数）を円と
仮定し、その半径の１／２とした。

３ 市町村役場には、区役所・支所・出張所を含む。
資料：小学校、公民館の数…「わが国の文教施設（平成８年度）」（文部省）、消防署の数…「消

防白書（平成８年度）」（消防庁）等
出所：郵政省資料

６郵政研究所月報 １９９９．１１



信組、労金）の店舗数は郵便局数よりも３，０００店

舗以上多いが、それらは全国の市町村の８３％に存

在しているという点で郵便局の１００％に比べると

低くなっている。地域性という観点からみると、

郵便局は利用者に対してあまねく公平にサービス

供給できる体制にあるといえる。

１．２ 郵便局立地特性の構成要因

郵便局の設置状況は、郵便局の経営が国営事業

として公共の福祉を増進させることが目的の１つ

であることにより、同様あるいは類似の事業を

行っている民間事業者とは大きく異なる特徴を

持っているという側面もある。

�１ 立地特性の構成要因

あるシステムを対象としたモデルを構築するに

当たっては、そのシステムの構成要素相互の関係

を、数式を用いて数学的に表現した数理モデルを

構築する。そのモデルの解はシステム全体の処理、

操作に有効に活用することが可能である。した

がって、郵便局の最適配置モデルを構築するに当

たっては、郵便局を窓口拠点とした上で、郵政事

業全体を一つのシステムとみなし、その構成につ

いて考慮する必要がある。図表３は、郵便局の立

地特性に影響を及ぼすような構成要因について概

観し、全体を一つのシステムとして捉えた上で、

整合性を失わないように階層構造を明確化したも

のである。本稿では、立地特性の構成要因を大き

く外部要因と内部要因に分類しているが、外部要

因の構成要因については「立地環境」を抽出し、

内部要因の構成要因については「経営組織」、「事

業規模」、「事業効率」、「事業構成」の４項目を取

り上げる。これらの各構成要因の内容を示す具体

的な要素も図表３に例示する。例えば、「立地環

境」については、潜在需要の大きさと利便性の高

さが影響要因として考えられ、さらに「潜在需要

の大きさ」については、人口、従業員数と地区産

業構成、また「利便性の高さ」についてはアクセ

ス距離と利用者の生活行動等が代表的な要素とし

て考えられる。

これらの構成要因を組み合わせることによって

具体的な問題提起を行うことができるが、組み合

わせに用いる構成要因によって、われわれの対象

とする問題の評価基準は影響を受ける。この場合、

同じ小問題に相反する評価基準６）が設定されるよ

図表２ 郵便局と民間金融機関との設置数の比較

店舗数（国内） 店舗がない市町村数
店舗のある全国市町村

数の割合（％）

民間金融機関の店舗のない

市町村に所在する郵便局数

民間金融機関 ２７，８６４ ５５４ ８３ １，３２９

全 国 銀 行４） １５，６９０ １，００８ ６９ ２，８５１

都 市 銀 行 ３，１５４ ２，８０９ １３ １３，２９５

郵 便 局 ２４，６９３ ０ １００ ―

注）１ 全国市町村数は３，２３２で計算

２ 店舗数は平成１０年３月末

出所：郵政省資料、全国銀行連合会資料、全国信用金庫連合会資料５）

４） 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行を指す。
５） 全国銀行連合会（全銀協）資料はホームページの「全国銀行資本金、店舗数、役職員数等一覧表」、全国信用金庫連合会（全信
連）資料も同様にホームページの「全国信用金庫主要勘定」より抜粋した。

６） 評価基準（criterion）問題解決のためのいくつかの代替案の有効性、重要度、価値等について評価分析するに際し、各代替案
の望ましさの程度を種々の観点から測定する尺度をいう。

７ 郵政研究所月報 １９９９．１１



外 部 要 因 �

立地環境�

・潜在需要の大きさ� 人口、従業員数�
地区産業構成�

・利便性の高さ� アクセス距離�
利用者の生活行動�

→�

→�

内 部 要 因 �

経営組織�

事業効率�

・普通局�
・特定局�

集配局�
無集配局�

郵便集中局8

→�

・個別事業� →� 労働生産性�

・郵政事業全体� 資本生産性�

全要素生産性�

事業規模�

・人員�
・資本�

事業構成�

・郵便事業�

・貯金事業�

・保険事業�

立　地�⇒�

うな分類をすると問題解決が複雑化することから、

構成要因の組み合わせ方には十分留意する必要が

ある。郵便事業は公的な事業であるため、その問

題も大きく分けると公的な問題と経営問題に分割

される。それぞれの評価基準については、「公平

性」及び「経営効率性」という相反する基準が抽

出される。本研究では行政施設の最適配置問題を

考察対象としていることから、「公平性」を評価

基準とした上で種々の構成要因を組み合わせるこ

とを試みる。「立地環境」の構成要因からは、人

口、アクセス距離という代表的な要素を用いて

「公平性」を導出する。評価基準に「経営の効率

性」を導出するような構成要因としては、「事業

規模」及び「事業効率性」が考えられるが、本分

析においてはこれらの構成要因をモデルの構築対

象とはせず、別の分析機会に委ねることとする。

「経営組織」については普通郵便局（以下「普通

局」という。）と特定郵便局（以下「特定局」と

いう。）の２つの構成要素に種別される７）が、他の

問題と整合的に連結、結合させるために、その種

別による特性について以下に更なる考察を加える。

「事業構成」については、先述のようにそれぞれ

の事業の性質は異なると考えられるが、郵便局で

は三事業の窓口を設置することが基本となってい

るので、本稿では同一窓口業務として扱うことと

する。本分析におけるモデルの構築に際して組み

図表３ 郵便局立地特性の構成要因

７） 他に外部に運営を委託した簡易局があるが、必ずしも三事業全部を窓口で取扱う機関ではないので、ここでは対象とはしない。
８） 郵便を専担に扱う局であり、必ずしも窓口機能を有してはいない。

８郵政研究所月報 １９９９．１１



入れる要因を、図中に下線を付して示す。

�２ 局種と構成要因

郵便局には、集配局と無集配局、普通局と特定

局が存在する。横浜市内の普通局の多くは集配局

であり、特定局はすべて無集配局である。窓口業

務からみた場合、集配局と無集配局、普通局と特

定局には、取扱時間や業務範囲などに次のような

違いがある９）１０）。

集配局と無集配局という点からの違いとしては、

例えば、貯金・保険の窓口で取り扱う業務につい

ての差異はないが、集配局では窓口を担当する内

務員の他に外務員が外回りの営業を専門に行う点

で、無集配局とは異なっている。

また、窓口取扱時間に関しても、郵便窓口は集

配局は基本的に午前９時から午後７時までの取扱

時間であるのに対し、無集配局の終了時刻は２時

間早い午後５時となっている。従って、事業所が

１日の最後に郵便を取り集めて差し出す場合など

では、時間帯によっては無集配特定局と比較して

離れた場所にある集配普通局の利用が促進される

ことが考えられる。

普通局と特定局については、取扱業務範囲の点

では、例えば次のような違いがある。郵便には、

広告郵便物、利用者区分郵便物、バーコード付郵

便物、市内特別郵便物などのように大量に差し出

すなどの条件を満たすことにより料金割引がなさ

れる種類の郵便物が存在しているが、これらの料

金支払方法は料金別納、料金計器別納、料金後納

のいずれかのみが可能となっている。これら料金

別納、料金計器別納、料金後納は、集配郵便局及

び地方郵政局長の指定した郵便局のみが取り扱う

業務となっていることから、横浜市内の場合には

一部特定局を除き、この業務は普通局で取り扱わ

れることとなる。

１．３ 横浜市における郵便局立地特性

�１ 分析対象と使用データ

本調査研究では、横浜市内郵便局を分析対象と

して、以下の図表４に示すように横浜市内郵便局

（普通局及び特定局）のデータ及び横浜市の人口、

事業所数等に関するメッシュデータを使用して各

種の分析を実施する。

�１ 横浜市郵便局データ

横浜市内は普通局２１局、特定局２７１局が存在し

ているが、普通局については郵便集中局１局、無

集配普通局２局を除いた１８局を対象に、特定局に

ついてはデータ不備の１６局を除いた２５５局を対象

として、平成８年度の各局のデータにより分析を

実施している。これは、郵便集中局は郵便業務に

特化した局であり、また無集配普通局と集配普通

局とでは集配業務の有無を始めとする業務内容の

差異があることから、両者を除いて分析すること

によって、普通局の多数を占める集配局の特徴を

明確にする。

�２ 横浜市メッシュデータ

９） 郵政省の法令規則上では集配、無集配により郵便局の機能を分けているが、本稿においては普通局及び特定局という局種によ
り窓口機能を分けている。

１０） 普通局は、特定局が果たす窓口機能以外にも種々の機能を併せもつが、本稿では窓口機能の視点から比較している。

図表４ 分析対象と使用データ

分析対象エリア 横浜市全域

分析対象郵便局 横浜市普通局 １８局

特定局 ２５５局

郵便集中局１局、無集配普通局２局及びデータ不備の特定局

１６局を除く。

使用データ 平成８年度横浜市郵便局のデータ

横浜市メッシュデータ

出所：郵政省

出所：横浜市企画局政策部統計解析課

９ 郵政研究所月報 １９９９．１１



国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）及び測量

法（昭和２４年法律第１８８号）に基いて、１９座標系

の第９系から作成した横浜市の２，５００分の１地形

図をベース・マップとしている。この地形図は、

東西が２，０００m、南北が１，５００mの区域が１図葉と

なっているので、これを東西８等分、南北６等分

すると一辺が２５０mの正方形となり、この正方形

を１単位（メッシュ）としている。横浜市全体の

地形図は、７，４４８個のメッシュで表される。

２５０m四方の各メッシュには６桁の番号が割り

振られ、それぞれのメッシュに対応したデータが

用意されている。本調査研究では、以下のデータ

を使用した。

・平成７年 国勢調査データ

・平成３年 事業所統計調査データ

・平成５年 工業統計調査データ

・平成３年 商業統計調査データ（卸売業・小

売業）

・平成４年 商業統計調査データ（一般飲食店）

�２ 郵便局の立地状況

横浜市における郵便局の配置については、図表

５から以下のような立地特徴が見られる。

集配普通郵便局に関しては、港南区、港北区、

青葉区では２局設置されているが、その他の行政

図表５ 横浜市行政区の面積と郵便局数

行政区 面積 （km２） 人 口 人口密度（人／km２） 普通局数 特定局数

鶴 見 区 ３８．５（６１６） ２４９，８０５ ６，４８８ １ ２２

神 奈 川 区 ２４．５（３９２） ２０４，８５０ ８，３６１ ０ １９

西 区 ７．４（１１８） ７５，０６１ １０，１７８ １ １１

中 区 ２３．２（３７１） １１５，５４４ ４，９８３ １ １９

南 区 １２．５（２００） １８９，１２５ １５，１３０ １ １３

港 南 区 ２０．０（３２０） ２２４，５５０ １１，２２８ ２ １６

保土ヶ谷区 ２２．１（３５３） １９８，９３６ ９，０１７ １ １３

旭 区 ３２．６（５２２） ２４８，７３８ ７，６２４ １ １８

磯 子 区 ２０．３（３２４） １６９，２９３ ８，３６０ １ １２

金 沢 区 ３５．０（５６０） ２０４，１２８ ５，８３２ １ １６

港 北 区 ３２．８（５２５） ２８３，０１６ ８，６２５ ２ ２３

緑 区 ２５．９（４１５） １４９，８９０ ５，７７９ １ ８

青 葉 区 ３７．９（６０７） ２４９，２３４ ６，５７０ ２ １８

都 筑 区 ２８．４（４５４） １１５，７６４ ４，０８０ ０ ７

戸 塚 区 ３７．１（５９３） ２４４，４６０ ６，５９６ １ １３

栄 区 ２０．１（３２１） １２４，１９９ ６，１９１ ０ ９

泉 区 ２４．３（３８８） １３８，２０４ ５，６９９ １ １０

瀬 谷 区 １８．６（２９８） １２２，３３９ ６，５６９ １ ８

合 計 ４６１．１（７，３７７） ３，３０７，１３６ 平均 ７，１７３ １８ ２５５

注）普通局は無集配局２局、郵便集中局１局を除き、特定局はデータ不備の１６局を除く。

面積の欄の（ ）の数字は区域内のメッシュ数を表す。人口・面積は合計メッシュ数から計算したものであり、実際の数値

とは変動がある。

人口の原数値は、総務庁統計局「平成７年国勢調査報告」に基く。
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区ではほぼ１区に１局設置されている（郵便集中

局１局、無集配普通郵便局２局は含まれていな

い。）。

特定局に関しては、西区、中区などの事業所が

集中する地域に多く存在する傾向が見られる一方、

緑区、都筑区、瀬谷区などの住宅地域には、西区、

中区ほどの集中した設置が見られない。また、港

南区や緑区のように、普通局の位置するメッシュ

データ（２５０m四方）内に特定局がある例や、西

区、中区のように普通局の近くに特定局が集中し

ている例がある。

�３ 平均アクセス距離

郵便局への平均アクセス距離を比較する。計算

方法については、各メッシュから既存の郵便局ま

でのユークリッド距離を求め１１）、メッシュ内人口

が全員最短距離にある郵便局を利用するものと仮

定する。j地点にある局の利用者の平均アクセス

距離をDjとすると、Djは次式のように計算するこ

とができる。

Dj＝Σ
i∈N

PijLij／Σ
i∈N

Pij，j∈N，i∈N

N：横浜市メッシュの集合

Pij：i地点に存在する人口のうち、j地点にあ

る局を利用する人の数

Lij：i地点とj地点のユークリッド距離

上式に基づいて横浜市全域の平均アクセス距離

を計算すると、４９１mとなる１２）。これは、直線距

離に換算して、徒歩約６分となる距離である。図

表６から、横浜市全域の平均アクセス距離はほぼ

３００m～８００mの範囲に存在していることがわかる。

アクセス距離の長い地域は、都筑区、戸塚区、緑

区、泉区、青葉区などの西部地区で、人口密度の

やや低い住宅地域である。一方、アクセス距離の

短い地域は、西区、中区、南区など、事業所が集

中している地域である１３）。

また、人口密度と平均アクセス距離をX軸、Y

軸にとり各区の位置をプロットすると、図表７の

ようになる。ほとんどの区が人口密度については

５，５００～１２，０００人／km２、平均アクセス距離につい

ては３００～６００mの範囲に存在している。例えば都

筑区、戸塚区において平均アクセス距離が長く

なっているのは、図表８から、単位面積当たりの

局数が横浜市全体での平均（０．５９局／km２）と比

較して半数程度であることからこのような結果と

図表６ 行政区別 郵便局への平均アクセス距離

図表７ 行政区別 郵便局への平均アクセス距離

と人口密度

１１） ２地点間の距離が、通常の意味での直線距離で与えられることを意味している。
１２）１．１の�１で計算された全国の各公的機関等までの平均距離と同様に「平均距離は、圏内（面積÷設置数）を円と仮定し、その
半径の１／２とする」方法で横浜市の郵便局への平均距離を求めると、３６７mとなる。

１３） 郵便局は普通局、特定局の局種を問わず、また利用者は行政区を越えての利用も可能である。
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なっていることがわかる。他の区についても、平

均アクセス距離と単位面積当たり局数との関係は

同様の状況にある。

さらに、都筑区、戸塚区は平均アクセス距離が

横浜市１８区の中で長い方から１位、２位を占めて

いるが、それぞれの局が受け持つ人口（潜在利用

者）は、横浜市平均（１．２万人）よりもかなり高

く、この地域は特定局を増加し得る可能性を有し

ている。

２ 郵便局施設の最適配置モデル

２．１ モデルの構造

�１ モデルの概要

本節で取り上げる最適施設配置問題では、施設

利用者の総移動距離を最小化することによってシ

ステム全体の効率性を向上させるという、いわゆ

る最小和基準に基づいてモデルの定式化を行う。

従ってある地域に施設を配置しようとするとき、

この地域内におけるメディアン（全利用者の総移

動距離を最小とする地点）に対応する地点に施設

を配置すれば、この地域の利用者の“移動コスト”

すなわち利用者の機会費用を最小化することがで

きるので、潜在的な需要の損失を最小限に抑える

ことができる１４）。利用者の利便性を最大にする施

図表８ 郵便局への平均アクセス距離と各行政区の規模

区 名

郵便局への平均

アクセス距離

（m）

面 積

（km２）

人 口

（人）

人口密度

（人／km２）

郵便局数（普通局と

特定局の合計数）

（局）

単位面積

当たり局数

（局／km２）

１局当たり

人口

（人／局）

都 筑 区 ７６４．８ ２８．４ １１５，７６４ ４，０８０ ７ ０．２５ １６，５３８

戸 塚 区 ６８９．５ ３７．１ ２４４，４６０ ６，５９６ １４ ０．３８ １７，４６１

緑 区 ５８８．１ ２５．９ １４９，８９０ ５，７７９ ９ ０．３５ １６，６５４

泉 区 ５８０．３ ２４．３ １３８，２０４ ５，６９９ １１ ０．４５ １２，５６４

青 葉 区 ５４９．８ ３７．９ ２４９，２３４ ６，５７０ ２０ ０．５３ １２，４６２

保土ヶ谷区 ５１１．７ ２２．１ １９８，９３６ ９，０１７ １４ ０．６３ １４，２１０

栄 区 ５１０．４ ２０．１ １２４，１９９ ６，１９１ ９ ０．４５ １３，８００

金 沢 区 ５０３．０ ３５．０ ２０４，１２８ ５，８３２ １７ ０．４９ １２，００８

瀬 谷 区 ５０２．６ １８．６ １２２，３３９ ６，５６９ ９ ０．４８ １３，５９３

旭 区 ４４６．９ ３２．６ ２４８，７３８ ７，６２４ １９ ０．５８ １３，０９１

港 南 区 ４４４．０ ２０．０ ２２４，５５０ １１，２２８ １８ ０．９０ １２，４７５

港 北 区 ４３８．４ ３２．８ ２８３，０１６ ８，６２５ ２５ ０．７６ １１，３２１

磯 子 区 ４３０．５ ２０．３ １６９，２９３ ８，３６０ １３ ０．６４ １３，０２３

鶴 見 区 ４１２．０ ３８．５ ２４９，８０５ ６，４８８ ２３ ０．６０ １０，８６１

神 奈 川 区 ４０８．２ ２４．５ ２０４，８５０ ８，３６１ １９ ０．７８ １０，７８２

南 区 ３７７．４ １２．５ １８９，１２５ １５，１３０ １４ １．１２ １３，５０９

中 区 ３６６．１ ２３．２ １１５，５４４ ４，９８３ ２０ ０．８６ ５，７７７

西 区 ３３４．５ ７．４ ７５，０６１ １０，１７８ １２ １．６３ ６，２５５

横浜市合計 ― ４６１．１ ３，３０７，１３６ ― ２７３ ― ―

横浜市平均 ４９１．３ ２５．６ １８３，７３０ ７，１７３ １５．２ ０．５９ １２，１１４

注） 行政区は、郵便局への平均アクセス距離の長い順に並べている。

１４） 大山（１９９３）p１１４
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設配置を明らかにすることは、経営側が意思決定

をする場合にも極めて重要な課題である。

複数箇所（p個）の施設を全施設利用者の総移

動距離の最小化という基準に基づいて配置する問

題は、一般にpメディアン問題と呼ばれ、全部で

n個の頂点からなる頂点集合の中のp個の頂点か

らなる部分集合をすべて考慮し、それらの中で重

み付け距離の総和（目的関数値）を最小とするも

のを求めることに相当する。pメディアン問題は

一般に整数計画問題として定式化が可能である。

整数計画法は、一般の連続変数型数理計画法に

対して、整数条件が付加されたものをいう。整数

計画法のうち、目的関数と制約式がいずれも決定

変数の線形関数として表現される場合に線形整数

計画法（linear integer programming）という１５）。

本研究では郵便局の最適配置を問題としているの

で、モデルは一部の変数が０―１型整数変数を取

るという、いわゆる混合型整数計画法によって定

式化されることになる。

このような手法を用いた最適施設配置問題は、

場合によっては変数、制約条件の数がそれぞれ何

千、何万にも及ぶ巨大規模のモデルとなる。その

ため、厳密な最適解を求める解法が未だ確立され

ていないという問題点が存在する。現実の状況を

忠実にモデル化し、大容量のコンピューターに

よって力まかせに解くのではなく、問題の多階層

化あるいは分割化といった工夫をし、さらにはそ

れらの諸問題を整合的に連結、統合することに

よって最適解あるいは近似的最適解を得るといっ

た、状況の変化に対応可能なモデルの構築を目指

すことが必要となる。

本研究においても、既存の研究、分析を参考と

しつつ、できるだけ現実のシステムに適合させる

ことを考慮し、問題を分割化することによって整

数計画問題の最適解を得るための解法としての分

枝限定法が適用可能となるよう工夫を加えた上で、

数理計画モデル分析を実施する。

�２ モデルの定式化

本項では、住民の利便性を最大にするためには

郵便局を対象地域内のどの地点（メッシュ）に配

置するのが最適であるかを求める郵便局施設の最

適配置モデルを、０―１型整数変数を用いた混合

型整数計画法を用いて定式化する。

�１ 決定変数

メッシュデータの取り扱いに関して、以下の集

合を定義する。

S＝｛ j｜メッシュjは普通（特定）局の置局

配置の対象｝

V＝｛ i｜メッシュiは住民が居住している

メッシュ｝

上の集合の定義に基づいて、決定変数を以下の

ように定める。

Zj：メッシュjに普通（特定）局施設を配置す

るか否かを表す０―１型整数変数

Zj∈｛０，１｝，j∈S

Zj＝

�
�
��
��
�

１：メッシュjに普通（特定）局施設
を配置する

０：メッシュjに普通（特定）局施設
を配置しない

Xij：メッシュjに配置された普通（特定）局施

設を利用するメッシュiの住民数を表す連

続型変数。

Xij≧０，i∈V，j∈S

上の整数変数｛Zj∈｛０，１｝｝はメッシュjに

普通（特定）局施設を配置すべきか否かを決定す

１５） 線形計画法（linear programming；LP）は、計画立案に際して考慮しなければならない種々の制約を決定変数に関して線形の
不等式または等式で表すことによって、互いに関連のある諸活動に対して総合的にみて最良の計画を数値的に決定する方法で
ある。
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る変数である。また、変数Xij、i∈V、j∈Sは

メッシュjに配置された普通（特定）局施設をメッ

シュiの住民のどれだけの人数が利用するかを表

す。換言すると、メッシュjに配置された普通（特

定）局施設がメッシュiの住民をどれだけ受け持

つべきかを表している。

�２ 制約条件

制約条件については、局利用条件、施設容量条

件、総施設数条件、行政区配置施設数条件、既存

施設条件の５条件を設定する。

・局利用条件

Σ
j∈S

Xij ＞＿ Pi i∈V �１

Pi：メッシュiの人口

・施設容量条件

Σ
i∈V

Xij ＜＿ CMj i∈V �２

C：普通（特定）局の人員１人当たりが受

け持つ平均住民数 C＝P ／T

P：対象地域の総人口、P＝Σ
i∈V

Pi

T：対象地域の普通（特定）局の総人員数

Mj：メッシュjに配置される普通（特定）

局施設の容量（局別の人員数）

K：対象地域普通（特定）局数

Mj＝（１＋α）T ／K，j∈S

α：容量の上限率

・総施設数条件

Σ
j∈S

Zj ＝ K j∈S �３

・行政区配置施設数条件

Σ
j∈S，Aj＝k

Zj ＝ Nk j∈S �４

Aj：メッシュjを含む行政区（k）

Nk：行政区（k）に設置可能な施設の上限数

・既存施設条件

Σ
j∈So

Zj ＝１，j∈So �５

So＝｛ j｜メッシュjは普通局が配置されて

いる｝

上記の各制約条件式は以下の内容を表している。

局利用条件は、任意のメッシュの住民がいずれ

かのメッシュに配置された普通（特定）局施設を

利用できることを表す。

施設容量条件は、当該メッシュに普通（特定）

局が配置されない場合には、いずれのメッシュの

需要をも満たすことができないこと、そしてまた、

メッシュに普通（特定）局施設が配置された場合

には、それを表す論理条件となることを表す。同

時にこの制約条件は、施設がメッシュに配置され

る場合には、それが受け持つ住民数には上限があ

ることを表す。

総施設数条件は、配置される施設の総数を表す。

行政区配置施設数条件は、横浜市全域を対象地

域とした普通局の最適配置問題の場合のみに適用

され、各行政区内に配置可能な施設の上限数を表

す。

既存施設条件は、西区あるいは瀬谷区を対象と

した特定局の最適配置問題の場合のみに適用され、

特定局の最適配置を求める際に、普通局の位置は

あらかじめ固定されていることを表す。

�３ 目的関数

Minimize

W ＝ Σ
i∈V
Σ
j∈S

dijXij �６

dij：メッシュiとメッシュjとの距離

dij＝√（Xi－Xj）２＋（Yi－Yj）２ i∈V，j∈S

ただし、（Xi，Yi），（Xj，Yj）は、メッシュ

iとメッシュjの地理上の位置を示すX座標、

Y座標（XとYは直角座標系）である。

目的関数式�６は、K箇所に設置された普通（特

定）局を住民が利用する場合の人口モーメントの

総和、すなわち総移動距離を最小化することを表
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しており、利用者の負担を最も軽くするところに

施設を配置するのが望ましいことを意味する。

ここで示した混合型整数計画モデルの０―１型

整数変数｛Zj｝の個数はn個、実数変数｛Xij｝の個数

はn×m個、制約条件の本数は２n＋k＋１本であ

る。ただし、nは普通（特定）局施設の設置対象

となるメッシュ数、mは住民が居住しているメッ

シュ数を示している。kは行政区数である。なお、

特定局最適配置問題の場合の制約条件は２n＋１

本である。

２．２ 使用データと前提

�１ 使用データ

最適化モデルに使用する主要な入力データは、

�１メッシュで区切られたエリア内の人口、�２メッ

シュ間の直線距離、の２つである。

これらの入力データは、横浜市のメッシュ統計

データの中から、人口データを使用する。同市の

メッシュ統計データは、平成７年国勢調査のデー

タを基に、これを２５０m四方の正方形に区画した

メッシュを集計単位として再集計したものである。

メッシュは平面直角座標軸系によって区画されて

いるため、メッシュ間の距離は、メッシュの座標

データから計算で得ることができる。

�２ 前提

本モデルの構築に当たり、前提として次の２つ

を置くことにする。�１あるメッシュに郵便局施設

が配置された場合、そのメッシュ内の住民の郵便

局までの移動距離はゼロとみなす。�２メッシュi

とメッシュj間の距離は、メッシュiの中心点と

メッシュjの中心点を結ぶ直線距離とする。

このメッシュ統計データの使用に当たっては、

最適化モデルを適用する地域対象の設定に応じて、

２５０m平方メッシュ・人口データを５００m平方メッ

シュ、１km平方メッシュに再集計して使用する

こととする。精密な結果を求めるのであればすべ

てについて２５０m平方メッシュを使用するのが望

ましいが、この場合、モデルの式の数が何千にも

及ぶ大規模なモデルとなるため、合理的な時間の

範囲内で最適解を得るのが困難である。そこで、

配置の対象となる普通局と特定局の特性を鑑みた

場合、経営組織としての「普通局」と「特定局」

については、その窓口取扱に時間や業務範囲など

の違いがある（１．２�１局種と構成要因、参照）。

従って、それぞれ別個のモデルを組み、「横浜市

全体を対象地域とする普通局の最適配置」と、「瀬

谷区、西区を対象とする特定局の最適配置」の２

つに分けて考えることとする。

なお、特定局の最適配置を西区及び瀬谷区の２

区について実施したのは、以下の理由による。主

成分分析により横浜市メッシュデータの地域特性

の分析を実施した結果、第１主成分は事業・サー

ビス集積軸、第２主成分は人口集積軸であること

が判明している１６）。従って、横浜市の立地環境特

性であるそれぞれの要因を代表する区として、事

業所集中地区である西区と、住宅地区である瀬谷

区について分析を実施した。

どのレベルに再集計したメッシュデータを使用

するかについては、今までの分析をさらに詳細に

考慮する必要がある。現状の配置については、普

通局はおおよそ各行政区に１局設置されているが、

特定局の場合、最も多い行政区で２３局、最も少な

い行政区で７局の配置となっており、行政区によ

る差異がある。横浜市全域の平均アクセス距離は

４９１mとなっているが（ただし普通局も含めてい

る。）、西区、中区などの事業所が集中する地区に

は多く存在する傾向があり、都筑区、戸塚区、緑

区のような住宅地域には、西区、中区ほど特定局

１６） 大山、佐野、田村（１９９９）参照。
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は集中していない。従って、横浜市全域を対象と

する普通局の最適配置問題の場合は、１km平方

メッシュ、瀬谷区を対象とする特定局の最適配置

問題の場合は、５００m平方メッシュ、西区を対象

とする特定局の最適配置問題の場合は、２５０m平

方メッシュを使用することにする。

この２つのモデルでは、対象地域について１

km四方（あるいは２５０m四方、５００m四方）単位

でメッシュ・人口データが与えられたとき、住民

の郵便局までの総移動距離が最小となる地点、す

なわち利用機会費用を最小化し、住民の利便性を

最大にする地点を最適な置局配置地点として求め

ることを目的とする。さらに、この郵便局最適配

置モデルによって決定される最適施設配置に基づ

いて、�１地理的位置、�２平均アクセス距離（居住

地から郵便局までの平均移動距離）、�３郵便局ま

での最大距離、�４アクセス距離の分散（標準偏差）、

�５利用者数からみた郵便局の規模の分布、を現状

と比較することによって、最適配置による利用者

側の利便性、公平性、郵便局の規模の分布の変化

がどのように改善されるかを明らかにすることが

できる。また、郵便局施設数を変えた場合の最適

配置を求め、その平均アクセス距離の変化から、

施設数と利便性の関係を分析することも可能とな

る。

２．３ ケースの設定

本節におけるモデルの設定は、使用データと前

提を変えることにより、横浜市内のみでなく、ま

た、郵便局だけでもなく、一般的な応用が可能な

モデルである。本項では、具体的な使用データと

前提に基づき、ケースを設定してシミュレーショ

ンした結果について分析しているが、今回設定し

たケースは次のとおりである。

図表９ 普通局最適配置モデルのケース設定

ケース メッシュデータ 人口存在地点 局立地可能地点 施設容量制限 総施設数 区別立地最大局数

�１ １km四方 ４７７ ６０ ７％ １８
人口上位６区…２局

残り１２区………１局

�２ １km四方 ４７７ ６０ ８％ １８
人口上位６区…２局

残り１２区………１局

�３ １km四方 ４７７ ２００ ７％ １８
人口上位６区…２局

残り１２区………１局

�４ １km四方 ４７７ ２００ ８％ １８
人口上位６区…２局

残り１２区………１局

�５ １km四方 現状の局位置をもとにシミュレーション

人口存在地点（４７７地点） 横浜市１kmメッシュのうち人口の存在するメッシュ。

局立地可能地点（６０地点） 区別に潜在利用者数の最も大きいメッシュを１つ選出し、そのメッシュからある程度

距離を置いたメッシュを２～３選出した。区別にみると３～４のメッシュが選出され

ている。

局立地可能地点（２００地点） 局立地候補メッシュを２００とし、それを区別に人口比で割り振って数だけ、区別に選

出したもの。

施設容量制限 横浜市全人口に対する１局の利用者最大数の割合

潜在利用者数 メッシュの周囲３km未満の距離にあるメッシュの人口を合計したもの
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�１ 普通局施設最適配置モデル分析ケース

横浜市全域を対象とする普通局最適配置モデル

については、置局の対象となるメッシュ数の設定

及び制約条件の設定により、図表９のとおり４

ケースに分けている（ケース�５は、モデルの数値

結果と比較するため、現状を基にシミュレーショ

ンしたものである。）。

この場合、置局対象となるメッシュは、住民の

いる１km四方メッシュ４７７個の中から選出するこ

とにしているが、置局対象数はモデルの規模を勘

案して、２００個を選出する場合と６０個を選出する

場合の２ケースを設定している。２００個を選出す

る場合、その選定方法は、各行政区の割り当て数

を決定し、各行政区の中での割り振りについては、

横浜市全体に対する各行政区の人口比に応じて

メッシュ周辺３km以内の人口が多いメッシュを

選ぶこととして、その合計が２００個となるように

している。６０個の場合には、メッシュ周辺３km

以内の人口が多いメッシュを各行政区について３

個あるいは４個を選出し、合計が６０個となるよう

にしている。４個を選出する行政区は人口の多い

上位６区とし、かつ選出されるメッシュについて

地理的に偏らないように配慮している。

制約条件の設定のうち、施設容量については、

その上限値を横浜市全体の人口の７％あるいは

８％とする２ケースを設定している。これは、普

通局を市全体に１８局設置すると１局当たりの平均

受持人口は約５．６％となるが、それを２０～３０％上

回る数字を上限と設定したものである。

総施設数については、現状施設数と同じ１８局に

設定している。ただし、施設数と利便性の関係の

分析の場合は、１６局～２０局の間で変化させ、平均

アクセス距離の変化の分析を実施するようにした。

行政区内の置局数については、設置可能な施設

数の上限を、現実と同様各区１局あるいは２局に

設定している。具体的には、人口の多い上位６行

政区を上限値２局として調整した。

�２ 特定局施設最適配置モデル分析ケース

西区及び瀬谷区を対象とする特定局最適配置モ

デルについては、図表１０のようにケースを設定し

ている（ケース�１及び�３はモデルの数値結果と比

較するため、現状を基にシミュレーションしたも

のである）。

置局対象メッシュについては、西区については

住民のいる２５０m四方メッシュ９１個を対象とし、

瀬谷区については住民のいる５００m四方メッシュ

７２個を対象としている。

制約条件の設定のうち施設容量については、そ

の上限率を西区の場合は１０．０％、瀬谷区の場合は

１３．３％とする。これらの値は、普通局と同様、１

局当たりの平均受持人口の２０％を上回る数字を上

限としたものである。

総施設数については、現状の特定局と普通局を

あわせた施設数に設定している。

図表１０ 特定局最適配置モデルのケース設定

区 名 ケース メッシュデータ 人口存在地点 局立地可能地点 施設容量制限 立地局数

西 区

�１ ２５０m四方 現状の局立地をもとにシミュレーション

�２ ２５０m四方 ９１ ９１ １０．０％
１２局

（含む普通局１局）

瀬谷区

�３ ５００m四方 現状の局立地をもとにシミュレーション

�４ ５００m四方 ７２ ７２ １３．３％
９局

（含む普通局１局）
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３ 最適配置モデルの数値結果と分析

３．１ 普通局施設最適配置解の特性

�１ 最適配置解の特性

普通局最適配置モデルを用いて各ケースにおけ

る最適解を求めたところ、次のような結果となっ

た。実際の配置については、ほぼ現状と同様の配

置であるが、北部において変動がみられる。また、

都筑区、栄区及び神奈川区の各行政区のうち、

ケース�１及び�２の双方で栄区に、ケース�１で神奈

川区に、ケース�２で都筑区に配置される。

また、図表１１は、各ケースの収束状況を示した

ものである。

本モデルについては、厳密な最適解に到達する

までに非常に長い計算時間を要するため、最後ま

で収束させることは現実的な対応策ではなく、一

定の時間（普通局の場合２時間）で終了させ、そ

の時点での最良解を求めている。その際、計算さ

れた目的関数値と、その最良解による最良下限値

（Best Lower Bound）の乖離幅により、解の最

適性を判断している。ここで、ケース�１及び�２は、

局立地可能なメッシュ数を６０個としているが、�３

及び�４では２００個としている。そのため、�３及び

�４では�１、�２と比較して乖離幅が大きく出ており、

十分な結果とはなっていない。

�２ 平均アクセス距離の比較

図表１２は、各ケースの平均アクセス距離、その 分散１７）及び最大平均距離について比較したもので

図表１１ 普通局最適配置モデルのシミュレーション収束状況

ケース 目的関数値�a 最良下限値�b 乖離�c 時 間

�１ ５，９４２，２６０ ３，６１０，７８２ ６４．６％ ２時間

�２ ６，１０４，０６４ ３，６３９，３３０ ６７．７％ ２時間

�３ ６，１６０，４３６ １，２７９，１３６ ３８１．６％ ２時間

�４ ６，１８７，００７ １，２７０，４８６ ３８７．０％ ２時間

注）乖離は次のように求めている。；�c ＝（�a －�b）／�b×１００

図表１２ 行政区別平均アクセス距離
（単位：km）

区 名
ケース

�１
ケース

�２
ケース

�３
ケース

�４
現状

配置

鶴 見 区 １．６１ １．９７ １．７２ １．３４ １．８８

神 奈 川 区 １．３４ １．９９ １．９７ ２．８９ ２．６３

西 区 １．８５ ０．９６ ２．６１ ２．６１ １．２９

中 区 １．３９ １．３７ １．３６ １．３６ １．９５

南 区 １．７０ ２．２９ １．４７ ２．０４ １．０７

港 南 区 １．６５ １．６５ １．３２ １．３４ １．７６

保土ヶ谷区 １．９９ １．９２ ２．５２ １．６１ １．６７

旭 区 １．６５ １．８０ １．７２ １．８８ １．９４

磯 子 区 １．８２ １．８２ １．７０ ２．２５ １．６１

金 沢 区 １．９８ １．９８ １．８７ ２．０４ １．９６

港 北 区 １．８１ １．５８ １．４５ １．６０ １．５０

緑 区 ２．１６ ２．２５ ２．１９ ２．１８ ２．１８

青 葉 区 １．６０ １．４４ ２．５９ １．８０ １．８５

都 筑 区 ３．１２ ２．３４ ２．３６ ２．１４ ２．９４

戸 塚 区 ２．１２ ２．１２ ２．０１ １．７８ ２．４４

栄 区 １．５５ １．５５ １．５３ ２．４４ ３．１４

泉 区 １．８８ １．８６ １．７９ １．８７ １．９１

瀬 谷 区 １．３７ １．９０ １．６６ １．３６ １．５９

平 均 １．８０ １．８５ １．８６ １．８７ １．９４

標 準 偏 差 ０．４０ ０．３４ ０．４１ ０．４４ ０．５２

最 大 ３．１２ ２．３４ ２．６１ ２．８９ ３．１４

最 小 １．３４ ０．９６ １．３２ １．３４ １．０７

注）利用者は、行政区を越えての利用も可能である。

１７） ここでは、標準偏差を用いて比較している。
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ある。

普通局の現在の置局配置における横浜市全体の

平均アクセス距離は１．９４kmである。このアクセ

ス距離は場所によって大きなばらつきが見られ、

最も距離の長い栄区では３．１４km、最も短い南区

では１．０７kmとなっている。

このような現状に対し、住民の普通局までの総

移動距離が最短となるように置局配置すると、横

浜市全体の平均アクセス距離は、最も改善された

ケース�１では現状の１．９４kmから１．８０kmまで１４０

m（７．２％）短縮することができる。その場合に

は標準偏差も０．５２から０．４０へと改善されている。

また、最大平均距離についても、３．１４kmから

２．３４kmへと２５．５％の改善がなされている。従っ

て、置局配置を最適化することにより、�１住民の

利便性、�２郵便局の公的施設としての公平性、を

改善することができる。

また、住民の利便性の改善は経営面にも強いイ

ンパクトを持つと考えられる。すなわち、利用者

の利便性を向上することは今まで埋もれていた需

要を掘り起こす効果が期待できるため、利用者の

利便性の向上という面だけでなく、需要の拡大に

も寄与すると推察される。

３．２ 普通局施設最適配置解の感度分析

�１ 施設容量と潜在利用者数

図表１３は、施設容量を制約条件とすることによ

り、各郵便局の潜在利用者数がどのように変化す

るかを示したものである。ケース�１、�３では各局

の容量を横浜市全体の人口の７％、ケース�２、�４

では８％を上限とする制約を課しているが、これ

は普通局を市全体に１８局設置すると１局当たりの

平均受持人口が５．６％となるので、それを２０～

３０％上回る数字を上限とし、１局に集中しないよ

うにしたものである。したがって、潜在利用者が

７％あるいは８％となっている局は、施設容量の

上限にまで達していることを示している。

現状の配置では、横浜市人口に対する普通局が

受け持つ潜在利用者数の割合は、最大の局が

８．７％、最小の局が３．５％、標準偏差１．３％である

のに対し、利用者の総移動距離が最短となった

ケース�１では、最大が７．０％、最小が３．２％、標準

偏差１．２％と、最適配置により郵便局の規模をよ

り一層均等化することができる。

図表１３ 施設容量と潜在利用者数
（単位：％）

局番号
ケース

�１
ケース

�２
ケース

�３
ケース

�４
現状

配置

１ ７．００ ８．００ ７．００ ８．００ ８．６７

２ ７．００ ７．７７ ７．００ ８．００ ７．９３

３ ６．９６ ６．８９ ７．００ ８．００ ６．７１

４ ６．９２ ６．７９ ７．００ ７．６２ ６．６１

５ ６．７８ ６．７７ ７．００ ７．３８ ６．３４

６ ６．４２ ６．４２ ７．００ ６．８５ ５．９３

７ ６．２４ ６．３９ ６．８２ ６．５１ ５．８１

８ ６．０４ ５．９９ ６．７５ ６．２７ ５．６０

９ ５．９５ ５．７１ ５．５６ ５．２６ ５．５７

１０ ５．６２ ５．４９ ５．３０ ５．１４ ５．５０

１１ ５．３８ ５．１８ ５．２０ ４．８２ ５．３６

１２ ５．１８ ５．０２ ５．１８ ４．５０ ５．１２

１３ ５．０２ ４．５２ ４．４７ ４．４９ ４．７９

１４ ４．４３ ４．２１ ４．４１ ４．４８ ４．５４

１５ ４．２８ ４．１８ ４．１７ ３．６２ ４．２３

１６ ４．１５ ３．９７ ３．８５ ３．４８ ３．８９

１７ ３．３７ ３．４８ ３．５０ ２．９９ ３．８５

１８ ３．２５ ３．２３ ２．８０ ２．６１ ３．５４

計 １００．００ １００．００ １００．００ １００．００ １００．００

最 大 ７．００ ８．００ ７．００ ８．００ ８．６７

最 小 ３．２５ ３．２３ ２．８０ ２．６１ ３．５４

標準偏差 １．２１ １．３９ １．３９ １．７７ １．３３

注）局番号は、各ケース毎に、容量規模の大きな局（潜在

利用者の多い局）から順に付けられている。
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�２ 総施設数と平均アクセス距離

図表１４は、普通局総施設数を１６局から２０局の間

で変化させて最適配置した場合の平均アクセス距

離の変化を示したものである。総施設数が多いほ

ど、平均アクセス距離は短くなるが、その１局を

追加することによる限界的な効果は、現状の１８局

を境としてそれよりも局数を増加させると平均ア

クセス距離の短縮幅が大きくなって、現状より利

用者の利便性は高まる一方、１８局から１７局、１６局

と施設数を減少させた場合の平均アクセス距離は

反対に増加幅が大きくなって、現状より利便性は

低下する。

３．３ 特定局施設最適配置解の特性

�１ 最適配置解の特性

特定局最適配置モデルを用いて各ケースにおけ

る最適解を求めたところ、現状と比較して次のよ

うな結果になっている。西区では、北側に事業所

集中地帯が存在するため、現状では特定局が１０

メッシュの中に５局が集中しているが、シミュ

レーション後は人口集中地区である南部を中心に

全体的に分散する。瀬谷区では、現状では局配置

が全体的に中央部に集中しているとともに、潜在

利用者数も数局に集中しているが、最適配置後は

適度に分散されるとともに、南部にも新たに局が

配置され、それらの潜在利用者数も分散化されて

いる。

また、図表１５は、各ケースの収束状況を示した

ものである。

ケース�１及び�３は、結果を比較するために実施

した現状に対するシミュレーションである。ケー

ス�２は西区において実施した２５０mメッシュを９１

使用して１２局の配置を求めたケースであり、ケー

ス�４は瀬谷区で５００mメッシュを７２使用して、９

局の配置を求めたものである。普通局のケースと

同様、収束までに非常に長い時間がかかるため、

それぞれ乖離が２０％を切るまで計算した最良値を

求めている。

�２ アクセス距離の比較

図表１６は、それぞれのアクセス距離の統計量を

比較したものである。

西区及び瀬谷区の現状の平均アクセス距離は、

図表１４ 総施設数と平均アクセス距離
（単位：km）

局 数 １６局 １７局 １８局 １９局 ２０局

平均アクセス距離 １．９４ １．８７ １．８２ １．７８ １．７２

注）計算時間３０分における最良解

図表１５ 特定局最適配置モデルのシミュレーション収束状況

区 名 目的関数値�a 最良下限値�b 乖離�c 時 間

西 区 現状（�１） ２９，６４９ ― ― ３分

ケース�２ １８，８２４ １５，７３８ １９．６％ ２０時間

瀬谷区 現状（�３） ７２，５４７ ― ― ３分

ケース�４ ５８，９６３ ４９，３２７ １９．６％ １時間１２分

注）乖離は次のように求めている。；�c ＝（�a －�b）／�b×１００

図表１６ 西区、瀬谷区のアクセス距離の統計量
（単位：km）

区 名 西 区 瀬 谷 区

�１
現状

�２
最適配置解

�３
現状

�４
最適配置解

標準偏差 ０．２３３ ０．１４５ ０．６２４ ０．６０９

平 均 ０．３９５ ０．２５１ ０．５９３ ０．４８２

最大距離 １．０６１ ０．５５９ ２．５００ ２．５５０

最小距離 ０．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００
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それぞれ３９５m、５９３mである。西区の現状の平均

アクセス距離は、１８行政区の中でも最も短い方に

属し、郵便局利用が便利な区である。一方、瀬谷

区の平均アクセス距離は比較的長い方に属する。

これら両区について、住民の総移動距離を最小

にする最適配置を考えると、西区の平均アクセス

距離は現状の３９５mから２５１mに３６．５％短縮され、

利便性はさらに向上する。また、標準偏差も０．２３

から０．１５へと改善され、区内の各地点からのアク

セス距離のばらつきも現状よりも均質化される。

最大距離については、１．０６kmから０．５６kmへと

４７．３％の改善がなされている。また、瀬谷区につ

いても同様に平均アクセス距離は、現状の５９３m

から４８２mに１８．７％改善され、利便性が向上する。

ただし、瀬谷区においては、最大距離が２．５０km

から２．５５kmとなることにより、現状よりもアク

セス距離が長くなり不便になる地点も一部発生す

る。なお、表中の最小距離０．０００とは、局が存在

するメッシュに居住する住民の移動距離を示すも

のであり、ほとんどのメッシュに人口が存在する

ため、現状でも最適配置解でも０．０００となってい

る。

３．４ 特定局施設最適配置解の感度分析

図表１７は、施設容量を制約条件に加えたことに

より、現状とどのように潜在利用者数が異なるか

を比較したものである。西区については各局が区

全体の人口の１０．０％を上限値とし、瀬谷区につい

ては１３．３％を上限とするように設定してあるが、

これらの値はそれぞれの区について、１局当たり

の平均受持人口（潜在利用者数）を約２０％上回る

数字を上限としたものである。

西区、瀬谷区の現状の郵便局配置では、各局が

受け持つ潜在利用者数に極めて大きな差が見られ、

図表１７ 西区、瀬谷区郵便局潜在利用者数の人口に対する割合

�１ 西区 （単位：％）

局 番 号 現 状 最適配置解

１ ２１．５３ ９．９４

２ １６．５１ ９．８１

３ １４．８８ ９．６８

４ １２．５３ ９．５３

５ １１．６０ ９．５２

６ ８．１８ ９．３２

７ ５．６０ ９．１２

８ ５．５０ ７．９９

９ ３．１９ ７．１７

１０ ０．４３ ６．６５

１１ ０．０４ ５．８２

１２ ０．０２ ５．４５

合 計 １００．００ １００．００

最 大 ２１．５３ ９．９４

最 小 ０．０２ ５．４５

標 準 偏 差 ６．８０ １．５８

�２ 瀬谷区 （単位：％）

局 番 号 現 状 最適配置解

１ １９．４０ １２．９３

２ １７．１８ １２．３０

３ １２．７０ １２．０２

４ １２．４４ １１．８８

５ １０．６９ １１．５３

６ ９．５９ １１．３５

７ ８．８２ １１．２８

８ ６．１１ １０．９９

９ ３．０８ ５．７２

合 計 １００．００ １００．００

最 大 １９．４０ １２．９３

最 小 ３．０８ ５．７２

標 準 偏 差 ４．８０ １．９９
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１局で区人口の２０％近くを受け持つ局がある一方、

西区では１％に満たない局が見られる。その理由

として、特に西区の場合は世帯ではなく事業所か

らの需要に特化した立地をとる郵便局が多いこと

が考えられる。

これを最適配置すると、西区、瀬谷区ともに上

限を設定したことによって郵便局の規模は均質化

され、極端なばらつきは是正される。

まとめと今後の検討課題

利用者の利便性、公平性に基づいた以上の最適

配置モデル分析の結果を取りまとめると、次のこ

とが言える。

まず、置局配置の最適化により、横浜市全域の

普通局は７．２％、西区は３６．４％、瀬谷区は１８．７％

それぞれ平均アクセス距離を短縮をすることがで

き、現状の置局配置に比べた住民の利便性を大幅

に改善することができる。さらに、現在生じてい

るアクセス距離の地域格差が緩和されるので、住

民の郵便局利用における公平性の向上を図ること

ができる。また、利用者と郵便局施設の間の最大

距離についても、普通局においては２５．２％、西区

においては４７．３％の改善がなされている。従って、

置局配置を最適化することにより、�１住民の利便

性、�２郵便局の公的施設としての公平性、を改善

することができる。これらに加えてこのような最

適化は、郵便局という供給側にとっても、郵便局

の住民利用者数の規模を均質化することができる。

このようにして数理モデルの構造が決定された

後は、モデルを解くのに必要とされるできるだけ

信頼度の高い入力データを準備しなければならな

い。このためにも、今後このシステム自体を多方

面から綿密に分析する作業が必要となってくる。

今回の分析では、郵便局の諸機能のうち窓口機

能に着目し、「公平性」を評価基準として問題と

する上で必要と考えられる、郵便局配置システム

の構成要素のうちの一部を基準としている。立地

環境については「潜在需要の大きさ」から人口を

取り上げているが、これに従業員数を加えて分析

を行うことにより、「公平な」最適配置にも変化

があらわれることが予想される。特に三事業のう

ち郵便事業に関しては、郵便の差出し割合の約８

割が事業所であることからも、従業員数等のデー

タを加えることによる変化が大きいものと考えら

れる。さらに、今後は人口、従業員数といった一

部の成分だけではない事業・サービス集積軸と人

口集積軸の成分を合成した分析を行い、その結果

からシステム自体を見直す必要があると考える。

立地環境要因のもう一つの構成要素である「利便

性の高さ」についても、利用者の生活行動によっ

ては、利用者の利便性の高い郵便局は、必ずしも

住居からアクセス距離が最短の局とは限らない可

能性もある。また、本論のモデル構築に当たって

は、「公平性」を評価基準として組み込むことに

ついて、平均アクセス距離が短縮されアクセス距

離の地域格差が緩和されることを「公平性」とし

ているが、「公平性」を評価基準とするならば、

利用者までの最遠距離の短縮等についても、基準

としてモデル内に組み入れることが考えられる。

この他、郵便局によっては郵便の輸送・配達の

拠点となるとともに、貯金・保険事業の外回りの

営業を行う外務員の拠点となることから、このよ

うな新たな側面からの情報を加え、さらに現実の

システムに適合した数理計画モデル分析の実施が

重要となる。今回は需要側に立った評価基準に立

脚したモデル分析を実施しているが、今後は供給

側からみた評価基準、すなわち「経営の効率性」

に関する評価基準を設定しモデルを構築する、す

なわち、「事業規模」や「事業効率」といった要

因に対しても考察可能な形にモデルを拡張するこ

とが出来れば、公共施設としての郵便局のみなら

ず、事業を行う窓口として、経営側の視点に立っ
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た窓口機関の最適配置についても分析することが 可能になると考えられる。
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【要約】

企業間の取引に見られる長期継続的関係は、特に日本市場に特徴的な現象であるとされ、

それが排他的・閉鎖的な日本企業の「異質性」の議論と結びつくことも少なくなかった。

しかし、そのようなマイナスの面だけでなく、継続的取引に、経済学的に見て積極的な意

義が見いだされるとする立場の議論も多くみられる。

本稿の主要な目的は、このような継続的取引関係の経済学的メカニズムが、物流市場に

おける荷主―運送事業者間の関係においても、理論的・実証的に成立しうる事を指摘する

ことである。また、商流市場を含む広義の「流通」市場全体に、整合的な企業行動メカニ

ズムが働いている可能性があることも指摘する。同様の観点からの先行研究としては、春

日・鳥居（１９９９）やKasuga and Torii（２０００）があり、本稿はそれらを補完する役割を担っ

ている。

継続的取引の発生を理論的に説明するアプローチとしては、主として�１取引費用経済学

によるアプローチ、�２ゲーム理論によるアプローチ、�３情報の経済学によるアプローチが

あり、これらが相互補完的に機能して継続的関係が構築され取引が長期化しているのだと

考えられる。注意が必要なのは、日本の企業間取引に対する評価が与えられる場合、表面

的には継続的に見える取引関係の背後に、長期的な観点での競争が厳然と存在することも

同時に指摘されている点である。

確かに、特定の企業どうしが、いついかなる場合にも継続的取引を行っているのであれ

ば、閉鎖的であるとの誹りを免れ得ない。しかし、その企業の業種や販売変動の動向など、

特定の「条件」によってスポット取引／継続的取引の別が観察されるならば、実は企業の

合理的選択の結果を反映しているとも考えられる。本稿ではそのような「条件」の一つと

して、需要変動の大きさに着目し、物流市場における荷主―トラック運送事業者間の関係

を分析する。

本稿の２つの主要な仮説は以下のとおりである。

�１ 荷主とその主要な製品の輸送を委託しているトラック運送事業者との取引期間は、

交換される情報のレベルや委託先提案により行われる流通加工業務と、正の相関を持

つ。

調査・研究

企業間取引における継続的関係
―物流市場への適用―

前第一経営経済研究部研究官（現第二経営経済研究部主任研究官） 春日 教測
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１ はじめに

企業の組織形態の決定メカニズム、より具体的

に言えば、企業が多段階の取引を自己組織の内部

で行う（make）かそれとも市場での他企業との

取引に委ねるか（buy）の意志決定を行う際の要

因は、どのようなものであろうか。この問いに答

えることは実は容易ではない。伝統的な新古典派

理論では、前者（make）のような垂直的統合を

行う要因を、情報の不完全性や独占／寡占的状態

などの市場の不完全性に求める説明を行っていた

が、近年の取引費用経済学や不完備契約理論など

の発展によって、より直接的に回答を行う試みが

なされてきた１。

現実の市場においては、垂直的統合と市場での

スポット取引との中間的な取引を行っている企業

が数多く存在する。そして、このような企業間の

取引は１回限りのものではなく、同じ企業どうし

が繰り返し継続した取引を行っている。このよう

な長期継続的な取引関係は、特に日本市場に特徴

的な現象であるとされ、それが排他的・閉鎖的な

日本企業の「異質性」の議論と結びつくことも少

なくなかった。しかし、そのようなマイナスの面

だけでなく、継続的取引に、経済学的に見て積極

的な意義が見いだされるとする立場の議論も多く

みられる。

本稿の主要な目的は、そのような継続的取引関

係の経済学的メカニズムが、これまで焦点が当て

られることの少なかった物流市場における荷主―

運送事業者間の関係においても、理論的・実証的

に成立しうる事を指摘することである。同様の観

点からの先行研究としては、春日・鳥居（１９９９）

�２ しかし、このような継続的取引関係は、荷主企業の属する業種の需要変動の大きさ

に影響を受け、需要変動が大きい業種ではスポット的な市場においてトラック運送事

業者と取引を行う傾向がある。

マイクロデータを用いた我々の実証分析では、以上２つの仮説を表す方程式の各係数に

ついて、高い有意性を得た。

仮説�１および�２により示された事実自体は、直感的に特段目新しい論点ではないと感じ

る人がいるかもしれない。しかし、本稿ではそれを、日本企業の取引行動という視点から、

経済学的に統一的な言葉で換言することを試みている。その意味で、最近特に注目を集め

るようになってきた物流市場について、更なる経済分析の進展を促す第一歩となることを

期待したい。

もちろん、継続的取引が企業間の超過利潤を独占する事を目的に行われている場合は、

結果として消費者に対する不当な対価の設定に結びつく可能性があり、全体として本当に

効率性を促進しているのか否かを慎重に評価しなければならないだろう。特に今後は、市

場開放が進み外国企業が日本市場に積極的に参入を行うような金融や通信などの分野にお

いて、「日本的取引」に対する変化を迫られる可能性が高いが、そのような状況の中で日

本の企業システムがこれまでと同様の効率性を保てるのか、仮に日本的システムが崩壊し

た場合の総合的な効果がどのような形で現れるかについても、検討する必要があろう。

１ 垂直的統合に関しては、Perry（１９８９）が、理論的・実証的に包括的なサーベイを行っており参考になる。比較的最近の研究成
果まで取り入れてコンパクトにまとまった文献としては、Joskow（１９９８）を参照のこと。
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やKasuga and Torii（２０００）があり、本稿はそれ

らを補完する役割を担っている。月報の調査論文

という性格上、本稿では、やや広範な視点から、

原論文では触れることの出来なかった物流市場以

外の企業間取引にも言及する。また、物流市場に

言及している最近の物流専門誌の記事や報告書の

類を多くサーベイすることにより、別の表現を用

いてではあるが、実は我々と類似の視点での議論

が行われてきたことを指摘したい。

本稿の構成は以下の通りである。第２節では、

企業間で継続的な取引関係が構築され協調的な行

動が観察される事実について、経済理論の観点か

ら如何に説明されうるかについて整理する。この

際、日本の企業間取引について言及される場合、

競争的メカニズムが同時に内在していると指摘さ

れることが多いことにも言及する。第３節では、

広義の「流通」市場における企業間の関係につい

て概観する。３．１節では、経済学的分析が相対的

に多く蓄積されてきた商的流通（以下、「商流」

という）市場についての先行研究についてサーベ

イする。続く本稿のコアとなる３．２節では、広義

の流通市場のうち商流とともにもう一方の主要な

役割を担う物的流通（以下、「物流」という）市

場に焦点を当てる２。３．２．１節では最近の通商産

業省による商慣行調査から、物流市場における企

業の取引実態を確認する。３．２．２節ではマイクロ

データを用いた計量分析結果を提示し、我々の仮

説が統計的にも支持される事を報告する。即ち、

第３節全体で、広義の流通市場全体を通じて経済

学的に整合的な企業行動メカニズムが観察される

事を指摘しようと試みるわけである。物流市場に

おける継続的取引関係のメカニズムと経済学的解

釈について論じた研究はほとんど存在しないが、

市場における企業の合理的行動という観点からは、

商流・物流の両企業に共通の行動様式が観察され

る事は、何ら不思議な事ではないとも言える。最

後に、第４節において本稿のまとめを述べ、解釈

上の留意点について指摘する。

２ 理論的アプローチ

最初に、継続的な取引を行う事の経済学的イン

プリケーションについて、以下では丸山・成生

（１９９７）第１１章を参考に、３つのアプローチを簡

単に整理しよう。

�１ 取引費用経済学によるアプローチ

生産活動・流通活動とを問わず、企業間の取引

において用いられる人的・物的資源の中には、通

常の市場で容易に調達可能な汎用的資源だけでな

く、特定の企業間取引に特殊的で、その他の取引

相手に対して転用することが出来ない資源が存在

する。このような資源は関係特殊的（relation spe-

cific）な資源と言われ、市場で取引を行う場合に

追加的な費用を発生させる。従って、仮に関係特

殊的資源が取引において重要な役割を担っている

場合は、スポット市場での短期的な取引に委ねる

事が必ずしも有効ではない場合が発生する。第一

に、仮に特定企業との取引が打ち切られた場合、

関係特殊的資源は他の企業に対して転用不能であ

るため、そのような資源は当該取引が停止される

とともに無駄になってしまう。従って、そのよう

な事態を回避するため、合理的な予想をする企業

は関係特殊的資源に十分な投資を行わず、結果的

に投資は過少な水準に陥ってしまう。これを解消

するためには、長期的な視野に立った取引関係が

必要になる。第二に、一度取引が開始されると、

関係特殊的資源が存在するために相手先を変更す

ることに伴うスイッチング・コストが増加するた

２ 商的流通とは、実際の商品の移動はないが所有権の移動に結びつく取り決めを交わすことを目的とした活動をいい、他方物的流
通とは、基本的に所有権の移転とは関係なく、商品の保管、運送、荷役、在庫管理等、財の実際の移動に関わる活動をいう。
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め、そのような資源の存在は企業取引の事後的な

拘束力を確保するように作用する。即ち、事前の

意味でも事後の意味でも、継続的取引関係が発生

する余地があると説明される。

�２ ゲーム理論によるアプローチ

企業間の取引が１回限りである場合、仮にお互

いに協調した方が相互の利益が高まることが分

かっていても、自分が非協調的に行動する事に

よって自己の利益を高めようとする機会主義（op-

portunism）の誘因が発生する。しかし取引が無

限回行われる場合には、そのような機会主義的行

動をとった場合の利益よりも取引を継続させた時

の利益の方が大きい限り、協調的に行動する事が

均衡の一つとなることが、繰り返しゲームの理論

により示されている。

厳密に言えば、現実の世界で行われる企業間取

引は有限回と考えた方が適切で、その場合には取

引当事者の機会主義的行動を依然として排除でき

ない。しかし、「評判」や「信用」のメカニズム

が十分に作用する社会では、取引主体は長期的効

果を強く意識するため、時間的視野の長い取引主

体の間では、取引がたとえ有限回であっても協調

的行動が発生すると説明される。

�３ 情報の経済学によるアプローチ

企業活動を行う上で安定した操業を行う事は重

要な課題であり、そのために取引相手の企業に関

する不確実な要素をできるだけ減少させる必要が

ある。継続的取引はそのような安定性を確保する

ための一つの工夫・制度であって、取引に関する

情報のやりとりを継続的に行う事により、頻繁に

取引相手を変更する場合に発生する情報収集・伝

達に発生する費用を削減したり、情報の信頼性を

確保できるようになると説明される。

これらのアプローチは相互に排他的なものでは

なく、実際の取引においては、これら３つのメカ

ニズムが補完的に機能することにより、継続的関

係が構築され取引が長期化するのだと考えられる。

ただし注意が必要なのは、上記３つのアプロー

チでは長期的取引が発生するメカニズムを説明し

てはいるが、日本の企業間取引に対する評価が与

えられる場合、表面的には継続的に見える取引関

係の背後に、長期的な観点での競争が厳然と存在

していることも同時に指摘されている点である。

例えばHelper（１９９０）は、製造業者と部品サ

プライヤーとの間の取引関係を例に、長期的な技

術進歩という観点からは、購買部品に不満がある

場合に別のサプライヤーに切り替える「退出

（Exit）」行動をとるよりも、その不満を伝える

ことにより改善を促していく「発言（Voice）」型

の取引の方が優位性があると主張している。小田

切（１９９２）も同様の視点から、「退出」オプショ

ンによって支えられた「発言」オプションの活用

による長期的な競争が、日本の企業間取引の特徴

であると論じている３。

更に小宮（１９９４）も、大量生産型の加工組立産

業、殊に電気・電子部品・精密・輸送用機械（自

動車産業）を含む広い意味での機械工業に対して

日本企業は強い比較優位を持っているとし、より

広範な分野に渡って積極的な評価を与えている。

即ち、日本の機械工業においてより重要なのは、

「組織」と「市場」の中間形態である「長期的・

継続的取引」や「共同開発」等の“loose”verti-

cal integrationであり、この組織と市場の中間形

態の比重が高い状況下では、企業間の競争と協力

の双方の要素が常に併存していることから、技術

３ Hirshman（１９７０）は、誤った行動や不適切な行動を根絶するのは不可能で、むしろそれを是正するメカニズムの存在が重要で
あり、そのメカニズムとして「退出」と「発言」の２種類があると指摘している。
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進歩が促進されるとしている。

以上のように、仮に日本の企業間関係において

実際の取引相手の変更が頻繁に生じていなくても、

それは決して競争関係の欠如を意味せず、いかに

継続的取引を行っているとはいえ、内部取引では

ない以上基本的には「他人」の関係であり、そこ

には必ず「競争」の要素がある事が強調されてい

る。

３ 流通市場における継続的取引

前節では日本市場における企業行動を説明する

アプローチについて触れたが、具体的な事例とし

てはどのようなものが挙げられるだろうか。日本

の実際の市場で観察される企業間の継続的取引関

係とその効果については、�１製造業における生産

関係、�２製造業者と販売業者との間の流通関係、

�３メインバンクと製造業者間の関係、等が指摘さ

れている４。本稿の中心的課題は�２の流通関係に

ついて、商流市場だけでなく物流市場まで拡張し

た分析を行う事であり、本節では特に、商流市場

と物流市場の整合性についての議論を敷衍したい。

３．１ 商流市場の先行研究

日本の流通市場の取引慣行については、１９６０年

代頃から、日米摩擦のたびに何らかの形で話題に

のぼってきた。最近では、１９８９年９月～１９９０年６

月に渡って開催された日米構造協議において日本

市場の流通問題が主要なテーマの一つとされ、９２

年２月のワシントンでのフォローアップ会合でも

「系列」「流通」「取引慣行」等が今後検討すべき

重点項目とされている。このような日本の流通市

場における実践的な見地からの問題意識の高まり

は、他方で、流通市場における市場や取引といっ

た基本概念の再考を促した面が大きかった。

日米構造協議で問題にされたように、継続的取

引関係は一見すると閉鎖的な関係のように見え、

馴れ合いにより取引が行われていると批判される

傾向があった。確かに、特定の企業どうしがいつ

いかなる場合にも継続的取引を行っているのであ

れば、閉鎖的であるとの誹りを免れ得ない。しか

し、その企業の業種や販売変動の動向など、特定

の「条件」によってスポット取引／継続的取引の

別が観察されるならば、実は企業の合理的選択の

結果を反映しているとも考えられる。この点、第

２節で説明した、密接な取引が必ずしも閉鎖性を

意味する訳ではないとする説と、同様の流れを汲

んでいる。

そのような「条件」の一つとして、例えば若杉

（１９９１）は、付帯サービスに着目している。これ

は、品質保証や補修サービスのような商品に付帯

するサービスが重視される自動車のような財の場

合、付帯サービスが重要ではない商品に比べ長期

継続的取引関係が重要な役割を担うという主張で

ある。若杉は、継続的取引関係は顧客への付帯

サービスの供給を効率的に実現し、製造業者と流

通業者の取引費用の低下をもたらすために選好さ

れるとしている。即ち、製造業者と流通業者との

長期継続的取引関係の存在は必ずしも一般的なも

のではなく、むしろ一定の特異な条件のもとで形

成・維持されているのではないか、という問題提

起である。

他方、鳥居・成生（１９９５）は、別の「条件」と

して需要変動の大きさに着目している。彼らは、

日本の卸売業について、仕入先・販売先に対して

指導・援助を行っている企業の割合を長期継続的

取引の代理変数とし、需要変動との相関関係を計

量的に分析した。その結果、両変数間に有意な負

の相関が認められている。すなわち、需要の不確

４ 企業間関係以外では、企業組織内の雇用主と被雇用主の関係の分析についても、同様のアプローチが用いられる。
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実性が小さく、生産・販売の在庫調整がそれほど

困難でない場合に、継続的取引関係が構築される

ことが指摘されてている。継続的取引関係が不確

実性の小さな業種で多く見受けられるのは、関係

特殊的な資源への投資を実現するためであり、こ

の点で日本の商流市場で継続的取引関係が観察さ

れるのは、必ずしも閉鎖性を意味する訳ではない

ことが主張されている。

３．２ 物流市場の分析

以上のように、商流市場における継続的取引関

係の分析は盛んに行われてきたが、他方、物流市

場についての同様の視点に基づいた分析は殆ど存

在しないと言って良い。しかし、一般に「流通市

場」と言った場合、広義で見ると商流市場のみな

らず物流市場まで含まれるのが普通である。例え

ば、我が国における「流通活動」の定義は、昭和

４０年５月に統計審議会が行政管理庁に対して答申

した「物資流通消費に関する統計の整備について」

まで遡ることができるが、それによれば、「流通

活動とは、物理的ないし社会的な“ものの流れ”

に関する経済活動のことをいう。……“ものの流

れ”という場合の“もの”とは有形・無形を問わ

ず一切の経済財を指すものとし、……」と定義さ

れており、商流・物流が同列に扱われている（図

１）。

実際、本稿で対象とする企業間の物流市場にお

ける「荷主」とは、製造業者・卸売業者・小売業

者などの商流企業を指している。とすれば、仮に

第２節のようなアプローチが正しく、経済学的に

説明可能なメカニズムが商流市場の主たる企業間

取引において機能しているとすれば、荷主企業は

運送事業者との間でも継続的取引にメリットを感

じるはずであり、３．１節で述べた商流市場と同様

のメカニズムが物流市場においても成立している

可能性が高い。本節では、対象範囲を物流市場ま

で拡大し、商流市場と物流市場との整合性につい

て考えてみたい。

３．２．１ 最近の市場調査結果

まず、最近の市場調査を基礎に、物流市場にお

ける荷主とトラック運送事業者との間の取引実態

の特徴について確認しておこう。参考にする調査

は、つい最近の平成１１年７月に通商産業省より報

図１ 流通体系の定義

流通活動

物的流通活動

取引活動［商業］

物資流通活動

［運輸］

情報流通活動

［通信］

物的基礎施設活動

輸送活動

保管活動

荷役活動

包装活動

流通加工活動

通信基礎施設活動

伝達活動

取引基礎施設活動

取引活動

流通助成活動 金融、保険、規格化、標準化などの活動
注） 統計審議会答申書（昭和４０年５月２１日）より抜粋

５ カーゴニュース（平成１０年１０月、カーゴ・ジャパン社）によれば、荷主とトラック運送事業者との間の契約に対象を絞った調査
は、この通産省調査が初めてとのことである。
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分からない�
無回答�

図２ 取引上の物流条件・慣行の厳しさ等

注）通産省調査（１９９９）より作成

図３ａ 物流の要請（荷主企業→トラック運送事業者）

注） 通産省調査（１９９９）より作成

図３ｂ 物流の要請（トラック運送事業者→荷主企業）

注） 通産省調査（１９９９）より作成
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道発表された「平成１０年度商慣行改善調査の結果

について」（以下、「調査」という。）のトラック

運送サービスに関する部分である。調査では、荷

主企業間の取引慣行や、元請けトラック業者と下

請けトラック業者間の取引慣行についても調査し

ているが、本稿で関心があるのは荷主企業とト

ラック運送事業者との間の取引慣行である５。

荷主とトラック運送事業者との物流条件・慣行

に関しては、「時間指定納品」「リードタイムの短

縮化」「小口多頻度配送」「緊急納品」が主要な物

流課題として挙げられており、半数近くの企業が

「厳しい」「やや厳しい」との認識を示している

（図２）。また、荷主企業からトラック運送事業

者に対する物流の要請は、「配車計画の急な変更」

「集荷依頼の締め切り時間の延長」「集荷時の待

ち時間の長期化」が比較的高い割合で「日常的に

発生」「時々発生」すると回答しており、反対に

トラック運送事業者が荷主企業から要請される物

流条件として見た場合にも、更に高い割合で発生

しているとの回答がなされている（図３ａ、図３

ｂ）。このような調査結果から読みとれることは、

物流に対するニーズが高度化している現状では、

荷主と運送事業者との間で必要とされるコーディ

ネーションが非常に重要な位置を占めているとい

う事実である。

調査では、このような物流条件・慣行を改善す

る方向として、「精度の高い物流システムを構築」

する事や、それに対応した「社内外の体制の整備」、

更には効率的な輸配送を行うため「取引のEDI化

の推進」を挙げており、それらが重要であること

は間違いない。しかし逆に考えてみると、これま

でも、物流機能に重要性を認め、トラック運送事

業者と複雑なオペレーションを行うための調整が

必要だと考える荷主企業は、上記のような事項に

対処するために、委託運送事業者との間で密接な

取引を行ってきたのではないだろうか。例えば、

重要な情報のやりとりを頻繁に行ったり高度な流

通加工用資産に投資を行ったりして、長期的視野

にたった取引を行ってきたのではないだろうか、

と推測することもできる。実際、Just―in―Time

（JIT）などの高度なオペレーションを伴う物流

を行うためには、企業相互間で実態がよく分かっ

ていないと難しいだろう。

物流事業について継続的取引という視点からの

分析が少なかった背景には、輸送サービスに限っ

て考えた場合、トラックのような輸送用資産の埋

没性が少なく、一時的なスポット市場においても

十分調達可能な事が一因であると考えられる。し

かし、通産省調査のように、実際の市場では荷主

企業と運送事業者との間の調整が非常に重要であ

る事を考えると、微妙なコーディネーションを行

うために、繰り返し取引の必要性が高いと言える。

しかも、以上は生産財も含めた物流市場全般につ

いての議論であるが、一般により高度な物流オペ

レーションが必要と考えられる消費財の委託物流

市場に対象を絞った場合、コーディネーションに

センシティブな企業には、より際立った特徴が見

られる可能性が高いと考えられる。次節において

は、このような視点に立った実証分析を報告する。

３．２．２ マイクロデータを用いた分析

本節では、３．２．１節で述べた視点に立って実施

された、マイクロデータを用いた実証分析の一部

について報告する。春日・鳥居（１９９９）および

Kasuga and Torii（２０００）では、郵政研究所が実

施した荷主と運送事業者間の取引関係についての

６ このアンケートは平成１１年１月４日～２月５日にかけて実施された。調査の結果、荷主企業については配布２７００社中２６２社、運
送事業者については配布８００社中７６社の、合計３３８社から、各社が扱う主要２製品の物流取引について回答を得ることができた。
以下の回帰結果は、このうち荷主に対して行ったアンケート調査のみを利用している。
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アンケート調査６を用い、分析対象を「消費財」

に絞り、更に、「主要な２製品」の運送を「委託

している」トラック運送事業者と荷主企業との関

係を分析している７。より詳細な議論と記述統計

量・計量分析結果等は原論文に譲るとして、以下

では基本的なアイディアを説明することにしたい。

２つの論文に共通する主要な仮説は以下のとお

りである８。

�１ 荷主とその主要な製品の輸送を委託してい

るトラック運送事業者との取引期間は、交換

される情報のレベルや委託先提案により行わ

れる流通加工業務と、正の相関を持つ。

�２ しかし、このような継続的取引関係は、荷

主企業の属する業種の需要変動の大きさに影

響を受け、需要変動が大きい業種ではスポッ

ト的な市場においてトラック運送事業者と取

引を行う傾向がある。

３．２．１節の議論との関係で言えば、仮説�１は物

流市場における継続的取引の指摘であり、その要

因の特定である。主として用いたのは、第２節で

触れた�１取引費用アプローチである。即ち、ト

ラック運送事業者が荷主に対して物流サービスを

提供する場合、さまざまな人的・物的資源が用い

られるが、荷主―運送事業者間で交換する情報や

流通加工業務などの物流の付加価値を高めるサー

ビスやそのために必要となる種々の資産が、対象

企業間で特殊的になる可能性がある。このような

関係特殊的資源は物流効率を高め、結果的に生

７ 本節では、アンケート調査から得られた企業単位の分析を行っている。しかし本節の仮説を説明するために主として用いた取引
費用アプローチでは、分析は理論的には「取引単位」で行うべきと主張される事がある。これは、同一企業であっても取引ごと
に異なる区別をしている場合に企業単位の分析では粗く本質を捉えきれない可能性があるため、よりブレークダウンした取引の
レベルで考えるべき、という主張である。その意味では、要素還元的なアプローチであると言うことができよう。例えばサプラ
イヤー・システムにおける部品取引などは、同一企業（サプライヤー）が生産する部品であっても、汎用／特殊等の部品の性質
別によって取引形態が異なっている可能性があるため、企業単位の分析では粗く、取引単位の分析を行うことが適当だというこ
とになる。
しかし明らかな事であるが、実証分析を行う際には、現実の取引実態と入手可能なデータを勘案しながらどのレベルまで分析

単位を還元可能かについて慎重に判断する必要がある。本節のような物流取引において、荷主が交換する情報レベルの決定は財
（貨物）ごとに行われるというよりもむしろ委託先運送事業者別に行われているようであり、財（貨物）ごとに異なるレベルの
情報をやりとりしているという実態は観察出来なかった。また流通加工用資産についても、取引単位、すなわち委託する財（貨
物）ごとに使用する／しないの区別を行っていないにもかかわらず、財（貨物）単位で属性の異なるデータを入手可能であると
は一層考えにくく、その場合本稿のように企業単位の分析を行うのが適当である。これをアドホックに「財（貨物）単位の分析
を行うべき」として分析を進めるのは、既存の経済理論の側に現実を無理矢理あわせようとする、「プロクルステースの寝台」
的な行為であり、常識的に考えて無理がある。
一般に実証研究の結果が即座に受容されることは少なく、種々の批判に答える形で漸進的に進歩していく性質のもので、本稿
で紹介した実証結果についても改善の余地は多く残されている。しかし、分析単位の選択は実証分析を行う大前提となるもので
あり、この段階での初歩的な問題設定さえできていないと、後のリカバリーが困難になる可能性が高い。
もっと具体的に述べよう。ポイントは、他の条件を一定として（ceteris paribus）、財（貨物）単位で別々の属性を持ったデー

タが得られるか否か、という１点に尽きる。貨物属性の一つの例として重量をとりあげる。本稿のような状況にあるとき、荷主
がＡ運送事業者に委託する貨物２つを取り出して比較を試みても、交換する情報のレベルは委託先ごとにしか変化しない以上、
重量の重い／軽いで異なるデータが得られることはない。これは委託先をＢ運送事業者に変更した場合でも同様である。とすれ
ば、Ａ運送事業者とＢ運送事業者に１つずつ貨物を流し、たまたま軽い貨物を流したＡ社の方が重い貨物を流したＢ社よりも密
接な取引をしていることから、「軽い荷物を扱う場合に、より密接な取引形態が観察できる」などと結論できないのは明らかで
ある。何故なら、逆にたまたまＡ社に重い貨物を流しＢ社に軽い貨物を流した場合でも、交換する情報のレベルについて同一の
データが得られるため、結論は容易に逆転するからである。このような貨物データを多数集めて適当にミックスした場合でも結
果は当然変わらない。従って、はじめに設定した「貨物単位で取引形態が異なる」という仮説そのものに問題があるのであって、
仮説を支持する結果が仮に得られたとしても、全く「偶然に」得られただけにすぎないのは明らかだろう。

８ 第２節でみた３つのアプローチのロジックは、垂直的統合が発生するメカニズムを説明する際にも当てはまる。しかし３．２．１節
と３．２．２節では、基本的に統合されていない、別会社の形態をとる企業間の継続的取引とスポット的取引に焦点を当てているた
め、垂直的統合に関しては当面の分析対象から除外している。これは、１つの企業内部で流通過程全般を行っている事例が稀な
ためである。仮に垂直的統合について考える場合には、物流子会社をどう扱うかについても問題となる。子会社を企業集団の１
つとして把えるか、それとも他人の関係として把えるかは微妙な問題であり、特に最近は、物流市場の子会社に関して言うと、
前者から後者の方へウェイトが移っているという指摘もみられるからである。本稿では、そのような困難を排除するため、サン
プルの中から「子会社が無い」と回答している企業および子会社を有していても委託物流に占める子会社委託の割合が５０％未満
の企業のみを抽出し、分析の対象としている。
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産・販売効率を上昇させるために投資される。経

済理論によると、関係特殊的な資源へ、適切な主

体によって必要なだけの投資が行われるためには、

さまざまな制度的な工夫が必要となると主張する。

長期継続的取引関係は、この関係特殊的資源への

投資を可能とさせる制度の一つである、というロ

ジックである。また仮説�２は、一定の「条件」の

もとではスポット市場を利用する状態が観察され

ることの指摘であり、継続的取引が必ずしも閉鎖

性を意味しないという主張に繋がっている。

以下では実証分析の方法について説明しよう。

まず、仮説�１及び�２を検証するための方程式は、

それぞれ以下の�１、�２式で示される。

DURATION＝α０＋α１・LQUANT

＋α２・INFO＋α３・INVEST＋e１…�１式

DURATION＝β０＋β１・UNCERTAIN

＋β２・INFO＋β３・INVEST＋e１…�２式

基本的な構造は、最初に委託を行ってから現在

までの経過月数DURATIONを被説明変数にとり、

相互に交換している情報のレベルを示すダミー変

数INFOや、関係特殊的な流通加工用資産を表す

ダミー変数INVEST９と、どのような相関関係を

持っているかを統計的に検証しようとするもので

ある。具体的なINFO（レベル１、２の時にINFO

＝１）の分類は図４に示したが、レベル１、２と

段階が上がるにつれ、大量のデータを交換する体

制の整備が必要な事に加え、より経営戦略に密接

に関わる高度な情報となるため、関係特殊性の度

合いが高まり、外部の委託業者と継続的な取引を

行うことが得策になると考えられる。従って、

INFOはDURATIONと正の相関を持つと予想さ

れる。同様に、関係特殊的な資産の代理変数IN-

VESTも、荷主企業が運送事業者をスイッチする

費用を増加させることから、一度構築した関係か

ら容易に離脱できなくなる可能性があり、結果的

に委託月数が長期化すると考えられるため、DU-

RATIONと正の相関を持つと予想される。

方程式を個別に見てみると、仮説�１の検証を行

う 方 程 式 は�１で 示 さ れ て い る。こ こ で、

LQUANTは年間輸送重量の対数値を示しており、

大量貨物を輸送する必要のある荷主にとって、輸

送ニーズに応じることができる運送事業者を安定

図４ 情報のレベル

情報のレベル 番号 情報の種類

LEVEL０ １ 輸 送 契 約 情 報

２ 輸 送 配 送 業 務 情 報

３ 入 出 庫 管 理 情 報

LEVEL１ ４ 流 通 加 工 業 務 情 報

５ 在 庫 管 理 情 報

６ 運賃・保管料計算請求情報

LEVEL２ ７ 販 売 情 報

８ 生 産 管 理 情 報

９ 流通加工用資産の関係特殊性の尺度としては、当該設備の導入が委託先（運送事業者）提案に依ったか否か、を採用している（委
託先提案による設備導入があった場合、INVEST＝１）。これは、運送事業者提案による設備導入の場合、特定の荷主の流通加
工業務に対する詳細なノウハウが必要となり、このノウハウが関係特殊的である可能性が高いからである。サプライヤーシステ
ムの「貸与図」「承認図」との類似性、および荷主ごとに行われる投資の重要性については、春日・鳥居（１９９９）およびKasuga
and Torii（２０００）を参照のこと。
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的に確保しておく必要があると考えられることか

ら、DURATIONと正の相関を持つと予想される

変数である。

また�２式では、仮説�２を検証するために、荷主

企業が扱う財に対する需要の不確実性を示す変数

UNCERTAINを導入している。需要変動が大き

な業種においては、特定の運送事業者との取引を

継続させることから得られる便益よりも、スポッ

ト的に取引相手を見つけて需要の不確実性を市場

で調整した方が便益が大きいため、委託月数が短

くなると予想される。従って、UNCERTAINは

被説明変数と負の相関を持つと予想される１０。

これらの推計結果は表１に示されている。どの

変数も、我々の仮説と整合的な結果を示しており、

t値も概ね高い有意性を示している。ここで、抽

出されたサンプル数はわずかしか相違しないが、

方程式�２については、『工業統計調査』というデー

タの制約上、製造業者以外の荷主について除外せ

ざるを得なかった点で、方程式�１とはサンプル選

定条件が根本的に異なっている事に留意されたい。

その意味では、本稿において、２つの方程式で、

我々の仮説を高く支持する計量結果がそれぞれ得

られたことは注目すべきであろう。物流市場にお

いても、取引期間を長期化させる要因として関係

表１：回帰分析結果

OLS�１ OLS�２

説明変数 DURATION DURATION

LQUANT ８．５９７＊＊ ―

（２．０３５） ―

UNCERTAIN ― －４８１．０４３＊

― （－１．８０６）

INFO ７５．４０２＊＊＊ ９０．２４４＊＊＊

（２．９３１） （３．６３３）

INVEST ８９．２１０＊＊ ６３．２２２a

（２．１６８） （１．６３３）

Constant １０４．９８１＊＊＊ ２０４．３１５＊＊＊

（３．０７６） （８．７８３）

F–stat ６．７７０９ ６．１３７２

Adj. R–squared ０．１２３４ ０．１０８２

Observations １２４ １２８

（ ）内はt値を表す。

方程式�２は製造業のみ含む。
＊＊＊、＊＊、＊は、それぞれ１０％、５％、１％水準で有

意であることを示す（aは１０．５％水準で有意）。

１０ UNCERTAINの具体的な計算方法は以下の通り。まず、平成３～７年の過去５年間の『工業統計調査』からそれぞれの荷主が
属する４桁分類の製造業区分の出荷額の時系列値をとる。次に、年度tにおける出荷額の対数、log Stを時間tに関して回帰し、
その残差の標準偏差を不確実性の指標、UNCERTAINとしている。即ち、毎年のトレンドから乖離する予測不可能な部分を、
需要の不確実性の代理変数としている訳である。実はこのような需要の不確実性指標の作成方法は、３．１節で紹介した鳥居・成
生論文で用いられた変数と、データソースが異なるだけでほぼ等しいものである。従って、商流市場の分析との整合性を図る上
でも、適当な指標だということができよう。
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特殊的資産が重要な役割を果たしており、商流市

場と同様、需要の不確実性の大きい業種において

は、スポット市場における短期的取引が支配的と

なるという結果が示された。

実はこのような事実は、３．２．１節で紹介した通

産省調査に限らず、物流市場のアンケートやヒア

リング調査において数多く見られるものであり、

指摘している事実自体は物流実務に携わる人々に

とっては特段目新しい論点ではないと感じる人も

多いかもしれない。しかしそれらの事実に対する

説明のされ方は、本稿での説明とは異なるもので

あり、両者の間には少なからぬ断絶があることは

否めないだろう。

例えば、荷主企業との間に安定的な関係を構築

する際には、これまでも物流の専門誌等で、「荷

主に対する提案力」１１や「パートナーシップの確立」

が重要であると指摘されてきた。しかし、本論の

アプローチによれば、「提案力」とは、例えば「効

率化を達成するために荷主企業ごとに必要となる

関係特殊的な資産（ノウハウ等を含む）への投資

を積極的に行う」ことであり、「パートナーシッ

プの確立」とは「長期継続的取引関係の構築を意

味し、それは関係特殊的な資源への投資を積極的

に行わせるための一つの工夫であり制度である」

と、パラフレーズできるかもしれない。また、そ

のようにして達成された効率化により得られる利

潤は「共同利潤」として位置づけるべきであり、

「パートナーシップの確立」とは、荷主―運送事

業者間で利潤の適正な利潤分配メカニズムを確保

する事が重要であることを指しているとも言える。

更に、長期継続的取引関係が「協調」と同時に「競

争」の要素も内包しており、絶えず運送事業者に

対して改善努力を求める仕組みであると見れば、

近年聞かれるようになってきた「物流コンペ」が、

即座にスポット的な短期取引への移行を導く訳で

はないと考えるべきであろう。委託先のエージェ

ントに同様のコンペを課す取引形態は、実は自動

車業界におけるサプライヤー関係でも見られるも

のであり、その多くは第２節で触れたHelper

（１９９０）や小田切（１９９２）が主張するように、長

期継続的視野に立ってエージェント（本稿の文脈

ではトラック運送事業者）の効率性改善を期待す

る手段となっている可能性もある。少なくともそ

のように見れば、全ての荷主企業が物流コンペに

よって委託先運送事業者を次々と変更する方向に

行動するようになるとは、考えにくいのではない

だろうか１２。

これらは、物流実務の世界で指摘されてきた事

柄の一部を、日本企業の取引行動という視点から

経済学的に統一的な言葉で換言しようと試みたも

のである。そもそも３．２．１節で紹介した商流市場

についても、日米構造協議前後にはそれほど経済

学的分析が蓄積されていたとは言い難く、かつて

流通市場の経済分析に興味を示した経済学者は、

その初期に既存の商学者との融合に腐心した事を

述懐している１３。現在の物流市場はまさにそのよ

うな状況にあるのではないだろうか、というのが

筆者の率直な感想であり、本稿の分析が、効率化

１１ 荷主企業に対する各種アンケートによれば、全体的な物流効率化を達成するために「運送事業者からの提案」に期待するという
調査結果が多く存在する（例えば、輸送経済新聞（１９９８．８．１１）など）。

１２ また、本稿のような、「物流市場においても情報接続のための関係特殊的資産が企業間の取引関係に重要な役割を果たしている」
という主張は、EDI（Electric Data Interchange）の導入状況に関しても新たな視点を提供できるかもしれない。即ち、通常主
張されるようにEDIを導入する事によって企業間関係の変化がもたらされるというよりは、むしろ順序が逆で、既存の企業間関
係が市場構造をある程度固定的にしており、そのためにEDIの普及が促進されないという面があるのかもしれない。仮にそうだ
とすると、企業間関係に関係特殊的資産が重要な役割を果たしているという事実を踏まえた上で、市場構造に影響を与えるよう
な何らかの環境整備を行わない限り、EDIがスムーズに普及する状況を想定するのは困難かもしれない。

１３ 成生（１９９４）pp.３０７―３１０および三輪・西村編（１９９１）はしがきを参照のこと。
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促進の源泉として近年注目を集めている、物流市

場に関する経済分析の更なる進展を促す第一歩と

なることを期待したい。

４ おわりに

本稿では、企業間の継続的取引関係を経済学的

に見て合理性があるとの立場から説明する諸研究

を紹介し、そのメカニズムの物流市場への適用可

能性および取引を長期化させる要因について概観

してきた。これは運送事業者の立場から見れば、

いかに荷主との取引関係を良好に維持し安定的な

収入源を確保するかという非常に重要な問題とも

密接に関係しており、広い意味での物流の一翼を

担う郵便事業経営にとっても示唆的な結果を含ん

でいる１４。類似の視点から行われた先行研究も幾

つか存在するため１５本稿ではこれ以上の詳細には

立ち入らないが、一般に事業体の経営を考える上

で同一産業内他事業者の取引動向から学習すべき

点は非常に多く、直接的なターゲット市場が異な

るとして最初から考慮の対象外にするのではなく、

他者の行動から得られるヒントは積極的に採用し

ていく姿勢こそ大切であろう。

本稿のように対象市場を限定した荷主―運送事

業者間に働くメカニズムとして、我々が３．２．２節

で提示した仮説を繰り返そう。

�１ 荷主とその主要な製品の輸送を委託してい

るトラック運送事業者との取引期間は、交換

される情報のレベルや委託先提案により行わ

れる流通加工業務と、有意に正の相関が観察

される。この点で商流市場と同様のメカニズ

ムが機能している。

�２ しかし、このような継続的取引関係は、荷

主企業の属する業種の需要変動の大きさに影

響を受け、需要変動が大きい業種ではスポッ

ト的な市場においてトラック運送事業者と取

引を行う傾向がある。この点でも、商流市場

についての先行研究と整合的な結論となって

いる。

そしてこれらは、日本企業の特徴として指摘さ

れてきた広義の流通市場以外の市場における企業

行動メカニズムとも整合的な可能性がある、とい

うのが本稿の主要な主張である。

最後に幾つかの留意点について触れておきたい。

本稿は継続的取引にも合理的といえる積極的意味

があることを主張するものであって、これが「い

ついかなる場合にも」他者を排除する閉鎖的な取

引を正当化するものではない事はもちろんである。

もともと継続的取引関係に関する研究が盛んに

なったのは、継続的取引関係が市場の閉鎖性論と

結びつきやすく、「流通市場は閉鎖的」とする諸

外国からの批判に反論することがきっかけの一つ

となっている以上１６、継続的取引の積極的な面を

強調する論文に力が注がれてきたことは止むをえ

ない面がある。しかし、手放しの礼賛はやはり危

険であり、過度の協調的行動は市場取引とはかけ

離れた成果をもたらす結託的行動に繋がる可能性

があることにも十分な注意が必要であろう。特に、

効率化により追加的に得られるレントが取引を行

う二企業間で独占され、新規参入企業が存在した

場合よりも社会全体の経済厚生が低下してしまう

ような状況を生み出してしまう場合には、その弊

害は明らかであろう。

１４３．２節は基本的には企業間物流市場の分析であり、少数の荷主企業から少数の配送先企業への物流を対象としているが、少数の
荷主企業から多数の消費者に対する物流である販売物流市場についても、荷主企業と運送事業者との関係を見る限り等しい関係
が成立している。従って、荷主―運送事業者間の関係について言えば、３．２節の分析結果は、宅配便などの販売物流市場にも容
易に拡張できる。

１５ 例えば谷（１９９６）、Kasuga and Torii（２０００）第５節を参照。また関連する事例としては、日本通運に関する記事（日刊工業新
聞２３面 平成１１年５月１３日）等が挙げられる。

１６ 奥野（１９９１）pp.４２４―４２６参照。
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本稿で見たように、継続的取引関係は、関係特

殊的投資の促進や評判の確保のために効率的な場

合もあり得るが、他方その継続性が、新規参入者

に対する参入障壁として機能しており超過利潤の

発生をもたらしてしていたりする場合には、非効

率性の温存に繋がるため排除すべき、という結論

になる。しかし、実際はどうなのかという観点か

ら両者の経済効果を比較した分析は、必ずしも十

分とは言い難く、２者間の間に成立する効率性の

問題だけでなく、それが第３者である消費者や新

規参入企業にそのような影響を与えるのかも、厳

密に検討されなければならない。奥野（１９９１）が

指摘するように、「日本的システム」と呼ばれる

長期関係に基づく協調は、光と影の面を併せもっ

ている。その意味で、現時点で日本の経済学が解

明すべきことは、協調の光の部分がどこまで日本

社会に貢献し、影の部分がどんな歪みをうみ出し

ているのかを、論理的実証的に明らかにすること

であろう。特に今後は、市場開放が進み外国企業

が日本市場に積極的に参入を行うような金融や通

信などの分野において、「日本的取引」に対する

変化を迫られる可能性が高い。そのような状況の

中で、日本の企業システムがこれまでと同様の効

率性を保てるのか、仮に日本的システムが崩壊し

た場合の総合的な効果がどのような形で現れるか

について、検討する必要があろう。

謝辞；本稿の作成にあたっては、鳥居昭夫横浜国立大学

経営学部教授、太田耕史郎広島修道大学経済科学部助教

授より、貴重なコメントを頂いた。ここに記して感謝の

意を表したい。ただし、本稿に残存するかもしれない誤

りは、すべて筆者の責任である。
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１ はじめに

無線局が発射する電波は共有の空間を占有する

ため、混信排除の観点から、技術的・公共的観点

からの種々の利用制約が課されてきた。

近年、電波利用の形態が公共的な利用から、私

的利用に急激にシフトが進み、また、移動体通信

市場の競争が急速に進展する中、事業運営に必要

【要約】

情報通信技術の急速な発展と情報通信需要の高度化・多様化を背景としてわが国の移動

体通信市場の競争が急速に進展する中、事業運営に必要不可欠な生産要素の一つである周

波数資源について社会的な関心が高まってきており、公共的あるいは技術的視点が中心で

あった周波数資源の管理のプロセスの中に周波数の経済的な価値を反映させるべきという

意見が強くなってきている。周波数資源の開発・分配・割当の各段階において経済的な視

点を適切な形で考慮することができれば、現在の周波数利用形態を改善し、経済的により

効率的な資源配分を達成できる可能性がある。

本稿では、周波数分配計画策定にGDPへの定量的波及効果を反映させる場合、さらに

周波数割当に免許賦与及び電波監視コストを反映させる場合のそれぞれにおいて利用可能

な経済的指標の試算を行った。その結果、携帯電話及びPHSの加入者増に対応する付加価

値の増分に、大きな開きが見られないこと、また周波数の割当を受けた者が受益者負担の

観点から負担すべき費用（価格）についても一定の推計結果を得た。

もちろん、考え方、試算方法、あるいは採用した諸仮定については改善の余地が多く残

され、算出された各数値についても確定的なものとは言い得ない。情報化の進展が周波数

資源の需要を増大させ、有限希少な周波数資源を経済的効率性にも配慮しつつ利用しなけ

ればならない状況が継続するとすれば、本稿のような試みは周波数管理当局の今後の新た

な課題となろう。

調査・研究

周波数管理に応用可能な経済的指標の試算
１）

元通信経済研究部研究官

現電気通信局電波部移動通信課システム企画係長 石田 隆章

１） 本稿は、Jitsuzumi, T and Ishida, T.（１９９９）：“Preliminary approach to calculating economic indicators for spectrum manage-
ment”をベースにして構成されている。本稿の作成にあたっては、㈱三菱総合研究所システム工学研究センター柏崎主任研究
員、高谷研究員の協力を得た。ここに掲載する研究内容や意見は、執筆者個人に属し、郵政省あるいは郵政研究所の公式見解を
示すものではない。もちろん本稿に関するありうべき誤謬などは全て執筆者の責任である。
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不可欠な生産要素の一つである周波数資源につい

て社会的な関心が高まってきた。そのため、周波

数利用技術の開発（資源利用の効率性）を巡る議

論とともに、周波数資源への経済的な価格を付け、

あるいは価値を算出し、その指標を活用すること

よって、国民の効用の総体が最大となるような資

源配分を実現すること（資源配分の効率性）が必

要であるという議論が生じてきている。とりわけ、

周波数資源を無償で分配してきたことからくる資

源配分の歪み、あるいは価値ある生産要素である

周波数資源を無償で特定の事業者に利用させ利潤

を稼得させていることに対する分配面での不公平

性について関心が集まっている。また、周波数の

利用に際して社会的にはコストが発生しているに

も関わらず、その負担が適切な形でなされていな

い状況であるのであれば、各免許人が過大な生産

要素の投入を行って非効率な水準のサービス提供

を行うことを容認しているに他ならない。また、

アナログからデジタルへの転換期を迎え、急速に

利用可能な技術の選択肢が広がっているが、周波

数有効利用技術の導入は、利用分野、利用者に

よって不均一であり、最適な技術が適切な時期に

導入されなければ、その不公平性について同様の

議論がなされる結果となるであろう。

諸外国においては、従来の比較審査に替わる周

波数分配・割当方法としてオークション方式等が

導入あるいは検討されている。わが国において周

波数資源の管理の責任を有する郵政省においても、

１９９６年度の「電波資源の有効活用方策に関する懇

談会」で、オークション方式を含め各種割り当て

方式の検討等が実施され、電波の経済的価値を考

慮した周波数の有効利用方策が今後の検討課題と

して取り上げられる等、鋭意検討を行ってきたと

ころである。しかしながら、現在までのところ、

周波数の効率的な配分において基準となるような

定量的指標（周波数の価格など）の算出には至っ

ていない。

本研究は「周波数の利用」の経済的な価値を評

価し、周波数資源の管理・利用についての経済的

効率性を実現するための指標を見出すことを目的

に具体的には以下の二つの課題について検討を行

う。

１．マクロ経済的な観点からの周波数利用分野

毎の経済的価値の試算

２．個別の免許事業者が無線局免許、周波数の

割当に際して課されるべき価格の試算

本稿の構成は以下のとおりである。まず次節で

わが国の周波数資源管理の仕組みについて略述し、

第３節で試算の考え方について議論を展開する。

引き続く、第４、第５節では具体的な試算作業を

行い、最後の第６節で本稿で示された推計の限界

や今後の課題などについて指摘する。

２ わが国における周波数資源管理

わが国における周波数資源の管理主体は国であ

る。わが国の電波利用を規律する電波法第一条に

おいては、周波数資源の公正かつ能率的な利用の

確保の観点から管理を行うことによって、公共の

福祉の増進を図ることを目的として示している２）。

公平な利用のため周波数の利用者への配分にあ

たっては、利用する物の地位や法人団体の性格、

規模で区別せず、あるいは早い者勝ちに配分する

のではなく、電波の利用目的や必要性を重視され、

電波が不要不急なものに使われたり、能率の悪い

使い方にならないよう配慮がなされる。実際、電

波法には、「電波の公平な利用」、「電波の能率的

２） １９００年に制定された電信法、１９１４年に制定された無線電信法においては一般国民が電波を利用することを厳しく制限しており、
電波の利用は原則として国自らであった。
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な利用」の確保のために次のような諸規定が設け

られている。

１．一定の条件を満たす者だけに、無線局を開

設し電波の利用を認める「免許制度」

２．電波の効率的な利用を確保し、他の無線局

等への混信妨害を排除するとともにその無線

局開設の目的を達成するための技術的条件を

定めた「無線設備規則」

３．一定の技術的、運用的の能力を求めるため

の資格制度を定めた「無線従事者規則」

４．無線局の能率的な運用を確保し、他局への

妨害を排除するための「無線局運用規則」

具体的な周波数資源の管理手続きは図表１のと

おりに執行されている。

周波数の利用は国境などの地理的限界を超えて

影響を及ぼすものであるから、周波数管理にあ

たっては国際的な調整も必要である。特に「周波

数の分配」に関しては国際電気通信連合（ITU）

の世界無線通信会議（WRC：World Radiocom-

munication Conference）等において審議され、

無線通信規則（RR：Radio Regulation）として国

際周波数分配表に記載された周波数帯毎の利用目

的に従った管理が行われている。また、「周波数

の割当」は、分配された各周波数帯域についてど

の使用者に利用機会を与えるかを周波数割当当局

が決定する作業である。具体的には、利用希望者

からの申請に基づき、電波法令及び電波法関係審

査基準により審査が行われ、個々の無線局に対し

て割当が実施されており、割り当てた周波数に関

しては、「日本無線局周波数表」として公開され

ている。

加えて、利用秩序を維持するため、不法無線局

の監視等が実施され（「周波数の監視」）、あるい

は、需要の変遷や技術の発展に対応する目的で既

存利用区分の見直し（「周波数の整理」）も適宜実

施されている。

３ 周波数管理において考慮すべき経済的評価

３．１ 経済的指標に関する考え方

３．１．１ 資源配分の効率性からのアプローチ

周波数資源の効率的配分のためには、現在実施

されている周波数管理手続きの中に周波数資源の

経済的価値に着目した視点を加味することが求め

られる。

まず、「周波数資源の開発」の段階では、それ

がもたらすであろう経済的な効果を予測し、開発

に要するであろうコストがその効果と比較して過

大であるか否かが検討される必要がある。現在ま

でのところ、周波数資源の供給者である国、ある

いは大手の周波数利用者（NTTなど）を中心と

図表１ 周波数資源の管理手続き

Step１ 周波数資源の開発
周波数資源全体の需要に応じて、未利用周波数帯の開発、既利用周波数帯を高密度

に利用する技術の開発等を行う３）。

Step２ 周 波 数 の 分 配
利用用途毎の需要に応じつつも、文化・国防等の非経済的側面への配慮を加味して

周波数の使用目的を定める。

Step３ 周 波 数 の 割 当
利用希望者からの申請に応じて、電波法等に基づく審査の上、一定の周波数帯の使

用許諾を与える。

３） 従来、周波数は公共的分野で利用されるケースが大半で、周波数資源の開発についても国、電信電話公社等が主な推進主体で
あった。例えば、デジタルマイクロ波通信技術、衛星通信技術、携帯電話サービス等の基礎技術である移動体通信技術について
は、電信電話公社時代からNTTが研究を進めてきたところである。郵政省においても、周波数資源の安定的な供給を図るため、
通信総合研究所を中心として、基礎的でハイリスクな研究開発、公共性が高い研究開発等を中心に、未利用周波数帯の開発、周
波数有効利用技術の実用化等を進めてきている。
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して、周波数資源の開発が実施されてきている。

国が主体となって実施している開発のコストは税

金に基づく一般財源によって確保されている。開

発に要する費用は周波数資源の利用量とは無関係

な固定費であり、さらに開発の成果は広く民間に

開放されており、その利益は最終的には広く国民

全体に及ぶものであることを考えれば、そういっ

たコスト負担の方法には合理性が認められる。

「周波数の監視」についても、それが周波数資源

全般の利用の安全性・確実性を担保するものであ

ると考えれば、「開発」と同様の考慮を加えるこ

とが必要である。但し、「開発」「監視」の受益者

が特定され、受益者毎の費用の切り分けが合理的

に可能であれば、受益者負担の原則に従い、当該

周波数帯域の利用者がコストを共同で負担すると

いった選択肢の方がより公平であると考えること

ができる。周波数管理に必要な行政的経費の増大、

周波数利用目的に占める私的割合のシェアの増大

が進む中で、専ら周波数利用者を受益者とする事

務処理に要する経費を従来通り一般財源で賄うこ

とが周波数利用者と一般国民の間の費用負担の不

公正を拡大することとなり適当でないという意見

も傾聴に値する。

周波数資源の利用用途を定める「分配」行為自

体には特別な費用は発生しないようにも見えるが、

一定の利用用途を定めることは他の用途への利用

を禁じることであるから、その意味で機会費用は

発生している。また、マクロ経済的な視点を導入

するとすれば、一定の分配計画のもとで達成され

る経済規模と他の分配計画の下で達成される経済

規模の比較等を行い、当該分配計画の適正性を検

討する一つの指標として活用することが考えられ

る。

「周波数の割当」については、当該行為が周波

数利用希望者（＝企業あるいは個人）からの申請

に基づいて開始されるために、基本的に国が行為

主体となる他の段階とは別の考慮が必要である。

すなわち、この段階においては企業や個人が経済

的に見て効率的な量の周波数利用申請を行うため

にどのような形でシグナルを送るのが適当かを検

討する必要がある。理論的には、限界生産物の価

値が生産要素の価格に等しくなるレベルに生産要

素の投入量を調整することで、企業は利潤を最大

化し、私的な効率性を達成する４）。従って、この

段階における問題は周波数利用の価格をどのよう

に設定するのが効率的であるかという論点に集約

できよう。周波数の分配計画が所与であるとすれ

ば、監視システムの構築・維持費用や免許手続き

に要する費用などに基づいて価格シグナルを設計

することが適切であると思われる。監視システム

や免許手続きを処理するシステムの運営コストは

固定費が大半を占めることが考えられ、さらに、

公平性の観点からは周波数関係事務の収支均衡が

求められるとすれば、免許手続きに要する費用に

関しては、免許申請単位を分母として算出された

平均費用に基づく価格設定が適当である。一方、

監視業務において必要とされる電波監視設備、運

営費等のコストは監視すべき地域の面積や地勢、

監視対象の数に比例して増大する。地勢等を所与

とすれば、平均費用の算出単位としては、無線局

数ではなく、現実の監視対象として取り扱われて

いる周波数の一単位（以下、「情報伝送路（CP：

Communications Path）」と称する）の数が適当

であろう。

また、無線局免許が純粋に周波数の使用許可を

与えるものか、あるいは、特定地域における当該

周波数の排他的利用許可を併せて付与するものか

を明確にし、周波数の割当が排他的に行われ、無

４） 私的な効率性を達成した状況が企業に正の利潤を生んでいるか否かは、固定費の大きさに依存する。
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線局免許が最終生産物市場における独占権の賦与

に等しいとみなされる場合については、免許申請

者が考慮すべき価格にはそういった独占権の価値

も包含される必要がある。事実、PCS等に関して

米国・豪州で実施されたオークションにおいては

この意味で導き出された価値を入札の最高限度額

として進行していったものと考えられる。情報通

信ニーズを満たすための媒体は周波数のみではな

い。周波数資源を情報伝送媒体として積極的に捉

え、他の有線等の情報伝送媒体との利用コストの

比較を行うことができるのであれば、周波数を利

用する通信システムの経済的な優位性を数値化し

説明することが可能となる。代表的な選択肢とし

ては、�１事業的な周波数利用者が提供するサービ

スを利用、�２有線他の媒体を利用、�３自らが周波

数を使用する情報伝達システム（自営通信システ

ム）の構築等が考えられるが、それらの利用コス

トの差は利用者にとっての周波数の価値を示す一

指標とも言えよう５）。

「周波数の整理」については、分配、割当につ

いて既存の計画を見直し、最適化を図るものであ

り、分配及び割当と同様の取り扱いが必要である。

３．１．２ 資源利用の効率性からのアプローチ

周波数資源の利用者は、電波法に定める技術基

準、運用に関する規則に従い無線局が運用されて

いる限り能率的な周波数の利用を行っているもの

とみなされる。また、必要な周波数の量が付与さ

れている限り、自らの意思で周波数の有効利用技

術を開発し、積極的な導入を図るという意味にお

いてインセンティブは発生し得ない６）。アナログ

から、デジタルへの転換期を迎え、急速に利用可

能な技術の選択肢が広がっているが、周波数有効

利用技術の導入は、利用分野、利用者によって不

均一であり、最適な技術が適切な時期に導入され

る必要がある。不均一である状況が定量的に評価

でき、また、その解消のためのコストを評価する

ことができれば、それを解消し、最適化するため

の一指標を得ることが可能となる。

３．２ 本稿での試算対象

以上の観点を踏まえ、本稿においては、次の二

つの経済的価値の試算を行う。

まず、効率的な周波数分配計画を策定する際の

指針となるであろう「ある周波数分配計画がGDP

に与えるであろうインパクト」の定量的評価を試

みる。しかしながら、本指標はGDPに対する貢

献度の評価は社会的便益・コストのうち金銭的に

客観評価できる部分のみを取り出したものであり、

分配計画策定の段階で考慮されるべきひとつの要

素に過ぎないことに注意する必要がある。

次に、免許申請者に提示することを通じて適切

な量の周波数帯域の申請に誘導するために用いら

れる周波数価格の算出を試みる。まず、免許手続

きに要する費用見合いで定められている免許申請

手数料について解説する。さらに、当該免許を安

定的に活用できるような監視システムの構築・維

持・更改に要する費用を受益者負担の観点で負担

するという考え方から単位「情報伝送路（CP）」

当たりの料金設定を試みる。

４ 周波数分配計画がGDPに与えるインパクト

の試算（粗付加価値ベースの価値）

特定の周波数分配計画がGDPに与えるインパ

５） �３により情報伝送システムを構築するために開設される無線局の多くは、「無線局（放送局を除く。）の改正の根本基準」によ
り、�１、�２の利用と比較して能率的かつ経済的であることが条件とされている。

６） ただし、�１事業的な周波数利用の展開局面において、周波数利用者がサービス利用者の獲得などの目的達成、�２自営的な周波
数利用の局面においても必要な通信目的が配分される周波数量では達成ができない場合においては、結果的に自ら周波数利用に
関する技術開発を実施するという状況が生まれることがある。

４３ 郵政研究所月報 １９９９．１１
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最終サービス提供者�設備･機器生産者など�サプライヤー�

（a）：最終サービス事業者の付加価値�
（b1）：設備設備・機器生産者などの付加価値�
（b2）：設備･機器生産者などに対するサプライヤーの付加価値�
（c）：設備･機器生産者などに対するサプライヤーが中間投入する輸入原材料�
（d）：設備･機器生産者などが中間投入する輸入原材料�
（e）：最終サービス事業者が中間投入する輸入部品�

産出額�

輸入合計�
（d）�

（c）�
（d）� （e）�

（d）�

（c）�

（b）�

（a）�

（c）�
（b2）�

（b1）�

（b2）�

（e）�

（c）�

クトについては、粗付加価値ベースの価値及び情

報通信ストック蓄積の効果の二つの観点から評価

を行うことができる。

４．１ 粗付加価値ベースの価値の算出手法７）８）

周波数の粗付加価値ベースの価値（経済的価値）

は、当該周波数を利用する産業が産み出す付加価

値であると定義可能であり、それはさらに「直接

的付加価値」と、その付加価値が国民に分配され

それが消費を喚起して副次的に創出する「間接的

付加価値」の２つに大別できる。

直接的付加価値は、携帯電話事業者及びPHS事

業者が直接産み出す付加価値に加えて、その事業

を運営するために直接的に必要な生産財の生産か

ら産み出される付加価値、及び消費者がそれぞれ

のサービスを享受するために必要な機器の生産活

動などから生じる付加価値の合計で捉えることが

できる。ただし、推定作業の単純化のために、本

稿では、サービスの利用者は全て最終消費者であ

ると見做している９）。また、間接的付加価値に関

しては直接的付加価値から発生する波及効果とし

て算出できる１０）。

支出面で捉えた場合の最終サービス事業者の付

加価値（GDP貢献分）は、図表２に示すように、

最終サービス事業者の付加価値［（a）］

＝最終サービス産出額－中間消費

＝産出額－（国内投入分＋輸入）

で表される。「国内投入分」は設備・機器生産者

の産出額に等しく、その付加価値は同様に、

設備・機器生産者などの付加価値［（b１）］

＝産出額－（国内投入分＋輸入）

と分解される。こうした中間投入の連鎖は何段階

にもわたり、日本の産業全体の様々な産業に対し

図表２ 経済的価値の産出方法

７） Smith System Engineering Ltd．社が実施した周波数の価値評価の手法を参考とした。
８） 産業の付加価値ベースの経済的価値を算出しようとする場合には、通常、産業連関表に基づく分析が行われる。しかしながら、
現時点において利用可能な産業連関表は１９９０年時点のものであり、それを用いた経済的価値の推定は、技術革新が著しい分野に
対して試みる場合、適当な結果をもたらさない可能性が高いうえに、基準となる産業分類が本稿の目的には適当ではない。電気
通信分野に関する産業分類が細かく設定されている郵政産業連関表の採用も考慮可能であるが、最新のものはPHSが登場した
１９９５年版であり本稿の目的には適さない。

９） 本稿では、直接的な付加価値部分を構成する周波数を使用する事業者、機器生産者等の関連産業を総称して、それぞれ携帯電
話産業、PHS産業と呼ぶ。

１０） 本稿における間接的付加価値の算出にあたっては、第５次版EPA世界経済モデル（経済企画庁経済研究所編、１９９５）で算出され
た公共投資乗数２．１３を使用した。
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付加価値�
１兆1,852億円�

通信設備・機器への�
設備投資�

１兆2,103億円�
付加価値�
�

2,558億円�

他産業から�
の中間投入�
8,601億�

付加価値�
7,913億円�

輸入�
無線通信機器部門�

海外産業（輸入分）�

加入電話事業者の通信施設�
等の利用に関わる費用�

4,813億�付加価値�
�

3,502億円�

他産業から�
の中間投入�
1,311億�

付加価値�
1,206億円�

輸入�

携帯端末機器の調達費用�
8,793億�

付加価値�
�

1,923億円�

他産業から�
の中間投入�
6,465億� その他事業経費�

6,676億�

付加価値�
6,142億円�

輸入�

輸入�

加入電話事業者（NTT等）�

携帯端末製造事業�

付加価値�
�

2,669億円�

他産業から�
の中間投入�
1,012億�

付加価値�
931億円�

端末販売の営業経費�
11,016億�

端末販売収入�
9,070億円�

電話収入�
３兆4,081億円�

３兆4,081億円�

1,736億円�

携帯端末機器の販売事業�

国内産業全般�

国内産業全般�

付加価値�
5,948億円�

輸入�

国内産業全般�

国内産業全般�

国内産業全般�

携帯電話事業者�
　付加価値合計�
４兆4,645億�

1997年度�
携帯電話�

携
帯
電
話
加
入
者�

て需要を創出し、それぞれの産業において付加価

値が生まれる。本稿では、需要の連鎖をサプライ

ヤーまで考慮し、サプライヤーに対する中間投入

以前の連鎖で発生する直接的付加価値については、

産業平均の比率を用いて推計を行った１１）。

４．２ 移動体通信用周波数の経済的価値

４．２．１ 携帯電話用周波数についての試算

４．１節の手法に従って、携帯電話に利用されて

いる周波数帯の経済的価値の推定を行った結果を

図表３に示す。

１９９７年度における携帯電話の用に供される周波

数帯は、端末製造・販売等を含めた携帯電話産業

全体で約４兆５千億円の直接的付加価値を産み出

し、１９９６年度と比較して、約９，５００億円増加して

いる。これは、１９９７年度のGDPの１．９％に相当し、

前年度よりも０．４ポイント上昇している。

この付加価値が携帯電話産業全体の中で、それ

ぞれどの段階で生じているかを示したのが次の図

表４である。

４．２．２ PHS用周波数についての試算

PHSに利用されている周波数帯の経済的価値の

図表３ 携帯電話用周波数の経済的価値
（単位：百万円）

項 目 １９９７年度 １９９６年度

直接的付加価値

間接的付加価値（乗数効果分）

付加価値合計

４，４６４，５４２

５，０４４，９３２

９，５０９，４７４

３，５１４，４７９

３，９７１，３６１

７，４８５，８４０

GDP寄与率 １．９％ １．５％

図表４ 携帯電話事業に関わる産業の付加価値産出構造

１１） 図表２のサプライヤーの産出額（売上高）は、実際には他の産業からの中間投入と、輸入及びサプライヤーの産み出す付加価値
から構成される。サプライヤーへの中間投入はさらに、他産業の産出額になり、その産業において付加価値と輸入と中間投入に
分解される。サプライヤーへの中間投入に関与する他産業の輸入比率が一定であると仮定すれば、サプライヤー及びサプライ
ヤーへの中間投入に関与する他産業を含めた全体の付加価値は、サプライヤーの産出額に産業平均の比率（VA（国内総生産）／
（VA＋IMP（輸入額））」を乗ずることによって得ることができる。
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5,269億円� 5,269億円�
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PHS
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推定を行った結果を図表５に示す。

１９９７年度におけるPHSの用に供される周波数帯

は、PHS産業全体で約６，６４５億円の直接的付加価

値を算出しており、１９９６年度と比較して、２２２１億

円増加している。GDPの比較では対前年度０．１ポ

イント増の０．３％に相当する。

さらに、この付加価値がPHS産業全体のどの段

階で生じるかを図表６に示す。

こうして算出された周波数の用途毎の経済的価

値を比較することで、当該周波数帯にとっての効

率的な用途、換言すれば当該周波数分配計画の適

切性に関する判断材料が得られる。先の図表３及

び図表５に示された付加価値額及び加入者数を

図表５ PHS用周波数の経済的価値
（単位：百万円）

項 目 １９９７年度 １９９６年度

直接的付加価値

間接的付加価値（乗数効果分）

付加価値合計

６６４，４５３

７５０，８３２

１，４１５，２８５

４４２，３０６

４９９，８０６

９４２，１１２

GDP寄与率 ０．３％ ０．２％

図表６ PHS事業に関わる産業の付加価値産出構造

図表７ PHS用周波数と携帯電話用周波数の経済的価値の比較

項 目 PHS 携帯電話
PHSを１００とした場合の

携帯電話の値

付加価値の伸び（百万円）

加入者数の伸び（人）

単位加入者あたりの付加価値の増分（百万円／人）
単位周波数あたりの加入者収容能力１２）（人／MHz）
単位周波数あたりの付加価値の増分（百万円／MHz）

２２２，１４７

２，６０９，４５５

０．０８５

５４０，０００

４５，９７１

９５０，０６３

１０，６６１，４２４

０．０８９

４２０，０００

３７，４２７

４２８

４０９

１０５

７８

８１

１２） 電気通信技術審議会答申による。ただし、携帯電話については、スポットゾーン方式を導入し、併せてハーフレート（又は
CDMA導入）を行った場合における全国加入者収容数より算出した。
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ベースに、単位加入者あたりの付加価値の増分を

求めることができる。ここに、通信システムの周

波数利用効率を示す指標として、単位周波数に収

容可能な加入者数を考慮することにより、単位周

波数あたりの付加価値について両システムの比較

評価が可能となる指標を見出すことができる（図

表７）。

単位加入者あたりの付加価値の増分については、

携帯電話産業がわずかに有利であるが、周波数の

利用効率を考慮すると、PHSシステムの高い周波

数利用効率により、単位周波数あたり産み出す付

加価値は携帯電話の１．２倍程度となっている１３）。

４．３ 情報通信ストック蓄積の効果

郵政マクロ計量モデル（宮田・高谷、１９９８）に

よると、情報通信資本ストックの蓄積が産業の潜

在的生産能力を高めることが明らかにされている。

労働、公的及び民間産業資本ストック、産業基盤

的社会ストック、情報通信ストックから集計され

るコブ・ダグラス型生産関数により求められたそ

れぞれのGDPに対する弾性値を見ると、我が国

の情報通信資本ストックのGDPに対する弾性値

は０．２８２５であり、労働の０．４１８２に次ぐ高い値を示

している。

情報通信ストックのGDPに対する寄与度は、

情報通信ストック量、情報通信資本ストックの

GDPに対する弾性値から求めることができる。

加入者増に対応するPHS事業、携帯電話事業の情

報通信ストックの増分を推計し、単位周波数あた

りの収容加入者数とGDPに対する弾力性を考慮

することで、単位周波数あたりの情報通信ストッ

クの増加が付加価値に及ぼす影響を算出すること

ができる（図表８）。

４．４ 試算結果の評価

単位加入者あたりの付加価値の増分及び加入者

増に対応する情報通信ストックの増分については、

いずれも携帯電話がPHSよりも優れているといっ

た結果となったが、単位周波数あたりの加入者収

容能力を考慮すると、粗付加価値ベースの価値及

び情報通信ストックの効果のいずれも、PHSが携

帯電話よりも優れているといった結果となる。両

者の差はわずかであるが、特に優劣を述べるとす

れは、GDPに及ぼす貢献の大小という判断基準

から見た場合、１９９７年度時点において携帯電話用

として分配されていた周波数帯は、携帯電話用で

はなくPHS用として分配することが適当であると

いうことになる。但し、ここの議論は、携帯電話

サービスのPHSサービスに対する質的相違（カ

バー率の高さ、移動時の利便性）、あるいは、事

業展開において携帯電話事業者はPHS事業者に先

んじて設備投資を行っていたため周波数割り当て

１３） ここで算出された付加価値が携帯電話産業あるいはPHS産業のどの段階で生じているかを示すことも可能である。
１９９６年度、１９９７年度を比較し、PHSに係る産業構造を携帯電話と比較すると、�）設備投資分野で創出される付加価値の比率
が高い、及び�）加入者電話事業で創出される付加価値の比率が高い、といった点を挙げることができる。PHS事業本体での営
業余剰は両年度ともマイナスとなり、付加価値はマイナスの数値を示している。ただし、１９９７年度については改善の傾向もみら
れている。このことは、�）売上高に比較して過大な設備投資を当年度に実施していること、�）加入者獲得のための端末販売
インセンティブの増大による営業経費の急増、�）加入者電話網に依存しなければならない、ネットワーク構成の特質から来る
膨大な回線使用料などの負担が携帯電話事業に比べて大きいという３つの要因によるものと考えられる。

図表８ 情報通信ストック蓄積の効果

項 目 PHS 携帯電話
PHSを１００とした場

合の携帯電話の値

加入者増に対応する情報通信ストックの増分 （千円／人）
単位周波数あたりの付加価値の増分 （百万円／MHz）

４６．８

６９，８８６

５４．３

６３，０９４

１１６

９０
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計画の変更には多大なコストが伴うことなどを捨

象した結論であることに留意すべきである。

なお、粗付加価値ベースの価値及び情報通信ス

トックの効果についてそれぞれ試算を行ったが、

両者の間には一定の重複が生じていることが考え

られる。しかしながら、本稿作成の時点では、両

推計値の関係を整理し、重複量を定量的に評価す

るには至っておらず、残された課題となっている。

５ 周波数割当に際して課す価格の検討

周波数割当に際して課す価格は、当該周波数帯

域を利用に供したことによって追加的に必要とさ

れる申請処理手数料と利用秩序維持に必要な電波

監視のコストをカバーするものとして設計される

必要がある。周波数割当が排他的な利用許可を伴

う場合においては、その価格に生産物市場におけ

る独占権の価値が加味されるということは先の

３．１節で論じたところであるが、この点について

は本稿の試算対象とはしない。本節では申請処理

及び電波監視維持のためのコストから構成され、

受益者負担の原則に従って周波数利用者によって

負担されるべき価格について試算を行う。

５．１ 申請処理のコストに対応する価格

無線局免許の申請処理に際して発生する費用に

関しては、既に免許申請手数料の形で制度化され

ている。この手数料は人件費、物件費等の実費を

勘案して定められており、周波数利用の許諾の基

本単位が無線局免許であることから、無線局一局

あたりの額として図表９のとおりに定められてい

る。基本送信機の出力規模に応じて手数料が異

なっているのは、免許許諾に先立つ干渉調査の範

図表９ 主要な無線局の免許申請手数料

無線局の種別 基本送信機の規模 新たな免許の申請手数料 再免許の申請手数料

ラジオ放送局 ０．１ワット以下 ８，３００円 ４，４００円

０．１ワット～３ワット ３４，３００円

３ワット～１０ワット ４７，５００円

１０ワット～１００ワット ８４，３００円

１００ワット～１Kワット １０７，１００円

１Kワット超 １３５，０００円

テレビジョン放送局 ０．１ワット以下 ９，８００円 ５，２００円

０．１ワット～３ワット ４０，３００円

３ワット～１０ワット ６７，２００円

１０ワット～１００ワット １１５，２００円

１００ワット～１Kワット １３５，０００円

１Kワット超 １４６，７００円

携帯電話・PHS事業用の

基地局、陸上移動局

１ワット以下 ２，８５０円 １，６００円

１ワット～５ワット ３，４００円 ２，７００円

５ワット～１０ワット ５，４００円 ３，９５０円

１０ワット～５０ワット １１，８００円 ５，４００円

５０ワット～５００ワット ２０，６００円 ８，０００円

５００ワット超 ２４，２００円 １０，６００円
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囲が出力レベルとともに増大するためである。こ

の数値がコストを正確に反映しているものであれ

ば、示された料金額は試算すべき価格に等しいと

いうことになる。

５．２ 電波監視維持のためのコストに対応する価

格

電波監視維持のためのコストは�１監視設備の開

発コスト、�２監視設備の減価償却費および機会費

用、�３監視業務の実施コストの３つから構成され

る。�１及び�２については、事実上固定費とみなさ

れ、�３については、監視対象の数に比例する。

まず、監視対象の周波数の数は占有する周波数

の物理量（Hz）を単位とするのではなく、周波

数分配計画あるいは当該周波数帯の技術的特性に

よって周波数占有量が定まる伝送路（「情報伝送

路（CP）」）を単位として測定する。CPあたりの

周波数占有量はシステムの方式毎に異なることに

なるが、現実の監視作業は、CPを単位に実施さ

れているため、この場合においてはHzよりも適

当な算出単位であると考えられる。

わが国で現在利用されているCPの約９４％は日

本全国で利用可能であり、したがって監視業務も

その大半が全国一律に実施されている。試算にお

いては、全てのCPは全国で利用され、監視活動

は全国で同水準であると仮定した。

このように考えれば、ある特定の年に発生する

電波監視維持コストの総額を監視対象のCP数で

除することにより、全国を範囲として１CPを常

時占有する免許人が一年間に負担すべき平均費用

が算出できる。

分子となる監視コストについては、現在整備が

進められている監視施設が当初計画どおりに実現

した場合を想定して積算している。一方、分母と

なるCP数は、１９９８年度末の「日本無線局周波数

表」から算出している。実際には周波数の利用目

的の重要度に応じて監視努力が異なり、従ってコ

ストの発生も一律でないことが想定されるが、単

純化のために、実用局の利用しているCPに対し

ては費やされている監視努力は全て同等であり、

従ってコストも等しく発生しているとみなした。

以上述べた諸仮定の下で平均費用を算出したと

ころ、１CPを日本全国で常時利用する免許人が

負担すべき年間コストは、２７．３万円／CPと試算さ

れる。

６ 試算の限界と今後の課題

本稿の試算によれば、単位加入者あたりの付加

価値の増分及び加入者増に対応する情報通信ス

トックの増分、単位周波数あたりの加入者収容能

力を考慮した粗付加価値ベースの価値及び情報通

信ストックの効果のいずれも、両者に大きな違い

は見られない。特に優劣を述べるとすれば、

GDPに及ぼす貢献の大小という判断基準から見

た場合、１９９７年度時点において携帯電話用として

分配されていた周波数帯は、携帯電話用ではなく

PHS用として分配することが適当であり、携帯電

話事業用に割り当てられている周波数帯域をPHS

事業用に振り向ける方向で変更したほうがGDP

に対する貢献度という観点からはより望ましい周

波数分配計画が得られることが示される。また、

免許付与コスト及び監視コストを考慮した場合の

周波数免許の価格が算定された。但し、ここで得

られた数値は幾つかの大胆な仮定に基づくもので

あり、現実の政策決定に応用するためには詳細部

分のさらなる検討が必要であることは否めない。

例えば、移動体通信用周波数の経済的価値の算

出にあたっては、通信サービスを利用する者が全

て最終消費者であることを前提としているが、こ

れは、中間投入として通信サービスを購入してい

る法人ユーザが産み出す付加価値の分を捨象して

いることに他ならず、当該付加価値相当分だけ推
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計結果が過少となっている。通信利用動向調査

（郵政省、１９９９b）によれば、携帯電話を保有し

ている事業者の割合はPHSを所有している事業者

の５倍超の６７．３％に達していることを考えれば、

法人ユーザの生み出す付加価値を加味した場合に

は携帯電話用周波数の割当をむしろ増大させるべ

きであるという結論が導かれる可能性もある。ま

た、現状の移動体通信需要は、携帯電話に集中し

ていること、さらに、周波数分配計画の変更は産

業構造・需要構造の変更を不可避的に伴い、大き

な社会的摩擦（失業問題など）が生じかねず、移

行措置の適否によっては、計画された経済的効果

が十分には発揮されない可能性があるが、この点

も、本稿の推定方法には加味されていない。

また、前節においても触れたが、周波数利用目

的の社会的な重要度に応じて監視努力の濃淡があ

ることが想定され、発生するコストも一様ではな

いことが予想される。当然、そこから導き出され

るCP単位の価格についても影響が及ぶ筈である

が、本稿ではそういった点は捨象している。

このような推計手続き上の問題点は、今後、推

計方法の精緻化を行う上で当然に解決を目指すべ

き課題である。また、本稿で算出された経済的な

価値はあくまでも周波数管理上の一つの判断基準

に過ぎず、例えばユニバーサルサービスの確保や

国防上の考慮といった様々な非経済的な判断基準

と併せて初めて円満な周波数管理が可能になるこ

とは改めて強調しておきたい。いずれにせよ、周

波数管理における経済的な評価基準の導入は、他

の判断基準では得られない公平性・透明性をもた

らし、様々な制約の下でではあるが一定の経済的

な効率性の達成をもたらしうる。そのため、周波

数管理当局において、今後のさらなる検討・分析

が求められる分野であることは確かであろう。
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前回は、１９９８年１月１日より完全自由化された

フランス電気通信市場における相互接続に関する

規制動向、それに関連するローカル・エリアの定

義、電話番号問題を取り上げた。後半にあたる今

回は、ユニバーサル・サービスと支配的事業者で

あるフランス・テレコムに対しての料金規制を扱

うことにする。後者については、競争化後のフラ

ンス・テレコムの料金設定政策に対してARTあ

るいは政府がどのように判断したのか、その作業

経過を含めてご紹介することにする。

３ ユニバーサル・サービス

規制により独占が守られていた時代には、ユニ

バーサル・サービスは大きな問題ではなかったか

目次

１ はじめに

２ 相互接続

２．１ 相互接続規制のフレームワーク

２．２ 相互接続政令と相互接続カタログ

２．３ ローカル通話エリアの定義

２．４ 事業者番号制度

２．５ 相互接続に関する今後の検討課題

（以上、前号掲載）

３ ユニバーサル・サービス

３．１ ユニバーサル・サービスの制度

３．２ ユニバーサル・サービス費用の算定

３．３ ユニバーサル・サービス制度の今後の検討課題

４ フランス・テレコムに対する料金規制

４．１ 料金規制のフレームワーク

４．２ フランス・テレコムの複数年料金目標に関する協定

４．３ 個別の料金申請

４．４ 今後の料金規制上の課題

５ おわりに

（以上、本号掲載）

特 別 寄 稿

フランスにおける電気通信自由化後の規制�２

情報通信総合研究所嘱託（元郵政研究所研究官） 佐々木 勉
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もしれない。全国均一の料金体系により、高費用

地域であれ低費用地域であれ同じように料金を課

すことにより、その基盤としての内部補助制を維

持できたからである。しかし電気通信市場が競争

化されたことにより、これは大きな問題となった。

競争化によりその財源基盤を失っていくためであ

る。新規事業者はまず費用に比して高い料金が設

定されている市外市場に参入するが、そこで競争

が激化することにより、既存事業者はそのシェア

を減らし、市外料金の引下げをもって防戦するこ

とになる。その結果、これまでユニバーサル・

サービス提供のための財源とされた市外市場での

収入が減少し、内部補助の仕組みが徐々に維持で

きなくなる。ユニバーサル・サービス提供の既存

事業者は、たとえ費用を下回っているとされる市

内料金を引き上げ（料金のアンバランス解消、あ

るいはリバランス）、費用に近づけたとしても、

なお高費用地域（料金がその費用を下回る地域）

が残される可能性が多い。ここにユニバーサル・

サービスの問題が顕在化する。競争重視の事業者

であれば、そうした市場でのサービス提供を行わ

ないからである。

別な観点から、身障者・低所得者等に対する社

会福祉的費用もユニバーサル・サービスに含める

べきとする考え方もある。これはフランス、オー

ストラリア１などで採用されている考え方である。

さらに最近の動向として、インターネット・サー

ビスの普及促進を図るために、学校へのインター

ネット・サービス導入に関わる費用もユニバーサ

ル・サービスに入れてはどうかという、市場開発

促進の観点からの検討も行われている。

フランスの規制機関ARTは１９９７年アニュア

ル・レポートの中で、「電気通信分野の自由化が、

フランスにおける妥当な料金で全国においてアク

セスできる高品質電話サービスを提供するという、

公共サービスの使命を脅かすものであってはなら

ない。」として、１９９６年７月２６日付け電気通信規

制法に基づき、公共サービスが競争目標と共存で

きるための法的枠組みの構築と取り組んできた。

そこでの公衆電気通信サービスは三つの項目２か

ら構成されるとした。

・ユニバーサル電気通信サービス３。

・義務的な電気通信サービス。これには統合デ

ジタル・ネットワーク・サービス、専用線、

パケット交換データ・サービス、高度音声電

話サービス、テレックス・サービスへの全国

的なアクセス提供が含まれている。

・国防、公共の安全、公共的な研究及び高等教

育の分野における電気通信の公共の利益に関

する使命。

以下では、一般的にユニバーサル・サービスと

呼ばれている最初の「ユニバーサル電気通信サー

ビス」（以下、これをユニバーサル・サービスと

呼ぶことにする）について論じることにする。

３．１ ユニバーサル・サービスの制度

ユニバーサル・サービスは「全国で利用可能な

高品質の妥当な料金による電話サービス」と定義

されている４。それは無料の緊急通話、電話帳検

索サービス、印刷物及び電子形式による電話帳、

全国における公衆電話を提供することを内容とし

ている。さらに特別なニーズを有する人々、例え

ば、身体的財政的な状況５により電話サービスへ

のアクセスが困難な人々に対する社会的料金及び

技術提供も含まれる。

１９９６年電気通信規制法は、それらの原則を定め

１ Telstra’s Universal Service plan,１９９８
２ Article L.３５du code
３ ユニバーサル・サービスの定義、提供、財源については、Articles L３５―１～L３５―４
４ Article L.３５du code
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ただけではない。それはまたユニバーサル・サー

ビス提供のための条件も定めている。その一つが、

ユニバーサル・サービスの責務を担う公衆事業者

として、フランス・テレコムを指名した６ことで

ある。しかし同法は、「ある事業者がユニバーサ

ル・サービスの全国における提供に同意し、そう

する能力を有するならば、ユニバーサル・サービ

スを提供する責務が付与される」と定め、フラン

ス・テレコム以外にもユニバーサル・サービス提

供の事業者が出現する可能性７を残させている。

ユニバーサル・サービスの費用は、ユニバーサ

ル・サービス提供事業者の純費用として定義され

ている。原則として、この費用は二つの会計状況

の差とされる。

・ユニバーサル・サービスを提供する必要がな

く、純粋に商業的な動機によってのみ行動す

る事業者の状況

・ユニバーサル・サービスを提供しなければな

らない事業者の状況

後者の事業者は、通常では商業的に提供不可能

として棄却される地域あるいは利用者について

サービス提供を求められる場合、前者よりも一般

に高い費用を担わざる得ない。しかし、より広範

囲の顧客基盤を持つことはより多くの収入可能性

を持つことも意味している。このため、経済的な

計算では、追加的な費用と追加的な収入の純差額

を見落とさないよう考慮している。

費用算定者はARTである。ARTはユニバーサ

ル・サービスの純費用及び事業者に求める純拠出

額を評価するための方法を電気通信担当大臣に提

案することになっており、その費用は大臣により

確定される８というプロセスをとる９。費用は前年

度にその額を予定額として定め、当該年を経過し

た後、提供事業者の営業実績をもとにして、ユニ

バーサル・サービス費用の確定を行うことになっ

ている。

ユニバーサル・サービス提供の総費用には、５

つの費用カテゴリーが存在する。

・フランス・テレコムの現行料金体系のアンバ

ランスに関連する費用：フランス・テレコム

がその料金体系をリバランスする期間、すな

わち、遅くとも２０００年１２月３１日までの期間に

ついてユニバーサル・サービス費用に含めら

れる費用である。移動体通信事業者は全国へ

のサービス・エリア拡大することを要件とし

て、これについての負担を免れる１０。

・地理的平準化費用、すなわち、全ての加入者

が同じ料金で電話サービスにアクセスするこ

とができるようにするための全国での提供費

用１１

５ Article L３５―１du code。なお、こうした身障者に対するサービスをユニバーサル・サービスとして考慮している国として、オー
ストラリアをあげることができる。同国の１９９７年電気通信法は、身障者に対するサービスをユニバーサル・サービスに組み入れ、
バウチャー方式を利用した給付の仕方を導入している。Raiche, Holly “Universal Service in Australia”p.９―３２, in All Connected
（ed. by Bruce Langty）, Melbourne University Press,１９９８

６ Article L３５―２du code
７ オーストラリアのユニバーサル・サービス制度では、全国的にユニバーサル・サービスを提供する事業者と地域的にユニバーサ
ル・サービスを提供する事業者に分けている。

８ Article L３５―３and L３６―７（paragraph４）
９ オーストラリアでは、ユニバーサル・サービス費用を提供事業者側が試算し、その認可を規制当局に求めるという手続き法を採
用している。

１０ フランス・テレコムの料金はこれまでの公共的な独占のため料金体系上不均衡な状況にあった。フランス・テレコムが業務遂行
上求められた公共サービス使命において、全ての国民が電話サービスへのアクセスを可能とすることを保証するため、加入費用
は歴史的にそれに関連する費用よりも低く抑えられていた。これを補填するため、長距離通話はその実際費用よりも高く料金設
定された。競争化により、この歴史的事業者はこの状況をリバランスし、その料金が正確に費用を反映する形でより競争的なス
タンスを採らざる得なくなった。ユニバーサル・サービス提供に関して、法律は急激なリバランスを抑えるために暫定的な財源
調達メカニズムを定めた。これは妥当な料金の電話サービス提供とより競争的な公衆事業者のニーズとの妥協を図った策である。
フランス・テレコムは１９９７年に料金リバランスを開始した。この事業の財源調達は遅くとも２０００年１２月３１日に終了する。
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・社会的料金：低所得者あるいは身障者に対す

る社会的料金を提供しなければならない費用

・全国における公衆電話提供の費用

・ユニバーサル電話帳及び対応する検索サービ

スを維持するための費用

ユニバーサル・サービス費用は全ての電気通信

事業者―フランス・テレコムを含む―により負担

され、それらが搬送するトラフィックに比例させ

て調達される。事業者からの徴収額は２つの方法

で行われる１２。相互接続料に追加して支払うか、

ユニバーサル・サービス基金へ直接支払うかによ

る。財源調達のこの二つの方法は暫定的なものと

され、現行料金体系のアンバランスが解消された

ならば（遅くとも２０００年１２月３１日）、この方法は

終了する。すなわち、それ以降は、リバランス費

用が消滅し、残り四つの費用カテゴリー（地理的

平準化、社会的料金、公衆電話費用、ユニバーサ

ル電話帳費用）への拠出は、ユニバーサル・サー

ビス基金に対してのみとなる。こうした移行期に

おいて、相互接続料に対する追加料金の形をとる

のは、最初の二つの費用カテゴリー（フランス・

テレコムの料金アンバランスと地理的平準化の費

用）である。後者三つの費用カテゴリーは、預金

供託金庫が管理する基金への支払いの形をとり、

その後ユニバーサル・サービス提供のためフラン

ス・テレコムに支払いを行うことになる。

３．２ ユニバーサル・サービス費用の算定

これまでARTは１９９７年、１９９８年、１９９９年のユ

ニバーサル・サービス費用見積額とその事業者に

対して求める拠出額を算定した。

１９９７年ユニバーサル・サービス責務の遂行に関

１１ このことは、ユニバーサル・サービスに該当するサービスの地域別料金制を認めていないことを意味している。
１２ 相互接続料金は他の事業者が相互接続協定の中でフランス・テレコムのネットワークへ接続するためそれに支払う料金である。
１３１９９７年３月段階では、フランス・テレコムは約９０億フラン、電気通信担当大臣は約６０億フランとの数字が報道されていた。

表３ ユニバーサル・サービスの財源調達

移行期の財源調達

（２０００年１２月３１日まで）
その後の財源調達

料金リバランス費用 相互接続料金へ上乗せ なし

地理的平準化費用 相互接続料金へ上乗せ ユニバーサル・サービス基金

公衆電話、社会的料金、電話帳・電話帳検索費用 ユニバーサル・サービス基金 ユニバーサル・サービス基金

表４ 事業者種別毎のユニバーサル・サービス費用の拠出（２０００年１２月３１日まで）

移動体通信事業者

電話及び他の電気通信サー

ビス提供の公衆ネットワー

ク事業者

電話以外の電気通信サービ

ス提供の公衆ネットワーク

事業者

料金アンバランス費用 なし
電話トラフィックに比例し

て拠出
なし

地理的平準化費用
電話トラフィックに比例し

て拠出

公衆電話費用 電話トラフィック及び他の

電気通信サービス・トラ

フィックに比例して拠出

電話トラフィック及び他の

電気通信サービス・トラ

フィックに比例して拠出

電気通信サービス・トラ

フィックに比例して拠出
社会的料金費用

電話帳・電話帳検索サービス
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するフランス・テレコムの費用は、ARTにより

４８億２，９００万フランと見積もられた１３。この数字は

１９９７年６月２５日に産業大臣に提出され、１９９７年７

月２３日に公式に発表された１４。その最終確定額は

経過年のデータに基づき１９９８年１１月、調整の上決

定された。１９９７年は規制機関が設立されたばかり

であったこと、ユニバーサル・サービス制度の最

初の適用年であったことから、作業はずれ込んだ。

通常ならば、算定対象年の前年に算定作業を終了

することになっている。

１９９７年の費用見積額の内訳は、

・現行料金体系のアンバランスに関する費用：

１７億５，６００万フラン

・地理的平準化費用：２６億３，４００万フラン

・社会的料金のための費用、公衆電話費用、電

話帳・電話帳検索サービスのための費用：４

億３，９００万フラン、

とされた。見積額は、ユニバーサル・サービス制

度初年度として、ユニバーサル・サービス提供事

業者であるフランス・テレコムの固定地点間電話

サービス売上高に一定比率を乗じた額とした。現

行料金アンバランスに関する費用として、その売

上高の２％、地理的平準化費用としてその３％、

さらに電話帳サービス・公衆電話・社会的料金の

費用としてその０．５％とした１５。

各事業者はこの見積額に対して、その電話トラ

フィック量に応じて拠出することになっている。

拠出法は相互接続料への付加金とする方法と直接

ユニバーサル・サービス基金に支払う方法の２つ

がとられた。フランス・テレコムは自らに対して

料金リバランス費用と地理的平準化については、

自ら支払い自ら受け取る形となり、公衆電話等の

費用はユニバーサル・サービス基金に一旦支払っ

た後、同基金より受け取ることになった。一方、

新規電話事業者は、前２項目の費用について、フ

ランス・テレコムに対する相互接続料に、分あた

り１．７サンチームとして追加し、付加金として支

払った。なお、移動体通信事業者に対しては、こ

の額を分あたり１サンチーム／分とした。これは、

移動体通信事業者がそのサービス提供エリアの拡

大と引き替えに、フランス・テレコムの現行料金

体系アンバランスに関する費用負担を免除された

ためである。

ARTは１９９８年のユニバーサル・サービス費用

１４ Arre^té du２３juillet１９９７fixant les évaluations prévisionnelles du cou^t du service universel et les contributions des opéra-
tueurs pour l’année１９９７, publié au J.O. du５aou^t１９９７, p.１１５９２

１５ この比率の根拠についてARTは公表していない。

表５ １９９７年ユニバーサル・サービス費用見積額（フラン）

算 定 法 拠 出 法
見 積 額 確 定 額

費 用 費 用

料金リバランス費用 フランス・テレコム

の固定地点間におけ

る電話サービス売上

高の２％

相互接続料

（０．７サンチーム／分）
１７億５，６００万 １８億２，４００万

地理的平準化費用
同じく売上高の３％

相互接続料

（１サンチーム／分）
２６億３，４００万 ２７億３，６００万

公衆電話費用

電話帳・電話帳検索費用

社会的料金費用

同 じ く 売 上 高 の

０．５％

ユニバーサル・サー

ビス基金
４億３，９００万 ４億５，６００万

合 計 ４８億２，９００万 ５０億１，６００万
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と事業者の拠出額に関する見積額を１９９７年９月２２

日、産業大臣に提出し、同大臣は１９９７年１１月１９日

その見積額を公表した１６。１９９８年からは、フラン

ス・テレコムの電話サービス売上高の一定割合と

する方法ではなく、各費用項目について、精査な

検討を加え算出した１７。その見積額は６０億４，３００万

フランであった。１９９８年について、フランス・テ

レコムはその競争事業者から９，５００万フランを受

け取ることになった。なお、最終的な見積額の確

定は、１９９９年１０月１５日までに行われることになっ

ている。

１９９８年の見積額は、

・フランス・テレコムの現行料金体系のアンバ

ランスに関する費用：２２億４，２００万フラン

・地理的平準化費用：２７億１，７００万フラン

・社会的料金に関する費用：９億２，１００万フラ

ン

・公衆電話費用：１億６，３００万フラン

ユニバーサル電話帳―印刷物あるいは電子形式

による―及びそれに対応した電話帳検索サービス

の提供責務に関して、ARTはこのサービスによ

る収入が費用を十分に補っているとして、ユニ

バーサル・サービス費用をゼロとした。最初の２

項目の費用は、分あたり１．８サンチームとして相

互接続料に上乗せして支払われることになった。

１９９８年についても現行料金体系のアンバランス費

用の負担を、移動体通信事業者には免除した。そ

の結果、約７，０００万フランが競合事業者からフラ

ンス・テレコムに支払われることになった。また、

その他の項目について、フランス・テレコム以外

の事業者は、ユニバーサル・サービス基金に総額

２，５００万フランを支払うことになった。

１９９７年に対する１９９８年のユニバーサル・サービ

ス費用見積額の増加は、２つの費用が異なった方

法を用いて算定されたことによる。

・１９９７年、費用はフランス・テレコムの売上高

の５．５％と政令で定められた。したがって、

フランス・テレコム・グループが公表した売

上高を用いて、４８億２，９００万フランと算定さ

れた。

・１９９８年、ARTは法律が定めた方法を費用算

定に適用した。その結果、社会的料金（９億

２，１００万フラン）及び無料の料金明細書を含

めたことから、自動的に３億５，１００万フラン

のコストが膨らんだため、１９９７年の一定率で

算定した数値と異なった。

１９９９年の見積額については、１９９８年１１月１９日に

ARTが見積もり、産業大臣に提出した。同大臣

は年が明けた１９９９年１月２３日にそれを公表した。

その結果、１９９８年見積もりと同様な方法により、

・フランス・テレコムの現行料金体系のアンバ

ランスに関する費用：２０億２７０万フラン

・地理的平準化費用：１５億５，５００万フラン

・社会的料金に関する費用：１１億５００万フラン

・公衆電話費用：１億８，９００万フラン

１６ Arre^té du １９ novembre １９９７ constatant les évaluations prévisionnelles du cou^t du service universel pour l’année １９９８,
publié au J.O. du２３novembre１９９７, p.１６９８２

１７ 算出方法については、拙稿「フランスにおけるユニバーサル・サービス費用の算定」郵政研究所月報１９９８年１０月（第１２１号）７４―
８５頁。

表６ １９９８年ユニバーサル・サービス費用見積額

（フラン）

拠 出 法 費 用

料金リバランス費用
相互接続料

（０．８サンチーム／分）
２２億４，２００万

地理的平準化費用
相互接続料

（１サンチーム／分）
２７億１，７００万

公衆電話費用

ユニバーサル・サー

ビス基金

１億６，３００万

電話帳・電話帳検索費用 ０

社会的料金費用 ９億２，１００万

合 計 ６０億４，３００万
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と、合計４８億７，１００万フランとなった。

しかし、フランス・テレコムが１９９９年１月２９日、

市内料金を引き上げることにより料金のアンバラ

ンス解消を図る料金申請を行ったことから、

ARTは料金リバランスに関するユニバーサル・

サービス費用の見直しを行い、この費用項目を２０

億２，７００万フランから１，６００万フランに大きく減額

し、全体でも３０億弱とほぼ半分にユニバーサル・

サービス見積額を定めた。これにより、新規事業

者が相互接続料金に上乗せして支払う部分の料率

も、移動体事業者に対して０．４７サンチーム／分、

その他の事業者に対して０．４８サンチーム／分とし、

移動体と固定の事業者に差がほぼなくなった。

なお、ユニバーサル・サービス基金は１９９７年に

設置された。ARTは預金供託金庫と協力してこ

の基金の管理に関する技術的な方法を定めた。協

定がこの２つの機関間で結ばれ、１９９７年１２月１９

日１９担当大臣に認可された。事業者はこの基金に

対しその該当する支払い行う。この基金には、運

営委員会（comit é contr o^ le）も設置された。

３．３ ユニバーサル・サービス制度の今後の検討

課題

ARTはユニバーサル・サービス制度を実施し

た後、いくつかの問題点を確認してきた。

�１ ユニバーサル・サービスの範囲

ユニバーサル・サービスの範囲は１９９７年の議論

の中心であった。このサービスの一部として学校

へのインターネット・アクセス・サービスを含め

るべきだとした、ミッシェル・ドルバール氏の報

告書２０公開後、特に問題となった。この提案は政

府により取り上げられ、欧州レベルでの議論にか

けられた。EUの競争政策においてこれまでイン

ターネットが十分に考慮されず、その競争に与え

るインパクトについての方針が明確にされていな

かったためである。ARTがそこで示した見解は、

現在のEU法下では、多数の異なる事業者がそれ

を提供している中で、ユニバーサル・サービスを

提供する事業者に対してのみ、そのインターネッ

ト・サービスに関わる費用をユニバーサル・サー

表７ １９９９年ユニバーサル・サービス費用（フラン）

１９９９年（見積額） １９９９年（見直し額）

拠 出 法 費 用 拠 出 法 費 用

料金リバランス費用
相互接続料金

（０．６２サンチーム／分）
２０億２，７００万 相互接続料金

（０．４８サンチーム／分）
１，６００万

地理的平準化費用
相互接続料金

（０．４７サンチーム／分）
１５億５，０００万 相互接続料金

（０．４７サンチーム／分）
１５億５，０００万

公衆電話費用
ユニバーサル・サービス

基金

１億８，９００万
ユニバーサル・サービス

基金

１億８，９００万

社会的料金費用 １１億５００万 １１億５００万

電話帳・電話帳検索費用 ０ ０

合 計 ４８億７，１００万 ２８億６，０００万１８

１８ この額について、ARTは示しておらず、新聞報道は異なった額を示しているが、ここであげた額は筆者がART文書に従い計算
したものである。

１９ Arre^té du１９décembre１９９７portant approbation de la convention entre l’Autorité de régulation des télécommunications et
la Caisses des dépo^ts et consignations concernant la gestion comptable et financi e` re du fonds de service universel des télé-
communications, publié au J.O. du２２janvier１９９８１９９７, p.１０２７

２０ Rapport remis au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi qu’au secrétaire d’Etat a`
l’industrie sur les enjeux d’avenir pour France Télécom, septembre１９９７
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ビスとして補填しようというメカニズムは、競争

上問題であり、したがって不可能だろうというこ

とであった。フランス・テレコムが学校へのイン

ターネット・アクセス・サービスをユニバーサ

ル・サービスの範囲に加えようとする場合には、

それは政府予算からあるいは市町村財政から財源

の確保を行わなければならないだろうと判断した。

事業者が財源を負担するユニバーサル・サービス

の枠内にこの新サービスを含めるには、欧州レベ

ルでユニバーサル・サービスの内容と財源調達法

を見直すことが必要となるからである。

それでも政府は学校へのインターネット・サー

ビスをユニバーサル・サービスの枠内に取り込も

うとする姿勢を見せたが、ARTは上記のような

考えからユニバーサル・サービス範囲の見直しに

ついて静観することにしており、政府とARTの

姿勢に相違が生じている。ARTは現行のメカニ

ズムが開始してわずかでありその帰結を判断する

には尚早であると考えた。また、ユニバーサル・

サービスの内容についての議論は、２０００年に予定

される１９９６年電気通信規制法におけるユニバーサ

ル・サービス要素の見直しと１９９９年に予定される

EU電気通信指令の全般的見直しの一部に含まれ

るべきものと考えた。

�２ 事業者拠出額の算定基礎

ユニバーサル・サービスの財源に関して、電気

通信規制法は各事業者による拠出額がそのトラ

フィック量に比例して算定されるべきであると規

定した。１９９７年５月１３日付け政令は、対象となる

トラフィック量の種別を特定するための項目を明

示した。各事業者にとり、トラフィック量はその

事業者の公衆ネットワークに接続する加入者電話

機ないし端末に関わる発信及び着信の電話トラ

フィックの総量として定義される。これは、自ら

のネットワーク上で加入者あるいは端末へのダイ

レクト・アクセスを行う事業者だけが、ユニバー

サル・サービス費用の支払いを課されることを意

味した。

この定義は２つの問題をもたらした。

・長距離通話だけを取り扱う事業者はユニバー

サル・サービスの財源に貢献しない。

・トラフィック・ベースのアプローチは、同じ

計算ベースを全ての事業者に適用できない。

このシステムを簡素化し、より公平なものとす

るために、ARTは拠出額算定の基礎として、ト

ラフィック量を各事業者の売上高に置き換える可

能性について、事業者と意見を交わすことにした。

売上高のほうが明確であり事業者会計で確定した

数値を示すからであるとARTは考えた。ただし、

一見してこの方法は明確であり誤りが少ないとい

う利点を持つが、採用前にその完全な影響を調査

しなければならないとしている。なお、議会及び

政府の所掌範囲であるこの種の決定は、郵便電気

通信公共サービス高等評議会（Commission sup

érieure du service public des postes ett é l écom-

munications）が意見を提出するまで実施に移す

ことができないことになっている。

ユニバーサル・サービス基金運営の簡素化措置

も検討されている。いくつかの事業者はこの基金

へ一定額の拠出を行うが、それは処理に大きな管

理コストが発生する事態となっている。したがっ

て、その額が徴収管理コストよりも小さい場合に

は、徴収しないほうが、効率的に改善されること

となる。

�３ ユニバーサル・サービス提供の便益を確認

ユニバーサル・サービス提供は言うまでもなく

コストを伴うが、それは電気通信規制法により規

定された財源調達システムにより賄われる。一方、

フランス・テレコムにより提供されるサービスの

実際的な便益は、それが費用算定の際に考慮され

ていない。費用だけでなく便益も考慮しなければ

ならないというのが、経済学の教えるところであ
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るから、現行制度には不備が存在することになる。

例えば、便益項目にはイメージ及び評判の改善が

含まれ、それは宣伝費の節約や提供範囲あるいは

アクセスビリティの面でフランス・テレコムの利

点となる。これらは資本集約的な電気通信分野に

おいては、大きな効果を有する。ARTはそうし

た利点の数量的な評価を行うために評価モデルを

策定することにしている２１。ARTはすでにその効

果の調査に着手している。この評価アプローチは、

ユニバーサル・サービス財源に関する政令が改正

されることを条件に、ユニバーサル・サービス費

用の算定で加味されることになる。

�４ 身障者ニーズの考慮

ユニバーサル・サービスには、財政的困難者及

び身障者のニーズに対して電話サービス提供を行

うための社会的要素が含まれている。身障者につ

いてはできる限り容易に身障者が電気通信サービ

スへのアクセスを可能とするため、欧州における

モデルとして、身障者のニーズに対して電気通信

機器の提供を加盟各国が行うよう、ARTはEUに

求めている。

�５ 地理的平準化費用の評価

ユニバーサル・サービス費用のもう一つの構成

要素は地理的な料金の平準化、すなわち、全国を

通じて全ての加入者が同一料金で電話へのアクセ

スができるようにするための費用である。この費

用算定には二つの要素が用いられる。まず非収益

的地域の費用要素である。ついで収益的な地域の

非収益的な加入者の費用要素である。ここで非収

益的地域とは、サービス提供の費用が収入を上

回っている地域を意味する。ユニバーサル・サー

ビス費用の財源に関する政令は、ARTが非収益

的な加入者に関する評価モデルを定義する責務が

あると規定している２２。しかし、収益的な地域に

おける非収益的な加入者の概念を定義する方法論

上の問題のために、このモデルの構築は困難を極

めている。このため、政府も規制当局に非収益的

地域のみを考慮した地理的平準化費用に修正する

よう動いている。

この地理的平準化費用の考え方は、料金のディ

アベレージング（deaveraging）、すなわち脱平

均化の考え方と相反している。競争が進むにつれ、

通常であれば、例えば費用の異なる地域毎に料率

を変えて行く設定方法が考えられる。フランスで

は、まだそうした料金のディアベレージングにつ

いての問題を顕在化させていないが、競争が進む

につれどこかで議論されなければならないだろう

と、筆者は考えている。

�６ 電話帳

単一の記録形式により異なる事業者の加入者を

掲載する電話帳も、ユニバーサル・サービスの主

要な構成要因である。電話帳は新規参入事業者に

対しても加入者及びその電話番号の確認を可能と

するからである。現在、電話帳は主に移動体通信

事業者の加入者を目標に据えている。電話帳の存

在がローカル・ループにおける競争促進に重要な

要素となると考えるためである。

�）ユニバーサル電話帳

郵便電気通信法典は２つの別々な機能に基づく

電話帳の管理システムを定めている２３。第一に、

独立の機関が各事業者の提出する情報を利用して

ユニバーサル・リストを作成する。第二に、フラ

ンス・テレコムがハードコピー及び電子的な形式

によるユニバーサル電話帳を発行する。

このシステムはその適用手続きを定義すること

に手間取り未だ実施されていない。ただし、ユニ

２１１９９９年のユニバーサル・サービス費用の算定でも、この点について触れたが、無形の便益及び経済効果についてモデル化を行う
と記したに止まっている。ただし、モデル化に当たっては、ドイツの通信経済研究所（WIK）が考案したWIKモデルを基礎に
行うことにしている。

２２ Article R.２０―３３du Code des postes et télécommunications
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バーサル・リストを作成する機関は―全ての事業

者に受け入れられる条件の下に―その運営費用を

賄うための十分な収入をその活動から得ることが

できないと見られる場合には、市場のメカニズム

に委ねることが不適切であろうと見られている。

ARTは迅速な解決の必要性から、機会を設けて、

以下のような立場を説明してきた。

・公共サービスの名の下に、掲載を望まない加

入者を除く全ての加入者を掲載したユニバー

サル電話帳の提供を保証

・電話帳市場における競争の確保

・全ての事業者の加入者に対する公平な取扱い

・できるかぎり簡単で効果的な手続き

これに関して生じる問題は、そのリストに対す

る付加価値に関してであり、その商業的な目的で

の活用に関してである。したがって、全ての事業

者を満足させる協定が採択される前段として、可

能な解決策のための手続きが定められなければな

らないとしている。

１９９８年のユニバーサル・サービス費用の算定に

おいて、ARTはユニバーサル電話帳と関連する

情報サービスに関して費用の計上を行わなかった。

この活動が現在のところ収益を得られていると見

なしたためである。

�）インターネットでの電話帳

上述したメカニズムが実施されるまで、暫定的

な解決策としてインターネット上での電話帳ツー

ルが導入された。いくつかのインターネット・サ

イトはすでにフランス・テレコムの加入者リスト

へのアクセスを提供している。その他の事業者は

その電話帳検索サービスと共に運営されるサイト

の構築にまだ着手していない。

インターネット・ベースの電話帳は二段階で構

築される。

・各事業者あるいはサービス・プロバイダーは、

その顧客あるいは加入者の電話番号を掲載し

た自らのサイトを構築できる。

・利用者がサーチ・エンジン（検索ソフト）を

用いて異なるサイトを検索し、事業者あるい

はサービス・プロバイダーを含めて加入者の

番号を調べることを可能とする。

この措置はすでに他の国々で導入されている制

度に倣っている。それにより電子的な電話帳は勘

弁で迅速なデータベース化が可能となっている。

しかし、フランスの多くの市民がインターネッ

ト・アクセスをまだ十分に行っていないため、真

のユニバーサル電話帳とする目標は、彌縫的な解

決策となっているにすぎない。

４ フランス・テレコムに対する料金規制

既存事業者であり有意な市場支配力を有するフ

ランス・テレコムに対しては、その料金政策につ

いて特別の規制が存在する。ARTはフランス・

テレコムの料金改定に関し公開性の原則に則り、

この規則を遂行するよう求められ、そこでの主要

目標を、フランス・テレコムの料金が競争を阻む

ことなく、ダイナミックな競争環境への貢献と電

気通信ネットワークの効率的な利用促進を図るこ

ととした。

４．１ 料金規制のフレームワーク

１９９６年電気通信規制法によれば、公衆ネット

ワーク事業者及び公衆に対する電話サービス提供

事業者は、その活動を記した条件明細書に準じて、

サービス提供前にその料金と一般的提供条件につ

いてARTに対し提出しなければならないとして

いる。さらに、「ユニバーサル・サービスに関わ

る複数年料金の目標、市場で競合者の存在しない

２３ Article L.３５―４du code des postes et télécommunications
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サービス料金について、電気通信担当大臣及び経

済担当大臣による認可の前に、適宜、（ARTは）

意見を公表するものとする」２４と規定している。一

般に料金改定は、届け出を原則としている。しか

し、上記のように、ユニバーサル・サービスの料

金及び非競争のサービス料金は、ARTによる意

見公表の後、関係大臣により認可される。

特にフランス・テレコムに関しては、１９９６年１２

月２７日付け政令２５に従い、その条件明細書におい

て、料金規制のフレームワークが示されている。

それによれば、

・公衆向け電気通信サービスの料金表公開に関

して、フランス・テレコムはユニバーサル・

サービスと義務的サービスの料金カタログを

作成する。このカタログは妥当な料金におい

て電子的に利用可能とする。さらに、カタロ

グに掲載される新サービス料金は、その実施

期日の少なくとも８日前までに利用者に提供

されるものとする。

・ユニバーサル・サービス及び市場に競合者の

存在しないサービスに関しては、

―様々なサービス・バスケットに基づいて設

定される複数年料金目標は、一旦ARTが

意見を述べた後、フランス・テレコムと政

府との間で協定として結ばれる。

―フランス・テレコムは、その料金案を電気

通信担当大臣、経済担当大臣、及びART

に提出する。ARTはその提出から３週間

以内に料金案に関する意見を述べる。どち

らかの大臣が、提出後１ヶ月以内にその料

金案に反対しあるいは却下しないかぎり、

それは有効とされる。

・他のサービス料金の情報に関して、フラン

ス・テレコムはその料金を自由に設定でき、

料金表公開の８日前までに電気通信担当大臣、

経済担当大臣及びARTに対し届け出るもの

とする。

１９９７年ARTの料金関係の作業は、主にフラン

ス・テレコムに関するものであった。特に、政府

とフランス・テレコムとの間の複数年料金に関す

る意見、及びフランス・テレコムが申請したその

他個別の料金決定に対する意見を作成する作業で

あった。

４．２ フランス・テレコムの複数年料金目標に関

する協定

経済、財政及び産業国務大臣及び産業大臣は、

フランス・テレコムとの料金協定（contrat de

plan）案に関して１９９７年７月２８日付けでARTに

意見を求めた。フランス・テレコムの提案は、

サービス・バスケット（加入料金、接続料金及び

住宅用及び事務用顧客に対する通話料金、公衆電

話料金）の料金変更幅が、消費者物価の変動幅（た

ばこを除く）を超えないとの基準から、１９９７～９８

年期間について年平均で少なくとも９％２６及び

１９９９～２０００年期間において同じく４．５％を超えな

いとした。フランスでは、このように複数年を料

金改定対象期間として、プライス・キャップ制を

フランス・テレコムに関して行っている。同年１１

月７日付けで、政府産業省とフランス・テレコム

は料金協定に調印した。

ARTは様々な市場参入者に対するその料金提

案の影響を検討し、各省の代表者及びフランス・

テレコム担当者の意見を聴取した。その結果、政

２４ Article L３６―７（paragraph５）du code des postes et télécommunications
２５ Article１７du cahier des charges de France Télécom cf. décret no.９６―１２２５du２７décembre１９９６portant approbation du ca-
hier des charges de France Télécom, publié au J.O.３１décembre１９９６, p.１９６８５

２６１９９７年１１月の料金協定調印段階で、フランス・テレコムはすでに国際通話などで平均４０％の料金引き下げを行っており、バス
ケット全体ですでに目標を達成していた。
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府とフランス・テレコムによる複数年目標の設定

が、他の経済分野に対する電気通信分野における

変化を推し量ることができるようにしているとし

て、すなわち、社会経済全般における影響力の大

きな基礎産業における料金動向を予め示すことで、

他産業における企業の計画性に寄与すると評価さ

れた。ARTはまた、料金設定のトレンドが平均

的消費者に利益を与えるものであるとの判断を示

した。その結果、ARTは１９９７年９月１０日付けで

この案に対して認可すべきとする肯定的な意見を

発表した２７。しかし、同時にARTは多くの検討す

べき点についても指摘した。

まず、ARTは料金協定案が一つのサービス・

バスケットにのみ関連していることを指摘した。

１９９６年１２月２７日付け政令で認めたフランス・テレ

コムの条件明細書第１７―２条はいくつかのバス

ケットについて規定していたためである。

ついで、ARTは規制のフレームワークに則っ

た料金協定において、利用者、特にこの市場にお

ける自由化から必ずしも即座に利益を得られない

利用者に対して、その料金引き下げを促進すべき

であると指摘した。この目標を満たすため、

ARTは次の２つの利用者カテゴリーを提示した。

・（事業者を選択する際、それほど大きな選択

幅を持たない）住宅用及び事務用利用者

・公衆電話利用者

これら利用者の便益のために、ARTは、ユニ

バーサル・サービス及び市場に競合者が存在しな

いサービスから構成されるバスケットに、それら

のサービスを含めるべきであると考えた。

さらに、ARTは直接電話利用に関係するサー

ビス（顧客選択サービス、電話帳・電話帳検索

サービス、オーディオ・テキスト及びビデオテッ

クス・サービス、フリーダイヤル及び低コスト番

号サービス）と専用線をバスケットに追加するよ

う指摘した。

４．３ 個別の料金申請

１９９７年フランス・テレコムは、ARTに対して

合計１３８の料金案件を提出した。そのうち９３件が

意見を求めるため、４５件が情報提供のためであっ

た。ARTが求められた意見は、新サービスの提

案、実験、実用化、料金設定に関して、特に電話、

専用線サービスに関する料金や料金多様化に関し

てであった。これら９３件の申請のうち、７３件は

ARTにより承認され、１２件が１９９７年１２月３１日現

在で検討中とされた。そのうち８件は１２月末に受

け取ったことから、年末までに検討できなかった

ものである。意見を付する作業を省力化するため、

いくつかのケースにおいて、ARTは決定のいく

つかを一つの意見（モデュランスの選択、専用線、

インターネット及びトランスパック）に統合した。

その結果１９９７年１２月３１日までに、ARTにより発

表された意見は合計６２であった２８。

１９９８年に入ると、ARTに意見を求める申請案

件数が増大した。１９９８年の最初の２ヶ月間で、

ARTは１９９７年の第一四半期のたった６件に対し

て、１５の意見を発表することになった。フラン

ス・テレコムは、１９９８年ARTに提出する申請案

件の数が前年比約２５％増となるとの予測を行った。

これはフランス・テレコムがさらに競争対応のた

め料金の見直しを行うとの予想したためであった。

なお、１９９７年には電話サービスにおいて、競争す

る事業者が存在しなかったが、１９９８年からの自由

化を反映して、その年２月にはセジェテルが長距

離電話サービスに本格参入している。

２７ Avis no.９７―２７１, publié au J.O. du９novembre１９９７, p.１６３４６
２８ このように発足間もないARTはこうした作業を、全体で百数十名のうちの数十名で進めなければならならず、また財源的にも
不十分な中で行わなければならかったと言われている。
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１９９７年のART意見の内訳は、以下の通りであ

る。

・ユニバーサル・サービス（電話、電話帳検索、

ユニバーサル電話帳及び公衆電話）につい

て：１０％

・義務的サービス（ISDN、専用線、テレック

ス）及び高度サービスに関して：３６％

・選択料金及び割引料金について：２７％

・その他のサービス（フランス・テレコム・

カード、オーディオ・テキスト、ビデオテキ

スト・サービス、インターネット、高速マル

チサイト・サービス）について：２７％

総じて、１９９７年ARTの発した意見のほぼ５０％

がユニバーサル・サービスと義務的サービスに関

係した。提出された申請案件全てのうち、１０％に

当たる８つが否定的な意見となった。これらの申

請案件検討の中で、ARTは主に以下の点に注意

を払った。

・認可領域に対するサービスの位置づけ

・利用者への効果、特に事業者選択が可能と

なっても、即座に便益を受けない利用者に対

する効果。

・様々なテストを通じた競争に対する効果。料

金の競争に与える効果を調べるために、

ARTは様々なテストを行っている。それら

は、以下のように、まとめることができる。

―内部補助テスト（le test du subventions

crois ées）：他のサービスから内部的に補

助を受け取るサービスがあるかどうかを判

定するため。ここでは、ａ）料金が増分費

用を下回っているかどうか、ｂ）料金が単

独採算費用を上回っているかどうか、によ

り前者では内部補助を受けていることを、

また後者では内部補助を行っているとの判

定を行う。

―略奪性テスト（le test prédation）：料金

がそのサービスの平均可変費用以下である

場合２９、当該サービスの料金は略奪的であ

ると考えられ、その事業者は競合事業者を

市場から追放し、それをやり遂げた後、再

び料金を引き上げようとするかもしれない

ため。

―料金はさみ効果テスト（le test d’effet de

ciseaux tarifaire）：フランス・テレコムと

同等な効率性を有する他の事業者の提供費

用よりも、フランス・テレコムがその料金

を低く設定する場合、その料金ははさみ効

果を持つとする。このはさみ効果の概念は、

他の事業者がフランス・テレコムと小売り

料金で競争しなければならないが、その一

方、他事業者はフランス・テレコムとの相

互接続により卸しサービスを購入しなけれ

ばならないという事実に関係している。は

さみ効果テストにより、参入障壁の弊害や

市場からの追い出し策を直接確認すること

ができる。このテストは、現段階で利用可

能な唯一の数値である平均費用データにの

み依拠して行われている。フランス・テレ

コムの料金を分析する際、ARTは第一に

このはさみ効果テストを行ったとしている。

―ARTは提供する料金が反競争的な差別、

特にそれが極めて少数の顧客のために意図

されているような差別がないことのチェッ

ク。

―最後に、ARTは利用者の選択幅を制限す

る締め出し条項（clauses de sortie）をな

２９ この略奪的料金に関する判定法は、Areeda and Turnerの方式を採用していると見られる。彼らの手法については、P. Areeda
and D.F. Turner,“Predatory Pricing and Related Practices under Section２of the Sherman Act,”Harvard Law Review, Feb-
ruary １９７５．またその平明な解説及び略奪的料金の学説についてはViscusi W.K., J.M. Vernon, J.E. Harrington, JR；Economics of
Regulation and Antitrust , MIT Press,１９９５. pp２８３―２８９．を参照していただきたい。
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くすため契約約款におけるチェック。

これらのテストは市内通話料金、国内長距離通

話、国際通話に関して行われた。それぞれにおい

て、ARTはまず関連する市場、すなわち、支配

的地位の乱用を受けやすい市場を確認している。

ARTはその作業をフランス・テレコムの料金政

策が目標とするエリアと他の事業者の目標を対比

して行った。さらにこの市場の新規参入者の費用

を算定した。これらの費用は―フランス・テレコ

ムに支払う相互接続料金と事業者自身の費用（フ

ランス・テレコムと同様の効率性を仮定する限り、

フランス・テレコムの費用に等しいとして）―さ

らに小売り料金と比較するという方法を用いた。

続いて、個別の料金申請に関する検討を見てみ

ることにする。それにより、競争開放前のフラン

ス・テレコムが如何に競争を控え積極的な料金改

定あるいは新サービス提供の戦略を取ったかが理

解できるであろうし、またARTがそれに対して

どのような判断を下したかが分かる。ARTと関

係大臣が意見を異にしたケースも注目される。

�１ 基本電話

�）１９９７年の料金動向

まず料金動向を見ておくと、１９９７年のフラン

ス・テレコム料金は３つの大きな動きを示した。

・引き続き料金リバランスが進展

・簡素化した料金体系の導入

・利用者の必要性に応じた選択料金の提供。

�―�）１９９７年３月の料金改定

１９９７年３月の料金改定は、加入料、通話料金及

び新サービスに関して行われた。それはARTの

前身DGPTにより１９９６年に認可されたものであっ

た。

・一般的な加入料金（abonnnement pricipal）

は月額１５．２０フランから６８フラン（付加価値

税除く）に引き上げられた。低利用者向けの

いわゆる「割引加入料」（abbonnement mod-

e`ré）が月額３４フランとして導入された。

・国内通話料は平均で１７．５％、また国際通話は

平均で２０％の引き下げられた。

・フランス・テレコムは選択料金のメニューを

拡大した。市内定額料金（Forfait Local）（夕

方６時以降及び週末の市内通話６時間に対し

て月額３０フラン（付加価値税除く））が導入

された。またプリマリスト・サービス（六つ

の国内及び国際における相手先への通話につ

いて、通常の２０％引きとするサービス）は税

抜きで月額１５フランとした。

�―�）事務用加入料

１９９７年７月１日から、事務用加入料（abonne-

ment professionnel）は１２フラン引き上げられた。

その結果、事務用契約（contrat professionel）は

５９フラン（税抜き）となり、事務用特別契約（con-

trat Professionel Présence）は８７フランとなった。

ARTはこの改定により料金が費用に近づいたと

考えた。

�―�）秒課金

秒課金が加入者回線の電話通話に導入された。

一定目的地への通話の全てが次の課金に拠ること

になった。

・予め設定した時間長について、通話毎に最低

料金が課される３０。

・その設定時間を超過した通話が秒単位で課金

され、その料率は通話時間帯により異なる。

１９９７年１０月１日からの秒課金制度導入は、ピー

ク／オフピークの変更を伴った（表７）。同時にフ

ランス・テレコムは長距離と国際通話の料金を引

き下げた。ARTはこれら２つの措置は顧客に対

する料金引き下げにつながると考えた。国際通話

３０ この設定時間は、通話タイプにより変化する。市内通話については３分、長距離通話については３９秒。
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ではその料金が電気通信市場の有効競争に沿った

ものであると考えた。利用者は通話秒数にした

がって料金算定されるため、課金単位のときによ

うに次の課金ブロックの未利用な秒数に対して支

払う必要がなくなったためである。また新たな課

金単位の値（１TU＝０．０１フラン：税別）の導入

により、時報、オーディオテル、通話転送、アロ

ファクト、テレテックスなどサービスの料金が改

定された。

�―�）地理的な料金ゾーン

フランス・テレコムの地理的な料金ゾーン・シ

ステムの見直しプランは、９つのゾーンを統合す

るものであった。この見直し案について、関係す

る利用者全ての費用負担が軽減され、利用者に便

益を与える措置であると、ARTは判断した。

�―�）無料の料金明細書

１９９７年９月１日より、フランス・テレコムの全

ての加入者に対し、無料で料金明細書を発行する

ことにした。その申請段階で、ARTは消費者が

その電話利用の内容を正確に把握できるようにな

るため、利用者利便に供すると判断した。

�２ 電話関連サービス

�）発信者確認

発信者確認（l’identification de l’appelant：Call-

ing Line Identification）は、「ONPの音声電話へ

の適用」EC指令が定めた高度機能の一つである３１。

これにより受信者は、発信者の番号を確認するこ

とができる。従って、受信者はコール・バイ・

コールであるいは恒常的に問題のある通話の受け

取りを拒むことが可能となる。このサービスは、

特別事務用契約の加入者には無料とし、その他の

加入者には月額１０フランで提供される。ARTは、

選択サービス・パッケージの一部（通話転送、３

者通話、通話待機など）と見なされるならば、こ

のサービスの料金を徐々に引き下げるべきである

との判断を示した。

�）アロファクト・サービス

アロファクト・サービス（Allofact）は１９９７年

６月２日から導入されたサービスである。電話利

用者が音声サーバーを通じて現在の電話料金を確

認することができるサービスである。ARTはこ

のサービスが利用者ニーズに応えるものであり、

利用者が電話消費を抑えるのに役立つと判断した。

�）ミニファクト・サービス

利用者がミニテル・テレテックス・システムで

電話利用情報を呼び出すことができるとするサー

ビスで、試行段階である。ミニファクトは、特に

ビジネス加入者を対象としている。また、ART

はこのサービスが利用の透明性及び抑制のために

必要であると判断した。

�）通話転送

通話転送（transfert d’appel）サービスもEC指

令「ONPの音声電話への適用」に定める高度機

能の一つである。フランスでは、それは義務的電

気通信サービスの一つとなっている３２。ヌメリス

（Numéris）３３での国際通話転送は試行段階であ

表８ フランス・テレコム電話サービスのピーク／オフピークの変更

１９９７年１０月１日より、フランス・テレコムは公衆向け電話サービスのピーク／オフピークの時間帯変更を行った。
それまで、赤、白、ネービーブルー、ロイヤル・ブルーの４色により区分けされてきた４つ時間帯となっていた。

今度の改正で、２つの料金区分に対して２つの時間帯に簡素化した。

・通常時間帯：午前８時から午後７時までの週日と土曜午前８時から正午まで。

・割引時間帯：その他の時間帯及び祝日

３１ Directive９５／６２／EC du１３décembre１９９５
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る。このサービスにより、ヌメリス・アクセス地

点へ伝送された国内通話を他の国のヌメリス・ア

クセス地点へ転送することが可能となる。無返答

の通話あるいは使用中回線への通話の転送は現在

月額１０フラン（税抜き）で利用可能としている。

このサービスでは、第二の番号所有者の同意があ

れば、それら通話をそこに転送することも可能と

している。なお、国際回線あるいはフランス海外

県（DOMs）への通話転送はアナログ網で行われ

ている。アナログ網（メトロポリタン及びDOM）

での国内通話は他国に転送することができる。ど

ちらの場合も、転送される回線からバックアップ

回線までの通話転送料金が、利用者から徴収され

る。

�）パーソナル・ナンバー・サービス（Le

numéro personnel）

秒課金導入の結果、このサービスでも新たな料

金設定が必要となった。このサービスは、利用者

がボイス・サーバーを通じてその居所の電話へ通

話転送する場合、どの固定電話でも通話を採るこ

とができるようにするパーソナル・ナンバーを利

用者に与えるものである。

�３ 公衆電話

公衆電話は、ユニバーサル・サービスとしてフ

ランス・テレコムにより提供されるサービスの一

つである。

�）公衆電話の課金単位改定

１９９７年６月、フランス・テレコムは公衆電話の

課金単位（Unit é Pibliphone：UTP）、テレフォ

ンカードの課金単位（Unit é Té l écom Carte：

UTC）及び列車内公衆電話料金の引き上げを申

請した。UTPで２０．６％の引き上げを申請した。

ARTはこの引き上げは正当化できないものと判

断し、フランス・テレコムに対し否定的な意見を

発した。この申請は電気通信担当大臣及び経済担

当大臣においても認められなかった。

�）料金体系の改定

１９９７年８月、フランス・テレコムは、以下のよ

うに、公衆電話サービスの料金体系見直しを申請

した。

・通常加入者に適用されるのと同じピーク／オ

フピーク時間帯への変更

・国際料金ゾーン数を１４から５へ削減

・いくつかの国際通話料金の引き下げ

ARTは公衆電話の国内通話料金を引き上げる

べきではないとして、フランス・テレコムの料金

改定申請に否定的な意見を出した。しかし、これ

は電気通信担当大臣及び経済担当大臣によって認

められた。ここでは、ARTと関係大臣が意見を

異にしているが、ARTはその意見を公開するの

に対して、最終決定を行う関係大臣の判断は一般

に公表されない。この点が、フランスにおける料

金規制の特徴のひとつとも言える。経済的判断と

政治的判断という区分を行っていることである。

�４ 電話帳・電話帳検索

ユニバーサル電話帳及び検索サービスの提供も

ユニバーサル・サービスの一つとして、フラン

ス・テレコムにより提供される。フランス・テレ

コムのこの料金改定申請は課金単位の変更及び新

たな時間帯設定に伴う変更を考慮して行われた。

関係のサービスは電子電話帳（３６１１）及びオペレー

タ検索�１２であった。ARTはこれらが消費者に対

する大きな変更をもたらしはしないと判断し、肯

定的な意見を出した。

また「電話番号検索先への接続」サービス（実

験）は、利用者が加入者回線からあるいは公衆電

話からフランスの電話番号検索を呼び出し、その

検索先へ直接接続することを可能とするサービス

３２ Article７du cahier des charges de France Télécom
３３ ヌメリスはフランス・テレコムのISDNである。
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であるが、このサービスが実用化されるならば、

フランス・テレコム・カードを用いて３６１０と３６５０

でもアクセスできることになる。試行結果の報告

がARTに提出されることになっており、それを

踏まえてARTは判断することにしている。

�５ 選択料金及び割引料金

�）定額料金制

定額市内通話料金は、オフピーク時（週日午後

６時から午前８時までと全てのウィークエンド）

に毎月６時間以内の通話を行う利用者に対して定

額３０フラン（税抜き）とするフランス・テレコム

の選択サービスである。

ARTは、１９９６年１２月に政府の認可を受けたこ

の選択料金について、意見を求められなかった。

ARTの発足前であったためである。しかし、フ

ランス・テレコムの競争事業者は、それが競争法

に反するとして、欧州委員会に提訴した。１９９７年

ARTは、この定額市内通話料金に関する二つの

フランス・テレコムの申請に意見を出すよう求め

られた。

最初の申請は、ワナドー・インターネット・ア

クセス・サービスへの通話とビジネス顧客通話へ

定額料金サービスを導入するというものであった。

これはインターネット利用者だけが優遇されると

いう性格を持っているとの理由から、また定額市

内通話料金に関する法的決着が付いていないとい

う理由から、ARTはこの料金申請を却下する意

見を出した。

新たな定額料金制に関する第二の申請は、「第

２回線１５及び３０割引」（forfaits deuxi e`me ligne

１５ et ３０）と呼ばれるもので、これは第２電話回

線を持つ加入者に対して市内通話時間１５時間ある

いは３０時間以内の利用に対して定額料金として、

１１９フラン、１７９フラン（税抜き）でそれぞれ提供

しようというサービスである。これらの料金は、

市内通話の大口利用者、特にインターネット利用

者を対象とするものであった。

ARTは、フランス・テレコムが申請した料金

は費用を割り込んだサービスであり、インター

ネット接続市場にはさみ効果をもたらすとして、

それら定額料金について却下する意見を発した。

すなわち、フランス・テレコム・ネットワークに

相互接続する長距離事業者が、経済的に存続可能

な料金で同様のサービスを提供できなくなるかも

しれないためである。ただしARTは、その意見

の中で、それが少なくとも多数の消費者に利益を

与え、フランスにおけるインターネットの発展に

資することから、市内料金の引き下げにつながる

との評価も行っている。

�）モデュランスに関する選択料金

フランス・テレコムのモデュランス選択料金

（options tarifaires Modulance）は企業を対象と

している。その目的は「数量割引」の提供であり、

一定範囲の利用額を超える場合、加入料及び追加

的な通話料についてより安価あるいは低率の市内、

長距離あるいは国際料金を提供しようという趣旨

である。これには、二つの料金申請があった。

最初の料金申請は、１９９７年３月のもので、モ

デュランス範囲に関するパラメータを改定し、そ

の３月４日からフランス・テレコムの長距離及び

国際料金を一定区間について割引を行うというも

のであった。ARTは、その中身のいくつかにつ

いて国際料金水準の有効性をチェックすることが

できないとして、それら申請を担当大臣は認可す

べきではないとの意見を発した。特に国際サービ

ス市場の競争で決定的な役割を果たす国際相互接

続料金が、その時点で認可されていなかったため

である。ただし、それら料金の申請は、国際相互

接続料金の認可を条件に、フランス・テレコム・

サービスの継続性を確保するため、一定期間を経

た後、担当大臣により認可された。

ARTに１９９７年夏提出された第二の料金申請は、
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１９９７年１０月１日よりフランス・テレコムが導入し

た秒課金をこのモデュランス選択料金にも適用す

ることを目的とした。ARTがその意見を発した

ときには、すでに長距離と国際の相互接続料金は

認可されていた。このため、ARTはフランス・

テレコムの費用とまた相互接続を求める競合事業

者の費用からその料金を（はさみ効果テストの観

点から）と比較した。その結果、

・長距離通話の料金案はその費用より高いこと

が明らかにされた。

・国際通話については、ARTは特にモデュラ

ンスの国際顧客に対する料金に着目した。そ

れにより、全ての対地についての平均で、申

請料金は相互接続カタログを利用する競合事

業者の国際トラフィックに関する平均費用を

上回っていることが明らかにされた。個別的

な対地で見ると、多くの料金がかなり費用を

下回っていた。それにも関わらず、１９９８年１

月１日から予定された計算料金の引き下げと

いう観点から、フランス・テレコムの申請料

金はその引き下げを考慮しているにすぎず、

顧客にプラスの効果を与え、また競争に対し

てもマイナスの効果を与えるものではないと、

ARTは判断した。

・モデュランス国際料金は、競合事業者のコス

トよりも低いという対地をほとんどわずかし

かもたなかった。

これらにより、ARTは両方の料金申請は評価

できるものと結論した。最終的に、それらは大臣

レベルで認可された。

１９９７年、モデュランス料金で明らかとされた企

業向けフランス・テレコムの料金政策は、選択料

金の幅を大きく拡大させるとともに、特定のビジ

ネス・カテゴリーを対象に見据え、大口顧客向け

の急激な料金引き下げを伴いながら、長距離、国

内及び国際の料金引き下げをもたらした。

こうした動向に関して、ARTは、以下のよう

に判断した。

・料金改定の範囲及び内容が複雑になっている。

顧客が現実的な選択を行い、顧客利益を保護

するために、申請段階での簡素化に留意する

べきである。

・料金改定は、地理的な関係及び顧客タイプ

（個人、中小企業）の観点から、可能な限り

幅広い顧客の利益とするべきである。

�）アバンタージュ選択料金

アバンタージュ選択料金（options tarifaires de

la gamme Avantage）は中小企業を対象として

いる。回線の追加加入に対して、顧客は割引料金、

すなわち、数量割引という利益を受ける。１９９７年

９月、ARTはその国際通話料金に関するフラン

ス・テレコムの料金改定申請について評価する意

見を発した。なお、その料金は大口の国際トラ

フィックを持つビジネス顧客に対する料金（モ

デュランス料金）よりも引き下げ幅は小さかった。

�）その他の割引サービス

ARTは、既存サービスに一時的な割引を行う

フランス・テレコムの申請に意見を求められた。

一つはヌメリス加入者向けのものであり、もう一

つは１９９８年１月１日～４日までに期間を限定し、

国際通話にオフピーク料金を適用するサービスに

ついてであった。問題の二つのサービスは競争事

業者が存在しない（ヌメリスへのアクセス）か、

ユニバーサル・サービス（国際通話）であること

から、担当大臣の認可されなければならず、その

前にARTからの意見を必要とした。

ARTは、それら割引サービスが反競争的な効

果を持ってはならないとして、例えば、国際電話

サービスの割引について、ARTはその割引料金

が相互接続費用を下回っていないかどうかを

チェックした。これらの割引サービスは、消費者

に通知するための期限についても、その実施の少
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なくと８日前に発表されなければならないとした。

ARTはまたその割引料金が料金引き下げと

なっている場合、フランス・テレコムの広告が

１９７７年９月２日３４付け規則に従わなければならな

いことを強調した。同規則は、消費者が情報を得

るための手段を規定しているものである。特に、

宣伝キャンペーンは割引料金であること、その割

引期間、そしてその条件を明確に示さなければな

らないとした。

�６ 専用線

専用線サービスは義務的サービス３５の一つと

なっている。郵便電気通信法典は専用線を「賃借

契約の一部として、（中略）ある利用者の便益の

ために公衆ネットワークの一定端点間の伝送キャ

パシティに関する公衆事業者による提供」３６と定義

している。この種のサービスは、自らインフラを

持たずあるいはその回線容量を拡大したいと考え

る電気通信サービス提供者により、また内部的な

ネットワークとして利用する企業により、需要さ

れる。

１９９０年１２月２９日付け法律３７は、これらサービス

を競争開放し、公衆事業者以外の事業者が専用線

を提供できるようにした。しかし、フランス・テ

レコムはなおフランスにおける専用線市場をほぼ

独占している。このため、競争が存在しないサー

ビスとして、その料金は認可申請を行わなければ

ならない３８。

フランス・テレコムの専用線提供は、またEU

指令「ONPの音声電話への適用」３９の要件を満た

さなければならない。これは郵便電気通信法典４０

でも明記されたもので、特に利用者への情報提供

の条件が詳しく述べられ、客観性、透明性、非差

別性、費用志向的な料金設定に関する原則のこと

である。

こうしたフレームワークにおいて、１９９７年、

ARTはフランス・テレコムの専用線に関する料

金申請について六つの意見と、専用線に類似する

高速マルチサイト・サービス提供に関する意見を

発した。

�）専用線に関する意見

ARTは、６つの意見は以下のような内容につ

いてであった。

・専用線契約の改定あるいは完了についての条

件について

・例外的に敷設困難なシステムのトランス

フィックス専用線への拡張に関して

・２Mbit／s専用線サービスのローカル・エリ

アでのマーケティングに関して

・高速トランスフィックス回線に関する料金申

請について

・トランスフィックス・メトロポリタン・サー

ビスに関する料金申請について、トランス

フィックス・サービスに関する料金申請につ

いて、フランス諸都市と海外県間及びそれら

県間の専用線に関する料金申請について

・国際専用線の料金改定に関する料金申請につ

いて

国内専用線に関して、ARTはフランス・テレ

３４ Arre^té７７―１０５／P.これは、「スクリブネ規則」と呼ばれ、宣伝広告における消費者の保護を規定している。
３５ Article L３５―５ du code des postes et télécommunications，フランス・テレコムの条件明細書第７条
３６ Article R.９du code des postes et télécommunications
３７１９９０年法に拠る第L３４―２条は、公衆事業者以外の事業者によるサポート・サービス（専用線を含む）の提供は電気通信担当大
臣による認可手続きに従わなければならないと規定していた。しかし、１９９０年６月２８日付けEC「サービス」指令は、加盟国に
対して、公衆事業者がこうしたサービス料金を調整するための移行期間を認めた。その結果、専用線は１９９３年１月１日に競争開
放された。

３８ Article L３６―７du code des postes ettélécommunications，フランス・テレコムの条件明細書第１７条
３９ Directive９２／４４／EEC du Consel du５juin１９９２relative aux lignes louées
４０ Articles D３８６a` D３７９du code des postes et telecommunications
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コムが申請した料金引き下げに注目した。ART

は、この料金引き下げが高速接続 （２Mbit／s超）

を目的としたものであると判断した。それは利用

者を資するものであることから、利用可能な費用

情報と比較できないが、国際比較の観点から正当

化できないものでもないと考えた。しかし、低速

専用線料金は依然高いままであり、フランス・テ

レコムは１９９５～１９９８年期間に対する１９９５年４月１３

日付け料金協定（contrat de plan）における料金

引き下げ責務を遂行していなかった。ARTは専

用線に関する料金申請に好意的な意見を発したも

のの、フランス・テレコムに対して低速接続に関

する料金引き下げをさらに申請するように求め、

このフランス・テレコム料金申請に対する意見に

は勧告を盛り込んだ。

国際専用線の料金に関しては、フランス・テレ

コムは大幅な料金引き下げと、国際専用線を国内

部分とフランス・テレコムにより提供される国際

半回線に細分化した仕様を意見の中で指摘した。

�）高速マルチサイト・サービス

ARTは、フランス・テレコムが一定地域に敷

設している光ファイバー網を通じて供給している

超高速のディジタル回線（２～６２２Mbit／s）のサー

ビス提供について意見を求められた。このサービ

スは、同一都市の特別なサイトを結び、フランス

の一部の都市で利用可能な、音声、データ、画像

伝送の統合サービスである。これについてART

は、

・都市における超高速ディジタル接続の利用は、

それを利用する企業に役立つとともにその競

争力を高める。例えば、画像、印刷、地図作

成の企業などに役立つ。

・この種のサービス提供は、高速化だけでなく

音声電話から、データ伝送、LAN接続およ

びアニメーション画像の伝送まで広い範囲の

ニーズに応えるものである。

・そうした需要に応えるものであるが、その一

部はまだ可能性を持っているにすぎず、いく

つかの事業者はそれを開発中かあるいは開発

の計画を持っているだけである場合もある。

として評価する一方、以下の２つの基準から判断

を行った。

・限定された期間についてであるが、できる限

り速やかにその種のサービスを利用者に提供

すること。

・最終的な認可を行う前にそのサービス提供を

審査するために必要なあらゆる情報を集める

ため公開協議を組織し、公正競争の推進を図

ること。

その結果、ARTは以下の条件を付して、１９９７

年９月１０日に好意的な意見を出した。

・すべての料金およびすべての可能なネット

ワーク・コンフィギュレーションを盛り込ん

だカタログを提示しなければならない。

・通信時間のみを根拠としてロイヤリティ・

ボーナスが提供されなければならない。

・試行は、ネットワーク事業者を除く最大１５の

顧客に制限し、また６ヶ月を超えないものと

する。それが完了した後、レポートを作成し

ARTに提出するものとする。そのことで、

市場先取りの可能性を制限する。

担当大臣はサービス提供認可に際し、これらの

条件を盛り込んだ。

�８ テレテル及びオーディオテル

�）テレテル・サービス

申請は、オンライン・テレテル（ミニテル）ペー

ジからメッセージを転送するサービス提供者に対

して課される料金に関するものであった。ART

は、このサービスを無料とすることがサービス利

用を促進し、エンド・ユーザーに対して利益とな

ることに着目した。また、新たな料金が導入され、

中でも３６１５番でアクセスされるテレテル・サービ

７０郵政研究所月報 １９９９．１１



ス及び０８３６２５番に対するピーク時の調整が行われ

た。さらに、全てのモジュラー・ミニテル料金は

秒課金の導入に伴いピーク時の調整が行われた。

ARTは利用者にどの程度効果を及ぼすか注目し

た。

言語障害者が主に利用しているテレテル３６１８

サービスによる電話通話には、いくつかの料金

パッケージの中に含まれている。プリマリスト、

トンポラリ、アバンタージュ・パルトネル、アバ

ンタージュ・デュレーである。ARTはそれら

パッケージに３６１８通話を含めることが、このサー

ビスの利用者に資するものと判断した。

�）オーディオテル・サービス

オーディオテル・サービスは０８３６で始まる電話

番号でアクセスされ、事前に記録されたメッセー

ジを放送する。

フランス・テレコムはオーディオテル・サービ

スの提供者に対して課される料金改定を申請した。

特別に簡単な番号に対する月額の付加料を伴う新

加入料は平均して引き下げられるとされた。

ARTは、自らの特別番号を選択できるサービ

ス・プロバイダーの可能性について料金カタログ

から削除したことが、このサービスの選択を制限

するものであると判断した。

�９ フリーダイヤル番号

フリーダイヤルは郵便電気通信法典第３５―５条

及びフランス・テレコムの条件明細書第７条によ

り求められる義務的な電気通信サービスの一つと

なっている。これにより、それを登録した企業あ

るいは機関は、その顧客にフリーダイヤル番号を

提供することができる。これは特に実用的な情報

提供に用いられている。

�）ヌメロ・ベール・ユニベルセル

フランス・テレコムは国際電気通信連合（ITU）

標準に従いヌメロ・ベール・ユニベルセル

（Numéro Vert Universel：NVU）（国際通話に

おけるユニバーサル・フリーダイヤル）を商用化

している。００８００番号によりフランス・テレコム

からアクセスできるサービスは、事実上ユニバー

サル国際フリーダイヤル・サービスである。ITU

が割り振った番号を変更することなく、フリーダ

イヤル・サービス顧客があるサービス提供者から

他の提供者へと変更できるという意味でこの

NVUは携帯性を有している。ARTはこのサービ

スが料金変更を必要とすることなく、フリーダイ

ヤル・サービスの中に含まれるべきものと判断し

た。

�）ヌメロ・ベール

フランス・テレコムは５０以上の加入を行う利用

者に対して料金引き下げのオプションを申請して

きたが、ARTはその詳細な内容と改善を求めた。

秒課金制の導入、割安なオフピーク時料金の導入、

複数加入に割引を認める条件の改正、非都市部で

のフリーダイヤル・アクセスの導入、他の国のフ

リーダイヤル・センターへのアクセスを導入した

ことは、着信者にとって大きな料金引き下げと

なった。ARTは申請の料金がフリーダイヤル市

場での競争に対応しているものと判断した。

�）ヌメロ・ベール・ユニベルセルとヌメロ・

ベール

通話料金の変更は、特にグループ番号の請求に

関して料金の引き下げとなった。ARTはこの申

請料金は利用者により安価な料金をもたらす傾向

を持っていると判断した。

�１０ インターネット

ARTは２つの問題からフランスにおけるイン

ターネットのアクセス条件を綿密に調査するよう

求められた。それはインターネット・アクセス通

話に関するフランス・テレコムの申請料金と学校

に対するインターネット。アクセスに関してで

あった。

�）インターネット・アクセス・プロバイダー
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に対する通話料金

１９９７年、フランス・テレコムは電話ネットワー

クを通じたインターネット・アクセスを推進する

目的から、多くの面で主導的な役割を果たした。

フランス・テレコムは以下の事項に関し、アクセ

ス・プロバイダーへの通話について、特に適用さ

れる２つの新料金を提案した。

・プリマリスト・インターネット・オプショ

ン：午後１０時から午前８時までのインター

ネット・アクセス通話について、月額加入料

において大きな割引を行う。ARTはこの提

案を認める意見を発したが、この料金を４ヶ

月間だけ認めるべきであるとし、さらにフラ

ンスにおけるインターネットの現状、特にフ

ランス・テレコムとトランスパックの現状を

観察しなければならないと指摘した。

・アバンタージュ・ヌメリス・インターネット

（オプション・サービス）：企業顧客を対象

とする（昼間の割引料金でディジタル回線に

接続）サービス。ARTはこのオプションも

認める意見を出したが、ARTはアクセス・

プロバイダーを選択する自由について、それ

を顧客が持つことを保証するために観察が必

要であるとの意見を付した。

フランス・テレコムはまたインターネット・ア

クセス通話だけでなく利用額の多い市内通話顧客

を対象とする料金を申請した。後者の多くはイン

ターネットへのアクセスによりを利用増となって

いる顧客である。これは「副次回線１５及び３０」パッ

ケージと呼ばれるサービスであり、それは第二の

回線を持ち、市内通話を１５時間あるいは３０時間利

用まで定額の月額料金とするものである。ART

はこれら定額制料金には否定的な意見を付した。

それはフランス・テレコムの費用を下回っており、

インターネットの相互接続市場にはさみ効果を与

えるおそれがあるためとした。言い換えるならば、

フランス・テレコムから相互接続を受ける長距離

事業者は、経済的に存立可能な同等サービスの提

供ができなくなるとの理由からであった。

�）学校のインターネット・アクセス

フランス・テレコムはインターネットへのアク

セスを希望する学校へのサービス提供を提案した。

その提案には、トランスパック・ネットワークを

通じた電話通話、データ伝送、インターネット・

アクセスの全てについて定額の割安料金とするも

のであった。

ARTは１９９８年３月１３日、以下の理由からこの

提案に反対した。フランス・テレコムの提案は定

額料金制の原則に基づいているが、電話ネット

ワークにおけるインターネット・アクセスについ

ては学校規模により差を付けている。提案の構造

は、下記のように、三つの部分から構成されてい

た。

・公衆交換アナログあるいはディジタル・ネッ

トワーク（セグメント１）

・公衆交換網とインターネット・アクセス・プ

ロバイダーの間のデータ伝送（セグメント２）

・インターネット・アクセス（セグメント３）

多くの学校はケーブルによるインターネット・

アクセスを希望している。しかし、ARTはその

意見の中で、セグメント２ではいくつかの事業者

が存在しまたセグメント３では１００以上のイン

ターネット・アクセス・プロバイダーが存在して

いるが、フランス・テレコムだけがセグメント１

の提供を行っていることを指摘した。その結果、

ARTは、ある事業者が市場の１セグメントで支

配的な地位を有する時、その事業者が全てのサー

ビスを束ねることは競争ルールから許されないと

主張した。さらに、提案された料金はフランス・

テレコムの費用を大きく割り込みインターネッ

ト・アクセス市場における料金に対してはさみ効

果を生じさせるおそれがあるとした。
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ARTは学校側の選択の自由（技術変化の速度

及び地域の多様性の観点から不可欠とされる自

由）を保証する一方、全国の学校機関のニーズと

必要性に対応した解決策を指摘した。ARTは、

もし他の事業者が望むならば、フランス・テレコ

ムが相互接続カタログの中で特別の提供を行うこ

とを条件として、ローカル・ループにおいてアク

セスできるような料金提案に修正すべきであると

の条件を付して、学校への特別な料金を認めるこ

とにした。しかし、これらの提案は受け入れられ

ず、担当大臣はフランス・テレコムの提案を公式

に認めた。

４．４ 今後の料金規制上の課題

１９９７年ARTにより調査されたフランスにおけ

るインターネット関係の状況は二つのテーマを巡

り展開した。競争ルールに応じてインターネッ

ト・アクセス・プロバイダーへの通話料金引き下

げ、それらプロバイダーのフランス・テレコム市

内網へのアクセスの容認であった。

１９９８年のアニュアル・レポートでは、ローカ

ル・ループの競争状況に関する大きな変化、少な

くともケーブル事業者によるインターネット・ア

クセスの発展の結果として特別な地理的ゾーンに

おける変化について触れられるだろうとしている。

また、競争の進展がインターネット・アクセス市

場の様々な部分、ローカル・ループ、データ伝送

における料金、さらにインターネット・アクセス

それ自体の料金を費用に近づけることになるとし

ている。こうした観点から、ARTはローカル・

ループにおける競争化及びインターネットに関す

る市場動向について１９９８年末以降調査を開始して

いる。

５ おわりに

現在、米国及びドイツを中心として電気通信分

野で最も活躍している経済学者Vogelsangは、米

国の学者Mitchellとの１９９７年著書“Telecommunic-

tions Competition: The Last Ten Miles”（MIT

Press）において、欧州で最も規制緩和が進んで

いるとされる英国の電気通信についてその変遷を

記述しているが、その中で

「電気通信ネットワーク・サービス市場への

参入にはまず免許を取得し、ついで通常他の公

衆電気通信事業者との相互接続協定を結ばなけ

ればならない。BTが政府所有の企業であった

ときには、電気通信規制は政府貿易産業省によ

りきわめて非公式な形で行われていた。１９８４年

のBT改革により英国の電気通信において規制

が初めて公式に出現した。」

と振り返っている。この「規制が初めて公式に出

現した」という認識姿勢は、我が国における規制

緩和を中心として論じる姿勢と異なっているかも

しれない。Vogelsangの認識姿勢は、欧州ではき

わめて一般的であり、共通認識であると筆者は観

察している。こうした欧州における学者の市場観

察から演繹されていることは、規制緩和と同時に

規制を如何に行っていくかが焦点となっている。

もちろん、伝統的に行われてきた独占市場での規

制は見直されなければならず、その意味で規制緩

和は重要であるとの認識姿勢が否定されるわけで

はない。しかし、独占市場の見直しが完全自由化

の実施を経過することにより、独占時代の規制緩

和論から如何に規制するかという「自由市場にお

ける規制」の時代へと認識は大きく転換している。

本稿では、フランスの規制機関による規制活動

について述べてきた。フランス及び本稿で取り上

げなかった近隣諸国における規制に対する姿勢は、

そうした意味で一本調子の規制緩和論を基礎とし

てはいない。本稿では、具体例を精査に叙述する

ことで、そうした通奏低音としての認識姿勢を理

解していただければと考えた。
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フランスの電気通信規制は、EU各国と歩調を

合わせ進めているものの、その一方で独自性を追

求するという（例えば、ユニバーサル・サービス）

姿勢を貫く。しかし、それはフランスに限らず、

英国、ドイツにしても同様である。今回紹介した

フランスの規制政策は、そうした意味で興味深い

もののはずである。
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１ 黎明：デジタル多チャンネル失速の自明性

「デジタル」の持つ意味は想像以上に大きい。

マクルーハンが言うようにメディアはメッセージ

なのである。人間は自らの英知を集結したメディ

アという「増幅された認知媒体」によって世界構

築を行うのである。電話（１：１メディア）が世

界を変えたように、テレビ（１：nメディア）が

世界を変えたように、「デジタルネットワーク」

（n：nメディア）もやはり世界を書き換えるの

である。

昨今のデジタル多チャンネル放送に関わる放送

関係者による議論の大半、あるいはジャーナリズ

ムにおける放送のデジタル化に対する基本論調は

既成の「放送」概念にとらわれており、今後大き

な変化を導く要因となるデジタル化によるメディ

アビッグバンの奔流を看過している様にも見える。

最初に今後の情報流通のデジタル化による新しい

市場形成の流れの中で浮上してくるであろう基本

的な問題点の指摘を行いたい。

デジタル化の本質は、全ての情報がその最小構

成要素である「ビット」で表現されるため、既存

のメディア情報（文字、音声、画像、動画および

それらの組み合わせ）の伝達メディアに依存した

区別が無意味化する点にある。一例として国際電

話回線経由の情報伝送量は、電話よりもインター

ネットによるデータ転送量の方が多くなっている

（１９９７）。

「放送」が、ある事業者から（不）特定多数へ

の情報供給を意味するのなら、「放送」のコンテ

ンツはもはや「番組」に限らない。POS（Point

of Sales）等の経営情報、コンピュータ用のソフ

トウェア配信、インターネットのデータ配信等

「全てのデジタル・コンテンツ」が競合の相手と

なりうる。一例としてパーフェクTVの一番の成

功例は、（同社社長によれば）デジキューブ社に

よる、全国コンビニへの商品情報（新作ゲーム情

報）配信である。この成功例の産業ジャンル区分

は明らかに放送ではなく「流通」でありコンテン

ツは「放送番組」ではなく「ゲームソフト」であ

る。

空中波（地上波、衛星波）という次世代の最重

要な資源である周波数帯域の重要な一部（特に日

本はケーブルが未整備であるので）をどう使うか

というのは、「放送業界」の問題ではなく、間違

いなく次世代産業・社会の死活を左右する国家戦

略あるいは次世代産業の在り方の問題である。

この周波数帯域の用途、使用割り当ての自明解

は、「最も社会的に投資対利益効率（ROI＝Return

On Investments） の高いサービスに割り当てる」

ことである。国際競争に晒されて行く中で、社会

病理が次々と噴出する中で、ROIの低いサービス

視 点

マルチメディアネットワークと
デジタル多チャンネル放送

筑波大学電子情報工学系助教授 北川 高嗣
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に限られた資源を割り当てることは国力の低下に

直結する。その「最も社会的にROIの高いサービ

ス」が従来の「番組」放送経営モデルによるもの

である可能性は極めて低い。

まず、デジタル放送に関するアンケート結果を

引用してみよう。

■デジタル衛星放送への期待（日経マルチメディ

ア９７／１２データスコープ、日経BP社刊）

「デジタル衛星放送、『２０００年のBS』待つ人４７％」

●本誌調査では回答者の４６．７％が「２０００年のBS

デジタル化」までデジタル衛星放送に加入す

る意思がない。「番組に魅力がない」のが一

番の理由だ。

●デジタル衛星放送に望むコンテンツは「オ

ン・デマンド型のビデオ配信」が４１．９％と

トップ。「インターネットのホームページの

配信」は１３．８％と低い。

●デジタル衛星放送に払える料金は月額５０００円

が上限。５０００円を超える月額料金を払っても

よいと回答したのは、全体のわずか２．４％に

すぎない。

現在テレビ放送に使われている広告宣伝費は約

２兆円でありこれは、世帯当たりの年間負担額に

すれば約５万円である。これを主に在京の民法

キー局４―５社（とその系列）で振り分けている

と考えられる。デジタル多チャンネル加入会員を

１００万人（パーフェクTVの目標）として、年間、

上記アンケート結果の平均額である２万円の視聴

料を支払ったと仮定すると２００億円を約２００―３００

チャンネルで分配する事になる。１チャンネルあ

たりの調達可能な資金格差は少なく見積もって実

に１０００倍以上となる。この１０００倍以上の資金格差

は番組の品質に直接反映する。また、番組作成費

を除外した、衛星運営コストはアップリンク費用、

運営経費のみで年間１チャンネルあたり約２―３

億円であると推定される（ディレクTVの場合）。

つまり１００チャンネルの維持費で調達可能な資金

は使い切ってしまい、番組作成のための費用は全

く捻出できないことになってしまう。

こういった、市場規模と番組制作資金の格差を

見れば、従来の番組放送（経営モデル）がそのま

ま３５０チャンネルに拡大できると考えるのは荒唐

無稽である。

この実状から考えれば、従来型放送を念頭にお

いた新規参入事業者の初期投資の回収、経営の持

続は極めて難しい。既に経営資源（コンテンツ、

特定されたマーケット）を持った事業者が、サー

ビス全体のごく一部として使う事の方が明らかに

成功の可能性が高い。例えば先に挙げたデジ

キューブの成功例では、デジタル通信衛星放送が

同事業に寄与した割合は、同社会長によれば１０―

２０パーセント程度であるとのことである。

同様にデジタル・データの出力先が、茶の間の

テレビと考えるのも極めて短絡的であり危険であ

る。インターネット接続された全てのコンピュー

タ、携帯情報端末、業務用専用端末、携帯電話、

カーナビ等が競合相手としてあると考えるべきで

ある。実際後で述べる様に、アメリカにおける、

ベビーブーマージュニア（団塊の世代の子供達）

を持つ家庭におけるインターネット使用時間増大

によるテレビ視聴時間の顕著な減少、あるいは、

ITS（Intelligent Transportation System）を基

軸においた、トヨタ、日産を始めとする自動車産

業のカーナビの画面を主要なメディアととらえて

ゆく次世代戦略等は、看過するにはあまりに大き

な動きである。

どの業種、サービスが最も高いROIを実現する

かは、当然のことながら時代はもとより、地域、

季節、時間帯によって異なる。より多様な業種、

サービスを自由に参入させ、その競合の結果、空

中波の周波数帯域資源配分がダイナミックに最適

化され続けるための仕組み作りこそが最重要課題
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である。いわゆるこれは「次世代の社会資本形成」

に関わる問題なのである。「放送の公共性」の観

点からいえばこの周波数帯域が、教育（情報リテ

ラシー、社員教育・生涯教育等のリカレント教

育）、健康・予防医療（膨大な医療費の削減）、コ

ミュニティー形成（精神衛生、情緒安定）に関わ

るサービスに有効活用される事が望ましい。この

文脈であれば公的資金の導入も十分可能であろう。

２ 胎動：デジタルアフォーダンス

現代が抱える問題の本質は、世界観をいかにし

て獲得して行くかにある。プレモダンにおいては、

主に宗教が、あるいは時の権力者、為政者が、世

界観を半ば強制的に与えていた。モダンにおいて

世界観構築の主流は、科学技術を機軸とした、論

理思考をベースにした個人主義に取って代わられ

た。そこにおける産業はフォーディズムをベース

とした、スケールメリットを極限まで追求するス

タイルを基本としたが、自然環境問題、南北問題

（先進後進国間格差）はその継続を許さないレベ

ルにまで深刻化してきた。そうした流れの中で、

日常的に流れるマスメディアからの情報は、自然

環境を超えてわれわれの世界観を構成する主要な

要素となった。自然環境の中で生きたわれわれの

祖先と、メディア環境の中で生きているわれわれ

は別の種族と言ってよいほど異なったものになっ

た。さらに、モダンにおいて世界観の機軸であっ

た天然資源の無制限な変換を基礎においたフォー

ディズムの終焉が、ポストモダンにおける世界観

構築の拠り所としてのメディアの立場をよりク

ローズアップさせつつある。

われわれは環境との相互作用からいろいろな物

事を学び取り、自己形成を知らず知らずの内に行

う。この環境からの作用は、アフォーダンスと呼

ばれ、社会学の文脈においても最近特に注目を集

めている。本来の「自然環境」、これまでの「メ

ディア環境」、そして今猛烈な勢いで構築されつ

つある「デジタルネットワーク環境」の異なる３

つの情報環境の中でのアフォーダンスは当然かな

り異なったものになるであろう。これらの環境構

成要素は、物質圏を構成する「アトム」、生命圏

をつかさどる「ゲノム」（DNAの塩基配列）、人

間圏にとってクリティカルなメディア情報を構成

する「ビット」に集約される。（図表１参照）特

にこのうち、感性・言語・論理情報をメディアの

上で表現・伝達・編集可能にする「ビット」を自

在に操るのが「デジタル」の本質である。（図表

２参照）このデジタルネットワーク環境との関わ

りがわれわれに与える影響を「デジタルアフォー

ダンス」と呼ぶことにしよう。

具体例として、デジタルネットワークを当たり

前の環境として育った世代が既に存在する。それ

はネットジェナー（Net Gener）と呼ばれるアメ

リカの恵まれた層のティーンエージャー達である。

彼らの持つ特性を調べることにより、デジタル

ネットワークを日常的に利用する環境下に置かれ

ることによりどのような特性を獲得するかのアウ

トラインが得られる。以下はその１０の特性のリス

トである。

メディアは今や、情報環境のアフォーダンスを

自在に構築できる術を手に入れたのである。これ

は自在な世界観構築の可能性をも意味する。われ

ネット世代（NET GENER）の１０の特色

１．強い独立と自律の精神

２．感情的、知的にオープンである

３．ネットを通してのグローバルな社会指向

４．自由な表現と明確なビジョン

５．イノベーション指向（常に新規性を求める）

６．早期の精神的成熟

７．詳しく自分で調べる

８．リアルタイム（即時性、インタラクティブ）重視

９．企業の利益に敏感である

１０．本物であることと、信頼を重視
（出所：Growing up Digital, Don Tapscott, McGrawHill,１９９８）
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われの世代は、このギフト、則ちデジタルネット

ワーク技術と周波数帯域という資源、を使って、

新しい産業、社会のあり方を模索・デザインする

という使命を持つ。もちろん全てを前もってデザ

インし予定調和に至らせる等という発想は、いま

や時代錯誤的である。少しでも、その環境下で生

活する人々が活き活きとし、豊かな将来像を描け

るような「デジタルアフォーダンス」をわれわれ

は起草すべきである。

３ 変容：新しい「放送」モデルの可能性

第１節で述べたように既存の放送の枠組みで、

すなわち既存の財源（主に視聴料と広告費）で現

在の数十倍のチャンネルを運営あるいは競合させ

るのは無理がある。財源一定の中で市場競争させ

れば既得権をもつ放送事業者は死活を賭けて猛反

発をするであろうし、市場競争可能となるのもか

なりの市場規模（基本的には全世帯の２０パーセン

ト以上）が獲得された後である。

財源・予算リソースの領域と市場規模（日本国内

１９９７―９９概算）

（固定市場でのチャンネル争いは結局破綻するの

では？）

領域０．視聴料を直接徴収する。NHK方式、

WOWWOW方式（これのみでは難しいので

は）：約数千億円

領域１．広告・宣伝費。電通＋民法方式：約５兆

数千万円（このうち約２兆円がテレビ放送広告）

領域２．販売促進・流通費（含むマーケティング、

環境情報のコンフィギュレーション（物質、生命、自然環境）

定 義 物質、エネルギーのパターン

原子、分子構造

生命を維持するための情報

遺伝子情報（種の保存）

最小構成要素 アトム ゲノム

（クオーク、ストリング） DNAの塩基配列パターン

進化の様態 新しい（より重い）アトムの誕生

H、He、O、C、N、Fe、

選択、交配、突然変異による分化

Selection, Crossover, Mutation

対 象 圏 物質圏 生命圏（植物、生物の物理的側面）

自然環境を構成するに必要な情報（自然情報）

ス ト ッ ク 化石燃料（石炭、石油）、天然資源（鉱石、無機・有機素材）、水、食物

フ ロ ー 循環系（大気の循環、雨水の循環、エネルギー循環、食物連鎖）

環境情報のコンフィギュレーション（情報）

定 義 意味のある事象（認知できる事象）

視角、聴覚、触覚、味覚、臭覚

人間：メディアによる認知

意味のある言語情報

ロゴス意味のある事象に

名前をつけてきた集大成

形式論理

普遍的に真偽を決定できる

コンテクストに依存しない

進 化 メディアによる認知拡大 言語操作による概念化・抽象化 数・記号操作による理論化

感性情報 言語情報 記号論理情報

最小構成要素 ビット

圏 生物人間圏（認知主体の存在） 人間圏 身体性のない人間圏

人間の意味を構成するに必要な情報（マルチメディア情報） 普遍真理、形式論理

意味＝コンテンツ（中身）とコンテクスト（状況・環境）との関係 数学、狭義情報科学の領域

ス ト ッ ク 文明：情報の蓄積された状態 〈 データベース 〉 査読付ジャーナル

フ ロ ー 文化：情報の処理（意味解釈）の仕方 〈 ネットワーク 〉 会議・シンポジウム
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営業活動）：約２０―２５兆円

領域３．教育・医療（含む生涯・社員教育、予

防・健康医療：マルチメディアの当初からの明

示的マーケット領域）：今後の「政府→市場」

化傾向により莫大（最低数十兆円）。

つまり財源の領域を拡大することにより、デジ

タル通信衛星放送のための新たな財源、ビジネス

モデルの可能性が見えてくるのである。

Ａ 自明なビジネス・モデル

Ａ．１ トヨタチャンネルモデル

大企業あるいは企業グループによるデジタル衛

星放送１チャンネルの買い上げによる運営方式。

チャンネルのみなら１チャンネル一年数千万円、

運営まで含めて年間１．５から２億円程度のコスト

であるから例えばトヨタ日産であれば広告宣伝費

（９８年度実績で数百億―一千億円）の１パーセン

ト以下に過ぎない。社の製品のプロモーションの

みならず、製品を活用したライフスタイルの提示

（例えばアウトドアライフ）、メセナ活動の紹介、

ユーザー・従業員（大企業ならグループ社員２―

３万人は当たり前）を核としたコミュニティー運

営等、社のトータルなコーポレーション・アイデ

ンティティーの確立ツールとして位置づける。

Ａ．２ テレビショッピングモデル

宣伝のみならず、マーケティング、販売促進・

流通にまで拡張すれば、財源の領域が広告宣伝か

ら販売促進費まで取り込めることになる。特に

EC（Electronic Commerce）の流れは、１９９９年

を境に、技術的な標準（特に、グローバルネット

とデータベースを連携させるXML）が出揃った

ため急速に拡大することが予測される。

Ｂ これからのビジネスモデルのうち、実現性の

高いと思われるもの

Ｂ．１ 顧客データベース連動方式

一般に、サービス、製品の消費の大半は、ある

特定のユーザー（消費者）グループによって占め

られることが知られている。目安として２０％の特

定の消費者により消費全体の８０％（１０％の消費者

で、全消費の５０％）が占められる。この２０％の消

費者を、顧客データベースを活用して特定する。

逆に会員制の視聴者情報を販売促進に活用する。

Ｂ．２ 多種類のメディアの編集・統合型ビジ

ネス・モデル

デジタル衛星放送と、既存の公衆回線、大容量

蓄積メディア（DVD、大容量ハードディスク）

を統合して、擬似的な映像（番組）の双方向（オ

ンディマンド）サービスを展開する。大容量蓄積

メディアを活用することにより、ユーザーの希望

する番組を希望する時間に（擬似的に）放映でき

る。（夜中の空き時間に大容量蓄積メディアに取

り込んで、ゴールデンタイムに自動的に流す等）

Ｃ 他業種との「放送」の競合

現在衛星放送枠（周波数帯域）が使われている・

使われる予定の有望ジャンルベスト３を以下に述

べる。

Ｃ．１ 業務情報配信

ジャスコ、セブンイレブンのPOS（Point of

Sales）情報配信。デジキューブの製品（ゲーム）

情報配信（全国１万６千のコンビニへ、パーフェ

クTV経由）。インターネットの接続回線提供業者

（プロバイダー）が大量情報を転送。インター

ネットの、いわゆるプッシュ系の動画情報配信の

広がりにより既存の放送との区別が難しくなる。

７９ 郵政研究所月報 １９９９．１１



Ｃ．２ ソフトウェア配信

商品（ソフトウェア、音楽CD）自体を転送す

る。マーケットの整合性が最も高いジャンル。

「放送」が「ロジスティックス」の領域に入って

くる（特に物流に相当する部分が大きい）。昨今

ソフトウェアが大規模化しており公衆回線経由の

インターネットでは遅い（例エクスプローラの転

送に３時間以上かかる）ためCS、CATV経由の

配信に期待が寄せられている。

Ｃ．３ 情報機器のメンテナンス

ソフトウェアのバージョンアップ（一度に数百

台分更新）を含むメンテナンス。メンテナンス費

用は、ハードウェア（パソコン本体）の購入費の

約４倍かかるため大きな事業領域となる。情報機

器を活用する経営者には最も分かりやすいビジネ

スモデル。

以上今回は、従来「放送」分野に使われていた

資源が次世代の重要な産業基盤になりうることを

具体例をあげながら概説した。マスメディアは、

マスプロダクションと同期し、フォーディズムを

支えた。またその産業規模（GDPの１％程度）

とは比較にならないほどの、強い影響力をもった

メディア環境を提供しつづけてきた。デジタルメ

ディアは、ネットの普及とあいまって、新しい市

場を着実に形成しつつあり、革新的な地平を切り

開くであろう。その入り口（ポータル）は、デジ

タルテレビやパソコンのみではない。液晶が大き

くなりつつある携帯電話であり、グラフィックス

専用チップを搭載した次世代ゲーム機であり、

ITSという文脈の中でのカーナビのモニターであ

り、今画策されつつある専用端末群である。それ

らはすべて数千万人規模のマーケットポテンシャ

ルを持ったデジタルメディアである。それらは複

合的にデジタルアフォーダンスを創発させ、新し

いメディア環境を提供し始めるであろう。「放送」

は、情報通信、流通という２１世紀へのパラダイム

シフトを担う基幹産業（２分野で通産省予測は２

百数十兆円規模）の要となり、広告（５兆数千億

産業）の呪縛から解かれることになるであろう。
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○日銀短観（11年９月調査）･･･全国大企業・製造業の業況判断は▲22と６月調査（▲37）から大幅改善�
全国大企業・業況判断D.I.の推移� 全国中小企業・業況判断D.I.の推移�

（注）シャドーは景気後退期を示す。11年12月の値は予測値。� （注）シャドーは景気後退期を示す。11年12月の値は予測値。�

《ポイント》�
・日銀短観（企業短期経済観測調査､９月）によると、全国大企業・製造業の業況判断は、▲22と前回調�
査時の▲37から大幅に改善し、３期連続の改善となった。先行き12月については、依然大幅なマイナ�
スながら▲16と、さらに６％ポイント改善すると見込まれている。�
・全国大企業・非製造業の業況判断も、▲23と前回調査時の▲28から小幅改善した。先行き12月につ�
いては、依然大幅なマイナスながら▲18と、製造業と同様、さらに改善すると見込まれている。�

・中小企業の業況判断は、製造業が▲40と前回調査時の▲46から小幅改善。非製造業も、▲31と前回調�
査時の▲34から改善している。先行き12月については、製造業が▲34、非製造業が▲28と、それぞ�
れさらに改善すると見込まれている。� （出所:日本銀行　10月４日発表）�

【概　要】�
全体�
・景気は厳しい状況をなお脱していないが、緩やかな改善が続いている。民間需要の回復力は弱いが、各種�
政策効果が浸透。消費は緩やかに回復してきたが、このところ足踏み状態。住宅建設は前年を上回る水�
準。設備投資は大幅な減少基調が継続。公共投資は前年を下回る水準。在庫調整が進み、鉱工業生産・�
出荷は持ち直しの動き。雇用情勢は依然として厳しい。�

内需面�
・８月の実質家計消費支出：前年同月比＋0.1％（２か月連続の増加）。�
・８月の新設住宅着工戸数：年率換算値で127.7万戸（２か月ぶりの上昇）。�
・８月の機械受注(船舶･電力を除く民需)：前月比＋2.7％（２か月ぶりの上昇）。�
・８月の公共工事着工総工事費：前年同月比－7.4％（３か月連続の減少）。�
外需面�
・８月の通関貿易黒字：前年同月比－21.1％（５か月連続の縮小）。�
生産面�
・８月の鉱工業生産指数：前月比＋4.6％（２か月ぶりの上昇）。�
・８月の在庫率指数(＝在庫／出荷)：前月比－2.3％（３か月連続の低下）。�
雇用面�
・８月の完全失業率：4.7％(３か月ぶりの改善)。�
・８月の有効求人倍率：0.46倍(４か月連続の既往最悪)。�

物価面�

・８月の全国消費者物価(生鮮食品を除く総合)：前年同月比0.0％。９月の国内卸売物価：同－1.3％�

景 気 の 現 状 �

月例経済・金融概観�

日 本 経 済 �
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○実質家計消費支出･････８月は前年同月比＋0.1％と２か月連続の増加�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家�計�部�門�

《ポイント》�
・８月の実質家計消費支出は､前年同月比�
＋0.1％と２か月連続で増加した｡費目別�
に見ると､｢教養娯楽｣や｢交通・通信｣など�
10費目中７費目がプラス寄与となったが､�
「食料」や｢保健医療｣などがマイナス寄与�
となった｡� 

・８月の小売業販売額は､同－1.4％と29か�
月連続で減少したが､飲食料品小売業以外�
の６業種で前月より改善し､全体でもマイ�
ナス幅が縮小した｡�

（出所：総　務　庁　10月５日発表�
　　　　通商産業省　９月27日発表）�
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○鉱工業生産･････８月の鉱工業生産指数は前月比＋4.6％と２か月ぶりに上昇�
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企�業�部�門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比＋4.0％と２か月ぶりに�
上昇した。在庫指数は同＋0.2％と６か月�
ぶりに上昇した。その結果、在庫率指数は�
前月比－2.3％と３か月連続で低下した。�
・生産予測指数は、９月が前月比－1.3％、�
10月が同－0.7％と見込まれている。�
・通産省は、｢生産、出荷には持ち直しの動�
きがみられるものの、最終需要の継続的な�
回復は不確実であり、今後の動向を注視し�
ていく必要がある｣との判断を示してい�
る。�
（出所：通商産業省　９月29日発表）�

鉱工業生産指数�

○通関貿易収支･･････８月の通関貿易黒字は前年同月比－21.1％と５か月連続の縮小�
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《ポイント》�
・輸出はアジア向けが３か月連続のプラス�
となったものの､米国､ＥＵ向けがマイナ�
スを継続したため､全体でも前年同月比�
－6.9％と､11か月連続の減少となった｡�
・輸入は前年同月比－2.8％と､20か月連続�
の減少となったものの､原油価格の上昇�
を受け（WTI先物ベースで同＋59.0％の価�
格上昇）､先月よりマイナス幅が縮小した�
（７月､同－8.6％）｡�
・この結果､通関貿易黒字は7,028億円、前�
年同月比では－21.1％と､５か月連続で�
前年同月の水準を下回った。�

（出所：大蔵省　９月28日発表）�
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〇雇用の現状･･･９月の非農業部門雇用者数は、前月差－0.8万人の減少。�

（注）シャドーは景気後退期を示す。�

《ポイント》�

・９月の非農業部門雇用者数は、ハリケーンの影響などから前月差－0.8万人と、96年１月以来のマイナ�
スとなった。内訳をみると、建設業が同＋2.1万人と２か月振り増加したものの、製造業は同－2.1万�
人と２か月続けての減少となっている。一方、サービス生産部門全体では、同－0.9万人と、93年３月�
以来のマイナスとなった。�

・失業率は4.2％と、２か月続けて29年振りの低水準での推移となった。インフレ関連指標とされる平�
均時給は、前月比＋0.5％となり、６月と並び高い伸び率となった。（出所：労働省　10月８日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�
・４－６月期の実質ＧＤＰ（確報値）：前期比年率＋1.6％。�
・９月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：57.8（94年11月以来の高水準）。�
内需面�
・８月の小売売上高：季節調整済み前月比＋1.2％（自動車を除くベースでも同＋0.7％と堅調）。�
・８月の住宅着工件数：季節調整済み前月比＋0.4％（２か月連続で年率167万戸台と堅調）。�
・８月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比－1.0％（前月の反動から減少）。�
外需面�
・７月の貿易･サービス収支（国際収支ベース、季節調整値）の赤字幅：前月比＋2.4％の251.8億ドル�
（輸入同＋1.0％、輸出同＋0.5％。赤字額は３か月続けて過去最大を更新）。�

・７月の対日貿易赤字：67.8億ドル（94年10月を上回り、過去最大の赤字額を更新）。�
生産面�
・８月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.3％（製造業は同＋0.4％と堅調な伸び）。�
物価面�
・８月の生産者物価：前年同月比＋2.3％（コア＋1.3％。エネルギーと食品価格が上昇、コアは安定）。�
・８月の消費者物価：前年同月比＋2.3％（コア＋1.9％。コアの安定ぶりが顕著）。�
金融政策�
・ＦＦ(ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ)金利誘導目標…0.25％引き上げ、5.25％へ。公定歩合…0.25％引上げ、4.75％へ。�
（８月24日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で決定。10月５日のＦＯＭＣでは中立から引締めス�
タンスに変更。）�

景 気 の 現 状 �
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〇小売売上高（８月）…季節調整済み前月比＋1.2％と堅調な伸び。�
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(注�)シャドーは景気後退期を示す。�

家�計�部�門�

《ポイント》�
・２か月続けての大幅増加となり、極めて�
堅調な推移である。変動の大きい自動車を�
除いても同＋0.7％となっている。内訳をみ�
ると、自動車が前月比＋2.5％と高い伸びを�
持続しており、耐久財全体では同＋1.8％と�
なった。非耐久財も着実に伸び率が高まっ�
てきており、８月は同＋0.7％となった。�

・９月の消費者信頼感指数は134.2と３か�
月続けての低下となった。�
（出所：商務省� ９�月�14日発表�）�

ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ�９月�28日発表�）�

〇鉱工業生産指数（８月）…季節調整済み前月比＋0.3％と堅調に推移。�
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企�業�部�門�

《ポイント》�
・鉱工業生産は、前月の高い伸びの後にも�
かかわらず、堅調に推移。製造業は前月�
比＋�0.4 ％と全体の�伸び率を上回った。�
・鉱工業設備稼働率は、�80. 8％となり、２�
か月続けて上昇してきている。�

・生産・出荷等の先行指標とされる耐久財�
新規受注は、民間航空機の高い伸びもあ�
り前月比＋�0.9 ％と堅調�。�輸送機器を除く�
ベースでは同－�0.2 ％となった。�

(出所�: ＦＲＢ�     ９月�16日発表�)
商務省�     ９�月�29日発表�)  

〇貿易・サービス収支（７月）…国際収支ベース（季節調整値）の赤字は、251.8億ﾄﾞﾙと過去最大。�
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海�外�部�門�

《ポイント》�
・赤字は前月比＋�2.4 ％拡大し、３か月続け�
て過去最大の赤字額の更新となった。�

・輸出はサービスを中心に前月比＋�0.5 ％増�
加したものの�、輸入も内需の好調から同�
＋�1.0 ％増加し�、�赤字の拡大に歯止めがか�
からなかった。�

・対日貿易赤字は季調前で�67.8 億ドルとな�
り、４年９か月ぶりに過去最大を更新し�
た。中国、カナダ、西欧に対しても過去�
最大の赤字を記録している。�

(出所�: 商務省� ９�月�21日発表�)

郵政研究所月報 １９９９．１１85



○� ドイツ：緩やかに景気は改善、フランス：緩やかな景気拡大を持続、イギリス：景気は改善�

《ポイント》� 
【�ド イ ツ �】�
・�8月の鉱工業生産指数�(除く建設�)は�107.0 で、前月比＋�1.1 ％、前年同月比変わらず。�
【フランス】�
・�6月の鉱工業生産指数�(除く建設�)は�109.4 で、前月比＋�0. 8％、前年同月比�+0.2％。�
【イギリス】�
・�8月の鉱工業生産指数は�103.5 で、前月比＋�0.3 ％、前年同月比＋�0. 1％と�8か月ぶりにプラス。�

（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�
・欧州全域で景気回復傾向。ドイツ：緩やかに景気は改善、フランス：緩やかな景気拡大を持続、�
イギリス：景気は改善�

内需面�
・[ド イ ツ]　8月の国内資本財新規受注：前月比＋3.3％、前年同月比＋3.4％。�

　8月の製造業新規受注：前月比＋5.1％、前年同月比＋9.1％。�
　7月の小売売上数量：前月比－1.8％、前年同月比－1.7％。�

・[フランス]　8月の工業品家計消費：前月比－3.1％、前年同月比では＋3.6％。�
・[イギリス]　8月の小売売上数量：前月比＋0.8％、前年同月比＋3.6％。�
外需面�
・[ド イ ツ]　7月の貿易収支：146億マルクの黒字、前年同月比＋8.8％と拡大（輸出が同＋3.1％、輸入�

が同＋1.7％となったため）。�
8月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋18.2％。�

・[フランス]　7月の貿易収支：213億フランの黒字、前年同月比＋67.0％と拡大。�
・[イギリス]　7月の貿易収支：22億ポンドの赤字、前年同月比＋59.5％と拡大。�
雇用面�
・[ド イ ツ]　9月の失業率：10.6％（前月比＋0.1％ポイント、23か月ぶり上昇。0.9万人増の413万人）。�
・[フランス]　8月の失業率：11.3％（前月比＋0.1％ポイント、3か月ぶり上昇。0.8万人増の278万人）。�
・[イギリス]　8月の失業率：4.2％（前月比－0.1％ポイント、3か月連続低下。2.2万人減の121万人）。�
物価面�
・[ド イ ツ]　9月の消費者物価：前年同月比＋0.8％、8月の生産者物価：前年同月比－0.7％｡�
金融政策�
・ＥＣＢ(欧州中央銀行)の政策金利：2.50％のまま据え置き｡�
・イングランド銀行の政策金利：5.25％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 �

７月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､四国､沖縄等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､３管内で改善､４管内で横ばい､その他５管内で悪化した｡大型小売店販売�
額�(店舗調整済�)は､全管内で前年同月比減少となった｡建設関連の指標では､新設住宅着工戸数は､東海�、四�
国等６管内で同増加となったが､６管内で同減少した｡建築着工床面積は､四国及び九州を除く�10 管内で�
同減少した｡新車販売台数は､沖縄を除く�11 管内で前年同月比減少となった｡実質家計消費支出は､北海�
道､東北等８�管内で前年同月比増加､４管内で同減少となった｡�

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

主 要 経 済 指 標 の 動 き �

《７月の動き》�

・上昇傾向の管内�：関東、北陸�
・横ばい傾向の管内：東北、東京、信越、�

東海、近畿、四国�
・下降傾向の管内�：北海道、中国、九州、�

沖縄�

※�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�10 月�13 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 �

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

鉱工業生産指数（季節調整値、前月比）� ①�
有効求人倍率（季節調整値、前月差）� ②�
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）�③�
新設住宅着工戸数（前年比）� ④�
建築着工床面積（商工業･ｻｰﾋﾞｽ用、前年比）�④�
新車販売台数（乗用車、前年比）� ⑤�
実質家計消費支出（勤労者世帯、前年比）�⑥�
ＣＩ(平成３年＝100、３か月移動平均)
ＣＩ(平成３年＝100、３か月移動平均、前月比)

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

北海道� ×� ×� ×� ×� －� ○� ○� ○� ○� －� ×� ×�

東�北� ×� ×� ×� －� ○� ○� ○� ○� ○� ○� －� －�

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

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

信�越� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －� ○� ○� ○� －�

北�陸� ×� ×� ×� ×� ×� ×� ○� ○� ○� －� －� ○�

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

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

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

四�国� ×� ×� ×� ×� ×� －� －� ○� －� ×� ×� －�

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

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

0.5� -1.0� -2.5� -2.2� -1.8� 1.0� -0.6� -1.5� -2.4� 2.6� -1.1� 8.2� -0.6�
0.00� 0.01� 0.00� 0.02� -0.01� -0.02� 0.00� 0.01� -0.03� -0.02� 0.00� -0.04� 0.00�
-1.1� -3.2� -3.5� -1.1� -6.0� -7.7� -6.5� -5.3� -3.8� -5.0� -3.3� -1.3� -3.8�
-4.8� 9.7� 6.2� 4.6� 3.8� -14.1� 10.5� -4.3� -11.2� 12.9� -5.1� -5.5� 1.9�
-43.3� -21.2� -30.2� -39.5� -38.6� -6.9� -34.8� -28.7� -53.6� 27.5� 8.7� -38.8� -28.5�
-13.0� -19.9� -18.7� -15.2� -18.4� -17.2� -17.8� -16.7� -16.1� -15.3� -13.9� 42.7� -16.8�
11.9� 23.6� 4.3� -2.8� 6.5� 10.4� 1.5� -4.8� -6.1� 2.7� 3.4� -0.8� 2.6�

74.9� 72.7� 62.6� 61.0� 59.8� 58.6� 55.6� 70.2� 67.7� 69.0� 70.0� 88.4� 63.3�
-1.6� 0.3� 0.5� 1.0� -0.2� 0.3� 0.2� 0.7� -1.7� 0.0� -0.4� -2.1� -0.2�
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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､�10 年�12 月から上昇に転じた｡しかし､�11 年５月以降は再び低下傾向となっ�
ている｡７月も前月比－�1.6 ％の�74.9 となり､総合的な判断は下降傾向を持続｡�

◎�東北管内�

地域経済総合指標は､�9 年�4 月以降下落傾向で推移し､�10 年�11 月から上昇に転じた。その後�11 年６月に�
は一旦下�落したものの､７月には前月比＋�0.3 ％の�72.7 となり､総合的な判断は横ばい傾向を持続｡�

◎�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 月から上昇基調に転じた｡�11 年５月には一�
旦下落したものの､７月には新設住宅着工戸数の改善等から前月比＋�0.5 ％の�62.6 となり､総合的な判断は�
横ばい傾向から上昇傾向に転じ､２か月連続で判断が改善された｡�

◎�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月から横ばい傾向となっている｡７月は前月�
比＋�1.0 ％の�61.0 となり､総�合的な判断は横ばい傾向を持続｡�

◎�信越管内�

地域経済総合指標は､�9 年�3 月にピークをつけた後下落基調で推移していたが､�11 年�3 月から上昇に転じ�
た｡しかし､�11 年７月は建築着工床面積や新車販売台数の悪化等から前月比－�0.2 ％の�59.8 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｡�

◎�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２月から上昇に転じた｡７月も鉱工業生産指数�
の改善等から前月比＋�0.3 ％の�58.6 となり､総合的な判断は横ばい傾向から上昇傾向に転じた｡�

◎�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ている｡しかし､７月は新設住宅着工戸数の改善等か�
ら前月比＋�0.2 ％の�55.6 となり､総合的な判断は下降傾向から横ばい傾向に転じた｡�

◎�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３月以降は横ばい傾�
向となっている｡７月は前月比＋�0.7 ％の�70.2 となり､総合的な判断は６か月連続の横ばい傾向｡�

◎�中国管内�

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る｡�11 年７月も前月比－�1.7 ％�
の�67.7 となり､�総合的な判断は６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２月から上昇に転じたが､４月以降は再び低下�
傾向となっている｡しかし､７月は鉱工業生産指数の改善等から前月比�0.0 ％の�69.0 となり､総合的な判断�
は下降傾向から横ばい傾向に転じた｡�

◎�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､４月から再び低下傾�
向となっている｡７月も前月比－�0.4 ％の�70.0 となり､総合的な判断も下降傾向を持続｡�

◎�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､�11 年�1月から再び上昇に転じたが､６月以降は再�
び低下傾向となっている｡７月も有効求人倍率の悪化等から前月比－�2.1 ％の�88.4 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｡�
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・９月の�無担保コール翌日物金利�は、日銀による積み上幅約１兆円の金融調節が維持される中、短資会社の手�
数料引き下げの影響もあり、�0.02 ％～�0.03 ％で低位安定的に推移した。ただ、日銀による積み上幅が一時�
的に拡大されたにもかかわらず、�9日のコンピュータ誤作動懸念で�0.06 ％、�30日の期末要因で�0.05 ％に一�
時的に上昇する場面があった。� (無担保コール翌日物加重平均金利：�0.05 ％�９月�30日現在）�

・９月の�ＣＤ３か月物金利�は、�10日に�0.03 ％で出合いが見られただけであった�。�満期が年越えとなった月末に�
は、�2000 年問題の影響で、売り気配が�0.13 ％に上昇した。�(ＣＤ３か月物金利：�0.0 3％�９月�10日現在）�

・９月の�10年最長国債利回り（業者間）�は、上旬は、�1.905 ％で始まったが、�30 年債の入札結果と米国債券相�
場の上伸を好感して�1.790 ％まで低下した。９日発表の�GDPはマーケット予想の上限だったことから�
1.835 ％まで上昇したが、円高や補�正予算の規模は大きくないとの思惑から�1.780 ％まで低下した。�
中旬は、円高と株安を受けて大きく低下した。急激に進行する円高対策として、一段の金融緩和がされる�
との見方が広がり、�20日には�1.640 ％まで低下した。�
下旬は�、�日銀金融政策決定会合の現状維持を受けて�、�追加緩和を期待していた向きが売りを先行し�1.810 ％�
まで上昇した。その後は株安や順調だった４年債の入札を受けて�1.660 ％まで低下したが、�10 月�4 日の日�
銀短観の発表を控えて�1.710 ％まで上昇した。�(10 年最長国債業者間利回り終�値：�1. 710％�９月�30日現在�)

国�内�金�利�

日経平均株価�
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 12000
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国�内�株�式�

・９月上旬は、前月末の大幅下落を受けた反動で押目買�
いが入り急反発で始まったが、その後、手掛かり材料�
が乏しく�17000 円台後半の狭い値幅でもみ合った。�

・�中旬は�、�ＧＤＰの発表や日銀による為替介入等により一�
時�18000 円直前まで上昇したが、その後急速な円高の�
進行で輸出関連企業の業績下振れ懸念から売りが膨ら�
み、持ち合い解消や利益確定売りの決算対策売りも出�
てほぼ全面安となり�17300 円台まで急落した。�
・下旬は、米国株高や円高是正に向けた一段の金融緩和�
策への期待から再び�18000 円直前まで上昇する場面が�
あったが、�21 日の日銀政策決定会合で追加的な金融緩�
和策見送りの決定を受けて急激に円高が進行したた�
め、休日を挟んで大幅続落し、�24 日には�17000 円割れ�
となった。その後は、Ｇ７で円高懸念が声明に盛り込�
まれ、円高に歯止めがかかったことを受けて買い安心�
感が広がり、新規設定の投信や年金等により幅広く買�
いが入り�17600 円台まで大幅続伸した。�
(日経平均株価終値�：�17605.46 円� ９�月�30日現在�)

(円�)
(週足�)
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利付金融債利回り� 
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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�

・� ９�月上旬は、�109円台後半で始まったが�、�雇用統計を受け�
たイ�ンフレ懸念の後退や日本の４－６月期の設備投資の�
弱い数字を受けて�111 円台後半まで上昇した。その後二�
期連続プラス成長の日本のＧＤＰを受けて�107 円台半ば�
まで下落したが、日銀の介入で�110円まで上昇した。� 
・中旬は、要人発言から協調介入の警戒感が弱まり�106 円�
台前半まで下落したが、日銀の介入で�107 円台前半まで�
上昇した。その後大幅増となった米国小売売上高や上半�
期経常赤字の発表を受けて�103円台前半まで下落したが、�
日銀の金融緩和の思惑から�108円台前半まで上昇した。� 
・下旬は､日銀の金融政策現状維持、米国貿易赤字�の発表�
や軟調な米株価を受けて�103円台後半まで下落したが、�
円高懸念を共有するとしたＧ７共同声明と日銀総裁発�
言を受けた金融緩和観測から�106 円まで上昇した。� 
( ドル･円レート東京終�値：�105. 64/67円� ９月�30日現在�)  

 100

 105

 110

 115

 120

 125

 130

 135

 140

 145

 150

80
85
90
95
100
105
110
115

97/4 97/7 97/10 98/1 98/4 98/7 98/10 99/1 99/4 99/7 99/10

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

(ﾄﾞﾙ�/ﾕｰﾛ�)

(円�/ﾄﾞﾙ�) 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�

(1995=100)

(週足�)

 6000

 6500

 7000

 7500

 8000

 8500

 9000

 9500

 10000

 10500

 11000

 11500

 12000

97/4 97/7 97/10 98/1 98/4 98/7 98/10 99/1 99/4 99/7 99/10
3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

(週足)

米�国�金�融�

・９月上旬の�30年物国債利回りは、雇用統計が落ち着いた内�
容であったことから低下する場面もあったが�、�概ね�6.0 ％を�
やや上回る水準での展開となった。中旬は、経済指標より�
も為替動向を睨んだ展開となったが、総じて小動きに留ま�
った。下旬は、�10 月利上げ懸念の後退や、株安を受けて債�
券に資金がシフトし�、�ほぼ１か月ぶりに�5.9 ％台に低下した�
が、その後は金価格の上昇等を受けて金利も上昇した。� 
（�30年物国債利回り終値：�6.043 ％� ９月�30日現在�)  
・９月上旬のＮＹダウは、利上げ懸念の後退などから堅調�に�
推移し�、ナスダックは一時新高値を更新した。中旬は、経�
済指標には反応薄で�、�材料に乏しい中�、�対円でのドル安等�
を嫌気して軟調に推移した�。下旬は、貿易赤字の拡大、ド�
ル安�、�企業業績に対する不安�、�ハイテク株が割高であると�
指摘されたこと等から急速に下落し�、�一時４月以来の安値�
となる�10081ドルまで下落するなど�、�弱含みの展開となっ�
た。�（ＮＹダウ終値：�10336.95 ドル� ９月�30日現在�)  

NY ﾀﾞｳ工業株�30種�
（右目盛）�

30年物国債利回り�
（左目盛）�

TB
（左目盛）� 

ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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・９月上旬は、在庫の増加を嫌気して利益確定売りで�21
ドル半ばまで続落したが�、�その後�、�需給が逼迫する冬期�
を控えてのベネズエラ石油労働者の長期スト実施懸念�
や在庫の大幅減少が支援材料となり、�23 ドル半ばまで�
続伸し�97年�2月以来�2年半ぶりの高値を更新した。�
・中旬は、大型ハリケーンのカリブ海発生による供�給懸念�
やＯＰＥＣ総会で来年�3 月までの減産維持を確認すると�
の期待から市場心理は強気となり、�25ドル直前まで続伸�
した。�
・�下旬は、�22日のＯＰＥＣ総会で減産継続を決定したこと�
や予想以上の在庫減を好感して、強含みで推移したが、�
25ドル近辺では利益確定売りが出て上値は重く、�24ドル�
台後半のもみ合いとなった。�
（ＷＴＩ原油期近物終値：�24.51 ドル�９月�30日現�在）�

原� 油�

(日足）�

（週足）�
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国内経済指標�
9年度� 10年度� 10年� 11年�  �

 10-12月期�  1-3月期�  4-6月期�

実質ＧＤＰ(1990年価格) -0.4� -2.0� -0.8� 2.0� 0.2�

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯� -2.1� -1.3� -0.2� -1.4� 0.5�
　勤労者世帯� -2.3� -0.9� 0.4� -1.8� -0.8�
　勤労者以外の世帯� -1.7� -1.8� -1.1� -0.4� 3.4�
小売業販売額� -3.9� -3.8� -4.3� -4.3� -2.5�

住宅着工�
新設住宅着工戸数� -17.7� -12.1� -13.2� -6.6� 2.5�

労　働�
完全失業率　　　　　（季調済）� 3.5� 4.3� 4.4� 4.6� 4.8�
有効求人倍率　　　　（季調済）� 0.69� 0.50� 0.47� 0.49� 0.47�

生　産       
鉱工業生産指数　（季調済前期［年･月］比）� 1.2� -7.1� -0.7� 0.4� -1.0�
　　　出荷指数　（季調済前期［年･月］比）� 1.0� -6.3� -0.2� 1.0� -2.1�
　　　在庫指数　（季調済前期［年･月］比）� 9.6� -9.6� -3.7� -2.1� -1.0�
製造工業稼働率指数（季調済前期［年･月］比）� 0.3� -7.8� -0.5� 1.0� -2.8�

設備投資�
機械受注（船舶･電力を除く民需）� -3.9� -18.6� -17.8� -14.8� -9.9�
建築着工床面積（民間非居住用）� -2.6� -17.0� -22.9� -12.5� -15.4�

物　価�
国内卸売物価指数� 1.0� -2.1� -2.2� -2.1� -1.8�
輸出物価指数� 1.5� -0.9� -6.2� -8.7� -9.5�
輸入物価指数� 2.4� -6.6� -11.4� -12.9� -9.9�
全国消費者物価指数� 2.0� 0.2� 0.5� -0.1� -0.3�
東京都区部消費者物価指数� 1.8� 0.3� 0.7� -0.2� -0.4�
企業向サービス価格指数� 1.6� -0.6� -0.8� -1.0� -1.2�

国際収支（億円）�
経常収支� 129,491� 152,271� 39,241� 29,352� 32,525�
　貿易・サービス収支� 72,769� 96,205� 24,944� 20,602� 19,243�
　　貿易収支� 136,340� 160,431� 41,472� 34,556� 34,607�
　　　輸出� 498,886� 476,315� 117,629� 109,345� 112,416�

                    （前年比）� 11.3� -4.5� -10.7� -10.1� -8.5�
　　　輸入� 362,546� 315,884� 76,157� 74,790� 77,809�

                    （前年比）� 0.6� -12.9� -17.6� -14.0� -4.7�
　　サービス収支� -63,572� -64,227� -16,528� -13,953� -15,365�
　所得収支� 67,066� 70,714� 17,370� 15,362� 15,414�
　経常移転収支� -10,343� -14,647� -3,073� -6,612� -2,132�
貿易収支（通関統計）（億円）� 114,497� 140,737� 36,700� 30,068� 30,504�

                    （前年比）� 79.8� 22.9� 7.8� 2.8� -16.5�
　輸出� 514,112� 494,509� 121,926� 113,511� 116,814�

                    （前年比）� 11.7� -3.8� -10.2� -9.5� -8.3�
　輸入� 399,615� 353,772� 85,226� 83,443� 86,310�

                    （前年比）� 0.7� -11.5� -16.2� -13.3� -5.0�

マネーサプライ�
Ｍ２＋ＣＤ� 3.1� 4.0� 4.0� 3.6� 4.1�
広義流動性� 3.5� 3.1� 3.1� 3.4� 4.1�
（注1）特に、指定のない限り前年度比、前年同期比、又は、前年同月比。�
 (注2) なお、各指標値は前月10日までに発表されたもの。�

� 11年�  �
 6月�  7月�  8月�

---�

---�

---� ---�

-0.1� -1.4� 0.1�
-1.8� 2.6� -1.1�
3.4� -1.3� 2.3�
-2.2� -2.5� -1.4�

7.3� 1.9� 8.4�

4.9� 4.6� 4.7�
0.46� 0.46� 0.46�

3.2� -0.6� 4.6�
3.6� -1.1� 4.0�
-0.3� -1.3� 0.2�
1.4� 0.9� �

-7.7� -7.5� -4.1�
-10.2� -30.0� -3.2�

-1.7� -1.5� -1.3�
-11.6� -11.6� -15.7�
-10.9� -10.0� -12.6�
-0.3� -0.1� 0.3�
-0.4� -0.1� 0.3�
-1.2� -1.1� -1.1�

13,825�13,181� 7,918�
8,816� 8,389� 2,062�
13,244�14,001� 8,297�
39,349�40,723� 35,975�
-5.6� -7.5� -6.4�

26,105�26,722� 27,677�
-7.2� -8.9� 1.1�

-4,428� -5,613� -6,236�
5,802� 5,647� 6,654�
-793� -855� -798�
11,781�12,495� 7,028�
-2.9� -4.6� -4.6�

40,965�42,197� 37,389�
-5.7� -7.5� -6.9�

29,184�29,702� 30,361�
-6.8� -8.6� -2.8�

4.3� 3.9� 3.5�
4.0� 3.8� 3.5�

�
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海外経済指標�
98年� 98年� 9�9�年� 9�9�年�

10-12月期� 1�-�3�月期� 4-6月� 6月� 7月� 8月�

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　（前期比年率）� 3.9� 6.0� 4.3� 1.6� ---� ---� ---�
小売売上高　 　　　� 4.9� 2.6� 3.3� 1.7� -0.1� 1.0� 1.2�
住宅着工件数� 9.6� 3.9� 4.2� -8.8� -3.7� 3.9� 0.4�
鉱工業生産指数� 3.6� 0.5� 0.3� 1.0� 0.2� 0.7� 0.3�
製造業新規受注　� 2.0� 0.2� 2.7� 0.2� 0.8� 2.5� 1.3�
失業率　　　　　　（％）� 4.5� 4.4� 4.3� 4.3� 4.3� 4.3� 4.2�

4.2� 4.2�
非農業部門雇用者数（前月比増加数､千人）� 244� 275� 209� 210� 281� 373� 103�

156� -8�
生産者物価指数　　（最終財・前年比）� -0.9� -0.4� 0.7� 1.4� 1.5� 1.5� 2.3�
消費者物価指数　　（総合・前年比）� 1.6� 1.5� 1.7� 2.1� 2.0� 2.1� 2.3�
貿易･ｻｰﾋﾞｽ収支（国際収支ﾍﾞｰｽ季調値･億 ）� -1,642.8� -432.6� -539.8� -647.8� -246.0� -251.8� ---�
対日貿易収支（通関ベース原数値･億　）� -640.9� -176.2� -164.2� -171.8� -62.8� -67.8� ---�

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）� ---� -0.3� 0.4� 0.0� ---� ---� ---�
　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 1.9� 1.2� 0.6� 0.6� ---� ---� ---�
鉱工業生産指数　　　（前期比％）� 3.5� -1.7� 0.2� -0.7� 0.1� 1.0� 1.1�
製造業新規受注　　　（前期比％）� 3.1� -3.2� 0.5� 3.2� 1.9� 1.4� 5.1�
設備稼働率　　　　　（％）� 86.7� 86.7� 85.9� ---� ---� ---� ---�
小売売上数量　　　　（前年同期比％）� 0.0� 0.5� 1.7� -0.4� 2.8� -1.7� ---�
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 5.9� 10.9� -0.4� 10.9� 4.7� ---� ---�
貿易収支            　　（億マルク）� 1,261� 320� 310� 317� 137� 146� ---�
消費者物価指数　　　（前年同期比％）� 1.0� 0.4� 0.3� 0.5� 0.4� 0.6� 0.7�
生産者物価指数　　　（前年同期比％）� -0.4� -1.7� -2.4� -1.7� -1.5 � -1.0� -0.7�
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 10.7� 10.7� 10.6� 10.5� 10.5� 10.5� 10.5�
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 8.3� 8.3� 8.8� 10.8� 10.8� 10.5� ---�

フランス�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）� ---� 0.6� 0.4� 0.6� ---� ---� ---�
　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 3.4� 2.9� 2.4� 2.1� ---� ---� ---�
鉱工業生産指数　　　（前期比％）� 4.4� 0.0� -0.7� 0.6� 0.8� ---� ---�
設備稼働率　　　　　（％）� 85.8� 86.5� 85.1� ---� ---� ---� ---�
工業品家計消費　　　（前期比％）� 5.8� -0.1� 1.4� -0.4� -1.3� 6.7� 3.6�
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 14.4� 13.0� 12.9� 4.3� 0.8� 21.4� 24.3�
貿易収支　　　　　　（億フラン）� 1,456� 355� 266� 256� 123� 213.0� ---�
消費者物価指数　　　（前年同期比％）� 0.6� 0.2� 0.2� 0.4� 0.3� 0.4� 0.5�
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 11.8� 11.6� 11.4� 11.3� 11.3� 11.2� 11.3�
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 1.1� 1.1� 3.0� 3.5� 3.5� 2.6� ---�

イギリス�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）� ---� 0.0� 0.2� 0.6� ---� ---� ---�
　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 2.2� 1.6� 1.3� 1.4� ---� ---� ---�
鉱工業生産指数　　　（前期比％）� 0.7� -0.8� -0.7� 0.7� 0.3� 0.5� 0.3�
小売売上数量指数　　（前期比％）� 3.0� 0.0� 1.0� 1.0� 0.2� 0.3� 0.8�
貿易収支　　　　　　（億ポンド）� -208� -61� -74� -68� -26� -22� ---�
消費者物価指数　　　（前年同期比％）� 3.4� 3.0� 2.2� 1.4� 1.3� 1.3� 1.1�
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 4.7� 4.6� 4.6� 4.5� 4.4� 4.3� 4.2�
マネーサプライ（Ｍ４）（前年同期比％）� 8.3� 8.3� 6.5� 5.6� 5.6� 3.7� 4.5�
（注1）米国：指定のない限り季調済前期比、又は、季調済前月比。非農業部門雇用者数の年、四半期計数は月平均。�
（注2）欧州：ドイツ、フランスの鉱工業生産指数は建設を除くベース。�
（注3）イギリスのマネーサプライは末残ベース。�

（7-9月）�

（7-9月）�

（9月）�

（9月）�

ド�
ル�

ド�
ル�
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金融経済指標�
97年� 98年� 99年�

 1-3月期�  4-6月期�  7-9月期�

為　替�
ドル／円               （仲値）� 121.00 130.90 116.54 120.94 113.61

国内金利�
公定歩合　　　　　（期末値）� 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
(括弧内は改定日) （95.4/14）� 
無担保ｺｰﾙ翌日物　　（加重平均金利）� 0.48 0.37 0.15 0.03 0.03
ＣＤ３か月物　　　（気配値仲値）� 0.59 0.72 0.48 0.14 0.11
10年最長国債業者間利回り� 2.13 1.29 1.85 1.54 1.78

国内株式�
日経平均２２５　　（期末値）� 15,258.74 13,842.17 15,836.59 17,529.74 17,605.46

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　（期末値）� 229.14 191.22 191.83 191.54 205.19
NY原油WTI期近物　（期末値）� 17.64 12.05 16.76 19.29 24.51

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　（流通金利<買い>）� 5.06 4.78 4.41 4.45 4.65
３０年国債� 6.60 5.57 5.36 5.79 6.03
NYダウ工業株30種　（期末値）� 7,908.25 9,181.43 10,789.04 10,773.19 10,336.95
（注）特に指定のない限り、平均値。�

99年�
7月�  8月�  9月�

119.86 113.40 107.57

0.50 0.50 0.50

0.03 0.03 0.03
0.13 0.11 0.10
1.69 1.90 1.76

17861.86 17436.56 17605.46

190.36 199.35 205.19
20.53 22.11 24.51

4.55 4.72 4.68
5.97 6.06 6.06

10655.15 10829.28 10336.95
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はじめに

我が国の高齢化は世界に類を見ないスピードで

進展していると指摘されており、高齢世帯のウェ

イトは人口比率においてのみならず経済において

も高まりつつある。このような中、もはや高齢世

帯は昔イメージされたような「弱者」ではなく、

ゆとりのある「活力ある高齢化」（Active Aging）

世代１として、若年層とともに社会を支えていく

重要な主体の一つになることが期待されている。

郵政研究所は平成１０年１１月、６回目になるアン

ケート調査「家計における金融資産選択に関する

調査」２を実施した。この結果を用いて、本稿では

「高齢世帯のゆとり」を平均現役世帯と同程度の

生活を送ることができることと定義して、現時点

では高齢世帯にゆとりがあると言えるのかについ

て検討する。

分析を行うにあたって、以下では、世帯主年齢

６０歳未満の世帯を現役世帯、世帯主年齢６０歳以上

の世帯を高齢世帯３と呼ぶことにする。さらに高

齢世帯を、自営業、パート等も含め世帯主が職を

持っている有職高齢世帯と、世帯主が職を持って

いない（配偶者のみが職を持っている世帯も含む）

無職高齢世帯とに分類する。有効サンプル３，７５４

世帯中の比率および平均年齢は、現役世帯（無職

世帯を除く）が６５％で４４．２歳、有職高齢世帯が

２２％で６５．４歳、無職高齢世帯が１６％で６８．８歳であ

る。

１ 手取り収入４と就労形態

世帯主の就労形態としては、現役世帯では民間

企業・官公庁などへの常勤が７８％、農業・漁業を

含む自営業・個人経営が２０％、パート・アルバイ

トが２％となっている。一方、有職高齢世帯では、

常勤が３０％、自営業が５０％、パートが２０％と現役

世帯とは大きく異なっている。有職高齢世帯にお

いて自営業・個人経営の比率が大きいのは、定年

によってサラリーマン世帯の割合が大幅に減少し

ているからだと考えられる。

配偶者が就業している世帯は、現役世帯で５５％

トピックス

高齢世帯にゆとりはあるか
第６回「家計における金融資産選択に関する調査」にみる高齢世帯の実態

第二経営経済研究部研究官 岩本 志保

１ 厚生省「厚生白書」（平成１１年度版）によれば、１９９７年のデンバー・サミットの共同コミュニケに示された、とある。
２ 郵政省郵政研究所「家計における金融資産選択に関する調査」について：本調査は全国の世帯主年齢２０歳以上８０歳未満の世帯（単
身世帯を含む）から無作為抽出した６千世帯を対象として、金融自由化の進展、家族のあり方の変容、人口構成の高齢化など金
融・経済・社会環境が変化する状況下における金融資産選択を中心とする家計行動の実態を意識と現状の両面から明らかにする
ことを目的とするものである。この調査は、昭和６３年以来２年毎に委託実施しており、平成１０年度調査が６回目となる。

３ 本調査の有効回答３，７５４世帯中、高齢世帯は１，１７７世帯、３０％強を占める。そのうち１人暮らし世帯は１０％弱あり、全世帯比では
３％弱である。全世帯の１５％弱ある２人暮らしの高齢世帯では、そのうち９０％強が世帯主と配偶者の２人暮らしであり、世帯主、
配偶者ともに６０歳以上の世帯も７０％ある。

４ 収入、支出、借入、貯蓄については、異常値を除外して集計した。

９５ 郵政研究所月報 １９９９．１１
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事業収入�

給与収入�

現役世帯�

有職高齢世帯�
無職高齢世帯�

（％）�

（常勤１８％、自営９％、パート２８％）、有職高齢

世帯で５３．５％（常勤８％、自営２８％、パート１８％）、

無職高齢世帯では１９％（常勤３．５％、自営３．５％、

パート１２％）あった。有職高齢世帯の共働きであ

る割合は半数を超え、現役世帯のそれとほぼ同じ

であることがわかる。

次に、収入源別の割合と手取り収入額（税・社

会保険料を除く）を比べてみる。

まず、図１は、世帯主と配偶者による主な収入

源を複数回答で問うた結果である。現役世帯では

給与収入、有職高齢世帯では給与収入と公的年金、

無職高齢世帯では公的年金がそれぞれ主な収入源

とされており、就業形態と整合的な結果が得られ

ている。無職高齢世帯においては公的年金を頼り

にしている世帯の多いことがよくわかる。

平均手取り収入月額は表２のとおりである。

（ ）外の数字は世帯平均、（ ）内の数字は世

帯人員１人当たりの平均である。１世帯当たりの

１ヶ月の平均手取り収入額は、現役世帯で約５０万

円、有職高齢世帯で約４１万円、無職高齢世帯で約

２６万円、１人当たりの平均手取り収入月額は現役

世帯で約１６万円、有職高齢世帯が約１６万円、無職

高齢世帯が約１２万円となっている。これを見ると、

有職高齢世帯は現役世帯と比べて８０～９０％と遜色

ない収入を得ているのに対し、無職高齢世帯では

現役世帯の５０～６０％に過ぎないことがわかる。

２ 生活費としての支出

次に、生活費としての支出について見てみよう。

表３は１世帯当たりの平均支出月額を示したも

ので、（ ）内は世帯人員１人当たりの平均を示

す。世帯平均ベースでは現役世帯と有職高齢世帯

図１ 収入の種類（複数回答）

表２ １世帯当たりの平均手取り収入月額

平均収入月額 平 均 値 一 人 暮 ら し 二 人 暮 ら し 三 人 以 上

現役世帯 （万円） ５０．４（１５．３） ２８．０ ４７．４（２３．７） ５２．２（１３．２）

有職高齢世帯 （万円） ４１．４（１５．８） ２６．５ ４３．１（２１．５） ４１．５（１０．９）

無職高齢世帯 （万円） ２６．１（１２．２） １８．１ ２６．８（１３．４） ２８．６（８．０）

有高／現役 （％） ８２．２（１０３．１） ９４．７ ９０．８（９０．８） ７９．４（８２．９）

無高／現役 （％） ５１．９（７９．５） ６４．８ ５６．５（５６．５） ５４．７（６０．６）

９６郵政研究所月報 １９９９．１１



が２９万円でほぼ同じ額、１人当たり平均ベースで

は有職高齢世帯と無職高齢世帯が１０万円でほぼ同

じ額になっている。一見すると、各グループ間で

ほぼ同等の支出がなされているように見えるが、

その内訳は相当異なっているいると考えられる。

残念ながら本調査では、費目の内訳については一

部しか分からないが、世帯主の健康状態を尋ねて

いることから医療費に対する支出についてひとつ

の推測ができる。世帯主が健康であるとしている

世帯は、現役世帯で９４％、有職高齢世帯で８５％な

のに対して、無職高齢世帯では６８％に減少する。

このことは、無職高齢世帯の生活費の占める医療

費支出の割合が他グループよりも高い世帯が多い

可能性があることを示している。他グループに比

べて相対的に収入の低い無職高齢世帯では、医療

費が家計を圧迫する要因になっている可能性があ

る。他方、有職高齢世帯は、現役世帯とほとんど

遜色無い生活費を支出している。高齢者の消費水

準は現役世代と比較しても低くないことを指摘す

る文献も幾つか存在する５が、我々の調査でも、

少なくとも有職世帯については同様の傾向を読み

とることができる。

３ 借入

現役世帯の約半数、有職高齢世帯の３０％強、無

職高齢世帯の１０％が借入金を保有している。借入

金保有世帯の借入額は、現役世帯で１，２９５万円、

有職高齢世帯が９５８万円、無職高齢世帯が７９５万円

となっている。過去一年間の返済額は、現役世帯

が１７４万円（平均月額１４．５万円）、有職高齢世帯が

１５４万円（同１３万円）、無職高齢世帯が１２３万円（同

１０万円）であった（借入金を保有している無職高

齢世帯のうち８割が収入のある子供との同居であ

る）。

種目別では図４のとおり、各グループとも住宅

の購入・増改築用の借入金を保有する世帯が最も

多い。無職高齢世帯の約５分の１の世帯では、生

活費および医療・介護費などの不時の出費での借

入金を保有している。これらのための予備的貯蓄

の不足あるいは社会保障制度が有効に働いていな

い可能性があると考えられる。

返済完了予定平均年齢（借入金保有世帯の平均

年齢）は現役世帯が５８歳（４５歳）、有職高齢世帯

が７４歳（６５歳）、無職高齢世帯が７６歳（６７歳）と

なっている。希望退職年齢が現役世帯は平均６４歳

（中央値６５歳）、有職高齢世帯は平均７１歳（中央

値７０歳）であるから、退職後もしばらくは返済が

続く世帯もあるということである。

４ 貯蓄および実物資産（持ち家）

保有している貯蓄総額は、現役世帯が８８６万円、

有職高齢世帯が１，４９５万円、無職高齢世帯が１，４３３

表３ １世帯当たりの平均支出月額

平均支出月額 平 均 値 一 人 暮 ら し 二 人 暮 ら し 三 人 以 上

現役世帯 （万円） ２９．３（ ８．８） １６．５ ２５．５（１２．７） ３０．８（ ７．７）

有職高齢世帯 （万円） ２９．２（１０．６） １７．２ ２６．９（１３．５） ３１．８（ ８．０）

無職高齢世帯 （万円） ２４．０（１０．８） １６．０ ２３．５（１１．７） ２８．０（ ７．３）

有高／現役 （％） ９９．５（１２０．７） １０４．３ １０５．７（１０５．７） １０３．５（１０４．８）

無高／現役 （％） ８１．７（１２２．８） ９６．９ ９２．０（９２．０） ９０．９（９５．２）

５ 例えば、武藤（１９９９）第７章参照。
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金融商品：株式、債券、投資信託、貸付信託・金銭信託、財形貯蓄等�
実物資産：現在居住している土地・建物、別荘、通勤用住宅、投資用マンション、

ゴルフ会員権、貴金属、書画、骨董等�

万円となっている（図５）。本稿の趣旨では、貯

蓄額に関して現役世帯と高齢世帯とを比較するこ

とに意味をなさないので高齢世帯のみを見てみる

と、無職高齢世帯は有職高齢世帯とほぼ同じ額の

貯蓄を有している。もし仮に、これまで見てきた

とおり有職高齢世帯がこの貯蓄額で現役世帯と同

程度の生活をしているとするならば、無職高齢世

帯の方が収入源が少ない分、貯蓄を取り崩してい

る世帯が多いはずである。そこで貯蓄状況（図６）

に目を移すと、有職高齢世帯は現役世帯とほぼ同

じ割合であること、無職高齢世帯では他の２グ

ループと比べて「定期的に貯蓄をしている」世帯

が半分以下、「貯蓄を取り崩している」世帯が倍

あることがわかる。

次に、実物資産について見てみよう。図５に示

した実物資産のうち、現在居住している土地・建

物は、現役世帯の６３％、有職高齢世帯の８９％、無

職高齢世帯の８２％が保有している（図７）。持ち

家保有世帯における調査時点での土地・建物の平

均評価額は、現役世帯が３，３５２万円、有職高齢世

図４ 種目別借入金保有割合

図５ 貯蓄の種類
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貯蓄をしている�

不定期だが�
貯蓄をしている�

貯蓄を取り�
崩している�

どちらも�
していない�

帯が３，８７１万円、無職高齢世帯が３，２１３万円となっ

ていて、各グループとも平均で３，０００万円を超え

ている。

まとめ

以上のことを踏まえて、高齢世帯にはゆとりが

あると言えるのかを検討したい。

まず、有職高齢世帯については、

１．手取り収入は現役世帯の８０～９０％ある

２．生活費は現役世帯とほぼ同じ程度であり、

一人当たりでは現役よりも２割多い

３．借入金のある世帯は有職高齢世帯全体の約

３分の１で、額は現役世帯の７４％程度である

４．貯蓄は取り崩し状況から考えて、平均的な

生活を営んでいる限り、貯蓄額に不足はない

と思われる

５．持ち家保有率は９割近くあり、平均評価額

は３，８００万円程度である

ことから、有職世帯は現役時代の生活レベルをあ

まり落とすことなく生活していると想像される。

ほぼ現役並の経済力があると言ってよいだろう。

次に、無職高齢世帯については、

１．手取り収入は現役世帯の５０～６０％である

２．生活費は８０～９５％程度で、一人当たりでは

９０～１２０％とやや現役世帯に迫る

３．借入金のある世帯は無職高齢世帯全体の約

１０％で、額は現役世帯の６０％程度である。ま

た、生活費や医療・介護費などのための借入

金を保有している世帯が約５分の１あり、他

の２グループ比べ突出している

４．貯蓄を定期的にできる世帯は現役に比べ半

分以下で、逆に取り崩しをしている世帯は約

図７ 持ち家所有率

図６ 貯蓄状況
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４割�

５割� ６割�７割�８割�

９割�

10割�

２倍ある

５．持ち家保有率は８割を超え、平均評価額は

３，２００万円程度である

ことから、現役世帯と同程度のゆとりがあるとは

考えられない。

しかし、いずれにおいても、流動的な資産とな

る潜在的可能性を持つ実物資産を保有する世帯の

割合が大きいことから、この実物資産をまだ利用

していない金融資産とみなせば、これをゆとりと

呼ぶことができるかもしれない。

おわりに

一口に高齢世帯と言っても様々な形態の世帯が

ある。本調査で見る限り、有職高齢世帯について

はある程度のゆとりがあると考えることが出来よ

う。課題を提起してくれるのは、相対的に弱者と

なってしまっている無職高齢世帯である。

無職高齢世帯はその収入源のほとんどを公的年

金に依存しており（図８）、しかも支出のうち医

療費に割く割合は低くないと考えられる。また有

職高齢世帯も、自らの健康状態によっていつ無職

になるか分からないというリスクを抱えているこ

とから、ニーズに応じた医療・介護および社会保

障制度の整備が非常に重要であると言える。

フローベースでの無職高齢世帯の生活は確かに

厳しいが、ストックを有効に活用することにより

資金を賄うなど工夫の余地は残されている。日本

の家計においては居住用住宅の形での実物資産の

蓄積がよく指摘されており、有職／無職を問わず、

本調査でもその実態を読みとることが出来る。例

えばこれをリバース・モーゲージ６等の利用で金

融資産として使えるようにすれば、無職世帯に

とっても有効な生活の財源となるだろう。中川

（１９９９）でも同様の指摘がなされている。

一方、高齢世帯にもかかわらず共働きを含め約

半数が就業しているという事実は、「活力ある」

高齢者像を反映しており希望が持てる。定年制の

延長など雇用環境が整えば、常勤の人々の割合も

増え、全体として有職高齢世帯の割合が増えるか

もしれない。そうなれば、さらに多くの高齢世帯

が現役世帯に近い、あるいはそれ以上の生活を送

れるようになるだろう。

以上のような、現時点で利用可能な資源を有効

に活用するといった身近なところからの工夫の余

図８ 公的年金で生活費を賄っている程度

６ リバース・モーゲージ（逆抵当ローン―特に高齢者の資産を対象にしている場合が多い）とは、資産の大半を占める居住用資産
（住宅・宅地等）を担保に定期的に資金を受取、死亡時にこの担保物件を処分することにより、一括して返済するという不動産
資産転換プランのことをいう。通常、不動産を資金化する方法としては、不動産の売却（譲渡税等の支払い、転居が必要）や不
動産を担保とした借入（月々のローン返済が必要）があるが、リバース・モーゲージという不動産転換プランでは、転居が不要
でかつ月々のローン返済も不要であるというメリットがある。日本では、現状、武蔵野市や世田谷区をはじめとする全国１３の自
治体と、信託機能を有する主な金融機関で取り扱われている。

１００郵政研究所月報 １９９９．１１



地が残されていることから、高齢世帯の「ゆとり」

はまだまだ成長途中であり、これから大きく膨ら

む可能性を秘めていると言えよう。
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１ はじめに

ドル円レートは何によって決定されるかという

問題に解答を与えることは難しい。外国為替レー

トは通貨と通貨との交換比率であり、他の財と同

様に、基本的には市場の需給によって変動するも

のである。ところが、市場の需給を決めると考え

られるファンダメンタルズ（物価、金利、経常収

支など）でも、実際の外国為替レートの動きを説

明できないことが多い。外国為替レートはファン

ダメンタルズ以外にも、為替政策、国際政治状況、

災害、要人の発言やそれに絡む思惑などにより影

響を受けるからである。また、時期によって、市

場参加者が注目する材料が大きく変わり、外国為

替レートに影響を与える要因も変化する。このよ

うに、いまだに外国為替レートの変動を一貫して

説明する理論はないとするのが、一般的な見方で

ある。

以下では、いくつかの代表的な為替レート決定

理論について簡単に説明した後、理論が示してい

る外国為替レートの変動要因と９０年代の実際のド

ル円レートの動きとの関係を検討する。そして、

９０年代のドル円レートが何によって決定されてい

たのかを考察してみよう。

２ 外国為替レート決定の理論

�１ 購買力平価説

購買力平価とは、通貨の購買力が等しくなるよ

うに、外国為替レートが決定されるとするもので

ある。例えば、ある財の日本での価格が１０，０００円

トピックス

９０年代のドル円レート

第三経営経済研究部研究官 山本 和尋

図表１ ドル円レートの動き

（出所） 日本銀行
（注） 四半期ベース

１０２郵政研究所月報 １９９９．１１
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卸売物価ベース�

ドル円レート�

消費者物価ベース�

輸出物価ベース�

で、同じ財の米国での価格が５０ドルの場合、外国

為替レートは１ドル＝２００円になる。いま現行の

外国為替レートが１ドル＝１００円であるならば、

その財を米国で５０ドル（現行の外国為替レートで

表示すれば５，０００円）で購入し、日本で１０，０００円

で売却すれば、５，０００円の利益を得ることになる。

これが繰り返し行われれば、つまり、為替市場で

ドル買い円売りが繰り返し行われれば、ドルが対

円で上昇する。そして、この財の売買で利益を生

み出さないところで外国為替レートの均衡水準が

決まる。実際の購買力平価レートの求め方は次の

通りである。まず、ある時点を選び、それを基準

時点とする。そして、その基準時点からの二カ国

の一般物価水準の変化を測定する。基準時点で二

カ国の間で現実に成立している外国為替レートに、

二カ国の一般物価水準の格差を乗じることで、購

買力平価レートが求められる。例えば、基準時点

の外国為替レートが１ドル＝１００円とする。基準

時点に比較して、米国の物価が２倍になり、日本

の物価が変化していないとすると、購買力平価

レートは１ドル＝５０円になる。図表２は、現実の

ドル円レートと購買力平価レートを示したもので

ある。

�２ フロー・アプローチ

フロー・アプローチは、外国為替の需給におい

ては、毎期毎期の需要と供給を重視し、ある期間

のフローとしての外貨の需要と供給が為替レート

を決定するとするものである。外貨の需給は、経

常収支、民間資本収支、公的介入の３つの国際取

引によりもたらされる。フロー・アプローチは、

民間資本収支と公的介入が外貨の需給に与える影

響は一定であると仮定し、外貨の需給に与える要

因として経常収支を重視するものである。輸出が

増加すればドルの供給が増え、輸入が増加すれば

ドルの需要が増える。フロー・アプローチは輸出

と輸入の差などの経常収支が、外国為替レート決

定に重要な影響を及ぼすものとされる。

�３ オーバーシューティング・モデル

オーバーシューティング・モデルでは、外国為

替レートは購買力平価で算出した均衡為替レート

から、各国の実質金利差に比例して乖離する、と

するものである。このモデルは、「自国資産を運

用した場合に得られる金利と、外貨建て資産を運

用することで得られる金利に外国為替レートの予

想変化率を合計した期待収益率とは等しくなる」

という仮定（仮定１）と、「現実に成立している

図表２ ドル円レートと購買力平価レート

（出所） 日本銀行、総務庁統計局、米国労働省・労働統計局
（注） 四半期ベース。米国卸売物価は生産者物価指数。
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外国為替レートは購買力平価レートに近づくよう

な圧力がかかる」との仮定（仮定２）を置いてい

る。為替レートの予想変化率は、「自国の期待イ

ンフレ率と外国の期待インフレ率の格差」に「現

実に成立している外国為替レートと購買力平価

レートとの乖離の縮小幅」を加味したものになる。

仮定１と仮定２を組み合わせることで、外国為替

レートが各国の実質金利差に比例して、購買力平

価レートから乖離することが確認できる（図表３）。

�４ ポートフォリオ・バランス・アローチ

ポートフォリオ・バランス・アプローチは、上

記のオーバーシューティング・モデルでの仮定１

に修正を加え、「自国資産で運用した場合に得ら

れる金利よりも、外貨建て資産を運用することで

得られる金利に為替レートの予想変化率を合計し

た期待収益率はリスク・プレミアムの分だけ高く

なる」とするものである。外貨建て資産を保有す

ることは、外国為替変動のリスクを負担すること

になるわけで、リスクの負担者は期待収益率の上

乗せを要求する。この要求される上乗せ部分がリ

スク・プレミアムである。このモデルは、外国為

替レートは、各国の実質金利差とリスク・プレミ

アムによって、購買力平価で算出した均衡為替

レートから乖離するのである（図表４）。

３ ９０年代のドル円レートの検証

以上の代表的な決定理論を参考に、９０年代のド

ル円レートの動きを見てみよう。ここでは、外国

為替レートの購買力平価レートからの乖離（以下、

乖離）と外国為替レート決定に影響を及ぼす要因

との関係を示してみる。購買力平価レートの算定

図表３

R＝R＊＋X…�１ （仮定１）
R：円資産利回り R＊：外貨資産利回り X：為替レートの予想変化率

X＝（π―π＊）＋α（E－E＊）…�２ （仮定２）
π：日本物価上昇率 π＊：外国物価上昇率

E：現実の為替レート E＊：購買力平価レート α：調整速度（負の係数）
�１、�２より
X＝R－R＊＝（π－π＊）＋α（E–E＊）

�E－E＊＝－１／α〔（R＊－π＊）－（R－π）〕
（E－E＊）：為替レートの購買力平価レートからの乖離

〔（R＊－π＊）－（R－π）〕：実質金利差

図表４

R＋β＝R＊＋X …�１
R：円資産利回り R＊：外貨資産利回り X：為替レートの予想変化率

β：リスク・プレミアム

X＝（π－π＊）＋α（E－E＊）…�２
π：日本物価上昇率 π＊：外国物価上昇率

E：現実の為替レート E＊：購買力平価レート α：調整速度（負の係数）
�１、�２より
X＝R－R＊＋β＝（π－π＊）＋α（E－E＊）
�E－E＊＝－１／α〔（R＊－π＊）－（R－π）〕＋β／α

（E－E＊）：為替レートの購買力平価レートからの乖離

〔（R＊－π＊）－（R－π）〕：実質金利差
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乖離（左軸）�

米国対日貿易赤字�
（右軸、逆目盛）�

には、卸売物価を用いる。乖離の水準自体は何ら

の意味もなさないため、乖離の動いた方向と外国

為替レート決定に影響を及ぼす要因の動いた方向

に注目していく。

�１ フロー・アプローチ

フロー・アプローチは、経常収支が外国為替

レートに与える影響を重視する、というもので

あった。ここでは、米国の対日貿易赤字と乖離の

関係を見てみる。二つの関係を示したのが図表５

である。９０年から９７年くらいまでは、対日貿易赤

字の水準と乖離とは極めて同じような動き方をし

ている。ところが、９７年以降は、対日貿易赤字が

増加傾向を示しているのに対して、乖離はドル高

方向へと動いており、９７年以降は、為替市場では

貿易赤字は注目されなかったと思われる。９０年か

ら９４年までの期間について、乖離と米国の対日貿

易赤字とを単回帰で推計させると、有意な結果が

得られている（図表６）。

�２ オーバーシューティング・モデル

オーバーシューティング・モデルは、外国為替

レートは購買力平価で算出した均衡為替レートか

ら、各国の実質金利差に比例して乖離するという

ものであった。ここでは、実質金利差と乖離の関

係を見てみる。実質金利差には、日米の実質長期

金利差をとった。図表７の通り、全体を通して、

明確な対応関係は見られないが、９６年以降０％付

図表５ 乖離と米国対日貿易赤字

（出所） 米国商務省（国際収支ベース）
（注） 四半期ベース。

乖離＝ドル円レート―購買力平価レート

図表６

推計期間 定数項 対日貿易赤字 R２

９０年代全期間 －０．１２０４ －０．０１５９ ０．０７

（ｔ値） （－１．０６１４） （－１．９９３１）

円高局面 ０．１２９９ －０．０３６７ ０．８４

（ｔ値） （２．６５８５） （－１０．１４７２）

円安局面 －０．４６０９ ０．００９０ －０．０４

（ｔ値） （－１．７９２９） （０．５２５１）

（注） 推計式：

ln（乖離）＝定数項＋α（米国対日貿易赤字）

乖離：ドル円レート／日米物価指数比率

ドル円レート：７３年１月～３月の中心レートを１００に基

準化

日米物価指数比率：日本卸売物価指数／米国生産者物価

指数（７３年１月～３月を１００に基準

化）

データは四半期ベース。円高局面は９０年～９４年、円安

局面は９５年～。
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近で推移していた実質金利差が４％に上昇してい

く局面では、ドルも大きく上昇しており、この期

間においては、対応関係が見られる。９５年から現

在に至るまでのドル高局面の期間について、乖離

と実質金利差とを推計させると、有意な結果が得

られた（図表８）。

�３ ポートフォリオ・バランス・アプローチ

ポートフォリオ・バランス・アプローチは、外

国為替レートは、各国の実質金利差とリスク・プ

レミアムによって、購買力平価で算出した均衡為

替レートから乖離する、とするものであった。こ

こでは、リスク・プレミアムとして、「米国の対

外純債務を米国の名目GDPで除したもの」を用

いた。なお、実際の推計ではデータの関係から、

対外純債務の近似値として、米国の累積経常赤字

を採用している。米国の対外純債務が増大すれば、

リスクにさらされる部分も増大することになるが、

経済規模を示すGDPが拡大することにより、リ

スク・テイク能力が増大すると考えられることか

ら、対外純債務を名目GDPで除すことで、リス

ク・プレミアムを求めた。リスク・プレミアムが

増大すれば、つまり米国の経常赤字が増加すれば、

円高・ドル安になる。図表９の通り、リスク・プ

レミアムは、９０年代前半は当初若干低下した後、

緩やかに増大していった。９０年代後半からは、一

貫して増大している。一方、乖離は９０年代前半は

図表７ 乖離と実質長期金利差

（出所） 東京証券取引所、総務庁統計局、FRB、米国労働省・労働統計局他
（注） 実質長期金利差＝（米国１０年財務省証券利回り－米国CPI前年比）－（日本国債１０年利回り

－日本CPI前年比）
データは四半期ベース。

図表８

推計期間 定数項 実質金利差 R２

９０年代全期間 －０．３７０８ ０．０３０９ ０．１０

（ｔ値） （－１６．０５５５） （２．２４６２）

円高局面 －０．３５０９ －０．０３７８ ０．０５

（ｔ値） （－１５．０８２７） （－１．３９９７）

円安局面 －０．４３７３ ０．０６３８ ０．３８

（ｔ値） （－１０．２６４） （３．３８４８）

（注） 推計式：

ln（乖離）＝定数項＋α（実質金利差）

乖離：ドル円レート／日米物価指数比率

ドル円レート：７３年１月～３月の中心レートを１００に基

準化

日米物価指数比率：日本卸売物価指数／米国生産者物価

指数（７３年１月～３月を１００に基準

化）

データは四半期ベース。円高局面は９０年～９４年、円安

局面は９５年～。
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円高、９０年代後半はドル高となっている。この二

つの間の対応関係は９０年代前半については、若干

関係のあることがうかがわれるが、９０年代後半に

ついては，全く逆の動きをしている。９０年から９４

年までの期間について、乖離とリスク・プレミア

ムとを推計させると、有意な結果が得られた（図

表１０）。

このモデルが、実質金利差にリスク・プレミア

ムを加味したものであることを考慮し、９０年から

現在に至るまでの期間について、乖離を被説明変

数、実質金利差とリスク・プレミアムを説明変数

として推計させたが、有意な結果は得られなかっ

た（図表１１）。

４ まとめ

�１ ９０年代のドル円レートの動きで注目されたこ

と

９０年代を通じたドル円レートの動きは、もっと

も有力な理論と言われているポートフォリオ・バ

ランス・アプローチでも説明することが難しい。

これは、その時々に応じて、経済環境やグローバ

ルな資金の流れなどに変化が生じ、市場参加者の

注目する材料が大きく変わることによる。９０年代

前半の円高局面では、実質金利差が０％近くで安

定的に推移する一方で、米国の対日貿易赤字が増

大し、リスク・プレミアムも徐々に増大していっ

た。この期間は、実質金利差よりも米国の対外赤

字など経常取引に注目して、ドル円レートが変動

していたものと考えられる。９５年以降のドル高局

図表９ 乖離とリスク・プレミアム

（出所） 米国商務省、
（注） リスク・プレミアム＝米国累積経常赤字（８２年～）／米国名目GDP

データは四半期ベース

図表１０

推計期間 定数項 リスク・プレミアム R２

９０年代全期間 －０．６９０２ ０．０２１３ ０．０９

（ｔ値） （－４．１６１１） （２．１０８７）

円高局面 ２．０４１８ －０．１６２５ ０．４５

（ｔ値） （３．４６９０） （－４．０７７４）

円安局面 －１．７００ ０．０７６０ ０．５３

（ｔ値） （－５．５２３５） （４．４７４０）

（注） 推計式：

ln（乖離）＝定数項＋α（リスク・プレミアム）

乖離：ドル円レート／日米物価指数比率

ドル円レート：７３年１月～３月の中心レートを１００に基

準化

日米物価指数比率：日本卸売物価指数／米国生産者物価

指数（７３年１月～３月を１００に基準

化）

データは四半期ベース。円高局面は９０年～９４年、円安

局面は９５年～。
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面では、米国の対日貿易赤字が９６年半ば頃まで一

旦は減少するものの、それ以降は再び増加、リス

ク・プレミアムも徐々に増大していった。一方、

実質金利差は０％付近から４％付近まで一気に上

昇していった。この期間は、米国の対外赤字など

経常取引よりも、実質金利差が注目されていたと

考えられる。

９０年代全体を通して見ると、実質金利差が安定

的に推移する期間については、経常収支の動向が

注目されたが、実質金利差が大幅に変動する期間

については、経常収支がドル円レートの変動に与

える影響は小さいものであった。

�２ ドル円レートと日米の株価

なお、これまでは、ドル資産を運用して得られ

る期待収益率と円資産を運用して得られる期待収

益率の差として、実質金利差を考えてきたが、期

待収益がインカムゲインだけではなく、キャピタ

図表１１

推計期間 定 数 項 実質金利差 リスク・プレミアム R２

９０年代全期間 －０．５５５６ ０．０２０８ ０．０１１９ ０．１０

（ｔ値） （－２．７６９６） （１．１７９４） （０．９２７３）

円高局面 １．９７９８ －０．０３１９ －０．１５８０ ０．５０

（ｔ値） （３．５０２８９） （－１．６１５８） （－４．１２５６）

円安局面 －１．４６０８ ０．０４０４ ０．０５８９ ０．６５

（ｔ値） （－５．２３７９） （２．６１４７） （３．６９３９）

（注） 推計式：

ln（乖離）＝定数項＋α（実質金利差）＋β（リスク・プレミアム）

乖離：ドル円レート／日米物価指数比率

ドル円レート：７３年１月～３月の中心レートを１００に基準化

日米物価指数比率：日本卸売物価指数／米国生産者物価指数（７３年１月～３月を１００に基

準化）

データは四半期ベース。円高局面は９０年～９４年、円安局面は９５年～。

図表１２ 乖離と日米株価指数比率

（出所） 東京証券取引所、S&P社
（注） 米国株価指数＝S＆P総合５００種、日本株価指数＝東証株価指数 一部総合（TOPIX）

データは四半期ベース
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ルゲインも含まれることを考慮すると、期待収益

率として、米国株式と日本株式の期待収益率の差

を考えることも有用である。図表１２は米国の株価

指数と日本の株価指数の比を表したもので、９０年

を１００としたものである。グラフが水平になれば、

日本と米国の株式が同様の値動きをしたことを示

す。例えば日本の株価が２倍になれば、米国の株

価も２倍になったことを示す。これを見ると、９６

年頃から、米国の株価が日本の株価に比べて急激

に上昇していることが分かる。この期間、株式の

面からとらえた日米の期待収益率の格差が大幅に

拡大したことが分かる。９５年から現在に至るまで、

乖離と日米の株価指数の比をとったものとを推計

させると、有意な結果が得られた（図表１３）。

�３ ９０年代のドル円レートの動きが示唆すること

以上で分析してきた９０年代のドル円レートの動

きを総括しよう。円高局面であった９０年代前半は、

実質金利差が多少の振れはあるがおおむね０％近

辺で推移し、日米の株価もほぼパラレルに推移し

た。このように債券・株式など投資対象となる資

産の期待収益率の日米間の格差が安定的に推移し

た９０年代前半は、米国の経常赤字がドル円レート

に大きな影響を及ぼした。また、ドル高局面で

あった９０年代後半は、実質金利差が０％から４％

まで大幅に拡大し、さらに米国の株価が日本の株

価に比較して大幅に上昇した。このように債券・

株式など投資対象となる資産の期待収益率の日米

間の格差が大幅に拡大した９０年代後半は、米国の

経常赤字がドル円レートに与える影響は弱まった。

９０年代のドル円レートの動きが示唆することは

次の二つである。一つに、債券・株式など投資対

象となる資産の期待収益率の日米格差が、将来的

に大幅に拡大あるいは縮小することが、人々の間

で予想される状況では、米国の対外赤字など経常

取引に関する情報がドル円レートの変動に与える

影響は小さくなることである。もう一つは、債

券・株式など投資対象となる資産の期待収益率の

日米格差が、今後拡大するのか縮小するのか、

はっきりとわからない状況では、米国の経常赤字

など経常取引に関する情報がドル円レートの変動

に与える影響が大きくなることである。このよう

な状況では、日本に向かう投資資金と米国に向か

う投資資金が均衡し、これら投資資金の日々為替

市場で取引される金額自体は大きいが、投資資金

だけで見れば、結果的に相殺されることになると

考えられる。投資資金が相殺されるとすれば、貿

易業者などが行う経常取引にもとづく為替取引が

ドル円レートに与える影響は大きくなる。

現在米国の株価はすでに非常に高い水準にあり、

さらに上昇を続けるというよりは、調整的な動き

をするという見方が多い。グリーンスパンFRB

議長も株高を警戒する発言をしている。一方、日

本の株価は景気の低迷が長引き膠着状態が続いて

いるが、景気回復期待感から９９年に入ってからは

上向き傾向にある。また、米国ではインフレ懸念

図表１３

推計期間 定数項 日米株価指数比率 R２

９０年代全期間 －０．４２５５ ０．０２４４ ０．１４

（ｔ値） （－１１．６７０５） （２．６５５７）

円高局面 －０．０７６４ －０．１４４０ ０．４４

（ｔ値） （－１．０６４２） （－４．０２９）

円安局面 －０．５９６４ ０．０５３９ ０．５２

（ｔ値） （－９．０６８７） （４．４０３１）

（注） 推計式：

ln（乖離）＝定数項＋α（日米株価指数比率）

乖離：ドル円レート／日米物価指数比率

ドル円レート：７３年１月～３月の中心レートを１００に基

準化

日米物価指数比率：日本卸売物価指数／米国生産者物価

指数（７３年１月～３月を１００に基準

化）

データは四半期ベース。円高局面は９０年～９４年、円安

局面は９５年～。
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がくすぶっており、景気過熱の抑制を目的とした

利上げが行われるとの見方がある。一方、日本は

金融政策の面で景気の下支えをするとの立場から

ゼロ金利政策がとられている。ゼロ金利政策は長

期化するとの見方が多い。これらを勘案すると、

当面は期待収益率の日米格差が大幅に拡大あるい

は縮小するとは考えにくい。したがって、９０年代

のドル円レートの動きが示唆することを参考にす

れば、当面は米国の経常赤字に注目することにな

る。米国の貿易・サービス収支の赤字額は３か月

連続で過去最大を更新しているが、今後も赤字は

増加するのかが注目される。
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第８章 単位根と共和分

株価の将来は予測することはできない、あるい

は市場のことは市場に聞けといわれることがある。

我々はある変数（たとえば株価）のデータから、

その株価の将来を読みとれないということがある

のだろうか。

GDPや消費、鉱工業生産等のマクロ時系列

データは、上昇トレンドを持つものが多い。そう

であれば時間と共に平均は増加し、分散も大きく

なることが予想される。このトレンドはデータの

性質に何らかの影響を及ぼすことはないのだろう

か。

さらに、将来を全く読みとれないような変数を

（被説明変数や説明変数として）用いて回帰分析

をしても、意味のある結果は得られそうにないで

あろう。またトレンドを持つような変数をそのま

ま利用しても、そのトレンドの影響により推計に

はバイアスが生じるかもしれない。

このような時系列データの性質に関する問題を

本章では、データの定常性（stationarity）、その

検定方法である単位根検定（unit root test）、変

数間の関係を検定する共和分テスト（cointegra-

tion test）の観点から取り上げる。

１ データの定常性

我々が観察している時系列データは、ある確率

過程（stochastic process）からの実現値である。

その確率変数をytとしよう（添字tはある時点を

表すものである）。

その確率変数が次の条件を満足するとき、

E（yt）＝μ for all t ８．１）

V（yt）＝σ２ for all t ８．２）

Cov（yt，yt－k）＝γk k＝…，－１，０，１，２…

８．３）

そのデータは定常性を充たす、あるいは弱定常

過程（weakly stationary stochastic process）で

あるという。すなわち期待値（平均）と分散は時

間を通じて一定であり、かつ自己共分散（auto–

covariance）は時点の２時点の差kのみに依存し、

時点tには依存しない。これらの条件を満たすと

きデータは定常である１）２）。８．１）～８．３）式のいず

れかの条件を満たさないとき、そのデータは非定

常（non–stationary）であるという。この時系列

データの分析では、第５章で取り上げたように標

本自己相関（AC、コレログラム）や標本偏自己

シリーズ

応用計量経済学�８

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） ８．１）～８．３）式の値は有限であることも仮定されている。本章では確率過程のytと標本からの実現値ytとを特に区別しないが、
誤解は生じないと思う。

２） ８．１）～８．３）式の条件に加えて、yt＋１，…，yt＋nの任意の組合せの結合確率分布が、yt＋１＋s，…，yt＋n＋sの任意の組合せの結合確率
分布に等しいとき、強定常性（strict stationarity）を充たすという。特に断らない限り、以下では定常性を弱定常性の意味で使
うことにする。
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相関（PAC）が、検定によく用いられる。

定常な確率過程の代表としてホワイト・ノイズ

（white noise）がある。これは

E（yt）＝μ for all t ８．４）

V（yt）＝σ２ for all t ８．５）

Cov（yt，yt－k）＝０ k＝±１，２… ８．６）

を充たすもので、平均、分散が一定で、系列相関

が全くないものである３）。

ではなぜデータの定常性が問題になるのかを考

えてみよう。次のような確率過程、あるいはデー

タの生成過程（data generating process, DGP）

を想定する。

yt＝yt－１＋ut ut～IID（０，σ２） ８．７）

ytは前期の値yt－１とホワイト・ノイズな誤差に

依存する。この８．７）式のような過程をランダム・

ウオーク（random walk）という。

ytの初期値をy０とすると、

y１＝y０＋u１

y２＝y１＋u２＝y０＋u１＋u２

……

yt＝y０＋u１＋u２＋…ut＝y０＋Σuj ８．７）’

となる。このとき

E（yt）＝y０ ８．８a）

V（yt）＝E（u２１＋u２２＋…u２t）＝tσ２ ８．８b）

Cov（yt，yt－k）＝（t－k）σ２ ８．８c）

となる。t→∞のとき、分散は無限大となるので、

８．８b）式と８．８c）式よりこのデータは定常性を

充たさない。

xtもytと同様の性質を持つものであるとする。

この時次の回帰を考える。

yt＝a０＋a１xt＋et

etは誤差項とする。

a^１＝
Σ（xt－x）yt

Σ（xt－x）（xt－x）
でパラメータは与えられ

た。分母は何を意味するだろうか。

＾ ＾t統計はt＝ a１／se（ a１）である。分散が無限大に

なるとき、t統計量は意味を持つであろうか？

GrangerとNewboldは８．７）式に従うytとxtを独

立にランダムサンプルを作成し、推計してこの問

題を指摘した（独立の非定常なランダムサンプル

であるからytとxtは無相関である）。a１＝０の帰無

仮説が伝統的なt検定で採択されず、かつ高い決

定係数（R２）が得られること、DWが極めて低い

ことを報告した４）。本来相関を持たないはずのyt

とxtの回帰でこのような結果が得られることは奇

妙である。見せかけの相関（spurious correlation）

から、高い決定係数と有意なt値が得られたので

ある。このような回帰を見せかけの回帰（spuri-

ous regression）という。被説明変数、説明変数

の中に１個でも非定常な変数が含まれていれば、

見せかけの回帰が生じる場合がある。これがデー

タが定常かどうかが問われる意味である。

非定常な性質を持つデータとしてどのようなも

のがあるかを見てみたい。

ランダム・ウオークとして８．７）式を考えた。

８．７）式の１回の階差（first difference）をとる

と

△yt＝yt－yt－１＝ut ８．９）

となり、８．９）式の△ytは定常となる。このよう

に階差をとり定常過程になるものを階差定常（dif-

ference–stationary, difference–stationary proc-

ess, DSP）という。１回の階差をとって定常にな

る場合を１次で和分された（integrated of order

１）といい、Ｉ�１と表記する。d回の差分を取っ

て定常になる場合をＩ�ｄ変数という。

３） 期待値が０の場合ホワイト・ノイズをIID（independently and identically distributed, i.i.d）ということがあり、yt～IID（０，
σ２）と表記する。
また正規分布にしたがうときNID（normally, independently and identically distributed, n.i.i.d）ということがあり、yt～NIID
（０，σ２）と表記する。

４） R２＞DWは定式化の誤りのシグナルであることを３章で説明したが、これはまた見せかけの回帰のシグナルでもある。
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８．７）式に定数項を加えると

yt＝a＋yt－１＋ut ut～IID（０，σ２） ８．１０）

となる。これを趨勢付き、あるいはドリフト

（drift）付きランダムウオークという。初期値を

y０とし代入を繰り返すと、以下のようである。

yt＝at＋y０＋u１＋u２＋…＋ut＝at＋y０＋Σuj

８．１０）’

E（yt）＝at＋y０は線形トレンドatを持ち、またV

（yt）はtσ２となるのでytは非定常である。

１回の階差をとると、

△yt＝a＋ut ８．１０）”

となり、平均aだけドリフトしている定常なデー

タとなる。これもDSPである。

さらにタイムトレンドtを考える。

yt＝b０t＋yt－１＋ut ut～IID（０，σ２） ８．１１）

となる。ここでは係数b０のトレンドを持つとする。

上式を書き直すと

△yt＝b０t＋ut ８．１１）’

△yt－b０t＝ut ８．１１）”

となり、トレンドの回りで定常となる５）。このよ

うな場合を確定的トレンド（deterministic trend）

を持つという。時間に回帰しトレンドを除去（de-

trending）し、定常にするものであり、確定トレ

ンド定常過程（trend stationary process, TSP）

という。８．１１）’式によって発生する△ytはTSP過

程である。

これに対し、和分される過程の分散がトレンド

に依存する場合、確率的トレンド（stochastic

trend）を持つという。確率トレンドは階差定常

の一つのパターンとして捉えることができる。

定数項とトレンドを加えた

yt＝a＋b０t＋yt－１＋ut ８．１２）

を考えることができる。

DGPでデータが定常であるか、あるいはそれ

がDSPかTSPなのか、もしくは確率的トレンドを

持つものか確定的トレンドを持つのかが問題と

なった。

DSPとTSPの違いは、TSPであればあるショッ

クが加わってもその影響はやがては０となり、均

衡はトレンドに復帰する、DSPであればショック

は恒久的なもとして残り均衡事態が変化するとい

うことにある（８．７）’式と８．１０）’式を参照）。たと

えば伝統的なマクロのケインズ理論や貨幣数量説

は、均衡への回帰を前提とする点で現実のデータ

はTSPであることを暗黙の内に仮定している。実

物的景気循環論は技術進歩や生産性の革新の効果

が累積しそのショックは恒久的で、均衡が変化す

るという点でDSPを想定している。

あるいは株式に関する効率的市場仮説は、株価

がランダムウオークであることを想定している。

予測を行う場合、確定的トレンド（TSP）であ

れば、トレンドの回りで分散は一定であるから一

定の幅の信頼区間となる６）。確率的トレンド

（DSP）であれば、分散は時間と共に変化するた

めに、長期の予測は誤差の分散が大きくなるので、

これを長期予測に用いるのは困難である７）。

２ 単位根検定

２．１ 単位根

DGPでデータが定常であるか、あるいはそれ

がDSPかTSPなのか、もしくは確率的トレンドを

持つものか確定的トレンドを持つのかが問題と

５） ８．１１）’式から明らかなように、トレンドのあるモデルは、階差をとっても期待値（平均）は時間に依存するので定常とはなら
ない。

６） 例えばyt＝a＋bt＋ut、ut～IID（０，σ２）を考える。Tまでの情報を使ってyT＋jの予測（yT＋j／Tとして表記する）を作るとyT＋j／T＝a
＋b（T＋j）になり、予測誤差とその分散はそれぞれuT＋jとσ２となる。

７） 例えば、８．７）式を利用し、注６）と同様にyT＋j／Tを作るとyT＋j／T＝yTになり、予測誤差とその分散はそれぞれuT＋１＋…＋uT＋jとjσ２

となる。
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なった。このデータの定常性の検定を行うのが、

Dickey、Fullerによって提唱された単位根検定で

ある（unit root test）。次の定数項を持つAR（p）

モデルを考える。

yt＝a＋b１yt－１＋b２yt－２…＋bpyt－p＋ut

ut～IID（０，σ２u） ８．１３）

ラグオペレータL（Lyt＝yt－１ L２yt＝yt－２，…Lpyt＝

yt－p）を用いると、

（１－b１L－b２L２－…－bpLp） yt＝a＋ut

８．１４）

となる。このとき特性方程式（characteristic

equation）

１－b１L－b２L２－…－bpLp＝０ bkはパラメータ

８．１５）

を考える。データが定常であるということは

８．１５）式の解（根）がすべて絶対値で１より大き

いということである。

簡単な定数項のないAR�１のケースを見てみよ

う。

yt＝b１yt－１＋ut

ラグオペレータを使い書き直すと

（１－b１L）yt＝utである。特性方程式は、

１－b１L＝０

であり、L＝１／b１の解を持つ。したがってデータ

が定常であれば｜b１｜＜１である。直感的にいう

と｜b１｜＞１であれば、AR�１モデルは発散する。

b１＝－１であれば、周期を２として発散する。

従って問題となるのはb１＝１（すなわちL＝１、

unity）のケースである。この検定を単位根検定

という。

AR�３のケースを考える。

（１－b１L－b２L２－b３L３）yt＝ut ８．１６）

単位根が少なくとも１個存在すれば

（１＋cL＋dL２）（１－L）yt＝ut ８．１６）’

と書き直される（c、dはbkに依存する）。単位根

が１個のみであれば

１＋cL＋dL２＝０の根の絶対値は１より大きい

ことになる。仮に単位根が２個存在するのであれ

ば

（１－eL）（１－L）（１－L）yt＝ut、｜e｜＜１

８．１６）”

となる（eはc、dに依存する）。２回階差をとる

と、

（１－L）（１－L）yt＝△２ytは定常となる。

２．２ DFテスト、ADFテスト

単位根の検定方法や統計量については実に多く

の提案がなされている。最初に単位根の検定と検

定 統 計 量 を 示 し たDickey、FullerのDickey–

Fullerテスト（DF test）とその拡張版であるADF

テスト（Augmented Dickey–Fuller test, ADF

test）についてみる。

（DFテスト）

DFテストは次の帰無仮説と対立仮説を考える。

帰無仮説は、データには単位根がある（データ

は非定常である）。

対立仮説は、データには単位根は存在しない

（データは定常である）。

ランダム・ウオーク、ドリフト付きランダム・

ウオーク、トレンドのあるモデルに応じて次の三

つの式を考える。

yt＝b１yt－１＋ut

△yt＝（b１－１）yt－１＋ut ８．１７）

yt＝a０＋b１yt－１＋ut

△yt＝a０＋（b１－１）yt－１＋ut ８．１８）

yt＝a０＋b０t＋b１yt－１＋ut

△yt＝a０＋b０t＋（b１－１）yt－１＋ut ８．１９）

８．１７）式において帰無仮説と対立仮説は、次の

ようにかける。

H０：b１＝１ H０：b１－１＝０

H１：b１＜１ H１：b１－１＜０

ここで帰無仮説についてt検定を行うことが考
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えられる。残念ながら単位根が存在する場合、そ

の分布は通常のt分布に従わないことをDickey、

Fullerは示した。８．１７）～８．１９）式でそれぞれ分

布が異なる。MacKinnonは更に詳細な統計量を

示した。その分布をτ分布、統計量をτ統計量と

いう８）。このτ分布はt分布に比べて、下側（マイ

ナス）に片よっている。８．１７）～８．１９）式に応じ

てτnc、τc、τctとMacKinnonは表記している（nc

はno constant、cはconstant、ctはconstant and

trendである。なお表記の仕方は人によりまちま

ちであり、関連文献を読むときは注意してほし

い）。サンプルが１，０００の時５％水準の臨界値は、

－１．９４（τnc）、－２．８６（τc）、－３．４１（τct）である。

１％水準の臨界値は－２．５６（τnc）、－３．４３（τc）、

－３．９６（τct）である（Davidson and MacKinnon

［１９９３］, table２０．１）。

対立仮説をみると、この検定は片側検定で行う

べきであることが分かる。得られた統計量がτ統

計量の臨界値よりも小さければ、帰無仮説は棄却

される（単位根は存在せず、データは定常である）。

得られた統計量が臨界値より大きければ、帰無仮

説は棄却されない（単位根は存在し、データは非

定常である）。

（ADFテスト）

時系列データでは誤差項に系列相関がしばしば

生じる。系列相関がある場合の単位根検定として

考えられたのがADF（Augmented Dickey–Fuller）

テストである。簡単なAR�２のケースを考える。

yt＝b１yt－１＋b２yt－２＋ut

ut～IID（０，σ２） ８．２０）

ラグオペレータを使い書き直すと

（１－b１L－b２L２）yt＝ut

（１－cL）（１－dL）yt＝ut

である。ここでc＋d＝b１、cd＝－b２である。｜c

｜＜１かつ｜d｜＜１であれば単位根は存在しな

いことは前述した。c＝１かつ｜d｜＜１であれ

ば１個の単位根が存在し、データは非定常である。

このときb１＋b２＝１、b２＝－dである。これを利

用して書き直すと

yt＝（b１＋b２）yt－１－b２（yt－１－yt－２）＋ut

△yt＝（b１＋b２－１）yt－１－b２△yt－１＋ut ８．２１）

となる。以下の仮説検定を行えばよい。

H０：b１＋b２－１＝０

H１：b１＋b２－１＜０

８．２１）式において△ytの最大のラグが１なので、

これはADF�１と呼ばれている。

８．１８）式、８．１９）式に対応して

yt＝a０＋b１yt－１＋b２yt－２＋ut

△yt＝a０＋（b１＋b２－１）yt－１－b２△yt－１＋ut

８．２２）

yt＝a０＋b０t＋b１yt－１＋b２yt－２＋ut

△yt＝a０＋b０t＋（b１＋b２－１）yt－１－b２△yt－１＋ut

８．２３）

とドリフトやトレンドを含むモデルの検定に拡張

できる。ラグの選択が正しいとしてb１＋b２－１＝

０をt検定で検定する場合には、８．２１）式、８．２２）

式と８．２３）式の臨界値は、それぞれ８．１７）式、

８．１８）式と８．１９）式と同値になる。

一般的なADFテスト（ADF�p）は以下のよう

になる。

△yt＝cyt－１＋d１△yt－１＋…＋dp△yt－p＋ut ８．２４）

ここにおいて、H０：c＝０、H１：c＜０を検定す

れば良い。d１，…，dpの仮説検定を行う場合t統

計量は標準正規分布に従うこのに対して、c＝０

の仮説検定を行う場合t統計量はτ分布に従う。

ドリフトやトレンドを含むモデルは同じように拡

張できる。

△yt＝a０＋cyt－１＋d１△yt－１＋…＋dp△yt－p＋ut

８） 分布表は山本［１９８８］、Davidson and Mackinnon［１９９３］に与えられている。
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ut～IID（０，σ２） ８．２５）

△yt＝a０＋b０t＋cyt－１＋d１△yt－１＋…＋dp△yt－p＋ut

ut～IID（０，σ２） ８．２６）

２．３ PPテスト

系列相関がある場合にも有効な単位根検定を行

うもう一つの方法が、PhillipsとPerronによって

開発されたノンパラメトリック（nonparametric）

な検定方法でPhillips–Perronテスト （PPテスト）

である。これはNewey–Westの分散不均一と系列

相関がある下での一致性のある推定量の考え方を

利用するものである。

△yt＝（b１－１）yt－１＋ut＝cyt－１＋ut ８．２７）

を考える。PPテストの統計量Zは、

＾^分散をS２u＝１／TΣT
t＝j＋１ utut、

＾^S２tq＝Σ utut／T＋２Σt＝１
q ΣT

t＝j＋１ û tû t－j／T

８．２８）

qはラグの次数９）とし、

Z＝（Suτb１）／Stq－１／２（S２tq－S２u）

／｛Stq（T２ΣT
t＝２（yt－１－y－１）２）１／２｝ ８．２９）

で与えられる。τb１は８．２７）式におけるcのt値

である。この統計量の臨界値は８．１７）式のDF検

定と同様になる。

８．１８）式と８．１９）式に対応して、推計を行うこ

とになる。これらの統計量の臨界値はそれぞれ

８．１８）式と８．１９）式のDF検定と同様になる。

２．４ Eviewsでの推計例

単位根の検定は

Quick／Series Statistics／Unit Root Test

を選択する（図１参照）。単位根の検定を行う変

数名をSeries nameとして聞いてくる。

９） Eviewsはラグの次数qを
q＝floor（４（T／１００）２／９）で選択する。

図８．１ 単位根の検定選択
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Series nameのダイアログに検定したい変数名

を指定する（図２参照）。たとえばdisposalとい

う変数を入れる。

その次に

Test TypeとしてAugmented Dickey–Fullerか

Phillips–Perronかの選択、

Test for unit root inとしてレベル（Level）、１

回の階差（１st difference）、２回の階差（２nd dif-

ference）のいずれによるか、

Include in test equationとして、定数項を含む

（Intercept）、トレンドと定数項とを含む（Trend

and intercept）、いずれも含まない（None）の

選択、

Lagged differenceとして何期ラグを取るかの

選択

を聞いてくる（図３参照）。

具体的な手順としては、

�１ DFテスト、ADFテスト、PPテストの選択

（ADFを選択し、ラグの長さを０とすればDF

テストとなる）を行う。

�２ ８．１７）～８．１９）式、８．２４）～８．２６）式に対応

して、定数項（ドリフト）とトレンド共に無し、

定数項有り（トレンド無し）、定数項とトレン

ドを共に含むのいずれのモデルを選ぶのかを選

択する。

�３ ADFテストまたはPPテストを選択するので

あれば、ラグの長さを選択する１０）。

�４ レベルで検定するか、１回の階差をとったも

のについて検定するか、２回の階差をとったも

のについて検定するかを選択する。

以上のそれぞれについて指定しなくてはならな

い。一般的な例を挙げれば

１０） ラグの長さの意味はこの二つのテストによって違うことに注意が必要である。ADFテストの場合ラグの選択は８．２４）式（又は
８．２５）式、８．２６）式）におけるpの選択になるが、PPテストの場合ラグの選択は８．２８）式におけるqの選択になる。

図８．２ 検定する変数の入力
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Ａ）ADFテストとPPテストを共に行う。

Ｂ）少なくとも定数項を含む（Intercept）、トレ

ンドと定数項とを含む （Trend and intercept）

の二通りのモデルの検定は行う。

Ｃ）ADFテストの場合ラグの長さは十分長く取

り、有意でないものについて除去し短くする

（選択はAICによることが多い）。

Ｄ）レベルから始め、レベルで単位根の存在が棄

却されなければ１回の階差をとる１１）。

プログラムを書くのであれば、トレンドと定数

項とを含むモデルについていうと、DF、ADF

（ラグの長さは２とする）、PPテスト（ラグの長

さは２とする）は次の通りである。

disposal. UROOT（t）

disposal. UROOT（t,２）

disposal. UROOT（h, t,２）

disoposalはもちろん調べている変数の名前にな

る。HはPPテストを選ぶオプションである（ADF

が既定値）。定数項のみのモデルであればtに替え

てi、定数項トレンド共に無しであればnを入れる。

Eviewsは検定統計量の臨界値としてはMacK-

innonの値によっている。その値を自動的に報告

する。

ここでは実質国内総生産（７０～９７年）の年次デー

タの単位根検定の結果を掲げておく（定数項とト

レンドを共に含むモデルについてのみである）。

DFテストの結果をレベル（表８．１）と１回の

階差（表８．２）について示す。

表８．１を見ると最上欄に検定の対象となった変

数名が示される（ここではREALGDPである）。

１１） 理論的にこの１回の階差についても単位根の存在が棄却されなければ２回の階差をとり検定を進める。もちろん２回の階差を
とればデータが定常になるという保障はない。その時は３回の階差をとった変数を新しく作り、この手順を繰り返す。しかし
いままでの研究報告を見るとＩ�２（又はＩ�３）の性質を持つ経済変数はほとんどないようである。

図８．３ 単位根の検定方法の選択
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表８．１ Augmented Dickey–Fuller Unit Root Test on REALGDP

ADF Test Statistic －１．７４４４９７ １％ Critical Value*

５％ Critical Value

１０％ Critical Value

－４．３３８２

－３．５８６７

－３．２２７９

＊MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dikhey–Fuller Test Equation

Dependent Variable: D（REALGDP）

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１９７１１９９７

Included observations:２７after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.

REALGDP（－１）

C

@TREND（１９７０）

－０．２０６５７２

４４９０２２．１

２４７５１．５９

０．１１８４１３

１９９６８３．０

１３９００．８８

－１．７４４４９７

２．２４８６７４

１．７８０５７７

０．０９３９

０．０３４０

０．０８７６

R–squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin–Watson stat

０．１１８３１１

０．０４４８３７

６２７７７．９１

９．４６E＋１０

－３３５．００００

１．３２５７２８

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F–statistic

Prob（F–statistic）

１１２５２５．４

６４２３４．４７

２４．０３７０３

２５．１８１０２

１．６１０２４４

０．２２０６９１

表８．２ Augmented Dickey–Fuller Unit Root Test on D（REALGDP）

ADF Test Statistic －３．５４４９４５ １％ Critical Value*

５％ Critical Value

１０％ Critical Value

－４．３５５２

－３．５９４３

－３．２３２１

＊MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey–Fuller Test Equation

Dependent Variable: D（REALGDP,２）

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１９７２１９９７

Included observations:２６after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.

D（REALGDP（－１））

C

@TREND（１９７０）

－０．７１８９４４

７９５８２．７８

１３７．７５７２

０．２０２８０８

３４１８７．３８

１７２１．１３８

－３．５４４９４５

２．３２７８４１

０．０８００３８

０．００１７

０．０２９１

０．９３６９

R–squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin–Watson stat

０．３５６１６４

０．３００１７９

６５２３３．７３

９．７９E＋１０

－３２３．５２７６

１．７８３６７８

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F–statistic

Prob（F–statistic）

－５１６．５０００

７７９７９．１７

２５．１１７５１

２５．２６２６７

６．３６１６９９

０．００６３２３

１１９ 郵政研究所月報 １９９９．１１



次にADF統計量（この場合はDF検定であるから

DF統計量と読者は読み替えられたい）－１．７４が

示される。その横に有意水準１％、５％、１０％の

臨界値が示されている。

検定したモデルの被説明変数が△REALGDPこ

とを表示する（D（REALGDP）で示される）。

説明変数について係数、t統計量等が表示され

る。これはOLSの場合と同じである。

単位根の検定のためにDF統計量の値と臨界値

を比較する。５％水準では－１．７４＞－３．５９である

から、単位根が存在するという帰無仮説は棄却さ

れない。すなわちレベルで見た実質GDPは非定

常である。そのまま回帰分析に利用すると見せか

けの回帰となってしまう可能性がある。このケー

スに見られた単位根問題が経済学や経済政策に与

えたショックは重大であった。実質GDPが非定

常であれば、それをそのまま用いた経済分析は意

味が無く、それに基づく政策は判断を誤る場合が

あるからである１２）。

表８．２を見ると１回の階差をとった場合、最上

欄に検定対象が△REALGDPであることが表示さ

れる（D（REALGDP）で示される）。

検定の対象となった式の被説明変数が△２RE-

ALGDPことが表示される（D（REALGDP,２）で

示される）。DF統計量は－３．５４であり、５％の臨

界値－３．５９をわずかに上回っている。

ADFテストとPPテストについて１回の階差

（ラグは３期）をとった結果を掲げておく（表８．３、

１２） 単位根の検定方法、統計量は実に様々である。実質GDPが必ず単位根を持つとまで言い切ることはできない。その疑いは常に
あるということである。それからREALGDPは単位根を持つかどうかという問題と対数をとったlog（REALGDP）は単位根を
持つかどうかという問題とは、異なる問題である。

表８．３ Augmented Dickey–Fuller Unit Root Test on D（REALGDP）

ADF Test Statistic －３．１０５０４７ １％ Critical Value*

５％ Critical Value

１０％ Critical Value

－４．４１６７

－３．６２１９

－３．２４７４

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey–Fuller Test Equation

Dependent Variable: D（REALGDP,２）

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１９７５１９９７

Included observations:２３after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.

D（REALGDP（－１））

D（REALGDP（－１）, ２）

D（REALGDP（－２）, ２）

D（REALGDP（－３）, ２）

C

@TREND（１９７０）

－１．０５４８１４

０．３８１５６７

０．３５１３３２

０．３３９３７０

１１９８２０．０

１６３．３１７４

０．３３９７０９

０．２７９４８６

０．２６４０４７

０．２３６４５０

４３４１６．７８

１９４３．２１２

－３．１０５０４７

１．３６５２４５

１．３３０５６６

１．４３５２７２

２．７５９７６２

０．０８４０４５

０．００６４

０．１９００

０．２００９

０．１６９４

０．０１３４

０．９３４０

R–squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin–Watson stat

０．４５７８６３

０．２９８４１１

５７８５７．５９

５．６９E＋１０

－２８１．３７１４

１．７５４９５１

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F–statistic

Prob（F–statistic）

４２３６．４３５

６９０７４．７１

２４．９８８８２

２５．２８５０３

２．８７１４８１

０．０４６６２８

１２０郵政研究所月報 １９９９．１１



８．４参照）。ADFテストについてみると１回の階

差をとっているので、検定の対象の変数は△RE-

ALGDP（D（REALGDP））である。

表８．３を見ると階差をとり、かつラグが３期で

あるので、サンプルが１９７５年～１９９０年となってい

ることが示される（Sample（adjusted））。ただし

トレンドの始期は１９７０年で変わらない。ここでも

ADF統計量は－３．１０５であり、５％の臨界値－

３．６２を上回っている。

表８．４を見るとPPテストについては、最上欄

にPhillips–Perron Unit Root Testとしてその旨表

示される。選択したラグが３期であること、

EviewsがNewey–Westで望ましいとしたラグが

３期であることが示される。

１回の階差をとった関係でサンプル期間が１９７２

年～１９９０年であることが示される。

これらのEviewsの出力結果を全て論文で報告

する必要はない。主要な結果のみを報告する。そ

のやり方は研究者により様々である。一つの例は

次のようなものである。

表８．４ Phillips–Perron Unit Root Test on D（REALGDP）

PP Test Statistic －３．５１４５９８ １％ Critical Value*

５％ Critical Value

１０％ Critical Value

－４．３５５２

－３．５９４３

－３．２３２１

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Lag truncation for Bartlett kernel:３（Newey–West suggests:３）

Residual variance with no correction ３．７６E＋０９

Residual variance with correction ３．６０E＋０９

Phillips–Perron Test Equation

Dependent Variable: D（REALGDP,２）

Method: Least Squares

Sample（adjusted）:１９７２１９９７

Included observations:２６after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.

D（REALGDP（－１））

C

@TREND（１９７０）

－０．７１８９４４

７９５８２．７８

１３７．７５７２

０．２０２８０８

３４１８７．３８

１７２１．１３８

－３．５４４９４５

２．３２７８４１

０．０８００３８

０．００１７

０．０２９１

０．９３６９

R–squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin–Watson stat

０．３５６１６４

０．３００１７９

６５２３３．７３

９．７９E＋１０

－３２３．５２７６

１．７８３６７８

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F–statistic

Prob（F–statistic）

－５１６．５０００

７７９７９．１７

２５．１１７５１

２５．２６２６７

６．３６１６９９

０．００６３２３

DF ADF PP

トレンドあり トレンド無し トレンドあり トレンド無し トレンドあり トレンド無し

REALGDP －１．７４４ －０．２１５ －３．３１４ ０．４０３ －１．９９９ ０．１３７

△REALGDP －３．５４５ －３．６４２＊＊ －３．１０５ －３．３０７＊＊ －３．５１５ －３．６１７＊＊

ラグ ０ ０ ３ ３ ３ ３
＊＊は５％水準で単位根が存在するという帰無仮説が棄却されることを示す（臨界値はMacKinnon［１９９１］による）
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２．５ 単位根検定の課題

時系列データの分析で単位根検定は、今日不可

欠の手順となっている１３）。しかし課題も多いのが

実状である。

第一の課題はDF、ADF、PPあるいは他に紹介

されている検定方法も、検出力（power）が弱い

ということである。根の値が１に近い（たとえば

０．９８）場合、帰無仮説を棄却しないことがある１４）１５）。

季節調整済みデータ（seasonally adjusted data）

の使用の問題もある。マクロの時系列データは季

節変動が大きいものが多い（消費など）。四半期

データや月次データでは季調済みデータが用いら

れることが多い。その場合帰無仮説を棄却しない

バイアスがかかることが指摘されている。季調済

みデータを利用するよりも年次データを利用する

ことが望ましいということが、MacKinnonやPer-

ronなどによって指摘されている１６）。サンプル数

の問題よりは時間のスパン（span）の問題の方

がより重要だというものである。

第三の課題は構造変化が起きた場合、その検出

力が著しく低くなることである。トレンドが変化

したり、ある時点でジャンプが起きることは、長

期間にはよくあることである。この場合構造変化

（structural break）の前と後の各々は定常であっ

ても、両期間を含むと単位根の存在をほとんど棄

却しないことが知られている。そのためにBaner-

jee, Lumsdaine, Stock（BJS）はサブサンプル毎

に逐次的な（recursive）な検定を行うことを提

唱している。BJSはいくつかの検定量を提案して

いるが、ここでは二つを紹介する。

一つは定数項のダミー変数（又はトレンドのダ

ミー変数）をADFモデルに追加し、全てのデー

タを使用してモデルを推定し、ADF検定量を計

算する。その上で構造変化が起こる時点を１期間

変えて、ダミー変数を作り直して作業を繰り返す

ことである。具体的には次のようである。

△yt＝ao＋bot＋b１yt－１＋b２△yt－１＋cDt（k）＋ut

ut～IID（０，σ２） ８．３０）

トレンドの構造変化を考えるのであれば、

Dt（k）＝t if t＞k

＝０ if t≦k

とする。ドリフト（定数項）の構造変化を考え

るのであれば

Dt（k）＝１ if t＞k

＝０ if t≦k

とする。８．３０）式を推定する時は全て（１，…，

T）のデータを使う。得られるADFのt統計量はk

の選択に依存するからADFskとして表記する。k

をmからT－mまで一個ずつ増やして８．３０）式を

繰り返して推定するとADFsm，…ADFsT－mが得ら

れ る。標 本 数 が２５０の 場 合BJSは（ADFsm，…

ADFsT－m）の最小値の５％有意水準の臨界値は－

４．８０（ドリフト・ダミー）と－４．３９（トレンド・

ダミー）となることを報告している。それらの臨

界値より低い統計値を得ると、データには単位根

がなくてそれぞれドリフト変化とトレンド変化の

証拠になる。BJSによると（m／T）を０．１５ぐらい

に設定した方が良いとされている。この検定方法

は遂次検定（Sequential Test）と呼ばれている。

もう一つの方法は、推定サンプル数をsに設定

１３） 時系列分析では単位根検定を行っていない場合、論文の中に他にどのように優れた着想があろうとも、それだけで相手にされ
ないといっても過言ではない状況にある。

１４） 帰無仮説をデータは定常である、対立仮説をデータは非定常である、と入れ替えた場合、検定結果が異なりうることも指摘さ
れている。

１５） ADFテストも、PPテストも大標本を前提としている。しかし実際我々が用いる時系列データのサンプル（期間）は、かなり短
く大標本の前提を充たさないことが多いという問題もある。

１６） 季調済みの単位根検定の方法も研究されているが、年次データによる単位根検定とサンプル数が４倍となる四半期データによ
る単位根検定を比較すると、後者の検出力の方が前者の検出力よりはそれほど高くはならないともいわれている。
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し、t＝n＋１，…，n＋sのデータを使用して

８．２６）式を推定し、ADF検定量を得ることであ

る。得られたADFのt統計量はnの選択に依存す

るからADFrnとして表記する。nを０からT－sま

で一個ずつ増やして繰り返して推定・検定すると

ADFr０，…ADFrT－sが得られる。標本数が２５０の場

合BJSは（ADFr１，…ADFrT－s）の最小値の５％有

意水準の臨界値は－４．８５となることを報告してい

る。なおBJSはsを全体のサンプルの１／３に選ぶ

ように提案している。この検定方法はローリング

検定（Rolling Test）と呼ばれている。

その簡単な例を円・ドル為替レート（EXCH）

で見てみる。

（Eviewsの推計例）

workfile a: exch m７３:６９８:１２

read a: exch. txt exch

smpl７３:６９８:１２

’作業領域を設定

series _temp＝１

! length＝＠obs（_temp）

delete _temp

’ドリフトを考慮する遂次検定（Sequential Test）

’m＝４５を選択する

! ssize＝４５

series time＝＠trend

’結果を保存する領域を作る。adfstatと名付ける。

matrix（！length－２＊！ssize＋１,２）adfstat

’全てのデータを使用して推計する。

’△EXCH＝a０＋b１EXCH（－１）＋b２t＋b３DUM＋ut

を推計する

’ドリフト・ダミー変数を定義し直すためのルー

プ文

for ! i＝１to ! length－２＊! ssize＋１

series dum＝time＞! i＋! ssize

’８．３０）式の設定・推定

equation temp. ls d（exch）c exch（－１）time

dum

’exch（－１）のt値をadfstatの１列目に保存する。

adfstat（! i,１）＝temp.@tstat（２）

’BPSよりadfstatの最小値の臨界値（－４．８０）を

adfstatの２列目に保存する

adfstat（!i,２）＝－４．８０

next

’以上で各ダミー変数モデルの推計のためのルー

プ分終了

’adfstat. lineとしてadfstatに保存されて各ダミー

のADF統計と臨界値を

’折れ線グラフとして保存 （graph１と名付ける）

freeze（graph１）adfstat. line

graph１. name（１）ADF t–statistic

graph１. name（２）asymptotic５％ critical value

for min ADF

’Sequential ADF t–statistic for Exchange Rate

とグラフに表示する

graph１. addtext（t）Sequential ADF t–statistic

for Exchange Rate

show graph１

’ローリング検定（Rolling Test）を行う

’s＝１００を選択する。

! ssize＝１００

’結果を保存する領域を作る。adfstat１と名付け

る

matrix（! length－! ssize＋１,２）adfstat１

’サブサンプル毎に推計する。

’△EXCH＝a０＋b１EXCH（－１）＋b２t＋utを 推

計する

’各期逐次推計を行うためのループ文

for! i＝１to ! length＋１－! ssize

smpl @first＋! i－１＠first＋! i＋! ssize－２

equation temp. ls d（exch）c exch（－１）time

’exch（－１）のt値をadfstatの１列目に保存する。

adfstat１（! i,１）＝temp. @tstat（２）
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’BPSよりadfstatの最小値の臨界値（－４．８５）を

adfstatの２列目に保存する

adfstat１（! i,２）＝－４．８５

next

’以上で各ダミー変数モデルの推計のためのルー

プ分終了

’adfstat １. lineとしてadfstat １に保存されて各ダ

ミーのADF統計と臨界値を

’折れ線グラフとして保存（graph２と名付ける）

freeze（graph２）adfstat１. line

graph２. name（１）ADF t–statistic

graph２. name（２）asymptotic５％ critical value

for min ADF

graph２. addtext（t）Rolling ADF t–statistic for

Exchange Rate（Window＝１００）

show graph２

ドリフト構造変化を考慮する遂次検定結果と

ローリング検定結果はそれぞれ図８．４と図８．５に

示すとおりである。図８．４によるとすべての

ADF検定値が臨界値より高いので単位根がある

という帰無仮説を棄却することができない。それ

に対して図８．５によると１ヶ所のみであるが、検

定値が臨界値を下回っていることが分かる。

３ 共和分とEngle–Grangerの推定法

３．１ 共和分関係

ある変数（y、x）が１回階差をとれば定常と

なるＩ�１変数であるとき、

yt＝a＋bxt＋ut ８．３１）

の推計が見せかけの回帰モデルである可能性があ

ることを見てきた。８．３１）式においてutの性質が

非常に重要となる。８．３１）式より

ut＝yt－a－bxt ８．３２）

である。bが本当にゼロであればutはytと同様

にＩ�１の変数になり、８．３１）式は見せかけの回帰

モデルになる。一般的に二つのＩ�１変数の線形結

合もＩ�１の変数になるので、通常８．３２）式にある

utもＩ�１になる。しかしutはＩ�０の変数になる

ケースがある。utがＩ�０の変数であればytとxtは

共和分された（cointegrated）といい、共和分関

係（cointegration）をもつという１７）。一次の次数

で和分されているのでCI（１，１）と書くことがあ

る１８）。この場合８．３１）式の推定よりytとxtとの長

期関係についての情報が得られる。utがＩ�１の変

数であれば、ytとxtとの間には長期関係は存在し

ない。ここから８．３１）式のutは単位根を持つかど

うかということが問題になる。

図８．４ Sequential ADF t–statistic Exchange Rate

図８．５ Rolling ADF t–statistic for Exchange Rate

（window＝１００）
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８．３１）式が見せかけの回帰モデルの場合、この

データを定常にした

△yt＝a＊＋b△xt＋u２t ８．３３）

の推計は、計量経済学の観点からは何ら問題なく

行うことができる。この場合、△ytと△xtの間の

短期の効果（short–run relationship）に焦点が当

たり、レベルのytとxtの長期の関係（long–run re-

lationship）に関する情報は無視されることにな

る。可能であればこの長期の関係の情報も取り込

んだ方が望ましい。ytのその期の変化はxtのその

期の変化だけではなく、前期のyt－１とxt－１の関係

にも依存することがあるからである。

先に説明したように、８．３１）式のutが単位根を

持つかどうかということが問題であるが、utを観

測することが可能であればutにADF検定などを

そのまま適用することができる。

＾８．３１）式をOLSで推定するとaとbの推定量（ a

＾ ＾と b）と残差（ut）が得られる。

＾ ＾ ＾ut＝yt－ a － bxt ８．３４）

＾utが定常であれば、ut～Ｉ�０も定常になり、こ

の^utを推計に利用することができる１９）。

ytとxtが下記の二つの条件を満たすのであれば、

ytとxtには共和分関係が存在する。

�１ ytとxtが共にＩ�１変数である。

＾ ＾�２ yt－ a － bxtがＩ�０となる線形結合が存在す

る。

この時は、短期効果のみならず長期効果を考えた

＾ ＾△yt＝c＋d△xt－１＋f（yt－１－ a － bxt－１）＋u１t

＝c＋d△xt－１＋f u^ t－１＋u１t ８．３５）

を分析することができる２０）。

３．２ 共和分の検定とECM

（共和分の検定）

共和分の検定についてEngleとGrangerによっ

て提唱された方法（Engle–Granger test, EG test）

についてみる。変数が２個の場合をみてみたい。

EGテストはADFテストの直接的な応用である。

ytとxtが共にＩ�１であることを検定で確かめる。

yt＝a＋bxt＋ut

をOLSで推計する。そこから得られる残差

u^ t＝yt－ a^ － b^ xt ８．３６）

に関して、帰無仮説と対立仮説を次のようにおき、

H０：utはＩ�１である。

H１：utはＩ�０である。

検定を行う。具体的にはADFの単位根検定を

＾ ＾ ＾△ut＝a＋α ut－１＋β△ut－１＋wt

wt～IID（０，σ２） ８．３７）

について行う。帰無仮説と対立仮説は次の通り

１７） 二変数の場合、共和分関係をもたらすパラメータは１個のみである。
ytを１に基準化し、
vt＝yt－c０－c１xt s１）
を考える。ここでθ０＝c０－a θ１＝c１－bとする。a、bは８．３１）の係数。８．３１）式をs１）に代入すると
vt＝yt－c０－c１xt－θ０－θ１xt
＝ut－θ０－θ１xt s２）
utはＩ�０で、xtはＩ�１であるから、線形結合のvtもＩ�１である。
E（vt）＝０の条件でvt～Ｉ�０であり得るのは、θ０＝θ１＝０のときである。しかしこのときvt＝utとなるので、utは一意に定ま

る。
１８） 一般的にCI（p、q）は複数のI（p）変数のある線形結合がI（p－d）となることを意味する。
１９） ８．３４）式と８．３１）式より

＾ ＾ ＾ ＾ ＾＝yt－ a － bxt＝ut（ ut－ a）＋（b－ b）xt
ことがわかる。utがＩ�１の変数であれば u^ tもＩ�１である。utがＩ�０の変数の場合、説明はより複雑だが u^ tもＩ�０になる（標本

＾数が無限大の時、plimb ＝b）。
２０） 場合によっては８．３５）式に△ytと△xt－１のラグを追加する必要がある。もし△xtとu１tとの相関がゼロであれば
△yt＝c＊＋d＊△xt＋f＊（yt－１－ a^ － b^ xt－１）＋u１t
＝c＊＋d＊△xt＋f＊ u^ t－１＋u１t

を分析することができる。
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である。

H０：α＝０

H１：α＜０

u^tはOLS推計から得られた残差であるから、

８．３７）式のADF検定の分布は第２．２節で説明した

ADF分布とは異なる。通常のADF分布の臨界値

を利用すると帰無仮説が棄却されやすくなる。ま

た検定統計量の分布が元の式（現在の例で言えば

８．３１）式）の説明変数の数によっても変わってく

る。t分布はもとよりDickey–Fullerの分布も利用

することができない。MacKinnonによって示さ

れた分布表で判断することになる（Davidson and

MacKinnon ［１９９３］ table ２０．２）。８．３１）式の

ように変数が２個の場合は、５％水準の臨界値は

τc＝－３．３４、１％水準の臨界値はτc＝－３．９０で

ある。８．３７）式にトレンドを追加した場合５％水

準の臨界値はτct＝－３．７８、１％水準の臨界値は

τct＝－４．３２である。

ADF検定の応用であるから検出力が弱い、あ

るいは構造変化がある場合等の課題はそのまま、

共和分検定にも当てはまる。

手形売買レートの１ヶ月もの（TEGATA１と

表記）と譲渡性預金平均金利（３ヶ月もの、新規

発行レート、CD３と表記）についてみよう（期

間１９８５年４月～１９９８年１２月）。金融市場に裁定が

働いていれば、共和分が存在することが予想され

る。

単位根検定の結果は次の通りであった。

TEGATA１ －１．１３９＊＊

CD３ －０．９４７＊＊

△TEGATA１ －５．０４１

△CD３ －４．７６２

検定式： △yt＝a０＋b１yt－１＋Σi＝１
p＝４ci△yt－i＋ut

＊＊は５％水準で単位根が存在する帰無仮説を

棄却できない。

TEGATA１, CD３ともＩ�１変数であることが確か

められた。

つぎにEGテストに移ろう。

’yt＝c＋b１xt＋wt、定数項を含む線形関係の検定

equation eqadf. LS CD３ c TEGATA１

結果は表８．５参照。

’ EGテストのための残差を求める、RES１と名

付ける。

eqadf. makeresid res１

’ 残差のADF検定。定数項とトレンド項有り、

ラグは４期とする

表８．５

Dependent Variable: CD３

Method:Least Squares

Sample:１９８５:０４１９９８:１２

Included observations:１６５

Variable Coefficient Std. Error t–Statistic Prob.

C

TEGATA １

－０．０６７４３２

１．０２７２０５

０．０４００４７

０．００９０２０

－１．６８３７９６

１１３．８８１１

０．０９４１

０．００００

R–squared

Adjusted R–squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin–Watson stat

０．９８７５８７

０．９８７５１１

０．２７６５７０

１２．４６８０３

－２１．０４５６７

１．００１６９３

Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

F–statistic

Prob（F–statistic）

３．７７７９８８

２．４７４８４０

０．２７９３４１

０．３１６９８９

１２９６８．９１

０．００００００
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uroot（４）res１

結果はADF＝－４．０３２であった２１）。

残差ベースのADFの共和分検定（residual–

based ADF test for cointegration）を行うときも、

EviewsはMcKinnonの臨界値を表示するが、この

値はtable ２０．１のものである。残差のような推計

値に基づくデータに関するADF検定には、この

Eviewsの表示を用いることはできない。table

２０．２の値による（変数が２個で、τcに該当する

ので５％水準の臨界値は－３．３４である）。共和分

が存在しないという帰無仮説は５％水準で棄却さ

れた。共和分は存在すると考えることができる。

（ECTとECM）

この時の長期関係は表８．５より、CD３の係数

を１と基準化して、次のように与えられる（なお

この時t値は通常の意味を持たない）。

CD３＋０．０６７４－１．０２７TEGATA１

共和分関係が確かめられたので、短期関係のみ

ならず長期関係を取り上げる。このres１に該当

する共和分をモデルに加えるとき、それを誤差修

正項（error correction term, ECT）という。モ

デルをエラー・コレクション・モデル（error cor-

rection model, ECM）という。

△yt＝a＋b１△xt－１＋b２ECTt－１＋vt ８．３８）

で表される。より一般的には他の非確率的な説明

変数やＩ�０変数を含んだ（zと表記すると）形

△yt＝a＋b１△xt－１＋b２ECTt－１＋b３zt＋vt

に拡張することができる。ここでは

’△CD３t＝a＋b１△TEGATA１t－１＋b２RES１t－１＋vt

を考える。Eviewsのコマンドは次の通りである。

equation ECM. LS D（CD３）C

D（TEGATA（－１））RES１（－１）

結果は次のようであった。

△CD３t＝－０．０２１
（－１．３２）

＋０．０４２０
（７．１２）

△TEGATA１t－１

－０．０８２８RES
（－１．２２）

１t－１＋ v^ t （ ）内はt値

AdjR２＝０．３４５ SER＝０．２００ DW＝２．０８６

ECTにかかるパラメータを送出ベクトルとい

うことがある。当然ながらこの変数は有意である

ことが期待されるが、上記のケースでは有意に

なっていない。CD３とTEGATA１を入れ替えて

推計するEviewsのコマンドは次の通りである。

equation ECM. LS D （TEGATA１） C

D（TEGATA１（－１））D（CD３（－１））

RES１（－１）

結果は次のようであった。

△ TEGATA １t ＝ －０．０２５８
（－１．０５）

＋０．０１９３
（１．７２）

△

TEGATA１t－１＋０．０５１
（０．４２）

△CD３t－１

＋０．２７９９RES
（２．５９）

１t＋ v^ t （ ）内はt値

AdjR２＝０．０５３ SER＝０．３１１ DW＝１．９８６

ECTにかかるパラメータは有意である。

（変数が３個以上の場合）

モデルの変数が３個以上のケースもある。そし

て共和分検定は変数が３個以上の場合に拡張する

ことができる。このときも各変数が全てＩ�１であ

ることが望ましい。変数が６個以下で全ての変数

がＩ�１であれば、MacKinnonの臨界値が適用で

きる２２）。

たとえば三つの変数（yt、xt、wt）の関係が

yt＝a０＋b１xt＋b２wt＋ut ８．３９）

であったとする。その三つの変数が全てＩ�１であ

るとする。utがＩ�０であれば、この三つの変数に

２１） yt＝c＋b１xt＋wtの代わりにxt＝d＋eyt＋vtを考えよう。wtがＩ�０であればvtもＩ�０になる。しかしxt＝d＋eyt＋vtをOLSで推定し、
EGテストを行うとyt＝c＋b１xt＋wtの場合と逆の効果が得られるケースがあることに注意する必要がある。TEGATA１を被説
明変数にCD３を説明変数としたEGテストの結果（ラグ＝２）は－４．０９４であった。幸い、今回の結果はこの基準化に依存しな
い。

２２） Engle–Granger検定を行う時、変数が６個以下である必要がある。変数が最大６個ということは、統計検定量の臨界値が変数
６個までの場合しか作成されていないためである。
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は共和分関係が存在する。

共和分関係が存在するかどうかを検定するため

に８．３９）式をOLSで推計し

＾ ＾ ＾ ＾ut＝yt－ a０－ b１xt－ b２wt ８．４０）

u^ tについて残差ベースの共和分検定を行い、ut

～Ｉ�０であればEGの方法により、

△yt＝c０＋d１△xt－１＋d２△wt－１＋d３ECTt－１＋vt

vt～IID（０，σ２） ８．４１）

を推計することができる２３）。ECTtとしてutを利用

すれば良い。

８．３９）式の定式化が正しくて、三つの変数の間

には共和分関係が存在するとする。この時定式化

を誤って

yt＝a＋bxt＋et ８．４２）

を推定したとする。８．３９）式と８．４２）式を比較す

ると

et＝b２wt＋ut ８．４３）

となる。問題の設定からwtはＩ�１の変数で、utは

Ｉ�０の変数である。８．３９）式においてwtが重要な

説明変数（すなわちb２≠０）であれば、etはＩ�１

変数になる。

すなわち、回帰モデルの誤差項がＩ�１となった

場合、二つの解釈があり得る。一つはその回帰モ

デルは見せかけの回帰モデルであるということで

ある。もう一つは回帰モデルから重要なＩ�１変数

が誤って除外されているということである。

モデルに含まれる変数が全てＩ�１変数である。

かつ共和分が１個のみ存在するとき、EGモデル

を利用することができた。

しかし変数（mとする）が３個以上ある時、共

和分は最大m－１個まで存在しうる。またＩ�１変

数とＩ�２変数とが混在することがある。

まず、複数の共和分関係が存在するケースを見

る。m＝４で次のような関係を考える。すなわち

yt、xt、wt、ztはＩ�１変数であるとする。

yt＝a０＋b１xt＋b２wt＋b３zt＋ut ut～Ｉ�０ ８．４４）

という共和分関係が存在しうる。このケース以外

にも

yt＝c０＋c１xt＋v１t v１t～Ｉ�０ ８．４５）

wt＝d０＋d１z＋v２t v２t～Ｉ�０ ８．４６）

という共和分関係が存在しうる。この例では四

変数の間に三つの共和分関係が存在する。この時

８．４４）式、８．４５）式と８．４６）式の係数の組み合わ

せ（定数項を除けば）

（１、－b１、－b２、－b３）、（１、－c１、０、０）、

（０、０、１、－d１）

を共和分ベクトル（cointegrating vector）とい

う。しかしこの共和分ベクトルの線形結合も共和

分ベクトルとして解釈できる。例えばv１tとv２tの

線形結合

vt＝v１t＋v２t＝yt－c０－c１xt＋wt－d０－d１zt ８．４７）

もまたＩ�０である。このとき８．４４）式の共和分関

係と８．４７）式の共和分関係を区別することが問題

となる。結果的に共和分関係が複数存在するとき、

EGの二段階法を用いることはできない。仮に１

個の共和分を見つけたとしても、それが８．４４）式

から得られた共和分ベクトルなのか、８．４７）式か

ら得られた共和分ベクトルなのかが明らかではな

いからである。

またm≧３の時はＩ�１とＩ�２変数の組合せの場

合でも、変数が２個の場合と異なり、共和分が存

在するケースがあり得る。

xt～Ｉ�１、yt～Ｉ�２、zt～Ｉ�２という３変数が

あるとする。このときytとzt～がＩ�１となるよう

な e^ t＝yt－ g^ ztという線形結合があれば、xtとet

とが v^ t＝xt－ h^ et vt～Ｉ�０となるような h^が存在

する可能性があるからである。

ただしこの場合の臨界値はHaldrupによって与

２３） 注２０と同様な議論は８．４１）式に適用ができる。
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えられるものである。Ｉ�１変数が１、Ｉ�２変数が

２個の時５％の臨界値は－４．０９である。Ｉ�１変数

が２個、Ｉ�２変数が１個の時は－４．１５である。

このように複数の共和分ベクトルが存在するか

どうか、仮に存在するとすれば何個存在するかを

検定する方法がJohansenやJuseliusによって提案

されている。

参考文献

山本拓［１９８８］『経済の時系列分析』創分社

Davidson, R. and J. MacKinnon［１９９３］Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University

Press
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１ 刊行物等の発行

�１ 調査研究報告書の発行

「資産流動化に関する調査研究」（９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」（１０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」（１０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」（９月・１０月）

「消費者から見たダイレクト・メール（DM）とは」（９月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「消費者から見たダイレクト・メール（DM）とは」 郵政（９月号）

「TARGET」 かんぽ資金（９月号）

「５月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（９月号）

「郵便局貸出用資料「逓博パネルセット」」 郵政（９月号）

「「第６回家計における金融資産選択に関する調査」結果の概要」 郵政（９月号）

「平成１１・１２年度経済見通し」 情報通信ジャーナル（９月号）

「携帯電話・PHS事業の現状に関する分析」 TCA協会ニュース（９月号）

「移動体通信の普及動向」 TCA協会ニュース（９月号）

「RFIDを用いた書留郵便物処理システム」 通信文化新報（９月）

「消費者から見たダイレクト・メールとは」 郵政（１０月号）

「自己資本比率規制」 かんぽ資金（１０月号）

「６月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（１０月号）

「平成１１・１２年度経済見通し」 かんぽ資金（１０月号）

「平成１１・１２年度経済見通し」 郵政研究（１０月号）

「平成１１・１２年度経済見通し」 郵便局経営（１０月号）

「平成１１・１２年度経済見通し」 郵政（１０月号）

「調査個票データの公開の現状と意義」 情報通信ジャーナル（１０月号）

「数字のならんだ日」 郵政（１０月号）

郵政研究所通信
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３ 学会・大学・講演会等での発表

「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（９月７日）

「高齢者にやさしい情報通信（第１１回地域情報化全国連絡会）」 東北電監（９月７日）

「最近の日本及び世界の経済情勢」郵政大学校企画科訓練資金運用コース講義（９月１３日）

“Cumulative Innovation, Appropriability and Cross―licensing：An Empirical Study of Patent

Citations and US―Japan Cross―Licenses in Electronics”

国際新制度経済学会（９月１８日）

「情報通信の発展と規制緩和」 総合２科研修講義（９月２９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（９月３０日）

「日本の債券市場」 近畿郵政局「郵便貯金に関する調査研究会」講話（１０月１日）

「経済の仕組み」 東海郵政研修所中堅科訓練講義（１０月７日）

「郵便事業の動向等」 近畿郵政研修所（１０月８日）

「経済の仕組み」 四国郵政研修所中堅科訓練講義（１０月１４日）

「努力は報われるか：パソコンと賃金、教育の関係」 日本経済学会（１０月１７日）

「累積的イノベーションにおける技術専有と特許クロスライセンス」 日本経済学会（１０月１７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（１０月１９日）

「経済の仕組み」 中央郵政研修所中堅科訓練講義（１０月２７日）

「経済の仕組み」 信越郵政研修所中堅科訓練講義（１０月２７日）

「経済の仕組み」 北陸郵政研修所中堅科訓練講義（１０月２７日）

４ ていぱーくの特別展

「「人気キャラクター大行進」 ―みんなあつまれ！遊びが学びの第一歩―」（１０月８日（金）～１１

月３日（水・祝））

「かわいい きれい！ ―私だけのオリジナル クリスマスカード＆年賀状―「大好きなあの人

へてづくり年賀状を送ろう」」（１１月１９日（金）～１２月１２日（日））
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編集後記

暑かった夏を忘れてしまうかのように急に寒くなりましたが、東京の秋の空はとても

さわやかに感じます。これからますます寒くなるのを考えると今の気候が何をするのに

もちょうどよいのかもしれません。郵政研究所月報でもめくってみて残り少ない秋を満

喫して下さい。バックナンバーもホームページに揃え、皆様からのアクセスをお待ちし

ています。

さて、話は変わりますが来年の１月から国民の初日に関する法律の一部が改正となり、

成人の日「１月１５日」を「１月の第２月曜日」に改め、体育の日「１０月１０日」が「１０月

の第２月曜日」に改められます。これによって今後、成人の日と体育の日の週は３連休

となり皆さんにはうれしい限りだと思いますが、私にとっては今までの自分の誕生日は

祝日だという概念がなくなってしまうので、なにか損をしたような心境です。１０月１０日

は来年から平日となり、次回休日となるのは２００４年１０月１０日（日）です。

郵政研究所では読者の皆様からのご意見・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。（水野）

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１１号 通巻１３４号
１９９９年１１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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実践に入ったロジスティクス 高橋 輝男

フランスにおける電気通信自由化後の規制æ„ 佐々木 勉

マルチメディアネットワークとデジタル多チャンネル放送

北川 高嗣

郵便局の置局配置に関する調査研究

大山 達雄・田村 浩之・佐野 貴子

企業間取引における継続的関係 春日 教測

周波数管理に応用可能な経済的指標の試算 石田 隆章

１３４
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Institute for
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