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簡易保険扇面原画

横山大観 「富士雪景」

簡易保険扇面原画とは、簡易保険の事業功労者に贈られた扇子の原画で、石井

柏亭、土田麦僊、川端龍子、安田靫彦、奥村土牛などいずれも近代日本美術史に

残る著名な画家によって描かれています。

製作が開始された時期は定かではありませんが大正７年からの扇子が当館には

所蔵されているため、大正５年の簡易保険創業後まもなくであったろうと思われ

ます。現存している原画は大正１３年の平福百穂「竹林の隠者」からで、今回掲載

した横山大観の「富士雪景」は昭和１０年の製作です。

この扇子の製作は昭和３９年を最後に中止されましたが、平成３年に簡易保険創

業７５周年を記念して再開されました。
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謹んで、新春のお慶びを申し上げます。本年が皆様にとりまして、実り多き年であ

りますよう、心よりお祈り申し上げます。

私達は今、２０００年という大きな節目を迎えるにあたり、情報改革とも言うべき大き

な転換点に立っていると言えます。産業の中で知識やサービスの比重が高まり、社会

の仕組み、企業のビジネス、個人のライフスタイルは大きく変わろうとしています。

その変化の源の中心となるのが、インターネットです。弊社でも、「Everything on

the Internet」というスローガンを掲げ、今後より一層インターネットに指向したソ

リューションビジネスを行っていきたいと考えています。

インターネットの世界は技術改革が急激で、１年間の変化が、それ以外の世界の７

年分にも相当するというところから、「ドッグイヤー」と呼ばれています。そしてそ

のスピードはますます加速化しており、最近では「ドッグイヤー」という語ですら陳

腐化しつつあるほどです。

企業においても、今後、事業遂行のより一層のスピード化が求められる時代になる

ことは明確であり、情報化の更なるスピード化、そして高度化が必要となります。イ

ンターネットを単に情報収集やメールの道具としてではなく、ビジネスコラボレー

ションのツールとして使いこなし、「いかに高い付加価値をいかに速く創り上げるこ

とが出来るか」ということが企業の競争力になります。そのためにはより一層戦略的

な情報化が重要となってくるでしょう。知識・ノウハウの企業経営への有効活用（ナ

レッジ・マネジメント）や、ネットワークを介したワークスタイルに適した組織の在

り方、個人の成果に基づく公正な人事評価システム、グローバル化等、企業も変化し

ていくことが必要となってきているのだと思います。もちろん、このことは企業に

限ったことではありません。社会全体の情報化を推し進めるためには、まず政府の情

報化を急速に進め、企業や個人の情報化を誘発していくことが必要と考えます。

２０００年を迎えて

富士通株式会社 代表取締役社長 秋草 直之

巻 頭 言
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このように「ドッグイヤー」の中で生きる我々ですが、一方「一年の計は元旦に有

り」とも言うように、新たな時代を迎えるにあたっての「計」を立てることも必要で

はないでしょうか。大きな歴史の流れを見れば、１８００年前後から始まった軽工業中心

の「第一次産業革命」、１９００年前後からの重工業への転換（いわゆる「第二次産業革

命」）というように、社会は百年の単位で変化してきました。社会や経済の構造ある

いは人の価値観、教育の在り方など社会全体が変わるためには数十年から百年の時間

を要するということでしょう。「百年の計」は無理だとしても、せめて「十年の計」

として将来のネットワーク社会を中長期的な視点で見据え、そのためのインフラやプ

ラットフォームあるいは利用環境についての整備を官民が協力して進めていくことが

必要ではないでしょうか。インフラやプラットフォームについては、技術の進展によ

り高速化・低廉化・高度化に向けた様々なアプローチが提供されようとしています。

また利用環境については電子商取引に関する国際的な検討に代表されるように法制度

等のハーモナイゼーションの議論が各方面で展開されています。こうした多様な選択

肢の中で、言い換えれば激しい変化の中で、その選択を見誤らないためにも社会全体

が向かおうとする未来について、広く共通の「計」を持つことが求められます。「社

会、企業、家庭と個人を繋ぐ、豊かなネットワーク社会の形成」を目指して、２０００年

はそういうことを考える年にもしたいと思っています。

３ 郵政研究所月報 ２０００．１



１ 都市銀行店舗をめぐる情勢１）

都市銀行の店舗をめぐって、近年大きな変化が

進行している。

第１に、バブル崩壊後、各行とも有人店舗の統

廃合を積極的に推進していることである。公的資

［要約］

１ 都市銀行の店舗をめぐって、近年大きな変化が進行している。有人店舗の削減や業務

の専門化、無人店舗数の急増などである。今後、都市銀行同士の事業統合や合併に伴い、

無人店舗も大幅な統廃合が見込まれるほか、他業態と提携したATM設置が今後の新規

設置の主流となると考えられる。店舗配置図が数年のうちに相当変化することが予想で

きる。

２ 本稿では、都市銀行の有人店舗と無人店舗について、都市部における近年の配置状況

を観察し、一時期の区切りとして最近の時点での傾向を銀行別に示す。方法として、東

京都の特別区を対象に、いくつかの地域特性を考慮しながら６地区に区分し、都市銀行

内での店舗比率をもとに「特化係数」を求めた。その傾向から、都市銀行を「中心部特

化型」、「城西、城南地区特化型」、「城東、城北地区特化型」の三つに類型化した。

３ 有人店舗配置との関係で無人店舗配置を観察すると、ある銀行について有人店舗が偏

在する地区では、おおむね無人店舗も偏在している傾向がある。こうした傾向がみられ

るのは、これまでの無人店舗の増設が、主として有人店舗の周辺を優先的に行なわれて

きたからではないかと推測できる。

４ 地区別に９４年と最近との二時点を比較して店舗数の増減をみると、有人店舗では都心、

副都心での減少傾向が強い。無人店舗については、副都心、城東、城北地区での増加傾

向が強い。城西・城南地区よりも城東・城北地区で無人店舗設置が重点的になされてい

る傾向は、店舗配置において城東、城北地区特化型には分類しなかった銀行でも近年強

まっている。

５ 顧客と接触する拠点が完全に不要になることは考えにくい。とくに無人店舗は、個人

ローンの申し込みから資金の受け取りや、投資信託など多様な商品販売といった機能を

強化させる方向にある。顧客にそうした新しいサービスを利用してもらうためには、拠

点数の多さや効率的な店舗配置はいっそう重要になるはずである。

調査・研究

都心部における都市銀行の近年の店舗配置

第二経営経済研究部研究官 山中 勉

４郵政研究所月報 ２０００．１



金の注入の見返りとして、９９年３月に東京三菱を

除く都市銀行が示した経営健全化計画では、各行

合計で９９年３月末の２，４４２店から、２００３年末には

２，１６５店に削減することが示された。その後、９９

年８月から１０月にかけて、都市銀行を中心とした

事業統合や合併計画が相次いで発表され、重複す

る店舗を統廃合する方針が明らかになった。第一

勧銀と富士と興銀で計約１５０店、あさひと東海で

国内計７０店、さくらと住友で国内計１５１店となっ

ており、有人店舗数の削減は加速する２）。

削減と並行して、店舗業務の効率化を志向する

動きが盛んである。店舗ごとに預金から貸出まで

フルバンキングサービスを提供するのではなく、

立地条件等に応じて個人向け専門や法人営業専門

など、業務ごとに専門の拠点に集約する戦略を進

めている。一例として、あさひは、９９年の６月に

イトーヨーカ堂八王子店内に、有人キャッシュレ

ス店舗を開設した。３、４人の小人数が常駐し、

窓口での現金扱いを行なわず、個人客の資金運用

相談などに徹するという、機能を特化させたコン

パクトなものである３）。

第２に、無人店舗（店舗外ATM・CD設置箇所。

以下同じ）については、ここ１０年ほどの間に急増

した。９８年３月現在、有人営業店数３，４２７に対し、

無人店舗数（設置箇所数））は４，２５６ヵ所と、無人

店舗が有人店舗を上回るようになっている。

１）本稿の作成にあたっては、村本孜成城大学経済学部教授より多大なご指導・ご助言をいただきました。ここに記して感謝の意
を申し上げます。なお、本稿に残る不備・誤り等はすべて筆者に帰するものであることを付記しておきます。

２）最近の時点では、都市銀行９行の１９９９年９月末の国内本支店数は２，６２１ヵ所で、同年３月末から６８ヵ所減少した。（朝日新聞
１９９９年１２月２日朝刊）

３）日本経済新聞１９９９年６月２４日朝刊。

表―１ 都市銀行店舗に関連する規制の撤廃過程

年度 有人店舗（一般店舗および小型店舗） 無人店舗

８９ 周囲３００m以内に同種異種金融機関４未満。ただし東京都区内、大阪市内およ

び名古屋市内における特に経済集積度の高い場所（容積率７００％以上）におい

ては周囲１５０m以内に中小金融機関４未満の場所。新設の数については一般店

舗１以内、小型店舗４以内（法人取引店舗を含む）、機械化店舗６店舗以内。

企業内も含め設置枠完全撤廃

９１ 周囲３００m以内に異種金融機関４未満。ただし東京都区内および政令指定都市

における特に経済集積度の高い場所（容積率７００％以上）においては周囲１５０m

以内に中小金融機関４未満の場所。新設の数については一般店舗１以内、小型

店舗４以内、（法人取引店舗を含む）、機械化店舗８以内。

９３ 周囲３００m以内に異種金融機関４未満。ただし東京都区内および政令指定都市

における特に経済集積度の高い場所（容積率７００％以上）においては周囲１５０m

以内に信用金庫４未満の場所。新設の数については一般店舗２以内、小型店舗

７以内、機械化店舗１０以内。

９５ 周囲３００m以内に異種金融機関４未満。ただし東京都区内および政令指定都市

における特に経済集積度の高い場所（容積率７００％以上）においては周囲１５０m

以内に信用金庫４未満の場所。新設の数については特に制限を設けない。

９６ NCS（日本キャッシュサービ

ス�株）サービス終了

９７ 店舗設置場所基準・人員基準撤廃。営業時間延長届出制の廃止。

２０００ 店舗開設・閉鎖を認可制から届出制に。（２０００年中）

（注） 都市銀行関連部分を抜粋。主要な変更点に下線を付した。

資料：銀行局金融年報編集委員会編『銀行局現行通達集』、日本経済新聞１９９９年３月２２日朝刊。

５ 郵政研究所月報 ２０００．１



その設置スタイルも変わりつつある。９９年３月

にさくら銀行がエーエムピーエム店舗内にATM

を設置した。以後、コンビニエンスストアと提携

し、その店内に従来より低コストのATMを設置

する動きが進行している。

第３に、店舗をめぐる規制緩和である。都市銀

行の店舗設置に関する規制は、近年急速に緩和さ

れてきた（表―１）。有人店舗（一般店舗・小型

店舗）については９７年に、店舗設置場所基準・人

員基準が撤廃された。２０００年中には、店舗開設・

閉鎖が認可制から届出制になる見通しであり４）機

動的な店舗開設・閉鎖が可能になる。無人店舗に

ついては、８９年に設置枠が撤廃されて設置場所・

設置数が自由化されている５）。

本稿では、都市銀行の有人店舗と無人店舗につ

いて、都市部における近年の配置状況を観察する。

前述の通り、無人店舗数が有人店舗数を上回るよ

うになっており、その地域別の配置から、個別行

に特有の傾向をある程度読み取ることが可能では

ないかとの問題意識による。

また、現在は無人店舗展開の曲がり角の時期に

あたるという判断もある。これまで無人店舗数は

ほぼ一本調子で増加してきたものの、今後は都市

銀行同士の事業統合や合併に伴って、無人店舗も

大幅な統廃合が見込まれる。ほか、他業態と提携

したATM設置が今後の新規設置の主流となると

考えられ、無人店舗の配置図も数年のうちに相当

変化することが予想できる。したがって、現時点

で傾向を観察しておくことは、一時期の区切りの

まとめとしてタイミングは的外れではなかろうと

の判断による。

具体的には、東京都の特別区（２３区）を対象に、

いくつかの地域特性を考慮しながら地区区分し、

都市銀行間の店舗比率に着目して銀行の店舗配置

の傾向を観察する。

２ 対象地域と使用した店舗データ

２．１ 対象地域

対象地域として東京特別区を取り上げた理由は、

第１に、都市銀行の店舗が集中していることであ

る。９８年３月末時点で、有人店舗の約４５％が都内

にあり、特別区に限っても３９％となる。無人店舗

の場合は、都内で４３％、特別区に限ると３４％と

なっている。都市銀行の営業基盤としての東京特

別区のウエイトは圧倒的に大きく、店舗数が多く

配置傾向もつかみやすいと判断した。

第２は、都市部としての地理的特性である。地

域内にはおおむね事業所と住宅が密集しており、

顧客の移動の妨げとなる地形的障害などを考える

必要がない。

第３に、地区によって異なる特性をもつことで

ある。大企業の本社や官公庁が集中する地区、小

規模事業所のウエイトの大きい地区、住宅化の著

しい地区など、地区ごとに特性が明確に認められ

る。

２．２ 店舗データ

有人店舗６）については、『日本金融名鑑』（日本

金融通信社刊）より集計した。無人店舗について

は、『ニッキン資料年報』（同）より、店外ATM・

CD設置箇所数を地区ごとに集計して利用した。

ただし、有人店舗の９９年のデータは、各銀行の

４）日本経済新聞１９９９年３月２２日付朝刊。
５）ただしこの点については、店舗外ATM・CDの共同利用機構、NCS（日本キャッシュサービス�株）の設置基準場所である、駅

や地下街などについては設置が認められていなかったが、その後異業態間のATM・CDオンライン提携が急速に進展し、NCS
が９６年にサービスを終了したことで、この制限も消滅した。

６）有人出張所を含む。
７）支店代理店として掲載されているものも含む。
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城　南�

城　西�

城　北�

城　東�

副都心�

都　心�
大田�

品川�

世田谷�
目黒�

港�

渋谷�

杉並�
中野�

板橋�

練馬�
豊島�

新宿�

文京�

千代田�

中央�
江東�

台東�
墨田�

江戸川�

葛飾�

足立�

荒川�

北�

ホームページより、９９年の７月から９月時点での

店舗数７）を集計した。無人店舗については、『ニッ

キン資料年報』が調査時点では未刊行であり、銀

行のホームページでは各行の設置箇所をすべて把

握することが困難であった。そのため、最新時点

のデータとして、『ニッキン資料年報』（１９９９年版）

より、９８年３月末時点のデータを集計している。

対象とした銀行は、破綻した北海道拓殖銀行を

除く９行である。ただし、東海と大和については、

店舗数の集計や店舗比率の算出に当たって加えて

いるが、特別区内での都市銀行の全無人店舗数に

占める割合が大和が１．１％、東海が２．２％と小さい

ため、分析の主な対象からは外した。

３ 地域内の地区区分

本稿では、区レベルの地域特性に関する主要な

統計を参考にして、（図―１）のように６地区に

区分した。参考にした地区の特性についてのデー

図―１ 地区区分 参考表 地区別の店舗数

地 区 有人店舗
（９９年）

無人店舗
（９８年）

都 心 ２６９ ３４０
副都心 １５５ ２２１
城 東 １６９ ２０８
城 北 ７８ １３８
城 西 １５１ ２９２
城 南 １１６ ２３３
合 計 ９３８ １４３２

地区内に含まれる区にみられる特性

都 心 大企業や官公庁集中。世帯数伸び率マイナス。金融機関店舗数に占める信金信組比率が低い。地方銀行の東

京本部も集中。

副都心 管内に巨大なターミナル駅をもつ商業地区。

城 東 世帯数／事業所数比率高め。小規模事業所従業者の比率が高く、工業集積あり。店舗数に占める信金信組比
率は高い。納税者１人当たり課税対象所得は低め。世帯数伸び率高い。

城 北 世帯数／事業所数比率高め。第２次産業従業者比率高め。工業集積あり。店舗数に占める信金信組比率高め。

城 西 世帯数／事業所数比率最も高い。納税者１人当たり課税対象所得高め。店舗数に占める信金信組比率低め。

城 南 世帯数／事業所数比率高め。工業集積あり。

（注） 金融機関店舗数に占める信用金庫・信用組合比率は日本金融通信社『日本金融名鑑』１９９９年版より、９８年３月末。金融機関

には、都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、外国銀行、地方銀行、第二地銀、労働金庫、農協、商工中金、農林中金を含む。

世帯数については総務庁「国勢調査」９５年、事業所数、従業者数については同「事業所・企業統計調査」９６年のデータ。納

税者１人当たり課税対象所得額は東洋経済新報社『都市データパック』１９９９年版より９６年のデータ。（図―２）も同じ。
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①信用金庫・信用組合比率�

③納税者１人当たり�
課税対象所得額�

600万円以上�

⑤従業者に占める従�
業者数29人以下の事�
業所従業者の割合　�

②世帯数／事業所比率� ３以上６未満�
３未満�

６以上10未満�
30～49％未満�
30％未満�

50％以上�

400～500万円未満�
400万円未満�

500～600万円未満�

10以上�

④第２次産業従業者比率�
20％未満�
20～30％未満�
30％以上�

⑥世帯数伸び率（89年～98年）�０～５％未満�
マイナス�

５～10％未満�
10％以上�

40～50％未満�
40％未満�

50～60％未満�
60％以上�

８）城東、城西といった名称を利用した区分方法は他にも散見できるが、ケースにより、たとえば練馬区を城北に区分するなど、
方法には相違がある。本稿での区分はあくまで今回の分析を目的とした一例である。

図―２ 地区特性
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タは（図―２）に陰影図を用いて示した８）。

おおまかなイメージとしては、都心部と副都心

部はビジネス街や繁華街として昼間人口が集中す

る地区である。周辺の城東、城北、城西、城南地

区になると住宅地としての性格が強まるほか、地

区によって中小企業の存在感が増す。また、中小

企業を主要な取引先とする信用金庫・信用組合の

店舗の比率が高くなる。

４ 特別区全体での銀行別店舗数

次に、対象とする特別区全体について最近の店

舗数をみてみよう。（図―３、４）は、有人店舗

数と無人店舗数を銀行別に、８９年、９４年、９９年

（無人店舗については９８年）の三時点について表

したものある。

有人店舗数は近年のかけての減少傾向がすぐに

読み取れる。ただし、合併のあった銀行について

は、合併前の時点では単純に店舗数を足し合わせ

ているため、減少数には重複支店の整理統合によ

るものも含むことに留意する必要がある。

無人店舗数は、８９年から９４年にかけて急増し、

その後も９８年にかけて増加している。

銀行別にみると、三和が８９年から９４年にかけて、

他行に先駆けて無人店舗数を急増させていること

がわかる。その後９８年にかけては三和の伸びは鈍

化し、富士、第一勧銀、東京三菱の３行が追い上

げた結果、三和との差は縮小している。これらに

続くのは住友とさくらである。

さくらは、有人店舗数では東京三菱に次ぐ２位

にあるのに対し、無人店舗数は６位となっている。

上位行のなかでは、無人店舗数でさくらはかなり

出遅れていた印象は否めない９）。

図―３ 有人店舗数の推移（特別区内）

９）ただし、その後さくら銀行は、１９９９年３月よりエーエムピーエムの店舗内にATM設置を開始し、同年１１月現在の設置箇所数
は特別区内で７０ヵ所を超す。９９年度中には首都圏全体で５００ヵ所に増やす予定としている。
また、２０００年１月１７日より、合併を決めた住友銀行との間でATMを相互に無料開放する。（日本経済新聞１９９９年１２月９日朝刊）
同様に無人店舗数が少ないあさひ、東海の両行は９８年１０月にATMの無料開放を開始している。さらにあさひ、東海、大和
の３行は、９９年より郵便貯金とのATM提携に踏み切るなど、利便性を向上させるための方策を打ち出している。

（注）９９年については、７～９月時点の数を各行ホームページより集計。
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５ 最近の店舗配置動向

５．１ 特化係数の算出

本節で、地区区分ごとの店舗配置動向を観察す

る。そのための指標として、各地区区分内での都

市銀行店舗総数に占める各銀行の店舗数の比率に

注目することにした。比率化することで、面積や

人口など、地区区分ごとの規模の相違はこの分析

では考慮の外に置くことにする。また、あくまで

都市銀行同士を比較するものとし、都市銀行と他

業態との比較は行なわない。

その際、単純に地域区分ごとに店舗比率を算出

して順位をつける方法では、特別区全体における

店舗数が相対的に多い三和のような銀行が、多く

の地域区分において上位の順位をとることになっ

てしまう。そのため、どの銀行の店舗がどの地域

に偏在しているかを一目ではとらえにくくなる。

この問題を避けるため、地域区分ごとの店舗比

率から「特化係数（立地係数）」を算出し、地区

ごとの店舗偏在の度合いを示す指標として利用す

ることにした。特化係数は、以下のように算出す

る。

特化係数LQ＝
Qij

Qtj

Qijは、地域区分iにおける銀行 j の比率である。

Qtjは、対象とする全地域区分における銀行 j の比

率である。特化係数は、特定の地区における都市

銀行の店舗比率が、調査対象とする全地区の平均

的な店舗比率から相対的に偏っている程度を表す

指標である。

ある銀行について特化係数が１よりも大きけれ

ば大きいほど、その地区では他の地区と比較して

店舗比率が高い（特化している、または偏在して

いる）と判断できる。反対に、１よりも小さけれ

ば小さいほど、その地区では店舗比率が低いとい

うことになる。したがって、特化係数が高いから

といって、店舗数自体が他の地区よりも多い、ま

たは少ないということを意味するわけではない。

以下では、有人店舗と無人店舗別に、地区ごと

に算出した特化係数を観察する。

図―４ 無人店舗数の推移（特別区内）
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５．２ 銀行別の傾向

有人店舗、無人店舗について特化係数を算出し

てた結果を（表―２、３）に示す。

この値を有人店舗については１．１以上、１．０～

１．１未満、０．９～１．０未満、０．９未満、無人店舗につ

いては１．２以上、１．０～１．２未満、０．８～１．０未満、

０．８未満の４階級に区分して、銀行ごとにマップ

上に陰影法で表示した（図―５、６）。ただし、

東海、大和については、店舗総数に占める比率が

小さいため、マップには示していない。

マップの陰影は、７行それぞれ異なるが、形状

から次の三つのパターンに分類して、銀行別の特

化傾向をみることにしよう。

�１中心部特化型（第一勧銀、さくら）

都心または副都心を中心として強い特化傾向を

示す銀行である。

第一勧銀…有人店舗では副都心、次いで都心でそ

れぞれ特化係数が１を超えており高い。無人店舗

では副都心と城北で、高く、次いで城南である。

さくら…有人店舗、無人店舗ともに都心での特化

係数が高い。有人店舗では、都心で１．１４と高く、

他の地区ではほぼ１以下となっている。特徴的な

のは無人店舗で、都心では１．７５と際立って高く、

この地区の無人店舗数で同行の占めるウエイトが

非常に高いことを示している。その分、城東、城

北、城西地区では特価係数が低くなっている。

４節において、特別区内でのさくらの無人店舗

数が大手行のなかで少ないことを指摘した。特化

係数をみると、少ないだけでなく、都心部に非常

に偏って配置されていることがわかる。

�２城西、城南地区特化型（東京三菱、住友、三和）

都心、副都心をはさんで、主に特別区の西南部

において特化傾向が強いグループである。

東京三菱…有人店舗では城西地区が特化係数が

１．１７と高い。次いで、都心と城北地区で１を超え

ている。城東地区は０．７９と最も低い。無人店舗で

は、城北地区の１．２のほか、都心、城北、城西、

城南で１を超す。城東地区は０．８と、有人店舗と

同様に低い値となっている。

住 友…有人店舗では城南地区で１．２１と高く、副

表―２ 有人店舗の特化係数

第一勧銀 さ く ら 富 士 東京三菱 あ さ ひ 三 和 住 友 大 和 東 海 合 計

都 心

副 都 心

城 東

城 北

城 西

城 南

１．０５

１．１１

０．９４

０．９７

０．９１

０．９５

１．１４

０．８０

１．００

１．００

０．９５

１．０１

０．９２

０．８０

１．１６

１．１２

１．０１

１．１３

１．０４

０．９８

０．７９

１．０９

１．１７

０．９５

０．９３

１．２０

１．２３

１．１２

０．７９

０．７５

０．８９

１．０８

０．８９

０．８２

１．３２

１．０３

０．９６

１．１１

０．９６

０．９７

０．８６

１．２１

１．１０

０．８６

１．２７

０．３４

０．８９

１．１６

０．９３

１．２４

１．１３

１．２３

０．７６

０．８３

１．００

１．００

１．００

１．００

１．００

１．００

合 計 １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００

表―３ 無人店舗の特化係数

第一勧銀 さ く ら 富 士 東京三菱 あ さ ひ 三 和 住 友 大 和 東 海 合 計

都 心

副 都 心

城 東

城 北

城 西

城 南

０．９７

１．１６

０．８８

１．１５

０．９０

１．０２

１．７５

０．９０

０．５６

０．５９

０．６４

１．１０

０．７０

０．９７

１．２９

０．９３

１．１８

１．０２

１．０９

０．７８
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１．０５
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１．４０

１．１７
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１．０８
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１．００
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０．８０

０．９６

１．３９

０．８９

２．１１

１．２１

１．２９

０．００

０．６１
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１．４５

１．２１

１．５１

０．６５

０．３１

０．７７

１．００

１．００

１．００

１．００

１．００

１．００

合 計 １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００

１１ 郵政研究所月報 ２０００．１



第一勧銀� さくら�

あさひ�

富　士�

三　和�

住　友�

東京三菱�

1.1以上�

1.0～1.1未満�

0.9～1.0未満�

0.9未満�

都心が１．１１と続く。無人店舗では城西地区が１．３９

と最も高い。これに次いで都心の１．０で、残りの

地区では１を下回る。

東京三菱、住友とも、城東地区での特化係数が

有人店舗、無人店舗ともに値が低めであるのが目

立つ。

三 和…有人店舗では、城西地区が１．３２と際立っ

て高い。ほか副都心、城南で１を超えている。無

人店舗では、城東地区が１．１９と高い。他の地区で

は、都心が０．７９、城北が０．９４と低い。残りの地区

はいずれも住宅地としての特性が強いが、これら

の地区ではいずれも１～１．１となっており、極端

な特化傾向がない。

無人店舗数については、４節でみたとおり、三

和は都市銀行内で最多であったが、その配置傾向

をみると、住宅地としての特性の強い地区にほぼ

偏りなく配置していることが読み取れる。

有人店舗の特化傾向が城西地区で高いことから

図―５ 有人店舗の特化状況（９９年）
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1.2以上�

1.0～1.2未満�

0.8～1.0未満�

0.8未満�

第一勧銀� さくら�

あさひ�

富　士�

三　和�

住　友�

東京三菱�

三和を東京三菱、住友と同分類としたが、無人店

舗については三和は城東地区にでも偏りなく配置

しており、この点が他の二行と大きく異なる。

�３城東、城北地区特化型（富士、あさひ）

これらは、�２城西、城南地区特化型の銀行の特

化傾向の弱かった城東、城北地区を中心に特化し

ているグループである。

富 士…有人店舗では城東地区が１．１６と最も高く、

以下城南と城北で１．１以上となっている。無人店

舗でも、最も高いのは城東の１．２９で、城西の１．１８、

城南の１．０２と続く。都心、副都心を除く、住宅地

としての特性の強い地区でおおむね特化係数が高

いが、有人店舗、無人店舗ともにとりわけ城東地

区が高い傾向を示している。

あさひ…有人店舗では、副都心と城東地区が１．２

を超し、城北地区も１．１２と高い。城西地区は０．７９、

城南地区は０．７５となっている。無人店舗では、城

北地区が１．６、副都心が１．４と際立っており、城東

図―６ 無人店舗の特化状況（９８年）
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も１．１７と高い。城西は０．５３、城南は０．６６と、有人

店舗と同様に非常に低い。

あさひは、旧埼玉銀行を一方の合併行としてい

るためか、埼玉県隣接地区を中心に特化傾向が高

く、城南地区と城西地区では低い。特化係数の高

い城北地区、城東地区、副都心が、いずれも埼玉

方面につながる鉄道路線やターミナル駅を地区内

に含んでいることから容易に窺えよう。

５．３ 無人店舗配置の傾向

次に、有人店舗配置との関係で無人店舗配置を

観察してみると、有人店舗の特化係数の高い地区

では、おおむね無人店舗の特化係数も高めになる

傾向があることに気がつく。このことは、富士、

東京三菱、あさひ、三和の各行の有人店舗と無人

店舗のマップを重ねてみるとわかる。

それ以外の銀行でも、第一勧銀では副都心で有

人店舗と無人店舗の特化係数が高い。さくらも、

数値でみると都心での特化係数が両者ともきわめ

て高い。住友だけは、有人店舗では副都心と城南

地区、無人店舗では都心と城西地区で特化傾向が

強く、重なってはいないものの、隣接はしている。

有人店舗の特化傾向の強い地区で無人店舗の特

化傾向も高い傾向が見られるのは、一つには、有

人店舗を廃するときは代わりに無人店舗を設置す

ることが多いということがある。ほかに、これま

で各行とも、主に既存の有人店舗の周辺に優先的

に無人店舗を増設してきたからではないかという

推測はできよう。詳細には細かい時系列で検討す

る必要があるので断定はできない。

ただ、従来は顧客が取引のために店舗窓口に出

向かなければならないことが多く、口座開設先も

自宅や勤務先の近くの店舗が好まれた。顧客に

とっては、日々の預金出し入れだけのために有人

店舗まで行くのは面倒だという不満をもつことは

想像できる。そのため、無人店舗を設置する場合、

必然的に既存の有人店舗の利便性を補完するため

に、まずその周辺が優先されたということは自然

と思われる。

６ 最近の店舗増減傾向

６．１ 増減傾向のとらえ方

前節では、有人店舗と無人店舗の最近時点での

配置状況を、地区別に都市銀行間の店舗比率に

よって観察した。本節では、９４年からの１０）店舗数

増減傾向を観察し、どの地区で重点的に店舗を増

設したか、あるいは減少させたかを探ることにす

る。ある地区において、多くの銀行が重点的に店

舗を増設していれば、そこでは競争が激化しつつ

あると考える材料となりうる。

指標として、ここでも特化係数を用いた。ここ

での特化係数は、銀行ごとに「地区iにおける店

舗数増加率（有人店舗の場合は減少率）」／「全地

域における店舗数増加率（同）率」を計算したも

のである。この数値が１を超えて大きければ、そ

の地区において重点的に店舗を増加（減少）させ

たものとする。

ただし、９４年に店舗がなかった地区では算出で

きない。また、増減の大小を銀行間で比較するも

のではない。銀行間で比較する場合は、各地区別

に銀行別の増減への寄与率を考慮する必要がある。

１０）本来、毎年の時系列データまで整理して分析するべきであるが、作業上の制約から、データは、無人店舗の設置枠が撤廃され
た８９年から、９４年、９９年（無人店舗は９８年）という５年刻みの３時点について整理した。最近の増減をみる基点を９４年とした
のはそのためである。したがって２時点間の店舗数比較であり、期間内の増減は反映させていない。
ただし、有人店舗については９８年の店舗数も集計している。その結果、都市銀行店舗数は全体で９８年の１，２３１ヵ所から９９年

の１，１０３ヵ所に減少している。銀行別、区別にみると、集計上増加としたのは三和銀行の目黒区（渋谷支店駒場代理店）のみ
で、他の銀行、区については横ばいまたは減少であった。したがって、有人店舗の減少傾向は９８年以降も続いているとみてよ
いであろう。
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６．２ 有人店舗

有人店舗の減少率について特化係数を示したの

が（表―４）である。

まず、都市銀行全体としての重点減少地区は、

合計欄の数値でわかる。数値が高いのは都心の

１．３、副都心の１．２であり、他の地区では１を下

回っている。この２地区において店舗の減少度合

いが高かったことがわかる。

銀行別にみると、都心では富士を除く全行、副

都心ではさくら、富士、三和、住友、大和が、１

を上回る数値を出している。ただし、東京三菱の

数値が都心で１．５と高いのは、９６年の合併に伴う

支店の統廃合によるところが大きいと考えられる。

都心、副都心以外の地区では、多くの銀行につ

いて、減少度合いは相対的に低い。例外としては、

第一勧銀が城北で１．８、城西で１．４、富士が城南で

１．５と高い減少度を示している。また、三和は、

城東と城南の２地区で負の値となっており、これ

は店舗を増やしたことを示している。

都心、副都心部での有人店舗の減少が著しい理

由としては、この地区では各行の本店をはじめ店

舗が密集しており、銀行同士の合併による重複店

舗の削減が進んでいることが考えられる。また、

賃料水準が高く店舗維持にかかるコストが高いこ

と、バブル期に増設した法人取引専門の空中店舗

がバブル崩壊後は役割を失ったこと、店舗密集度

が高いものの、昼間人口がきわめて高く、たいて

いの利用はATMによる預金預入れや引き出しに

表―４ ９４―９９年 有人店舗の減少率の特化係数

第一勧銀 さ く ら 富 士 東京三菱 あ さ ひ 三 和 住 友 大 和 東 海 全 体

都 心 １．２５ １．０９ ０．７７ １．５０ １．５１ ２．４２ １．１０ １．３０ １．７８ １．３０

副 都 心 ０．３３ １．４７ １．６５ ０．８２ ０．９５ ２．０５ １．２０ １．６４ ０．８５ １．２０

城 東 ０．９９ ０．６９ ０．５２ １．０６ １．００ －１．５１ ０．６６ ０．４１ ０．４６ ０．６９

城 北 １．８３ ０．８５ １．０３ ０．８７ ０．８４ ０．００ ０．６９ ０．００ ０．００ ０．８５

城 西 １．４３ ０．６６ ０．８３ ０．１６ ０．００ ０．９５ １．０４ ０．６２ ０．７３ ０．６６

城 南 ０．００ １．０７ １．４５ ０．９０ ０．４７ －０．９１ ０．９９ ０．６２ ０．８５ ０．８９

合 計 １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００

寄与率（％） ７．７ １８．７ １３．２ １６．６ １１．５ ４．３ １７．４ ５．５ ５．１ １００

（注） マイナスの値となっているのは、店舗数が増加したことを示す。

表―５ ９４―９８年 無人店舗の増加率の特化係数

第一勧銀 さ く ら 富 士 東京三菱 あ さ ひ 三 和 住 友 大 和 東 海 全 体

都 心 １．１９ ０．５８ １．５５ １．０１ －０．６１ １．６３ ０．７８ １．３２ １．０７ １．０２

副 都 心 １．０９ １．１４ １．８４ ０．７３ ４．１３ ２．５２ １．２２ １．１０ １．２９ １．２２

城 東 １．０７ ０．６８ ０．７６ ６．８２ １．２２ ５．２６ １．００ ０．００ １．７１ １．２６

城 北 １．１７ ２．０５ １．６７ １．０６ １．３８ ０．００ ０．９５ ― １．２９ １．２０

城 西 ０．７７ ０．９１ ０．８２ ０．６８ ０．９２ －１．３４ ０．９９ ２．２０ ０．００ ０．８０

城 南 ０．８０ ２．２７ ０．３４ ０．６２ ０．９２ －１．０７ １．３２ ― ０．４３ ０．７５

合 計 １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００

寄与率（％） ２１．８ ８．０ １７．５ ２４．３ ２．４ ２．４ １８．９ １．２ ３．４ １００

（注） マイナスの値となっているのは、店舗数が減少したことを示す。
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限られるため、無人店舗への切り替えがしやすい

といったことも挙げられよう。

６．３ 無人店舗

無人店舗については、（表―５）に示した。

ただし、この時期の無人店舗全体の増加への寄

与率をみると、あさひと三和が各２％、大和１％、

東海３％と小さいので、主にこれら以外の銀行に

注目することにする。

まず、有人店舗の場合と同様に、都市銀行全体

の増加に対する地区別の寄与率をみると、副都心

１．２、城東１．３、城北１．２となっており、９４年以降

重点的に無人店舗が増加されている。

銀行別の特色は以下の通りである。

第一勧銀…城西・城南地区で１を下回っており低

め。都心、副都心から東北の地区が重点であった。

さくら…城南、城北が高く、副都心がこれに次ぐ。

５でみた無人店舗の配置状況では特化係数は都心

が突出していたが、近年の増加度合いは小さく

なっている。

富 士…都心、副都心、城北地区が高い。これら

は、配置状況では特化係数が低い地区であったが、

近年の増加状況は、他の地区との差を縮める方向

にある。

東京三菱…城東地区が６．８２と突出しており、城西、

城南地区は低い。城東地区は近年積極的に設置を

進めている地区であるといえる。

住 友…城南地区、副都心が高く、都心は低い。

他の地区は大差はない。

表―５をみると、城西、城南地区で高い特化係

数を示している銀行は少ない。三和は減少させて

いる。それ以外の地区では、それぞれ半数以上の

銀行が１を超す値を示している。都心、副都心で

は、有人店舗の廃止との代替としての無人店舗が

増加している面があると思われる。

７ 解釈とまとめ

有人店舗と無人店舗について、特化係数を利用

して、配置状況と最近の増加（減少）傾向をみて

きた。

配置状況では、その傾向から三つのパターンに

分類して銀行別の傾向を示した。都心部と副都心

部が極端な昼間人口集中地区であるという特殊性

からこの２地区を除いて考えるならば、城東特化

型と城西特化型と大まかに分類することもできよ

う。

店舗数の増減傾向からは、近年では城西・城南

地区よりも城東・城北地区で無人店舗設置が重点

的になされていることがわかる。この傾向は、第

一勧銀、東京三菱、さくらなど、「城東、城北地

区特化型」には分類しなかった銀行でも近年強

まっている。

このことが地区の特性と何らかの因果関係があ

るか否かについては、本稿では明らかにはできな

い。ただ、３節でみた地区別の特性においては、

城東・城北地区には城西・城南地区とは明確な相

違がある。

たとえば、この地区では金融機関店舗数（有人）

に占める信用金庫・信用組合の比率が高い。また、

昼間従業者数に占める第２次産業従業者の比率が

高く、小規模事業所の比率も高い。これらのこと

から、この地区は中小企業、工業地区としての色

合いが強く、それらを主たる取引先とする信用金

庫・信用組合のプレゼンスも高いと判断できる。

信用金庫・信用組合の営業基盤が堅いために、こ

の地区では都市銀行も営業開拓が容易でなく、店

舗展開、ひいては無人店舗設置の優先順位として

は後回しになった可能性がある。

しかし同時に、城東、城北地区は、足立、葛飾、

江戸川、板橋といった、ここ１０年間に世帯数が大

幅に増加している区を含んでおり、マーケットと
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して将来性は見込める。そのため、他の地区での

無人店舗設置が一段落した後、この地区でも積極

的に設置するようになっているという見方はでき

よう。

８ 問題点、今後の課題および展望

本稿では、地理的な条件を第一の基準として、

６地区に地区区分を行ない考察した。地区区分の

方法については、地理的な区分ではなく、「納税

者１人当たり課税対象所得額」や「世帯数／事業

所数比率」など、特定の地域属性に注目して、そ

の階層別に地区区分を行なって同様な分析を行な

うことも可能である。

ただし、分析の指標として店舗比率を用いたが、

この点については以下のような問題点がある。

第１は、いうまでもなく量的要素を捨象したこ

とである。地区ごとの店舗数の多寡や、人口当た

り、あるいは事業所当たりの店舗密度といった量

的な要素を考慮していない。これは、地区別の人

口や面積の多寡といった規模の差を反映させない

ようにするためであった。しかし、世帯当たり、

あるいは事業所当たりなど基準をどのように取る

かという問題はあるが、現実に地区ごとの店舗数

や密度には明確な相違がある。これが地域特性と

どう関連しているかは当然の関心事であろう。

第２に、個別の店舗のとらえ方である。分析の

対象とした数値は店舗数（無人店舗の場合は店舗

外ATM・CD設置箇所数）であって、個別の店舗

の規模や設置ATM等の台数は考慮していない。

また、設置場所には企業内も含まれており、詳細

には、設置場所についても検討に加えるべきであ

る１１）。

第３に、地区区分の方法である。店舗データは

もともとは区単位のものであった。しかし、区に

よっては都市銀行の店舗数が少ないところも存在

する。たとえば、荒川区は面積が小さいこともあ

り、９９年で都市銀行の有人店舗は１２しかない。そ

のため、店舗比率によって分析を行なうためには、

何らかの区分に従って他の区と店舗データをまと

めることが必要であった。しかし、それではどの

区同士を統合するのが適当かとなると、一律には

判断しがたい。この点は、区単位のデータでは小

さすぎるために生ずる問題である。

反対に、区レベルのデータでは大きすぎて目が

粗くなりすぎると思われるケースもある。大田区

や板橋区のように、同一区内に明らかに住宅地も

工業集積も存在している場合などである。こうし

た場合、厳密には区を住宅地と工業集積地にさら

に細かく区分するのが妥当である。

以上は、今回の分析で利用した指標やデータの

集計、地区区分方法に関する問題である。ほか、

今後はコンビニエンスストアなどに設置される店

舗外ATMが急増することを考えると、地区内で

の店舗設置場所の散布度合いなども考慮する必要

が出てくるであろう。

なぜなら、そうした設置が進展すれば、住宅街

や主要道路沿いなど、立地的には従来あまり無人

店舗が設置されることのなかった場所をカバーす

ることになる。出店コストも従来型の無人店舗の

数分の一程度といわれている。そのため、自前の

無人店舗設置が一段落したような地区でも、さら

に店舗数が増加したり、既存の無人店舗に取って

代わることになるかもしれない。

当面は有人店舗の続廃合が続く。また、手間の

かかるリテール取引は今後はインターネットバン

キングなど、低コストのチャンネルにできるだけ

誘導していこうという動きも都市銀行において強

くみられる。

１１）『ニッキン資料年報』１９９６年版（１９９５年３月末の店舗データ収録）までは、店舗外ATM・CDのうち企業内設置分は区別して
記載されていたが、翌１９９７年版以降は一括して扱われているため、区別が困難になった。
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しかし、顧客と直に接触する拠点が完全に不要

になることは考えにくい。そのことは、無人店舗

のATM機能を強化する動きが目立つことからわ

かる。最近報道されている例では、投資信託など

多様な商品販売１２）、あるいは個人ローンの申し込

みから融資資金の迅速な受け取り１３）のための拠点

としてATMが位置づけられている。顧客にそう

した新しいサービスを利用してもらうためには、

拠点数の多さや効率的な店舗配置がいっそう重要

になるはずである。

自前の無人店舗網でリードしている銀行と、

キャッチアップをはかる銀行など、本稿作成時点

では差がみられるものの、状況はここ数年のうち

に激変する見込みであり、興味深い局面が続く。
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１ はじめに

１５世紀における印刷機の発明は、新聞・雑誌等

をはじめとする活字メディア発展の大きなきっか

けとなり、多数の者に対し同一の情報を発信する

ということを容易にした。その後、電話の発明や、

テレビ・ラジオなど放送メディアの普及により、

同一の情報を多数の者に対し、距離や時間面での

制約を乗り越え、瞬時にかつ広い範囲を対象とし

て情報発信することが可能となった。

しかしながら、個人個人のレベルにおいては、

活字メディア又は放送メディアを利用して幅広く

情報発信を行うことは依然として困難であり、そ

のような機会は極めて限定されたままであった。

ここ数年におけるインターネットの普及は、身

近な生活・趣味に関する情報収集といった個人的

活動、様々なビジネスや企業間での電子商取引と

いった企業活動、さらには行政サービスをはじめ

とする社会的活動に関し、距離や時間の制約を乗

り越えグローバルかつ自由な活動の展開を実現可

能とするとともに、個人にとっては、つねに自ら

が作成した情報を全世界に向けて発信することと、

世界中から発信された情報にアクセスすることが

可能となった。このことは、情報発信及び世界中

の様々な情報へのアクセス機会を飛躍的に拡大さ

せることとなった。この点に関しては従来型のメ

［要約］

インターネットの普及や通信・放送の融合によるネットワークの高度化により、双方向

での情報発信が容易になりつつある。特に最近は、従来から郵送調査などで実施されてい

たマーケティング調査や新製品のイメージ調査などに対し、双方向性ネットワークの代表

例といえるインターネットを利用して調査を行うケースが増えてきた。

これらの調査へ双方向性ネットワークを活用することによって、従来の調査方法よりも

比較的短時間かつ低コストで調査を実施することが可能であり、これが活用増加の最も大

きな要因であるが、一方で、双方向性ネットワークを利用した調査手法に対しては、サン

プリング方法の妥当性、回答者の属性の偏り、回答へのインセンティブの付与（謝礼等）

が結果に与える影響等により、結果の信頼性や解釈に関し幾つかの問題点が指摘されてお

り、既存の調査を代替するに至っていない。

今後より一層、調査手法の適用範囲を拡大していくためには、調査目的及びその利用方

法の明確化と、双方向性ネットワークを利用した調査結果の有効性の分析を進めていくこ

とが必要である。

調査・研究

双方向性ネットワークを利用した調査手法の現状と課題

情報通信システム研究室主任研究官 能見 正
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ディアである新聞・雑誌あるいは放送などと異な

る特徴を有しており、経済・社会等をはじめとす

る全ての分野において、情報の伝達システムや世

論の形成における仕組みを大きく変革する可能性

を有している。

一方、通信と放送に関しては、技術革新の進展

等により、テレビ受信機とインターネット端末を

組み合せたインターネットテレビなど端末機器の

融合化が進んでいる。

インターネットの普及や通信・放送の融合によ

るネットワークの高度化は、より早く、より内容

のある双方向コミュニケーションの実現を可能と

しつつあり、特に企業においては、その双方向性

の特徴を生かした消費者ニーズの調査、製品のイ

メージ調査あるいはマーケティング調査などのた

めに、インターネット等を利用して、様々な種類

の調査に活用しているところである。

以下、本稿においては、インターネットに代表

される双方向性ネットワークを利用した調査手法

について、当該手法の種類、特徴及び従来手法と

の相違等の現状及び今後検討すべき課題について

説明する。

２ 双方向性ネットワーク

２．１ 双方向性

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などのマスメディ

アは、情報の発信者から受信者へと一方向に情報

が流れ、情報の発信者と情報の受信者が明確に区

別されている。

インターネット、あるいは放送メディアとイン

ターネット等の複合形態を考えた場合、情報の発

信者及び受信者が必ずしも明確に分けられない。

双方向性であるということは、双方が互いに情

報の受発信を行い得ることが条件であり、具体的

にはインターネットや電話、あるいは放送メディ

アとインターネットや電話などの融合形態が当て

はまる。

２．２ 即時性

双方向性を有するネットワークを利用した調査

においては、情報の発信・受信が調査側及び回答

側の双方で行われることとなる。

即時性のポイントとなる部分は、次の３つであ

る。

ａ）調査実施者が調査票を、調査対象者に対し送

付してから、調査実施者へ到達するまで

ｂ）調査対象者が、調査票を受け取ってから調査

実施者へ返送するまで

ｃ）調査対象者から調査実施者へ返送された調査

票に記載されている調査データを集計して、再

度調査対象者へ集計結果を提示するまで

ここでは電話調査及びインターネットを利用し

た調査を例について考えてみる。

まず電話調査の場合には、情報の発信者及び情

報の受信者の通信は同期的であり、調査票及びそ

の回答は通話中に実施されるわけであるから、

ａ）及びｂ）は満足している。

次に、インターネットを利用した調査であるが、

通信が必ずしも同期しているとは限らないものの、

調査票の送付から調査対象者への部分である、

ａ）については、到達までの時間については途中

の伝送路の状況にもよるが、ほぼ即時性を満足し

ていると考えられる。ｂ）については、調査対象

者が調査票の提示を受けてから回答するまでにあ

る程度時間を要することとなるが、調査対象者が

調査実施者へ返送してから調査実施者が受け取る

までの時間はほとんど考慮する必要はないことか

らｂ）についても即時性を満足していると考えら

れる。

ｃ）については、インターネットによる調査あ

るいは放送メディアと電話等の組み合わせによる

調査で用いられることもある。
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本稿では、ａ）及びｂ）に係る部分に即時性を

有するネットワークを利用するものを取り上げる。

３ 双方向性ネットワークを利用した調査手法

３．１ 双方向性ネットワークを利用した調査手法

とは

顧客調査等に双方向性ネットワークを活用した

場合、従来の面接・郵送調査と比べると低コスト

かつ短時間で実施することが可能である。そのた

め、マーケティング調査、顧客満足度調査、イ

メージ調査など、調査対象者の意見を迅速かつ大

量に収集する必要がある調査に良く利用されてい

る。

３．２ 調査手法の種類

双方向性ネットワークを利用した主な調査手法

として、以下のものが利用されている。

�１ インターネットを利用した調査

双方向性ネットワークを利用した調査手法の中

でも、最近特に利用が拡大している調査である。

調査目的としては、マーケティング調査、顧客

満足度調査、新製品のキャンペーンやイメージ調

査などに利用されている。

この調査方法には大きく分けて、WWW

（World Wide Web）を利用した調査と電子メー

ルを利用した調査の２つに分類することができる。

ａ）電子メールによる調査

電子メールにより送付された調査票に対して、

回答者がワープロ等を用いて回答を入力し、回答

したものを電子メールにて返送してもらい意見を

収集する調査である。

調査票の入手は、電子メールにより回答者に直

接送付されることによるか、あるいは調査対象者

が自ら電子掲示板等から調査票をダウンロードし

て入手する方法等がある。

図表に調査票の例を示しているが、この例の場

合、回答の入力は選択枝に該当する番号や記号を、

〈 〉等の記号で指定された部分にキーボードを

用いて入力することで行い、調査票の返信は電子

メールにより調査依頼者が指定したアドレスへ送

信することにより行う。

調査の告知は、調査実施側がサンプリング等に

より選定した調査対象者に対し、電子メールや電

子掲示版等を活用して告知する。

ｂ）WWWによる調査

Web上に作成された調査票を通じて回答をし

てもらい意見を収集する調査である。

回答は調査票上の質問に対しマウス等を用いて

選択肢をクリックするほか、記号や数字等をキー

ボードで入力することで行う。

回答の終了確認及び回答の送信も同様にマウス

操作で送信ボタンをクリックすることにより行う。

調査の告知は、ホームページ上での告知、電子

メールにより告知し、設問を記したWEBページ

に誘導するという方法などが行われている。

図表２はWWWを利用した調査と電子メールを

利用した調査の特徴を比較したものである。それ

ぞれの特徴については３．３で説明するが、WWW

を利用した調査は電子メールを利用した調査と比

べた場合に利点が多い。

図表 電子メールによる調査の質問例

問１ あなたは、インターネットを利用し始めてから

どのくらいになりますか。以下の中から当ては

まる番号を‹›内に記入してください。

１．１年未満

２．３年未満

３．３年以上５年未満

４．５年以上

答１…〈 〉
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�２ 放送＋電話による調査

一般にテレゴングと呼ばれ、テレビ・ラジオな

どの番組内でサービス番号を告知し、番組視聴者

からの電話投票により意見を収集する調査である。

質問数は少なく、定量的な分析を行うことを目

的として行われる。

電話投票の結果については、リアルタイムで当

該番組上で視聴者に告知され、集計データは数秒

間程度で更新されるとともに、結果は即時に視聴

者にフォードバックされる。

集計結果のリアルタイム表示が可能であり、番

組等でその調査結果についてディスカッションす

ることも可能である。

�３ 電子会議室を利用した調査

企業等がインターネット上などに電子会議室を

設け、そこに意見を書き込んでもらうことにより

意見を収集する調査である。

�４ ネットニュースによる調査

ニュースサーバー上での掲示板を利用して、意

見の募集を行い、回答には電子メールを利用して

意見を収集する調査である。

�５ 電話による調査

調査員が電話を通じて対象者に質問して回答を

求め、その結果を手もとの調査票に記録すること

により意見を収集する調査である。電話による調

査及び次に説明するFAXによる調査手法は従来

から行われている調査手法である。

�６ FAXによる調査

調査票をFAXにて調査対象者へ送付し、回答

を記入後FAXにて送付してもらうことにより意

見を収集する調査である。

表１ 電子メールを利用した調査及びWWWを利用した調査の特徴

名 称 特 徴 ・ 利 点 留 意 点

電子メールによる調査 電子メールで送付されたテキスト形式の調

査票に対して、ワープロ等を用いて直接回答

を入力し、そのまま電子メールで返送する。

多くの調査対象に対し同一の調査票を迅速

に送信可能である。また、返送された回答の

自動集計も可能である。

電子メールアドレスを有していないと調査

票の送付が困難である。メールの着信を確認

しない場合には、調査票の送付に気が付かな

い可能性がある。

画像等の提示が難しいなど、調査票の設計

の自由度が小さい。

郵送調査などでも同様であるが、回答順序

が求められたり、回答内容によって質問が異

なる（質問が分岐する）調査の場合、回答者

に遵守させることや、回答者が遵守したかど

うかの確認が難しい。

WWWによる調査 WWW上の調査票に対し、回答者はマウス

及びキーボードを用いて回答を入力する。

回答に順序や分岐がある場合、回答者に回

答すべき設問のみを提示することが可能であ

る。また、記載もれ等の記入ミスのチェック

も回答中に行うことができ、該当部分を回答

者に知らせることが可能である。

画像等の提示が可能で、自由度の高い調査

票の作成が可能である。

調査対象者に調査を告知するために、電子

メールや電子掲示板等を活用し告知し、

Web上に誘導する必要がある。

回答が集中し、サーバーに負荷がかかった

場合には、回答にかなりの時間を要する場合

がある。
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�７ その他

テレゴングと同様の方法であるが、主に定性的

な情報収集を目的とした、放送＋FAXを組み合

せた調査がある。また、放送とインターネットを

組み合せることにより行う調査もある。この調査

手法は、放送受信機とインターネット端末の融合

化が進み、回答の利便性が向上すれば利用が増加

していくと思われる。

３．３ 調査手法への双方向性ネットワークの活用

双方向性ネットワークを活用した調査手法を用

いることにより、従来の調査手法にはない特徴を

生かした調査が可能である一方で、活用に際して

考慮すべき点も存在する。次に、双方向性ネット

ワークを活用した調査手法が抱える特徴について

述べる。

�１ 距離・時間的制約

双方向性ネットワークを活用した調査手法の場

合には、従来から行われている訪問面接調査にお

ける訪問先現地での世帯探しや、訪問に要する時

間、郵送調査における調査票の発送・回収作業の

負担をほとんど必要としない。

即時性に優れた双方向性ネットワークを用いれ

ば、遠隔地の世帯等を対象とした調査でも、距離

や時間的な制約をほとんど考慮せず実施可能であ

る。

�２ 回答集計

ほとんどの場合、回答データの自動集計が可能

であり、テレゴングなど一部の方法においては回

答終了後直ちに集計結果を回答者に提示すること

も可能である。

�３ 質問量及び構成

質問の量が多すぎると回答の質に影響を与える

恐れがある。また、質問の構成が複雑な場合には、

質問内容が回答者に理解されない恐れがある。

そのため、訪問面接調査と比べた場合には、比

較的簡単な内容の調査に限定される。

なお、WWWを利用した調査の場合には、回答

内容に応じて質問の提示を変える等の工夫が可能

である。

�４ 地域性

�１で説明したとおり、双方向性ネットワークの

利用により距離や時間的制約をほとんど受けない

ことから、調査対象者が各地方に散在しているこ

とは調査実施上での大きな問題とはならなくなっ

ている。

�５ コスト

双方向性ネットワークを利用した調査は、訪問

面接調査に要する交通費・人件費、郵送調査に要

する通信費と比べた場合、一般的に低コストであ

る。このことは双方向性ネットワーク利用の大き

な利点である。

�６ 属性

ａ）過去の回答者

過去行われた電子調査の結果をみてみると、電

子調査に回答した者は、インターネット等の利用

頻度が高いヘビーユーザー、都市部在住者、技術

系会社員、男性、若年層、高学歴の者、コン

ピュータへの関心が高い者が多くなっている。

この「回答者の属性の偏り」とそれに伴う調査

結果の解釈の困難性が、インターネット調査に係

る課題の一つである。

ｂ）母集団

ａ）で述べた回答者に偏りがある問題はその母

集団の傾向を反映しているとも言える。インター

ネットの利用者数は近年大きな伸びを示しており、
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インターネットを利用した調査に関しても、今後

は一般の属性に近づきつつあると考えられるが、

現時点ではまだインターネット等ネットワーク

ユーザの属性を世間一般の属性とみなすのは困難

である。

また、インターネットユーザ全体を母集団とし

て考えた場合でも、元となる調査対象者の集団を

把握するのは非常に難しい。

現実には、インターネットプロバイダー単位で、

そこの所属する会員を母集団とする調査となる。

このような調査方法をとった場合において、イン

ターネットユーザ全体を論じるには、プロバイ

ダーの会員がネットユーザ全体とみなせるかどう

かがポイントであるがこれもまた難しいと考えら

れる。

属性の偏りが問題なのは、調査結果の解釈が難

しいためであり、例えば、電子調査により行った

製品のイメージ調査の結果が、当該製品が高い好

感度を有しているということを示したとして、そ

れはインターネットユーザ全体に対してのみに

限った結果なのか、それとも世間一般においても

同様に高い好感度が得られていると解釈すること

が可能なのかという問題である。

属性の偏りに関していえば、モニターを集めに

くい層が存在しているが、インターネットの一層

の普及にともない、女性ユーザが増加しているよ

うに、ユーザの属性が世間一般の属性に近づきつ

つあることから、将来的には大きな問題とはなら

ない可能性もあるが、現時点では、調査結果の解

釈に際してこの点を十分考慮する必要がある。

�７ 回答の信頼性

ａ）記入ミス・単純ミスの防止

WWWを利用した調査の場合、回答中に論理的

矛盾又は回答の欠落があったとき、回答中に

チェックすることが可能である。そのため、回答

者の単純な記入ミス等を防ぐことができる。

また、郵送調査などでよく見かけるが、手書き

文字の判別が困難ために回答内容の分析が不可能

となるケースがあるが、基本的には双方向性ネッ

トワークを利用した調査の場合には発生しないと

いう利点がある。

ｂ）本人確認の困難性

郵送調査でも同様であるが、調査票の記入が本

人であることを確認することが困難であり、本人

が記入したかどうかのチェックは困難である。

また、インターネット調査の場合、同一人が複

数のメールアドレスを持っている場合なども考え

られることから、二重回答のチェックが必要とな

る。

ｃ）謝礼による回答への影響

多くの調査データを得るため、回答へのインセ

ンティブとして一定の謝礼が支払われる事例も多

い。インセンティブの付与によって相当数の回収

が見込まれることもあるが、このことが調査結果

にどのような影響を与えているのか明確でなく、

謝礼の内容が回答内容に影響を与える可能性があ

る。

最近では、訪問面接や郵送調査など従来から実

施されている調査よりも、調査に要する時間と費

用を抑えることが可能であるインターネット調査

を行うための、数万人規模のモニター会員を有す

るリサーチ企業がいくつか出現している。

このような企業では、事前に登録してある会員

の属性に関する情報を活用し、サンプリングの際

にモニターの性別や年齢等を調整することが可能

であり、調査依頼者が求める条件に適合するモニ

ターを集めることが比較的容易である。このよう

にサンプリングの段階でモニターの性別、年齢層

などの構成比を調整することで、偏りの回避はあ

る程度可能である。

インターネット・モニター・サービス会社を活
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用すれば依頼者の希望に沿う形で調査対象者を選

定することができる。例えば、極めて特殊な属性

や特性を有する（極めて少数しか存在しないと考

えられる）調査対象者を容易に抽出して調査を実

施する必要がある場合などには非常に有効である。

表２ 主な調査手法の特徴・利点及び留意点等（従来からの調査手法）

調査手法の名称 特 徴 ・ 利 点 留 意 点

全 体 調 査 訪問面接等により調査対象全てを調査するの

で、サンプリングに係る手法上の問題が生じな

い。

対象となる集団が大きいときは莫大な費用及び

時間を要する。そのため、本調査の適用可能とな

る対象は比較的小さな集団に限られる。

訪問面接調査 あらかじめ訓練を受けた調査員が調査対象に直

接面接し、調査票に従って質問しながら回答を聞

いて調査員が調査票に記入する調査。我が国の場

合、サンプリングの元となる住民票等が比較的よ

く整備されているため、信頼性のある調査法とさ

れている。

対面調査のため質問内容を相手に理解させやす

いことから、多少複雑な質問の実施が可能。

また、確実に調査対象本人からの回答を得るこ

とができる。

調査対象が大きい場合、調査に要する調査員の

人件費・交通費などの費用が大きくなる。

配布回収調査 調査員等が調査票を調査対象者に配布し、一定

期間の間に調査対象者自身が回答を調査票に記入

する。その後調査員等が記入済の調査票を回収す

る。

訪問面接調査では実施が困難な一定期間継続的

に情報を記録してもらう場合等に活用できる。

調査票の回収までに時間的余裕があるので、調

査対象者は資料等を参照して記入することが可能

であり、あいまいな記憶のみに頼らず回答でき

る。

調査票の記入が調査対象者自身が行ったのか、

あるいは別の者が協力又は記入が行われた可能性

がある。

質問内容が複雑な場合、質問内容の誤解、記入

漏れ、記入の誤り等が生じやすい。

郵 送 調 査 調査対象者に調査票を郵送し、一定期間の間に

調査対象者自身が回答を調査票に記入し、記入済

の調査票を返送する。

訪問面接調査等と比べると調査経費が比較的安

く、また調査対象者が不在がちの場合でも回答を

期待できる。

訪問面接調査と比較すると回答率は低い。調査

票の質問内容が複雑であったり、質問量が多いと

回答を拒否されたり、正確な回答を得られなくな

ることがある。

調査票に調査対象者以外が記入する可能性があ

る。

電 話 調 査 調査員が調査対象者に電話をかけ、質問マニュ

アルに従い質問を読み上げ、それに対する調査対

象者の回答を調査員が調査票に記入する。

即時性が非常に高い。

質問の提示及び回答は電話を通して行うので、

時間を要する質問や複雑な質問を行う調査は困難

である。

グ ル ー プ

インタビュー

１グループ５～８人程度で実施する。与えられ

たテーマに関して自由な意見を出してもらい、出

された意見や、発言の態度などを観察する。

司会者と記録係が同席する。

定性情報の収集や、定量調査の実施に先立つカ

テゴリー分析等に利用される。この調査方法は、

条件の会った数人の対象者を集めれば実施可能で

あり、短時間で行うことができる。

複数の人に発言を求めるため、一人一人の発言

量が制限される。また、出席者の意見が他の出席

者の意見に左右されることがある。
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４ おわりに

双方向性ネットワークを利用した調査手法には、

従来の調査手法にはないメリット（迅速性・低コ

ストなど）をある一方で、従来手法の代替として

考えた場合には多くの課題があることを説明して

きたが、今後の適用可能性を考えた場合、迅速性

を有する・地域的制約を受けない・低コスト、と

いう特徴を生かして、

�１ 迅速性及び低コストの特徴を生かした、新製

品の認知度や購入経験の有無、販売価格の調査

への適用（これにより消費者ニーズに適合した

商品を迅速に企画・製造することが可能とな

る。）

�２ 迅速性及び地域的制約を受けないという特徴

を生かした全国的な意識調査

�３ 即時性を生かした番組の視聴率調査

などへの適用が進んでいくと考えられるが、双方

向性ネットワークを利用した調査は、（改善され

つつはあるものの）既存の訪問面接調査などと比

べ結果への信頼性が劣ることから、今後どこまで

既存の調査の代替が進むについては、調査目的及

びその利用方法を明確にし、かつ、双方向性ネッ

トを利用した調査の有効性の研究が今後どこまで

進展していくかがポイントとなる。
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村田晴路（１９９５）、「電子調査の立場から」、日本行動計量学会第２３回大会発表論文抄録集

安田三郎（１９７８）、「社会調査ハンドブック」、有斐閣双書
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［要約］

近年、知的資産管理（ナレッジ・マネジメント）という経営手法が一大ブームとなって

いる。欧米ではコンサル系企業を中心に普及しつつあるが、国内では一部企業で本格的に

実践しているものの、欧米企業と比較するとその取組みは遅れているといわれている。

本調査研究は、知的資産管理の先進企業事例を分析することにより、国内企業における

知的資産管理の現状を明らかにすることを目的とした。調査方法としては、知的資産管理

の先進的な取組み企業へのヒアリング調査を実施した。その結果、次のことが明らかに

なった。

１．企業を取り巻く環境変化は、企業における知的資産管理の取組みへのきっかけとなる。

２．企業のビジョンに応じて、情報技術活用、人材育成などの取組みをバランスよく組み

合わせることが重要である。

３．全社的に展開するには、強力な権限を持った推進体制を構築することが必要である。

４．トップのリーダーシップは、知的資産管理を推進する上での起爆剤となる。

５．全社的に展開するには、ミドルがトップの方針を社員の実践レベルまで具現化してい

くことが重要である。

６．より価値ある情報・知識・ノウハウを社内に流通させるためには、インセンティブと

して社員評価制度や社員意識を活用することが有効である。

７．人材育成の手段として社内研修制度を導入・活用することは必要不可欠である。

８．社長から社員まで誰もがリアルタイムに情報・知識・ノウハウを交換できる、全社員

共有を可能とする情報インフラが効果的である。

９．社員から生きた情報・知識・ノウハウを引き出すためには、企業の風土・文化を変革

していくことも、知的資産管理促進上の重要なファクターである。

１０．知的資産管理は必ずしも様々な成果・効果を期待して全て網羅的に達成するものでは

なく、企業のビジョンや課題に応じて重点的に取り組むべき部分から始めていくことが

重要である。

１１．知的資産管理の成功のカギは、経営者のリーダーシップと社員の意識改革である。

１２．課題は現場社員が満足するような情報提供や仕組みを構築することである。

調査・研究

国内企業における知的資産管理の現状
～先進企業事例の分析～

情報通信システム研究室 研究官 美濃谷 晋一
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１ 調査研究の背景

情報化の急速な進展により、企業は、俊敏な意

思決定、部門を超えた連携、生産・開発サイクル

の短縮化、業務スピードの向上など、様々な場面

で迅速性を求められている。このため、組織とし

ての知識やノウハウの役割が重要となってきてい

る。一方、企業ではBPRやアウトソーシングの導

入により、業務の効率化や人材の流動化が盛んに

行われている。一見、順調に進んでいるようにも

見えるが、本来必要な人材を失うことで、業務が

うまくまわらなくなったといった課題も発生して

いる。このため、個人の持っている知識やノウハ

ウが重要視されつつある。また、情報技術の進展

により、情報を容易に共有、活用できるように

なっている。このため、企業における様々な課題

を効率的、効果的に解決できる可能性が広がって

いる。

以上のような背景から、企業内に存在する知識

やノウハウなどの知的資産を活かして、企業の競

争力を高めることを狙った「知的資産管理」の必

要性が高まってきている。

この「知的資産管理」は、欧米では１９９０年代前

半からコンサル系企業を中心に取り組み始められ、

「Intellectual Capital Management」や「Knowl-

edge Management」といわれている。国内では

少し遅れて１９９０年代後半から意識的な取組みが始

まっている。エーザイ株式会社はその代表的な企

業と考えられる。１９９８年以降、特に「Knowledge

Management（ナレッジ・マネジメント）」とい

う用語が、新聞、雑誌、書籍などでもよく取り上

げられており、一大ブームが起きているともいえ

る。

２ 調査研究の目的

本調査研究では、知的資産管理の先進企業事例

を分析することにより、国内企業における知的資

産管理の取組みの現状を明らかにすることを目的

とする。

３ 知的資産管理の先進企業事例

１９９９年２～３月、知的資産管理の先進的な取組

みを行っている国内企業５社に対して、ヒアリン

グ調査を実施した。調査対象は、偏りのないよう、

大規模企業と中・小規模企業を選択し、取組み内

容も様々なパターンを取り上げた。対象企業とそ

の取組みの特徴を表１に示す。

３．１ エーザイ株式会社（「知識創造活動」と「知

創部」）

エーザイ株式会社（以下、エーザイ）は、医薬

品の製造・販売を中心的な事業内容とする企業で

ある。筑波、ボストン、ロンドンに主要な研究所

を持ち、日米欧三極体制で研究開発を行っている。

エーザイは、全世界に７，２００名を超す従業員を擁

し、多様な価値観を持った従業員が「hhc（human

表１ ヒアリング調査対象企業

調 査 対 象 企 業 取 組 み の 特 徴

１ エーザイ株式会社 「知識創造活動」と「知創部」

２ 富士通株式会社ソフト・サービス事業推進本部 「Solution NET」

３ 東京海上火災保険株式会社 グループウェア「ひとり一台」

４ ヒューマングループ 気付き情報の共有・活用

５ 株式会社花ごころ 小規模企業におけるグループウェア活用
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health care）」という企業理念を共有しながら、

患者様と生活者の皆様へのより一層の貢献を目指

し、「知識創造」に重点を置いた企業活動を展開

している。

�１ 取組みの背景・経緯

エーザイは創業当時から研究開発を重視してい

る。エーザイの創業精神は、「良い研究からは、

良い製品ができる。良い製品には、良いプロモー

ションをすれば、良い利益を生み出せる。良い利

益を生み出せれば、社業は良く発展し、社員にも

良い給与で報いることができる。良い製品を次々

と考え出し、良い品質を売り物とし、良心的かつ

巧みなプロモーションで普及を図れば、世界中の

人々の健康福祉に大きく寄与することができる。」

というものである。国民皆保険制度のもと、製薬

業界が右肩上がりの成長を遂げていた従来の状況

では、この価値観（どちらかというと「プロダク

ト・アウト」の発想）は効果的に機能し、エーザ

イは順調に成長を果たしてきた。

エーザイの「知識創造」の取組みは、１９８８年の

内藤晴夫氏の社長就任に溯る。

この頃から製薬産業を取り巻く環境に変化が現

われ始めた。その主なものは、医療費抑制や薬価

引下げ、海外企業の日本進出、他産業からの市場

参入、研究開発時間と費用の増大である。

このような状況下、内藤社長はエーザイをそれ

までの国内市場に依拠し、当時の医療制度に合致

した経営に留まらず、世界を市場とした将来にわ

たって社会に貢献し続けられる製薬企業にしたい

と考えた。そのため、国の内外、並びに時代や制

度を問わず、普遍的に経営と社員行動の基軸とな

る理念を改めて求めることとした。そして思い

至ったのは、医療の一端を担う製薬産業は、患者

様とそのご家族、生活者を最も大切な存在とする

考えを貫かねばならないということであった。

こうして、目指す企業像を、「いかなる医療シ

ステム下においても存在意義のあるヒューマン・

ヘルスケア（hhc）企業」、企業理念を「患者様

と生活者の皆様の喜怒哀楽を考え、そのベネ

フィット向上を第一義とし、世界のヘルスケアの

多様なニーズを充足する」と定め、「hhc」とい

う３文字にエーザイが実現したい「夢・思い・志」

を込めた。その「hhc」活動の歩みを図１に示す。

「hhc」のコンセプトを一言でいえば「患者様

志向の徹底」である。これは、企業の方向性や共

通の価値観・判断基準となるものである。また、

異なった言語やカルチャーを持った社員が共有で

き、全社員の求心力を高めるものである。エーザ

イの企業としての目的は、これによって大きく変

容した。「良い製品を通じて、売上・利益を追求

すれば、最終的に患者様に貢献できる。」という

創業当時の「プロダクト・アウト」的発想は、今

では逆になっている。現在の考え方は、「「hhc」

の実現を追求することによって、結果的に売上や

利益がついてくる」という「マーケット・イン」

の発想である。

この大きな変革を社員一人ひとりに意識づける

ため、社長は「エーザイ・イノベーション（EI）

宣言」を発し、全社員に「世の中変わります。あ

なたは変われますか？」というメッセージを投げ

かけた。これは社員の意識を変えるだけの強力な

インパクトがあったと考えられており、「知識創

造活動」の発端となった。

エーザイの社員にとっての直接の顧客が必ずし

も患者様や生活者ではないケースがある。例えば、

管理部門にとっての直接顧客は社員である。この

ように直接顧客に最終顧客を持たない社員にとっ

ては、「hhc」は「ビジョン実現に向けて日常業

務を通じ『我々にできることは？』と問い続け実

践すること。」である。

「hhc活動」は大きく３期に分けられる。第Ⅰ
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社長hhc理念発信�
（1989年）�

hhcマネージャー�
育成（103名）� hhc理念の浸透�

hhc日常的実践�

主役に視点を置いたhhc活動�
各部門・組織に於けるhhc展開�

「知」の創造」�

－第Ⅰ期－�
hhc理念発信�

－第Ⅱ期－�
一人ひとりhhc時代�

－第Ⅲ期－�
グローバルhhc実現�

1989 1992 1997 2002（年）�1987

期は「hhc理念」の発信と「hhcマネージャー」

を育成する期間、第Ⅱ期は「hhcマネージャー」

がコアとなり、「hhc理念」を浸透させる期間、

第Ⅲ期は「hhc活動」をグローバル展開する期間

である。

第Ⅰ期の「hhcマネージャー」の育成期間（１９９１

年～１９９２年）は、社長自らが研究開発・生産・営

業・管理の各部門から改革の核となる人材を選抜

し、スタートした。１グループ２０名前後の５グ

ループ（合計１０３名）に分け、表２に示す４step

のプログラムが実施された。

第Ⅱ期の「hhc活動」を組織に浸透させる期間

（１９９２年～１９９６年）では、第Ⅰ期で育成された

「hhcマネージャー」が中心となり、患者様や生

活者の皆様に視点をあてた個別プロジェクト活動

を全社・各部門において展開していった。具体的

には、薬を正しく服用して頂くためのビデオの作

成と病院の待ち時間を使った患者様への提供、安

全最優先のプロモーション活動、患者様にやさし

い包装や剤形の開発、医療現場ニーズの収集など、

多くの成果を出している。

第Ⅲ期は「グローバルhhc」の実現を目指す「第

Ⅲ期５ケ年戦略計画」がスタートした時から現在

に至る期間（１９９７年～）である。社を取り巻く環

図１ 「hhc」活動の歩み

（エーザイ株式会社提供資料より作成）

表２ 「hhcマネージャー」育成プログラムの概要

step プ ロ グ ラ ム 概 要

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

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

を考えさせることであり、革新的な企業の事例を通じて学ばせた。

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

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

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

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

医が一人だけの離島の診療所、山間僻地の無医村等の実態を学ばせた。

第４ 「知」を習得した「hhcマネージャー」が社長・役員の前で一人ずつ革新提案の発表を行った。企業変革の

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

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

なっていった。
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境は更に激変の兆しを見せ、グローバルに「hhc」

を実現するためには、新たなイノベーションへの

取組み・手法が求められてきた。そこで、トップ

の判断で、野中郁次郎北陸先端科学技術大学院大

学教授が提唱されている「知識創造理論」の考え

方が導入された。現在は「知識創造理論」におけ

る「知識創造の４モード」を活用して、具体的な

実践活動を展開している。エーザイにおける「知

識創造の４モード」を図２に示す。

�２ 現在の取組み状況・メカニズム

�１ なぜ「知識創造」なのか？

「知識創造理論」は、過去の成功体験から解決

策が見出せない新たな革新が必要な際、非常に有

効な手段と考えられている。エーザイにおいても

上述のような従来のフレームでの対応が困難にな

り、過去の成功体験が必ずしも現況にそぐわなく

なっている。しかし、社員の中には経験主義的傾

向が強いものも多く、「このような経験主義から

社員を脱皮させることがエーザイにとって重要な

課題である。」と考えられている。「今まではこの

ような過去の成功体験を反復するだけでも対応で

き、平均点以上の成績を収められたが、今後はそ

れでは生き残ってはいけない。」というのが知創

部の八十田部長の認識である。

�２ 「知識創造サーベイ」の実施

エーザイでは、全社レベルで「日常業務の取組

み方」（野中郁次郎教授監修）に関する２００項目に

及ぶ質問を設定した「知識創造サーベイ」を実施

し、知識創造プロセスにおける強み・弱みを見極

めている。海外のグループ企業も含めて全社員を

対象に実施し、組織ごとに集計している。また、

「知創部」（後述）の社員が海外の現地企業に出

かけていき、事業所や組織ごとに知識創造活性化

のためのフィードバックも行っている。

この結果からは幾つかの課題が浮彫りになり、

組織ごとに課題の抽出と対応策を講じているとこ

ろである。２年後には再度サーベイを実施し、そ

の成果を点検・評価していく予定である。

「知識創造サーベイ」の結果は、４モードのう

ち、「共同化」、「表出化」、「連結化」は平均的な

値であったが、「内面化」の数値はどの年齢層・

職位においても大変高かった。つまり、「個人の

『知』の取込みは積極的に行われているが、組織

までは広がっていない」ということが推測されて

いる。これは、医学・薬学の進歩が激しいため、

知識の習得に多くの時間がとられる製薬業界の特

徴と推定されている。従って、エーザイでは、個

人の「知」を組織の「知」に変換できるような仕

組みをつくることが必要とされており、そのため

には「場づくり」とミドル・マネージャーのコン

セプト創造スキルの開発が重要とされている。

�３ 推進体制

エーザイでは、「知識創造活動」を全社的に実

効あるものとすべく、その推進組識として社長席

直轄下に「知創部」編成した。

「知創部」の役割は次の２点である。

�１ 「グローバルhhcの実現」に向け、全社・全

部門に知識創造理論に基づいた「知識のスパイ

ラル」を巻き起こし、実質的な革新を推進する。

図２ エーザイにおける「知識創造の４モード」

（エーザイ株式会社提供資料より作成）
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�２ その革新を創造・実践する「知識創造の担い

手」としての人材を育成する。

「知創部」は、各部門（研究開発、生産、営業、

管理、海外）毎に部員を配置し、hhcプロジェク

ト活動や人材育成プログラムの支援を行っている。

例えば、イントラネット上の「知の広場」のよう

な多様な「知」を生み出す「場」や、「病棟実習」

のような患者様のニーズに気付くための機会を提

供している。「知創部」と「知識創造活動」との

関係を図３に示す。

�４ 社内制度・インセンティブ（「hhcプロジェ

クト」の推進）

「hhc活動」の第Ⅱ期より行っているプロジェ

クト活動は、現在も継続的に実施しており、１９９８

年度は全部で３０７テーマがエントリーしている。

このプロジェクト活動も「知識創造活動」を基本

に、「hhc」実現に向けた革新を果たすことを目

標としている。各部門単位に中間検討会や部門総

会を経て、最終的には「hhc intiative」と呼ぶグ

ローバルな総会を開催し、優れたプロジェクト活

動には全社での発表機会と「The hhc award（hhc

大賞）」と呼ばれる社長からの表彰制度がある。

これにより優れた活動を実行したメンバを認知す

ると同時に、良い事例を全社員で共有するしくみ

が出来上がっている。

�５ 人材育成

昔からエーザイには「人こそ最大の資産なり」

という考え方があり、人材育成には従来どおり手

厚い体制が取られてきた。多段階で階層別の研修

を継続してきたが、１９９７年度からは研修体系を全

く新たな仕組みに刷新し、全ての研修を「選択・

選抜型」の研修に変更した。

護送船団方式ではなく、意欲と能力のある社員

に、より適切な研修を提供することに改めた。意

欲的に自ら参加する社員の方が研修効果もあがる

し、同年代の社員の中でも受けたい研修の内容が

異なるため、それらに合わせたプログラムが組ま

れている。

一方、能力のある社員には社長指名による選抜

型研修として、「知創カンファレンス」をスター

トさせた。内容的には４回シリーズ（知識創造ス

キルの開発、経営革新と戦略思考、病棟実習、革

新提案発表会）＋（通信講座）で構成され、変革

の中核を担うコア人材「Knowledge Producer」

の創出を狙いとしている。

その他、「hhc」を支援する活動としては、全

ての研修を「hhc理念」を基本の軸とし実施され

ている。加えて「hhcカンファレンス１）」、「病棟

実習」、「部門間交流研修」、「異業種交流研修」等、

多くの顧客ニーズを理解するプログラムが用意さ

れている。

なかでも「病棟実習」は一般社員にも開放され、

図３ 「知創部」と「知識創造活動」との関係

（エーザイ株式会社提供資料より作成）

１）「hhcカンファレンス」は、「グローバルhhc」の早期実現を目指して、広い視点から講演・研究会を通して各人に知識創造や理
念経営実現に資する研鑚を行い、合わせて医療関連環境の現状認識と将来における課題等を整理して自己のイノベーションに
役立てることを目的としている。
毎回テーマを決めて特別講師等による講演・研究会を実施している。講師と受講生とのディスカッションやグループ討議等
を導入した、ツーウェイ・コミュニケーション方式による参加型のカンファレンスとなっている。
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既に６００人を超す社員が体験し、多くの気付きの

機会となっている。

�６ 情報技術・インフラ（情報インフラの整備と

活用）

「Global hhc web」というイントラネット上に

社長メッセージや営業情報そして人事情報などを

タイムリーに掲載し、知識創造の核となる情報を

常に全社員ヘ提供している。また、知創部のペー

ジ「知の広場」も開設しており、各組織のhhc活

動の紹介、社員のhhcに対する思いの共有、研修

内容の報告、「知識創造理論」の解説、「EI論文

（社内における革新をテーマにした公募型の論文

大会）」の募集と優秀論文の紹介など、多様な「知」

を生み出す「場」を設置している。３，０００回以上

アクセス回数がある情報もあり、確実に「共同化」、

「表出化」、「連結化」の推進に役立っている。

�７ 取組みの成果・効果（成果としての事業展開）

事業展開の例としては、「エルメッド・エーザ

イ株式会社」の設立と「商品情報センター」の開

設があげられる。

「エルメッド・エーザイ株式会社」は、１９９６年

４月に設立された高齢者向けジェネリック薬の研

究開発、製造、販売を行っているエーザイの

１００％子会社である。同社の設立は、社員の「病

棟実習」の体験から、口の中で少量の唾液でも容

易に溶ける「口腔内速崩錠」の開発がきっかけと

なった。お年寄りの方々が一様に、錠剤を飲みに

くいと感じていることであり、高齢者の方々に

とっては、どのような形態の薬が飲み易いのかを

考え、現在は１４品目が発売されている。

「商品情報センター」は、「hhc活動」の成果と

して１９９２年度に誕生した。顧客の生の声を直接

トップにつなげるための組織となっている。薬に

対する説明を求める一般生活者の質問から、医

師・薬剤師の専門的な問合せまで、これまでに２０

万件を超す相談が寄せられており、この中から新

製品につながるヒントも出ている。「チョコラBB

ジュニア」や「チョコラBBこどもシロップ」が

その一例である。

�８ 成功要因（「知識創造活動」）

「hhc」を成功させるためには、幾つかの必要

不可欠な要素がある。具体的には、以下の６つと

考えられる。

�１トップの強いコミットメントとトップ・メッ

セージを通じた全社員への理念の徹底

トップの役割は、企業ビジョン追求の姿勢を絶

えず社内外にアピールし続け、「知識創造」の起

点となる方向性を指し示すことである。エーザイ

での「知識創造」の取組みでは、経営トップ（内

藤社長）のリーダーシップが大きな推進力となっ

ている。

�２トップメッセージの具現化に向け核となり推進

する優秀なミドル（hhcマネージャー）の継続

的育成

ミドルの役割は、トップと社員の間にあって、

トップの理想としてのビジョンと、社員が直面す

るビジネスの「掛け橋」として機能する。ミドル

の仕事は、トップの企業ビジョンをより具体的に

翻訳し、社員が実行に移せるようなコンセプトを

創り出すことと、逆に現場で起きている様々な事

象をトップに、あるいは、上位者にぶつけていく

ことである。

�３良い事例の全社への共有化

良い事例はITの活用やカンファレンスを通じ

全社で知を共有し、シナジー効果を生む工夫をす

ることが重要である。

�４優れた活動を行った社員やグループの認知

優れた活動を行った社員やグループに対しては、

全社における発表の機会と社長表彰を行い明確に
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認知する。

�５個人評価への組込み

�６�１～�５を支援する活動と次々と革新を生み出す

事務局機能の設置

「知創部」の存在意義はまさにここにある。

�９ 現状の課題

企業は成長すると共に売上、利益、人員などが

伸びるものの、同時に経験主義、セクショナリズ

ム（派閥主義、縄張り意識）、指示待ち傾向といっ

たネガティブ・ファクターが台頭しがちである。

また、創業時の社員のモチベーションや高い志も

だんだん薄れてくる。日常業務をただこなすだけ

では「hhc」ではない。全社員が高い目標や理想

を掲げ、それを成し遂げようとした時に初めて

「知」が必要になる。例えば、研究開発でも、た

だ新薬を開発するだけでなく、「本当に患者様が

必要としている薬なのか？」、「一日でも早く開発

するためには、どうしたら良いのか？」と考えた

時に初めて「知」が必要となり、「知」が動き出

す。

「知」を生み出すためには、自らが主体的でな

ければならないし、そこが情報と知識の違いであ

る。自分に問題意識や思いがないと「知」は生ま

れてこない。「仕事をやらされている」というマ

ニュアル・ワーカーからナレッジ・ワーカーへの

脱皮が必要であり求められている。

また、多くの日本人は曖昧な概念をなかなか言

葉で表現できないが、欧米では曖昧な概念でも形

式知化してわかりやすい言葉で説明しようとする。

すなわち、暗黙知を形式知化することで、「知」

を共有し易くすることがこれからは重要な課題で

ある。

�１０ 今後の展開方向

知創部のメンバは、エーザイの目的である

「hhcの実現」に向けて全社員が知識創造理論に

より革新を発想し、実践できるよう「知」創造プ

ロデューサーとなり、全社に革新の渦を巻き起こ

すような仕掛けを次々と発信していく。具体的に

は、実効ある「hhc活動」の推進、第２回知識創

造サーベイの実施、グローバルhhc支援体制の強

化、グローバルに通用する人材育成プログラム、

IT活用による「知」の蓄積・共有化の推進、創

出の場・対話の場の更なる充実などを掲げている。

３．２ 富士通株式会社ソフト・サービス事業推進

本部（「Solution NET」）

富士通株式会社（以下、富士通）の事業内容は、

「電子デバイス部門」、「通信部門」、「情報処理部

門」、「ソフト・サービス部門」の４部門に大きく

分かれている。ソフト・サービス部門の主な業務

は、システム、ネットワーク、アウトソーシング、

アプリケーションなどに関するコンサルティング

やインテグレーションである。

ソフト・サービス部門の売上は約１兆円であり、

富士通における売上の約４分の１を占める。ソフ

トウェア＆情報サービス産業においては、IBMと

EDSに次いで、富士通は売上高で世界第３位であ

る。

ソフト・サービス部門の社員は、富士通本体に

約６，０００人、国内のSE（システム・エンジニア）

会社に約１５，０００～２０，０００人（「SE会社」の定義に

よる）、そして海外の関連会社に約２０，０００人いる。

海外の富士通の子会社には、米Amdahl（加DMR

を傘下に持つ）、英ICLなどが含まれる。

組織は基本的に顧客の業種別（金融、製造、流

通、公共など）で編成されている。また、現在、

５つの地域的な営業本部があり、それらの組織内

にソフト・サービスを担当している部署がある。
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�１ 取組みの背景・経緯

ソフト・サービス部門では、ネットワークを通

して、知識を共有することで、新しいワークスタ

イルの変革を実現するためのナレッジ・マネジメ

ントを「Solution NET」と名付けて実践してい

る。

「Solution NET」は、スタートしてから丸２年

が経つが、書類を共有・再利用しようという取組

みはかなり以前からあった。最初の取組みは１９７８

年からスタートした「FIND（汎用コンピュータ

を活用した情報共有システム）」に溯る。当初、

「FIND」への情報の登録は、推進運動を展開す

るなどの方法で進めて、それなりの効果を出して

いたが、多くの課題も生じてきた。現在では、情

報登録を促進するために、情報を有料化している。

情報の登録時に、利用料金を設定させ、その情報

が利用されると、情報利用部門から情報登録部門

へ料金が入ってくるような仕組みである。

４～５年前から「FIND」は、「FIND２／IKB（Web

サイトを活用した情報共有システム）」へと移行

した。「FIND２」が主にSE自身が登録する情報（商

談情報、プロジェクト情報など）を蓄積している

のに対し、「IKB」はSE支援部隊が登録する技術

情報を主に蓄積している。「FIND２／IKB」は、

「FIND」時代の教訓を活かした、本当に有効利

用したい情報を対象に運用しているシステムであ

る。しかし、Webサイトを活用したものに移行

してからも、情報の利用にはまだまだ多くの課題

があった。その大きな理由は、次の２点である。

●情報を整理している間に時間が経過し、情報の

陳腐化が始まっている２）。

●人間関係をたどって情報を収集した方が、有用

な情報を手早く入手できたこと。

これは「情報を登録するシステムに共通してい

える『限界』である。」と考えられていた。

このような状況下、「日常の業務で何が重要か

といえば、リアルタイムで判断ができることであ

る。このためにはプロジェクトの今の状況を常に

分かることが重要である。」という認識の下に生

まれたのが「Solution NET」における「Project

Web」である。「Project Web」の利用に関する

基本的なスタンスは、「利用したいプロジェクト

が自由に利用すればよい。」というものである。

これは、「現実問題として、約２０，０００万人のSEを

コントロールするのは困難である。」という逆説

的な発想に基づいて考えられている。実際、各プ

ロジェクトで自然発生的に生まれたしくみが、部

門全体の仕組みに発展している例が多いようであ

る。しかし、完全な自由放任主義ではなく、緩や

かなコントロールとして、２ヶ月に１回、プロ

ジェクトの代表者を集めた会議を開催し、推進状

況を確認している。

以上のことから「Solution NET」は、リアル

タイム性を重視したナレッジ・マネジメントであ

るといえよう。

�２ 現在の取組み状況・メカニズム

「Solution NET」では、全ての仕事をネット

ワーク（「Project Web」）上で行うことで、日常

業務の中でやり取りされる情報や知識が蓄積され

るシステムを作り上げている。「Project Web」

からは、富士通のソフト・サービスのビジネスで

必要な情報が、ほとんど全て入手できる。

情報登録に際しては、当初は情報の分類を行っ

ていたが、現在ではあまり分類は行っていない。

理由は次の２点である。

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

●特定の分類の仕方が必ずしも全ての人に検索し

易いものではないこと。

技術的に、高速の全文検索エンジンが利用でき

る現在、検索エンジンを使った方が素早く必要な

情報にアクセスできるため、情報を分類する意味

は薄いと考えられている。

「Project Web」のデザインや分類の仕方は、

各プロジェクトに任されている。

また、現場部門で構築された「SME（Strategic

Management Environment：ネットワーク上に

プロジェクトのライフ・サイクルでのマネジメン

トに関する情報を蓄積したしくみ）」と「Project

Web」を連携させることによって、リアルタイ

ムのマネジメントを可能にしている。

「Project Web」の利用状況としては、まだ、

プロジェクト全体の半数ほどである。しかし、

１９９９年４月からは利用を徹底させる予定である。

「Solution NET」の基本的な仕組みは、「検索

エンジン＋エージェント」である。特に情報登録

のための分類は行わず、ネットワーク上で仕事を

行っていれば自然に情報が共有されるしくみであ

る。「Project Web」については、プロジェクト

の進め方はプロジェクトや人によって異なるため、

フォーマット無しで自由に実践させている。例え

ば、フォーマットがあるために、タグを付けたり

することは、日常業務と外れた仕事であり無駄で

ある。文書などを作成したら、それをサーバに蓄

積しておくだけで十分であり、あとはそれを見た

い人が検索エンジンを活用して検索すれば良いと

いう発想である。また、現在４００ほどのサーバが

あるが、そこにエージェント・プログラムを常時

動作させている。あらかじめ利用頻度の高い単語

を登録しておけば、エージェント・プログラムが

その単語を含む文書を自動的に検索してくれるし

くみを実現している。

「Solution NET」の知識構造は、図４に示すと

おりである。その知識構造は、「実作業で生まれ

る知識」、「整理された知識」、「体系化された知

識」の３つに分けている。

「実作業で生まれる知識」は、現場に最も近く、

顧客をサポートしている部門のノウハウや知恵が

蓄積されている。「整理された知識」は、「実作業

で生まれる知識」から抽出した業種別の知識や業

種共通の知識が蓄積されている。「体系化された

知識は、「実作業で生まれる知識」、「整理された

知識」で得られた知識のうち、商品やサービスと

して利用できるノウハウが蓄積されている。

�３ 推進体制

ソフト・サービス部門のナレッジ・マネジメン

トに関する方針を指示するCKO（Chief Knowl-

edge Officer）と呼ばれる担当役員、担当幹部の

配下に、図５のような組織がある。それが、「So-

lution NET」全体の開発運用を担っている専門

組織、「Solution NET推進室」である。「Solution

NET推進室」の活動としては、「Solution NET」

の方針や考え方を全社員に展開したり、先行グ

ループの具体的な事例を紹介したり、「不満を聞

く会、議論する会」を設けたりしている。

また、「Solution NET推進室」では、社内のナ

レッジ・マネジメントを実践する中で得たノウハ

図４ 「Solution NET」の知識構造

（富士通株式会社提供資料より作成）
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ウ・技術を顧客がスピーディに導入できるように

とサービス商品化した「μManagement」の販促

も行っている。

�４ 経営方針・リーダーシップ

１９９８年から秋草氏が社長に就いている。秋草社

長はソフト・サービス部門出身の最初の社長であ

る。この秋草社長自身がナレッジ・マネジメント

の重要性について言及している。

ビジネスの世界では常に最新の情報で動かない

と判断を誤る。昔とは異なり、現在では１ケ月で

世の中の動きが大きく変貌している。まさに、リ

アルタイム、スピードが勝負の時代と考えられて

いる。

常にリアルタイムの知識にアクセスするために

は、情報システムを活用することが必須である。

情報システムを活用することによって、まず、組

織内の情報の流れが変わる。つまり、情報がピラ

ミッド型からサークル型あるいはメッシュ型で伝

達されるようになるということである。これによ

り、情報は変質することなく、瞬時に全ての人に

伝達される訳である。

情報が組織階層の上下を問わずに入手できるよ

うになると、管理職の力（例えば判断力やノウハ

ウ）がより問われるようになる。「日本では、終

身雇用は必要な制度であるが、今後は年功序列の

システムはスキル序列のシステムに移行していく

であろう。また、社員はプロジェクトを基本に動

くようになるであろう。」と黒瀬担当部長は考え

ている。

�５ 社内制度・インセンティブ

「FIND２／IKB」における登録情報３）の有料化シ

ステムはまだ存続しているが、今後の料金体系に

ついては現在検討しているところである。

どれだけ情報提供しているかを富士通の「目標

管理評価制度」における評価の材料にすることに

よって、社員に情報提供へのインセンティブを与

えている。

富士通で求められている精神は、「Give ＆

Take」を上回る「Give Give ＆ Take」である。

「Take無しではGiveしない」という考え方の持

ち主の情報は、もはや不要な情報と考えられてい

る。

�６ 人材育成

新入社員に対しては、一定期間の集合研修と現

場でのOJTをうまく組み合わせて、実務を理解さ

せながら、技術的な知識を育成している。

一般社員に対しては、特定の技術やスキルの習

得を目的とした短期間の研修コース（３日～１週

間程度）が頻繁に開催されており、社員は自分で

適宜選択し参加できるしくみが設けられている。

�７ 情報技術・インフラ

「Solution Net」の情報技術は、「インターネッ

ト／イントラネット技術」＋「高速全文検索技術」

が基本で、必要に応じて「エージェント技術」や

図５ 「Solution NET」の推進体制

CKO（Chief Knowledge Officer）

担当役員 技術協力

富士通開発部門

富士通研究所
担当幹部

↓

コンサルティング部門 Solution NET推進室

全体の開発運用
（黒瀬邦夫「富士通のナレッジ・マネジメント」、１９９８年、
ダイヤモンド社より作成）

３）「Solution NET」は、業務プロセスそのものを共有しようとするものであり、登録情報という概念自体が不要になっている。
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「テキスト／データマイニング技術」を使う。各

情報技術の概要を表３に示す。これらは、「最先

端の技術を利用しながらもそれに支配されない。

よりよい技術が出たら気軽に使っていく。」とい

う考え方で活用している情報技術である。

「Lotus Notes」にしても富士通の「Team Ware」

にしても、グループウェアは業務フローが既に作

りこまれてあり、フレキシブルな機能を付加する

必要があると考えられている。

富士通では「FJ―WAN」というWANを構築し

ている。「FJ―WAN」によって、全国の拠点、関

連会社、Amdahl、ICLなどの海外の関連会社が

結び付けられている。「FJ―WAN」上にサーバを

設置すれば誰でも簡単に情報発信できるのである。

�８ 取組みの成果・効果

「現在、ナレッジ・マネジメントに関する理論

をまとめた書籍は多く存在するが、企業の事例と

なると、その企業の代表的な事例を取り上げてい

るものは少ない。特に、国内企業の実践的な事例

や考え方をまとめた書籍はほとんどないといえる

であろう。」と黒瀬担当部長は述べている。１９９８

年に「富士通のナレッジ・マネジメント」を出版

したことには、このような中で「理論に偏らずに

実例を出そう」という目的があった。もちろん、

富士通の「時代をリードしよう」という意識や「こ

の仕組みを商品にしよう」という狙いがあったこ

とは事実である。

「Solution NET」の取組みをスタートさせてか

らの目に見える効果としては、社員の意識が「プ

ロジェクト制」へと変わっていったことがあげら

れる。

「ナレッジ・マネジメント」に関して日本でも

学会が設立されたりしているが、企業の立場から

いえば、知識の重要性は認識させるが、知識の管

理等ということは、仕事の中で意識させないで行

うことが重要なのである。

本来、知識を活用した効果は、企業の業績にど

れだけ貢献したかで評価されるべきであり、どれ

だけコスト（通信費や紙）が削減されたかで見る

ものではない。実際に、取組みのあるところとな

いところでは、業績に大きな差が出ている。

富士通の文化は、簡単にいえば、「いいかげん

で、ルールがあってないような企業。自由奔放に

生きる企業。」と黒瀬担当部長は述べている。そ

の意味で、現在の「Solution NET」の仕組みは

富士通の文化に非常にマッチしていると考えられ

ている。

�９ 成功要因

「Solution NET」の成功要因は、「富士通が情

報産業のリードをとる」と社員一人一人が考えて

いる点である。

「Solution NET」を推進する上で苦労した点は

特にない。「仕事をすることで自然と知識が活用

される」と考えられているためである。

表３ 「Solution NET」で活用している主な情報技術

情 報 技 術 概 要

インターネット／イントラネット あらゆるサービスを統一されたインタフェース（Webブラウザ）で提供。

高速全文検索 膨大な文書の中から目的の文書を高速・高精度に検索。

エージェント ネットワーク上に分散された多様な知識ベースへの透過的／選択的なアクセス
を実現。

テキスト／データマイニング 膨大な文字／数値データを分析し、新しい知識を掘り起こす。

（富士通株式会社提供資料より作成）
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情報システムを活用した、情報のリアルタイム

共有ができるかどうかは、経営者のリーダーシッ

プ次第である。それがうまく行くかどうかに業種

は関係ない。対象はあくまでも顧客であると考え

られている。

�１０ 今後の展開方向

今後の方針としては、全社員にもっと徹底させ

るということがある。また、富士通の他の部門

（開発部門など）に広げることも重要と考えられ

ている。全社に展開することで、情報の共有・活

用がより一層リアルタイムになる。そして、管理

職の判断力もますます問われるようになってくる。

また、顧客へのレスポンス（トラブル発生時の

対応など）も格段に良くなるため、仕事の進め方

そのものが顧客への「売り」にもなると期待され

ている。

３．３ 東京海上火災保険株式会社（グループウェ

ア「ひとり一台」）

東京海上火災保険株式会社（以下、東京海上火

災保険）は、損害保険業の国内最大手企業である。

営業品目としては、海上、運送、火災、自動車、

自動車損害賠償責任（自賠責）、傷害、盗難、航

空、風水害など、多岐にわたる損害保険を取り

扱っている。従業員数は、約１３，７５１名、拠点は、

国内は、本部１５、部支店１２５、室・課・支社６６１、

事務所９０、損害サービス拠点２７１、海外は、４１ケ

国８５都市を抱える、大規模企業である。（１９９９年

３月末現在）

同社の情報システム部は、契約、支払などの基

幹業務を支援するための基幹系システム（COBOL

で約４，０００万step相当）と、社内の情報共有を支

援するための情報系システムについて、その開発、

運用、保守を行っている。

�１ 取組みの背景・経緯

同社では、損保業界の競争激化、顧客ニーズの

多様化、情報技術の進歩、ネットワーク社会に対

応した、新たな経営・情報化戦略が必要と判断し、

中期経営計画（１９９６年～１９９８年）「みんなで創ろ

う新世紀―信頼２１計画」を策定・推進した。この

計画はCS（顧客満足度）と収益性の向上を目的

としたもので、その主要施策の一つとして、「情

報の高度利用」による業務プロセスの変革を掲げ

た。

これは、最新の情報通信技術を活用し、情報の

フロー（伝達）を徹底的に迅速化・効率化するこ

とにより会社全体の業務プロセスをスピードアッ

プすること、情報のストック（基幹システム内の

膨大なデータ、商品情報、統計情報、社員一人ひ

とりが収集した情報やノウハウ、アイディアな

ど）をデータベース（DB）化・資産化し全社員

で共有することにより、社員一人ひとりの創造性

を最大限に発揮できるプロセスへの変革を実現し

知的競争力の強化を図ることを目指したものであ

る。

そのための基盤づくりとして、社内においては

パソコン一人一台とグループウェアの活用、その

名も「ひとり一台」（図６参照）と、代理店向け

の「新代理店オンラインシステム」の整備に着手

した。

同社は創立１２０年の歴史があり、社員の人材も

充実している。しかし、各社員の知恵やノウハウ

等の組織的な活用は必ずしも十分ではなかったた

め、情報伝達・共有の迅速化を徹底的に図ること

により、これらを有機的に統合してスパイラル

アップすることが求められていた。つまり同社は

「情報・知識の活性化」、「経験・知識の資産化」

を目指しているといえる。

同社では大きく分けて２種類の情報が流通して

いる。１つは、レター（社内通達）とマニュアル、
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もう１つは、統計表（電算化帳票）である。これ

らの文書だけで、社内業務文書全体の８割以上を

占めている。従来は、この２種類の膨大な情報が、

紙の形で配付、回覧され、利用者側でファイリン

グされていた。レターは月間で約２００～３００案件・

３０万通、マニュアルは約１０万頁（約１，０００種類）、

そして統計表は年間約３，０００万枚であった。

このような状況下、情報システム部では、社内

にどのような情報が流れているのか、電話、レ

ター、マニュアル、統計表に関する情報動線の徹

底的な調査を行った。それによると、例えば、

「使いたい時に欲しい情報がどこにあるか分から

ない」、「最新のものがわからない」など、マニュ

アルなどの所在やバーションに関する利用者から

の問合せ電話、いわゆる「教えてコール」が、年

間で数十万件も発生していたことが明らかになっ

た。このような問合せをどうやって無くしていく

かが課題であった。

これらの問題は以前から指摘されており何度か

改善が図られた。しかしながら従来は、このよう

な課題に対して、標準化の推進や情報の絶対量の

削減、文書保存方法の統一などといった方法が採

られていたが、多忙な日常業務の中では優先順位

が下がってしまい、いつのまにかルールを守れな

くなっていたのが現実であった。また、情報技術

による抜本的な解決策も検討されたが、以前の情

報技術では、導入コストや操作性の問題により、

システム化が困難であったことも課題解決への障

害となっていた。

しかし、近年の情報技術の発展がこのような問

題を解決し、その結果としてグループウェア「ひ

とり一台」が実現することとなった。「ひとり一

台」は、次のように、情報インフラの整備開始か

ら約７ケ月間で完成している。

１９９６年１０月 情報化推進に関するトップの承認を

取得

１９９７年７月 「ひとり一台」実現のための情報イ

ンフラ整備開始

１９９８年１月 「ひとり一台」完成。紙によるレ

ター全廃

なお、上記の本格実施に先立ち、パソコン通信

を利用した広域の試行システム「PEOPLE」（パ

ソコン１，０００台、社員３，０００名を対象）と、グルー

プウエアを活用した狭域の試行システム（構内

LAN、パソコン３００台、社員４００名を対象）の両

面から、あるべき情報動線に関する調査、分析を

行ってきている。この２種類の試行システムを通

して、時間、場所にとらわれないコミュニケー

ションの必要性やコンテンツの重要性を学習して

いる。

�２ 現在の取組み状況・メカニズム

「ひとり一台」の機能は、「レター」、「電子マ

ニュアル」、「統計表」の３大機能の他、「フォー

ラム（電子会議室）」などがある。（図７参照）

�１ レター

同社では、業務上の指示・通達の類を「レター」

と呼んでいる。従来、月間約５００通の社内レター

が各課支社に配布されていたが、伝達に最大４日

かかっていたほか、各課支社では全員への回覧や

ファイリング、必要になった時の検索に多くの労

図６ グループウェア「ひとり一台」の概要

（東京海上火災保険株式会社提供資料）
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力や保管スペースを要していた。

この社内レターの電子化により、情報を瞬時に

伝達できるのみならず、情報を必要に応じて簡単

に参照することを可能にし、さらにファイリング、

保管コスト、物流に要するコストと労力を減らす

ことを目指した。

電子化するに当たっては必要な情報を必要な人

にのみ伝達できるピンポイント送信や各人が必要

な情報を効率的に取捨選択できるよう様々な工夫

を行っている。

具体的にはレター配信パターン集の作成や、レ

ターの要旨を１００文字以内で表示する、という方

法である。これらはシステム機能というよりは運

用面の改革であり、フォントの統一や「わかりや

すい文書の書き方」なども含め、レターの電子化

に伴い多くの標準化を明確にし徹底していく必要

があった。

また、電子レターの作成者に直接照会メールを

送信できる機能等を用意し、受信者と作成者の双

方向コミュニケーションの実現を図っている。

１９９８年１月に全店への「ひとり一台」端末が配

備されると同時に、紙によるレターの全廃を実現

している。

�２ 電子マニュアル

損害保険会社は保険契約締結、事務処理、事故

処理等の業務に関連して多くのマニュアルを有し

ている。同社では１，０００種類、１０万ページものマ

ニュアルが存在しており、マニュアルの作成・配

布・メンテナンスに多くのコスト、労力を要して

いた。

規制緩和・自由化の進展に伴い、新商品発売、

商品改定が頻繁に発生することが予想されたが、

この変化に迅速・柔軟に対応できるよう、同社で

は電子マニュアル機能を開発した。現在では、約

７５０種類、約７．５万ページのマニュアルがSGML

フォーマットにて電子化されている。これらのマ

ニュアルについては、人手による差替作業を無く

し、常に最新版のマニュアルが端末上で検索、閲

覧できるようになっている。また、印刷を要する

ケースには電子データから印刷用版下の提供も可

能としている。

その他、SGML文書のブラウザによる照会機能

により、マニュアルの串刺し検索や関連する最新

情報を一元的に入手できるようになっている。ま

た、マニュアルの改定履歴の参照も可能となって

いる。最終的には、全てのマニュアルを電子化す

ることを目標としている。

�３ 電子統計表

データウェアハウス・データマートによる数値

分析を活用し、表計算ソフトで簡単に加工、帳票

出力ができるようにしている。これにより、充分

なデータに基づく分析、マーケットに即したデー

タの活用、そして、営業第一線での自己完結的な

データの処理を可能としている。

�４ フォーラム

同じ課題を持つ担当者間の情報共有・意見交換

を促進し、地域を超えた一体感の醸成や、各人の

有する知恵や工夫・経験・エキスパティーズを集

積し、効率的かつ組織的に活用できることを目的

としている。現在約８０のフォーラムが運営されて

いる。

これらの活用事例であるが、例えば「新しい保

図７ 「ひとり一台」の機能

（東京海上火災保険株式会社提供資料）
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険販売の企画・提案をどうしていけばいいか？」

というテーマを投げかけると、その日のうちに他

のフォーラム・メンバから意見が寄せられる。ま

た、「他社が新商品の売込みをどんどん仕掛けて

いる。」という情報を流すと、「こちらの地域も同

じ」、「お互いにがんばろう」などのメッセージが

書き込まれる。これにより、第一線の社員同士が

瞬時に経験や知恵を共有し、情報のみならず感情

も共有して、営業活動に活かしている。

�５ 部支店フォーラム

その他、各部支店単位のフォーラムも運営され

ており、部店内での情報共有を促進し、業務の効

率化や活性化をし日常業務に係わる情報をきめこ

まかく共有・交換できるしくみを提供している。

「フォーラム」に自由に書き込まれた情報、例

えば、新商品の取り扱いに関する意見や、顧客の

反応に関する情報は、全社員で共有され、プレゼ

ンテーションなどで有効活用されている。

このように「フォーラム」では、アン・オフィ

シャルで柔軟な情報共有が行われている。

その他の機能として、「電子メール」、「ライブ

ラリ」（商品提案用の企画書、文例集（約３，０００～

４，０００種類登録）など）、「社外DB検索」（日経テ

レコンなど）などの機能を提供している。

�３ 推進体制

同社の情報化は、１９９６年７月に発足された社内

の「情報化委員会」が中心となって、新しい情報

基盤の構築、情報の高度利用、業務プロセスの改

革、全社的コンセンサスの醸成の実現に向けて推

進してきた。「情報化委員会」のメンバは、情報

システム担当役員、本店業務サービス各部長で構

成されている。「情報化委員会」は、社内の情報

化に関する意思決定機関である。

また、本プロジェクトを円滑に効果的に推進し

ていくために、下記の点に留意して第一線の利用

者サイドの推進体制も整備した。

●本部長、部支店長、室課支社長をリーダーとす

る

●いわゆる「パソコンおたく」に任せない

●第一線が組織的、主体的に推進する

●業務革新の意識付けを行う

現在、情報システム部の社員は約３００名で、そ

のうち、２０名が「ひとり一台」関連の企画・開発・

研修を担当している。この他にヘルプデスクとし

てグループ会社の１５名が全店からの照会応答を担

当している。

�４ 経営方針・リーダーシップ

日本経済の低成長経済への移行、自由化・規制

緩和、グローバリゼーションの流れの中で、同社

は１９９６度から３ヶ年経営計画である「みんなで創

ろう新世紀―信頼２１計画」を策定し、変化をチャ

ンスととらえ、お客様からの一層の信頼を得てお

客様の満足を高められるよう積極的にビジネスを

展開することを経営戦略とした。

この計画においては、情報の高度利用を主要な

施策の１つとして掲げ、情報通信技術の持つ可能

性を最大限に活かしたスピーディで生産性の高い

業務運営を実現すること等を目的に先端技術を駆

使した情報基盤の構築を目指した。

情報基盤の構築に当たって全社的コンセンサス

の醸成や迅速な意思決定を行う必要があり、また

新しい基盤の下での業務プロセスの変革を強力に

推進していくために同社の最高意思決定機関に直

結して前述の「情報化委員会」が設置され、強力

なリーダシップの下、本プロジェクトが整斉と進

められた。

�５ 社内制度・インセンティブ

情報提供、活用については、社内制度として特

にインセンティブ等は設けていないが、組織に対
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する社員のロイヤリティ（忠誠心、愛社精神）が

インセンティブとして働いているのではないかと

考えられる。

業界における自由化に対する危機感や、他の業

界に比して情報技術活用への出遅れ感が働いた結

果、情報を有効に活用しようという意識、ムード

が高まっていったのではないかと考えられている。

例えば、マニュアルの電子化に伴う読合せチェッ

クは、社員のボランティア活動で行われてきてい

るが、これは、社員の「今をおいていつできるの

か」、「自分がしなければ誰がやるのか」、「さらに

良くしていこう」という意識によるものと考えら

れている。

�６ 人材育成

同社では、１９９６年に情報リテラシーに関する社

内アンケート調査に実施している。その結果、回

答者の４割が「文書ソフトウェアなどで日本語入

力ができない」という問題が明らかになった。こ

れがきっかけで、全社員の情報リテラシー向上に

向けての関心が高まった。日本語入力などの基本

的な事項は自習方式で各人が鋭意取り組んでいっ

た。

「ひとり一台」に関する社員への研修は、情報

システム部の担当者２０名が全国を回って実施して

いる。研修内容は操作研修にとどまらず、仕組み

の理解、情報管理、著作権保護なども含んでいる

が、管理職に対する対応が最重要課題として取り

組んでいる。

�７ 情報技術・インフラ

ひとり一台システムは、運用／管理系サーバ、

実行系サーバ、ひとり一台端末とネットワークと

で構成されている。（図８参照）

運用／管理系サーバはUNIXを採用し、セン

ター運用サーバ、Notesハブサーバ、WWWサー

バ、認証マスターサーバで構成され、基本的には

コンピュータセンターのある多摩／千里に集中配

置している。実行系サーバは全国１０拠点に分散配

置されたUNIXで、WWWサーバ、Notesサーバ、

認証サーバで構成されている。さらに全国５６拠点

に設置されている既存の基幹系オンラインサーバ

にも結合されている。

ネットワークは１９９４年に導入された基幹系オン

ライン用の同社専用のフレームリレー網を強化し

共用している。ネットワークは共用しているもの

の各TRX（トランザクション）単位の流量制御

を行い、基幹業務遂行のためのTRXを優先的に

処理できるようにしてある。

この仕組みの特徴としては次の３点があげられ

る。

●Lotus NotesとWWW技術の統合活用

Lotus Notesを電子メールや掲示板・フォーラ

ム・ライブラリなどの機能を実現するグループ

ウェアとして活用し、セキュリティー管理や確実

な文書配信、他PCアプリとのシームレスな連携

などの機能や開発生産性向上を図った。大量デー

タ（文書・数値）のハンドリングにはWWW技術

を活用し、ユーザーインターフェースの向上と将

来的な発展性を確保してある。

図８ 「ひとり一台」の仕組み

（東京海上火災保険株式会社提供資料）
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●基幹系オンラインとの統合

同社では約４，０００万ステップのCOBOLで構築さ

れている基幹系オンラインを有している。これら

のシステム資産を一層有効に活用できるよう「ひ

とり一台」との統合を図っている。基幹系オンラ

インシステムのネットワークはUNIXサーバと

TCP–IPを採用したオープンなネットワークを構

築してきていたため、今回のシステムとの親和性

は極めて高く大きな労力をかけずに実現している。

●徹底した集中管理

同社は基幹系サーバ、Notesサーバ等全国約５０

拠点に百数十台ものサーバを有した分散型システ

ムを構築しているが、管理は徹底した集中方式を

採って効率的な運用を実現している。集中管理は

サーバのみならずPC運用も同様にしており１万

台を超えるPCの運用（著作権管理、ウィルスチ

エック、各種プログラム差し替え等）も全て集中

管理にて対応している。特に著作権管理について

は社会的な使命との認識の下、社内ルールを明確

にし、全員に徹底すると共に遵守しているか否か

監視できるしくみを構築している。

�８ 取組みの成果・効果

「ひとり一台」の取組みの成果としては、まず、

紙によるレター（約３０万通／月）を全廃したこと

があげられる。

次に、レターやマニュアルの電子化により、従

来、「作成→印刷→物流（全国）→回覧」の手順

で伝達されていたものが、「作成→閲覧」と流れ

が短縮され、情報伝達のスピードアップを実現し

ている。特に、緊急を要する通知、連絡において、

大きな効果が現われている。

社員の意識や考え方、あるいは、組織の風土・

文化の変化としては、特に、次のようなものが現

われている。

●全員が「パソコンを使うことが当然」という雰

囲気

●会議では紙を配付しない習慣の定着

●プレゼンテーションにはPower Pointを使用す

る文化の定着

�９ 成功要因

「ひとり一台」の成功要因としては、次の点が

あげられる。

●自由化へ向けた対応の必要性の意識が強かった

こと

●「ひとり一台」を武器として活用しようとした

こと

●全社員が情報化推進の必要性を理解したこと

●社会全体の情報化の流れと同期を取れたこと

苦労した点としては、計画段階で「本当に使っ

てもらえるのか」という懸念がある中でどう「使っ

てもらえるか」に向け様々な工夫を行ったことが

あげられた。例えば業務革新を中心にした社員へ

の意識付けや、徹底した情宣活動など、啓蒙、啓

発に向けた継続的な推進活動を実施したことなど

である。

�１０ 現状の課題

一般に、基幹系システムでは品質が最重要視さ

れるのに対し、情報系システムでは品質よりもス

ピードが要求される傾向にある。しかし、近年の

損保市場における競争激化に伴い、基幹系システ

ムと情報系システムの双方において、スピードが

ますます要求されてきている。情報システム部と

しては、どれだけ早く、高い品質と柔軟性を持っ

たシステムを提供できるかが重要となってきてい

る。これにはシステム開発のスピードを向上させ

なければならないが、そのために品質を犠牲にす

る訳にはいかないということが、１つの課題とし

て捉えられている。

また、システム利用者のシステムに対する期待
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度が高まっている。例えば、統計データの柔軟な

分析が行える機能が求められており、そのために

は、幅広いデータや長いレンジのデータが扱える

データウェアハウス（DWH）の構築が必要と考

えられている。バリエーション、クオリティ、ス

ピードといった三位一体の要求に応えなければな

らない現状では、システム化する対象機能の優先

順位付けが難しくなってきているという課題もあ

る。

�１１ 今後の展開方向

今後の取組みとして力を入れなければならない

点として、次のことをあげている。

●情報発信型社員を増やすこと

●情報リテラシー向上に向けた研修の充実

●情報システムにおける機能、コンテンツの拡充

●情報システムにおける情報検索能力の向上

●エージェント機能などを活用した使い易い利用

環境の整備

「ひとり一台」が整備されるに従い、情報は蓄

積されてきているが、共有された情報が必ずしも

うまく活用されているとはいえないと考えられて

いる。また、情報リテラシーの個人間格差も拡大

する傾向にある。同社では新人総合職の多くがブ

ラインド・タッチをマスターしている一方、

「キーボード操作が遅いから」、「時間がないか

ら」などの理由で、情報発信を行わない社員も存

在している。情報の組織的な活用を一層図ってい

くためには、社員全員がさらに効果的に使いこな

せるような仕組みが必要とされている。

現在、情報系のアクセスは月間９００万件ある。

そのうち、電子メールの発信件数は２５０万件であ

りほぼ全員がメールの発信を行っている。しかし

ながら各種の掲示板などへの掲載を見るとまだま

だ一部の社員しか情報を掲載・発信しておらず、

同社の一層の知的競争力を高めるために全員を情

報発信型の社員にすることが課題となっている。

同社における情報システムの構築は、アプリ

ケーション（業務処理）、コラボレーションの順

に取り組んできたが、現在はコラボレーション構

築段階の中間点にある。今後の取組みテーマとし

ては、コーディネーション（機能）の構築が考え

られている。

３．４ ヒューマングループ（気付き情報の共有・

活用）

ヒューマングループは、長崎県佐世保市を拠点

とし、自動車学校事業（佐世保、松浦の２校を経

営）、観光事業（貸切バス、トラベル（旅行業））

を中心に、SK支援事業（オートサービス業、レ

ンタカー業、保険業、不動産業）、グループ全体

のビジネスサポートを行う開発事業・リューコス

（社員教育、OA、テレマーケティング、企画）、

そして海外事業（マーケティング全般）と幅広く

事業を営んでいる。

社員（以下、スタッフ）数は、スタッフ６６名（男

性４５、女性２１）、嘱託６名（男性６）、アルバイト

３名（男性１、女性２）の合計７５名ではあるが、

スタッフ１人１台のパソコン（以下、PC）、グ

ループウェア、ネットワークを使いこなし、気付

き情報を共有・活用して業務改善に積極的に取り

組んでいる。

PCは、グループ所有PC４８台、個人所有PC２４台

の合計７２台が全てネットワークに接続されている。

現在、PCを使用する義務のあるスタッフは７０名

のため、PC普及率は約１０３％（＝７２台／７０名）と

なっている。現在PCの導入効果が一番出ている

部門は、観光事業部門である。

業務の課題としては、狭い市場でのビジネスで

あるため、事業の成長拡大が限界に達していると

感じていることがあげられる。ヒューマングルー

プでは、「危機感をいかに持続させ、同業他社に
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差をつけるか。」という問題意識の下、ネットワー

ク上での情報共有により、きめこまかいサービス

の持続とサービスの質の向上に取り組んできた。

しかし、この取組みの結果が出ていないことが一

番の課題と受け止められている。

�１ 取組みの背景・経緯

１９８９年１１月２６日、突然、ヒューマングループの

創業者が亡くなり４）、２代目として内海和憲社長

が社長に就任した。「グループをどうしたい。社

長として個人としてどうなりたい。」を自問自答

した結果、企業理念として「working with joy（感

動ビジネス 感動人生）」を、企業目標として「全

員経営」をそれぞれ掲げた。まさに、企業存続の

危機感からの手探りのスタートであった。

ヒューマングループの企業理念「working with

joy」は、表４に示す要素で構成されている。

ヒューマングループの目標である「全員経営」

を一言でいえば、スタッフをPCにたとえて「PC

にサーバ機能（マネジメント・ソフトウェア）を

持たせる。」ということである。そのため、ヒュー

マングループでは、スタッフ全員がPC操作でき

ることが絶対条件となっている。そのPCを活用

して、グループ全体でお客様情報の共有を図り、

きめこまかい営業活動ができる企業を目指してい

る。また、同業他社との差別化を図るため、近い

将来、多くのお客様が電子メールアドレスを持つ

時代がきた時、ヒューマングループ全スタッフが

電子メールでお客様とコミュニケーションが自由

にできることを目指している。

当初PC活用を柱に進めた時は、自動車学校の

指導員、貸切バスのドライバーなどのスタッフか

ら「何で我々がPCをマスターしなければならな

いの？」といった反発が出ていた。その後コツコ

ツとグループ内に広めていき、現在では、新入ス

タッフはPC活用を絶対条件とし、電子メールで

のやり取りも義務化されている。

�２ 現在の取組み状況・メカニズム

現在、ヒューマングループで共有している気付

き情報は、全部門、全スタッフ（嘱託、アルバイ

トを除く）が利用できる。気付き情報を共有する

ために、グループウェア・Notesを活用してグ

ループ内に提供している機能を表５に示す。

さらに、ヒューマングループでは、Notes上に

搭載したDIPSWARE５）を活用して、グループ内

で表６のような機能を提供している。

また、ヒューマングループでは「テレマーケ

ティング」に取り組んでおり、グループでのエネ

ルギー源となっている。この取組みは、現場部門

４）ヒューマングループでは「メインサーバの爆発」と呼んでいる。
５）「DIPSWARE」とは、「知的生産性向上システム（DIPS）」のノウハウにおける「タスクブレークダウン」と「スケジューリン

グ」をクラインアント／サーバシステムで使用することにより、各人のDIPSによる生産性向上から一歩進んだ、知的生産性の
高いチームを作ることを目的としているスケジュールソフトである。

表４ ヒューマングループの企業理念「working with joy」の構成要素

要 素 概 要

バロメータ 「タヒチスマイル」、笑顔での出会いを大切に。

１人分社 生き生きと自由に仕事をするために、全員経営で価値観を共有して意思決定を行おう。

ビジネススクール 経営スタッフや幹部スタッフが現場スタッフの仕事を邪魔せずに、きめこまかい情報の共有を

目指す。

ストローク 小さな評価を見逃さず、気付き情報を発信。人は傷付けたらやる気が出なくなるため、ちょっ

としたことでもよいから人を誉めよう。
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のスタッフでは気付かない部分を、直接お客様か

ら電話で気付かせてもらうことを目的としている。

具体的には、お客様との簡単なコミュニケーショ

ン、例えば「入校コール」、「仮免コール」、「卒業

コール」などを行っている。取組みのきっかけは、

現場部門のスタッフにとって都合の悪いことが社

長にあがってきていないということであった。開

始当初はやはり現場部門のスタッフから「なぜ

表５ Notes活用による提供機能

機 能 概 要

電子メール 日々の連絡を取り合うために利用。内海社長は主に分社長とのコミュニケーションに活用。社

長は１日平均３０～３５通のメールを受信。

Human掲示板 １９９６年度のNotes立上げ時からグループ全体の伝言板として活用。徐々に内容のバージョン

アップを図り、現在では日々の営業決定事項を瞬時に確認できる。ここでの情報は、スタッフ同

志お互いの励みになり、グループのエネルギー源となっている。

Human Message 内海社長が気付き、思いなどを２日に１回くらいのペースでスタッフに対して発信する場。

Weekly News 現場部門の情報を発信する場。より業務に関心を持ってもらうことが目的。現場部門でレポー

ターを決め、１週間分の分社の情報を掲載。内容によっては内海社長自ら指導する場合もある。

グループ全体への相乗効果も出ている。

プロジェクト管理 プロジェクトの流れと進捗を管理する場。会議の削減効果が出ている。

報告書 自動車学校スタッフの研修、出張などに関する報告書を掲載。出張に関しては、報告書を作成

しないと精算されないしくみになっている。

経営計画書 １９９２年版から小冊子としてまとめていたものを１９９８年版から電子化している。組織体制、スケ

ジュールなどは１年のうちにかなり変更が発生するが、電子化してからはすぐに改版ができると

いうメリットがある。

アンラッキー 事故、クレームなどの失敗事例を掲載。アンラッキーをラッキーに変えていくことが狙い。個

人の失敗については、内海社長も気が重いと感じているが、あえてオープン化している。なお、

基本的に個人名は掲載しない方針。

幹部会議室 幹部だけで事前に協議し、全体会議の時間を削減することが狙い。これにより１回／月の会議
時間を２～２．５時間にできた。

PCヘルプデスク PCに関するQ＆Aの場。質問する前にまずここを見てもらい、Q＆A対応業務の効率化を図る

ことが狙い。

ワーキングルール 人事、決裁、会計、会議、電話などに関する規定集。これを見れば全てのルールが分かるよう

になることを最終目標としている。しかし、ルール漬けではなく、分からない時にひもとく程度

であればよいと考えられている。

日次決算 粗利の予定、実績をグラフィックに掲載。分社毎に日々更新。昨日１日分の粗利を明確にする

ことが狙い。今までに未回収は発生していない。

整備・修繕伺い 修理関係の決裁文書を掲載。分社長が決裁済のものに対して修理するしくみとなっている。紙

ベースで実施していた時より、決裁がスムースに済み、ペーパーレスにもつながっている。

資料館 各種フォーマットとグラフィックな統計資料を掲載。統計資料は、他の自動車学校との比較も

可能。経営の観点から見ると、利益のシミュレーションになる。

月次会議 グループの全分社長が集まる会議で使用する資料を登録している。また、月次決算、年次決算

等の決算情報もタイムリーに確認できる。会議議事次第、会議資料等は全て事前に登録するため、

会議はパソコンを活用し、no paperで行っている。

出退届け 各スタッフの休暇情報を掲載。これにより、当人不在でもその休暇予定を確認でき、業務に支

障のない計画的な休みが可能になっている。
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我々を信用しない」といった反発が出ていた。「テ

レマーケティング」を実施している理由は、次の

とおりである。

●ヒアリングを徹底的に行い、CS（顧客満足度）

を向上させるため。

●タイムリーな情報（生の声）を収集し、迅速に

対応するため。

●問題として捉える価値観を共有するため。

●DBを活用し効率的に販促を行うため。

現在「PC＝業務」と位置付けてグループ内の

仕組みを構築中。気付き情報は、グループウェア

上にカテゴリーを随時作成しており、ファイリン

グ式にデータベース化している。気付き情報の利

用者におけるニーズのフィードバック体制として

は、ネットワーク上で常にコミュニケーションを

図り、リューコス部門と現場部門の連携により実

践している。

業務の仕組みとしては「グループウェアを使用

しないと仕事ができない。」といった工夫がなさ

れている。幹部スタッフは全員使用している。

�３ 推進体制

推進主体は、社長と主にリューコス部門のス

タッフで構成される。各部門との調整の場は、月

一度の月次会議であり、現在までに８７回開催され

ている。方針はトップの社長が決め、その他は、

分社単位で各分社長がそれぞれの分社のトップと

して取り組んでいる。分社内での権限は、基本的

に各分社長に一任されている。ヒューマングルー

プにおける気付き情報共有・活用の推進体制を図

９に示す。

�４ 経営方針・リーダーシップ

ヒューマングループの基本は、社長の方針を徹

底的に推進している点にある。また、トップと幹

部が率先垂範してリーダーシップを発揮している。

PCやグループウェアに対するスタッフの受入

れは、最初はつらいものがあったが、そこはトッ

プダウンで比較的スムーズに進められたと考えら

れている。現在では、全スタッフの７～８割程度

は、その利用価値を理解している。

内海社長は「どれだけ感動する体験を持つか。」

ということを大切にしている。さらに「自分１人

で感動するよりはみんなで感動した方がよい」と

いうことで、内海社長は日頃からスタッフを誉め

るようにしていることはもちろん、がんばったス

タッフには「アメリカ研修旅行」に招待するよう

表６ DIPSWARE活用による提供機能

機 能 概 要

日報 スタッフの気付き情報に対して上司がコメントするしくみ。通常業務のコミュニケーションの

場。現場部門の情報、特に他社情報を中心に取り扱っている。グループ内ではこの場が一番活性

化している。

タスク 各スタッフの業務を、ゴールを明確にした上で、すべきことをアクションにまで分解し、一番

有効に活動できるようにスケジューリングできるしくみ。現在発展途上の段階。

図９ 気付き情報共有・活用の推進体制

（ヒューマングループ提供資料より作成）
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にしている。

�５ 社内制度・インセンティブ

社内制度としては、「幹部登用制度」と「個人

表彰制度」があり、積極的に取り組んでいるス

タッフに対して報酬が与えられるしくみが設けら

れている。インセンティブとしては「全員経営」

の取組みの結果として「利益配分」と「個人表彰」

が用意されている。「個人表彰」には「努力賞」、

「特別賞」、「社長賞」、「アメリカ研修旅行招待」

などが用意されている。

�６ 人材育成

社内教育・研修制度として「MG」、「PC教育」、

「掃除研修」、「幹部研修会」を定期的に開催して

いる。社内発表・説明会としては、以前はグルー

プ全体で年２回「OA大会」を開催していたが、

現在は分社単位で取組み中である。

「MG」は「経営シミュレーション・ゲーム」

のことで、ヒューマングループでは基本研修と

なっている。これにより、トップクラスは戦略的

な発想、リーダクラスは総合的な発想、スタッフ

は利益マインドを習得している。内海社長自身、

１９８６年に「MG」を初体験している。当時、営業

面、人事面には強く、会計面には弱かった内海社

長も、「MG」体験により会計面も強くなってい

る。１９９０年１月には、スタッフにも経営の機能を

持たせるために、社員教育として導入し、幹部ク

ラスからスタッフまでの教育を実施している。

１９９２年７月には、実務として「MG」式の会計を

導入している。つまり、「MG」を理解していな

いと会計が分からないしくみにした訳である。

ヒューマングループで「MG」を実施している理

由は、次の点があげられる。

●意思決定の学びの場となる。特に、お客様に

とって都合のよい意志決定が学べる。

●経営の共通言語（P、V、M、F、G、Qなどの

記号で表される）が学べる。

●交流により教え合うことや気付くことを学べる。

●「凡事徹底」の意識を学べる。

●アンラッキー時の解決方法を学べる。

●世の中の最新動向を取り入れながら、戦略的な

投資方法を学べる。

「MG」は期数単位で繰返し受講する。現状、

正スタッフになるには２０期、幹部になるには１００

期、受講しなければならない。現在の全スタッフ

の平均期数は４７期である。ヒューマングループで

は、「MG」の本質である「人は育つ、人は生き

る、人を活かす経営」を目指している。

�７ 情報技術・インフラ

ヒューマングループにおけるPCの沿革を表７

に示す。

グループウェアはNotesを導入しており、さら

にNotes上にDIPSWAREを搭載し運用している。

随時必要に応じて独自にカテゴリーを作成し、

PCサーバは随時バーションアップを図っている。

ヒューマングループのネットワーク構築の理由

は、次のとおりである。

●従来、貸切バスとトラベルで別々に持っていた

表７ ヒューマングループにおけるPCの沿革

年 月 PCの沿革

１９８２年 オフコン導入（教習分析、経理）

１９８６年 マイツール導入

１９９０年 MG、マイツール、OA大会（６年間１２

回継続）

１９９５年８月 Windows３．１導入

１９９６年１月 LAN、cc：Mail導入

１９９６年７月 Notes導入

１９９７年８月 Cc：Mail廃止、Notesメール導入

１９９８年９月 DIPSWARE導入

１９９８年１１月 インターネット接続（OCNエコノミー）
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顧客情報DBの共有化を図り、顧客情報を一元

化するため。

●グループ内で密度の濃いコミュニケーションを

実現するため。

●意思決定を行うための情報DBを構築するため。

また、グループウェアとしてNotesを採用した

理由は、次のとおりである。

●文字情報のDB化ができるソフトウェアであっ

たこと。

●グループ独自のDBを構築できたこと。

●他社の活用状況を知った上で、ヒューマング

ループでも十分構築できるという判断ができた

こと。

�８ 取組みの成果・効果

社長のメッセージとして「なぜ？」、「目的は？」

を繰返し繰返し唱えることによって、本取組みを

推進するようにしている。具体的には、月１回の

給与に手書きのメッセージを添えたり、「Human

Message」と呼ばれるネットワーク掲示板にメッ

セージを掲載したり、日々の電子メールでメッ

セージを伝えたりしている。また、理解していな

い幹部に対しては、社長が直接現場に出向いて面

接を行い徹底指導を行うようにしている。

本取組みの効果としては、現場部門、営業部門、

各部門の幹部が、共通の情報を共有することがで

きるようになったため、次のような効果が出てい

る。

●スタッフ１人１人の業務が見えるようになった。

●業務のスピードが向上した。

●決裁、稟議、報告、会議などでペーパーレスを

図れた。

●情報発信、情報収集のスキルが飛躍的に向上し

た。

●お客様に対して、きめこまかいサービスが可能

になった。

●問合せに対して、担当外でも十分対応できるよ

うになった。

●苦情やクレームに対して、瞬時に共有、相互協

力して問題解決のアクションができるように

なった。

●観光事業の業績が向上した。

●自動車学校事業の同業者が次々と業績ダウンす

る中で、自社の業績を維持できた。

企業の風土・文化の変化としては、「凡事徹底」、

つまり、当たり前のことを当たり前に取り組むこ

とができる社風に育ちつつある。

スタッフの意識・考え方の変化としては、当初

は、いやいやながらの取組みであったが、１０年間

継続した結果、グループの方針を素直に受け、現

在では、積極的に取り組む集団となっている。

�９ 成功要因

内海社長は今までの取組みを素直に成功とは

思っていない。ただし、意志決定時の選択が正し

かったこと、ヒューマングループを支援して頂く

方々とのネットワークがあったこと、「MG」の

実施によりスタッフの意識改革が図れたこと、そ

して、１０年間継続してきたことが、結果的に成功

につながっていると考えられている。

工夫した点としては、まずは遊び半分で始め、

徐々に業務に載せていった点があげられる。例え

ば、関心や必要性の高いと思うこと（出張精算、

休暇取得等）からPC上に載せ、徐々にDBを構築

し、日々バージョンアップを図るといった具合で

ある。どこかで楽しい使い方、ゲームの延長線上

のような仕組みが効果的であると考えられている。

�１０ 現状の課題

人材育成面では、幹部のスキルアップが課題と

なっている。また、本取組みをさらに活性化させ

るために、組織でのポストをお客様が評価するよ
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うなインセンティブ制度を導入することが考えら

れている。情報インフラ環境面では、現場部門が

使いこなせるようなDBの在り方を常に磨きグ

ループ全体の顧客DBとして幅広く構築していく

こと、いかに仕組みのバージョンアップを図って

いくか、そして、いかに合理性をより一層追究し

たソフトウェアの研究を重ねていくかが課題と

なっている。

�１１ 今後の展開方向

今後の展開方向としては、業務改善と仕組みづ

くりを目指し、仕事にスタッフがついてくるよう

な企業を目指すことがあげられている。また、

リューコスのノウハウを商品化できるよう、対外

的に売れる商品として磨きをかけることが考えら

れている。

PCネットワーク上の環境は先行しているが、

有効に使いきっていないのが現状である。このた

め、ヒューマングループにおける全PCを使いこ

なせるためのスキル教育と、現場部門でのインス

トラクターの育成に力を注いでいくことが考えら

れている。

内海社長は、今後も経営者としての価値観を持

ち、業務に取り組んでくれるスタッフの育成と更

なる努力を継続していく意欲を見せている。また、

第三の事業の構築を目指して、新規事業を年内に

立ち上げたいと考えている。

３．５ 株式会社花ごころ（小規模企業におけるグ

ループウェア活用）

株式会社花ごころ（以下、花ごころ）では、家

庭園芸、輸入の園芸グッズ、ガーデニング関係の

商品の販売を事業内容とする企業である。社員数

は、１９９９年３月現在、男性１７名、女性４２名の合計

５９名の小規模企業である。売上高は、１９９７年９月

期で２６億７０００万円、１９９８年９月期で３０億２０００万円

と着実にのばしている。事業所は、本社の高畑

ウェルカムセンター（名古屋市）の他、東京営業

所、ショップが２店舗ある。その他、花ごころグ

ループとして、花ごころ製造本社工場、名四工場、

多度工場がある。

顧客は園芸問屋がほとんどで、販売店やエンド

ユーザは一部である。花ごころの前身である小塚

製作所時代は、油粕の販売を行っていた。その後、

１９５２年１１月に花ごころを設立し、土肥料を中心と

した園芸用商品の販売を始めている。そして現在、

前述のような総合園芸商品を扱うようになる。

１９９９年３月、ウェルカムセンターにセミナー

ルームを新設している。これには、次の３つの狙

いがある。

●顧客への園芸に関する情報提供を臨機応変に

行っていくため。

●販売店の人達が自らの力で接客できるように、

その人達が勉強する機会を提供するため。

●社員が勉強する機会を提供するため。

当セミナールームでは、今まで、バラやハーブ

の講習会を開催している。

また、松戸など２ケ所にアンテナショップを開

設し、花ごころとしての実験的な取組みを行って

いる。

業務の課題としては、園芸業界全体にもいえる

ことであるが、専門店と量販店との色分けがなく

なってきていることがあげられる。従来の「園芸

店」が「ガーデンセンター」に名称を変えている

など、店種のボーダレス化が進んでいる。

また、来店した顧客に対して情報提供できる人

が少なくなってきており、情報やノウハウの共有

化が課題といえる。

�１ 取組みの背景・経緯

花ごころでは、電子メール、Notes、DIPSWARE

の３つのツールを用いて、社員の持つ情報やノウ
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ハウの共有を図っている。

１９９２年頃から、シャープのザウルス（携帯情報

端末）を用い、営業担当を中心に簡単なスケ

ジュール管理が行われていた。１９９３年から１９９５年

くらいまでは、電子メールのcc：Mailを用い、そ

の日一番気になったことを発信するなど、日報代

わりとして使用していた。

ただ、それでは情報・ノウハウを管理すること

ができないため、１９９６年にグループウェアとして

のNotesを導入し、情報・ノウハウを管理するこ

とができるようになった。

１９９７年にはDIPSWAREを導入している。当初

DIPS手帳を活用し営業担当研修を行った実績が

あり、DIPS手帳をシステム化したDIPSWAREの

導 入 は 抵 抗 な く 行 わ れ て い る。現 在、

DIPSWAREはNotesとの連携を図り、営業担当

に対してはモバイル環境を提供している。モバイ

ル環境は、１９９７年８月からインターネット・プロ

バイダのサービスを開始した、NTT DoCoMoの

DoPaをネットワークのインフラとして活用して

いる。

こうした取組みは、１０年以上前から営業の人数

が増えたために会議に全員が出席できず、その会

議で取り交わされた情報・ノウハウを全員で共有

化することが難しくなったことを踏まえて、全社

で情報・ノウハウ共有を行うために、社長のトッ

プダウンで進められた。

�２ 現在の取組み状況・メカニズム

現在、社内では様々な情報・ノウハウが共有化

されているが、一番大事にされている情報・ノウ

ハウが企業のコンセプトである。そのコンセプト

の周辺に各社員がもっている情報・ノウハウが点

在し、それらを共有化しているという点が、花ご

ころでの情報・ノウハウ共有の特徴といえる。

現在、Notesを活用した、社内システムで提供

している主なサービスとして、「伝言板」、

「DATA―IN」（社内で独自で作ったNotesの文書

データベースの１つ）、「電子会議室」がある。こ

れらサービスが含まれている「LANメニュー」

を図１０に示す。

「伝言板」は、日々の社内の連絡事項を扱って

おり、社員全員が確認できるようになっている。

また、誰宛ての連絡かをカテゴリーで分けられる

ようになっている。電子メールは１対１の関係で

やり取りされることが多く、その情報が個人に依

存してしまうと、組織としては「死に情報」とし

て捉えられるので、通常は誰もが見ることができ

る「伝言板」で連絡を取り合うことにしている。

このため、一番利用頻度の高いサービスとなって

いる。

「DATA―IN」は、営業担当関連の情報・ノウ

ハウを中心に扱っているが、営業担当だけでなく、

全社員が社内で自由に読み書きが可能となってい

る。基本方針として、「事実」、「仮説（こう思う

という考え）」、「アクション（こうしたという行

動）」に分けて情報・ノウハウをアップするよう

になっている。ここでの情報・ノウハウは、全て

社内のアイディア情報として、商品化や業務改善

に活かされている。つまり、現在一番の商品開発

の力となっているものである。

「電子会議室」は、会議までに明確にしておく

こと、会議での決定事項、会議での検討経過など、

実際の会議を効率よく行うために活用されている

ものである。

これ以外には、DIPSWAREをNotesと連携さ

せて活用し、スケジュール管理、プロジェクト管

理、タスク管理、日報の各種データベースを構築

して利用している。これらサービスが含まれてい

る「DIPSWAREメニュー」を図１１に示す。

なお、現在社内で共有している情報・ノウハウ

は、全部門、全社員が自由に利用し、やり取りす
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図１０ 株式会社花ごころにおけるNotesの「LANメニュー」

（株式会社花ごころ提供ファイル）

図１１ 株式会社花ごころにおけるNotesの「DIPSWAREメニュー」

（株式会社花ごころ提供ファイル）
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ることが可能となっている。

営業担当が共有している情報・ノウハウはアラ

カルト的なものとなっている。例えば、チラシで

見つけた他社情報（商品、値段など）や、販売店

から聞き込んだ情報など様々である。

７０店舗の販売店に対しては、こういった情報・

ノウハウを「情報市場（じょうほういちば）」と

いう情報誌にまとめて、FAXで情報提供を行っ

ている。わざわざ情報誌を作成している理由は、

販売店にメール環境がないためである。

また、売上データの出力依頼、データベースの

新設依頼など、社員からのグループウェアの機能、

サービスに関する要望については、システム担当

の荒木氏が直接電子メールや月１回の会議などの

場で受け付け対応している。

売上データなどの定量的データは、基幹業務の

ホスト（IBM・AS／４００）のデータを紙に出力し、

荒木氏がNotes上の電子データとして定期的に移

植することにより、社内での情報共有を図ってい

る。

�３ 推進体制

推進主体としては、社長の・リーダーシップの

下、システム担当の荒木氏がシステムを立ち上げ、

企画室長の勝野氏と清川氏の２名が社内に馴染ま

せる役割を担っている。

馴染ませるためには、まずは、各部門のキーマ

ンに研修を含めて説明を行い、その後、その人を

通じて全社員に伝わるようにしている。さらに月

１回の営業会議の後に、おまけ的に説明すること

もある。

グループウェアの活用を推進するに当たっては、

興味のあるところからグループウェアを使わせる

ようにしていった。さらに、電子メールでしか情

報を流さないなどの方法も取られた。当初、４０歳

代後半のベテラン社員達からは「仕事で何で電子

メールを読む必要があるのか。」といった苦情が

寄せられたが、営業担当を中心とした若手社員達

が率先してグループウェアを活用していったこと

により、情報共有のメリットとしての便利さを

徐々に理解していってからは、ベテラン社員達も

利用するようになった。

�４ 経営方針・リーダーシップ

社長の方針は、「文字ベースでは心が伝わらな

い。グループウェアは主役でなく、あくまでも補

助的なものである」という考え方である。「情報・

ノウハウを伝え合うのは人と人」という意味で、

グループウェアで流れる情報・ノウハウは、予備

データであるという捉え方である。例えば、顧客

からのクレームに対して、電子メールでお詫びす

るより、電話でお詫びした方が心が伝わる。「電

子メールだけ、データベースだけではうまくいか

ない。あくまでメインは言葉で！」ということで

ある。つまり、グループウェアを道具として活用

していこうという考え方が、花ごころでの情報・

ノウハウ共有の方針である。

一方、定型業務はできるだけ電子化するなど、

グループウェアを積極的に活用していこうという

考え方も持ち合わせている。

社長自らも率先して「DATA―IN」などを活用

し、社員からの発信情報に対して返答文書を書き

込んでいる。管理職も積極的に書込みを行うなど、

自らの考え方を伝える努力を行っている。また、

社員の成果に対しても、良かった点に対しては、

誉め言葉を書き込むなど、積極的に評価する姿勢

を見せている。

�５ 社内制度・インセンティブ

情報・ノウハウ共有の推進のために、当初、週

３通の「DATA―IN」の書込みを義務付けたりし

ていた。しかし、現在では、情報・ノウハウ共有
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が定着したことを考慮して、義務付け的なことは

行っていない。情報・ノウハウ共有の利便性を全

社員が認識しているとの考え方である。

情報の発信量は、人、日、仕事量などにより異

なっているが、全体的にはコンスタントに発信さ

れている。情報発信の方法もそれぞれとなってい

る。

�６ 人材育成

情報・ノウハウ共有の推進のために、グループ

ウェアの導入時期には、システム担当の荒木氏が

中心となって、社員に使い方などを一斉に教育し

ている。グループウェアの運用が軌道にのってか

らは、新機能や新サービスの提供時期に合わせて

対応している。

現在、花ごころでは、「知っている人に聞く」

という風土があり、お互いに助け合い、教え合い

ながら、情報・ノウハウ共有アプリケーションに

関する操作などを習得している。

�７ 情報技術・インフラ

まず、cc：Mailが導入され、その後グループウ

エアのNotesがモバイル環境のものも含めて導入

された。その理由は、当時、グループウェアとい

えばNotesしか選択の余地がなかったためである。

社内のシステムのネットワーク構成は、図１２に

示すとおりである。

ウェルカムセンターには、Notesサーバとデス

クトップタイプ型のパソコン１０台が設置されてい

る。工場には各２台、ショップには各１台のパソ

コンが設置されている。ウェルカムセンター―各

工場間は専用回線で、ウェルカムセンター―各

ショップ間はISDN回線で接続されている。営業

担当１０名全員には、NTTドコモのDopa網を利用

して、モバイル端末を持たせている。ウェルカム

センター―運送会社／物流センター間は公衆網で

接続されており、運用会社／物流センターに対し

て出荷データを送信している。

図１２ 株式会社花ごころのネットワーク構成図

（株式会社花ごころ提供資料）

５６郵政研究所月報 ２０００．１



�８ 取組の成果・効果

現在までに確認できる情報・ノウハウとしての

データ量は明確には分からない。例えば、「伝言

板」は、常時約３ケ月間分の情報・ノウハウを保

存するしくみになっている。一定期間を経過した

情報・ノウハウは自動的に削除される。「DATA

―IN」は常時５，０００件の情報・ノウハウを保存し

ている。「電子会議室」は議事録など１，０００件弱と

なっている。

グループウェアの活用に関する評価としては、

充分に活用されているという認識である。逆に、

既にグループウェアのような情報インフラがない

と仕事が進まない状態になっているという認識で

もある。

情報・ノウハウ共有した最大のメリットとして

は、次の３つがあげられる。

●誰もが情報を確認することができるおかげで業

務スピードが確実に向上したこと。

●グループウェアや携帯電話を活用することに

よって、いつでもどこでも最新の情報を提供で

きること。

●各担当者のいろいろな視点や見方を各社員が取

り入れることができ、例えば、新製品を様々な

視点で考えられるようになったこと。

また、旧来であったら管理職までのレベルで留

まった社長からのメッセージが、現在では全社員

が確認できるようになっている。逆に社長のメッ

セージに対して社員がコメントを行うこともでき

るようになった。

こうした結果として、社員全体の考え方がネガ

ティブなものもポジティブにしていく土台作りが

出来上がったいったといえる。このポジティブな

ものをNotes上の「アタックポイント」という場

所に、成功事例や業務改善提案の情報として登録

するようにしている。

花ごころでは、個々の社員の売上管理は行って

いない。個々の社員の目標はあるが、売上に関し

ては企業や部門全体として計上して評価するよう

にしている。また、社長自らが事あるごとに社員

に情報・ノウハウを伝えている。社長は「わかる

まで話す。わかるまで聞く」といった姿勢で社員

と接している。また、前述のように、社員同志が

お互いに知っていることを教え合う風土が生まれ

ている。

このため、個々の社員が持っている情報・ノウ

ハウを提供することに、社員はそれほど抵抗感は

ないと考えている。こうした風土は情報インフラ

が整備されるのと同時並行的に生まれてきたと考

えている。

�９ 成功要因

基本的にトップダウンで進められた訳であるが、

情報・ノウハウ共有を進めることが可能となった

最大の要因としては、個々の社員にそれなりにメ

リットがあったからではないかと考えられている。

逆に困っている点としては、システム導入時に

モバイル端末が接続できないなど、使いたいけど

使えない事態が発生した時の対処方法がよくわか

らないといったことがあげられる。

�１０ 現状の課題

情報・ノウハウを入力する時間や手間をどうす

るかが最大の課題といえる。特に、繁忙期（３月

から６月までの園芸シーズン）は、そうした時間

や手間に過度の労力を与えてしまうこととなる。

また、営業担当に対して詳細な業務データを提

供できないのが課題といえる。例えば、個々の顧

客の販売データ、個々の商品における最近１週間

の売上データなど、現場の営業担当が本当に欲し

がっている情報をどうすれば提供できるか現在検

討中である。その情報を現在提供できない要因と

しては、営業担当のモバイル環境に対して容量の
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大きいデータを提供できないことやNotesと業務

基幹ホストとの連携が取れていないことがあげら

れる。

�１１ 今後の展開方向

ハード的なものはそろったと認識しており、あ

とは「いかに使い込むか」また「いかに心をのせ

ていくか」ということである。情報・ノウハウ共

有を推進する上で、いかに人それぞれロスになっ

ている部分を解消していくか、また、いかに情

報・ノウハウを拾い出していくかといったことを

考える必要がある。そのためには、普段のコミュ

ニケーションから情報・ノウハウを吸い上げ、シ

ステムの改善などにつなげていく必要がある。そ

して、情報・ノウハウをどう拾って、どう組み合

わせるかを考えていかなければならないと考えて

いる。

システム面では、モバイル端末がバラバラな環

境であるためその改善や、基幹系システムの改善

を図り、より一層情報・ノウハウ共有し易いシス

テム構築を目指す必要性が出てきている。

４ 先進企業事例のまとめ

知的資産管理の先進企業事例について、調査項

目別に横断的に整理したものを表８に示す。

今回の調査から知的資産管理の現状に関して以

下の点が明らかになった。

４．１ 企業を取り巻く環境変化ヘの対応

エーザイでは、製薬業界の競争激化により企業

理念「hhc」が生まれ、東京海上火災保険では、

損保業界の競争激化により新たな経営・情報戦略

表８ 知的資産管理の先進企業事例の比較

調査項目
エーザイ
株式会社

富士通株式会社
ソフト・サービス
事業推進本部

東京海上火災保険
株式会社

ヒューマン
グループ

株式会社
花ごころ

取組の
背景・経緯

●製薬業界を取り巻く環
境変化。
●企業理念「hhc」の共
有と「知識創造活動」
の推進。

●情報登録するシステム
の限界。
●リアルタイム性を重視
した 「Solution NET」
の推進。

●損保業界の競争激化、
顧客ニーズの多様化。
●新たな経営・情報戦略
「みんなで創ろう新世
紀―信頼２１計画」の推
進。

●狭い市場での事業成長
拡大に限界。
●企 業 理 念「working
with joy」と目標「全
員経営」の推進。

●園芸業界での店種ボー
ダレス化に伴う顧客へ
の情報提供力不足。
●全社的な情報・ノウハ
ウ共有の推進。

取組状況・
メカニズム

●「知識創造の４モード」
を活用して具体的な活
動を実践。
●「知識創造サーベイ」
による知識創造プロセ
スの強み・弱みの見極
め。

●全業務をネットワーク
上で行うことにより情
報・知 識 を 蓄 積
（「Project Web」）。
●「Solution NET」の
基本的な仕組みは「検
索エンジン＋エージェ
ント」。

●グループウェア「ひと
り一台」を活用した情
報・知識の共有。
●「ひとり一台」の３大
機能は、「レター」、
「電子マニュアル」、
「統計表」。

●グループウェアを活用
した気付き情報の共
有。
●主な 機 能 は、「電 子
メ ー ル」、「Human掲
示板」、「Human Mes
sage」、「日報」。

●グループウェアとモバ
イルを活用した情報・
ノウハウ共有。
●主な機能は「伝言板」、
「DATA―IN」、「電子
会議室」。

推進体制

●社長直轄下の「知創
部」。
●「知のスパイラル」の
推進。
●「知識創造の担い手」
としての人材育成。

●CKO配下の「Solution
NET推進室」。
●方針、考え方の全社員
への展開。
●先行グループの具体的
事例の紹介。

●情報システム担当役員
と本店業務サービス各
部長で構成される「情
報化委員会」。
●社内の情報化に関する
意思決定。

●推進主体は社 長 と
リューコス部門のス
タッフ。
●方針は推進主体が決
定、それ以外は分社単
位で各分社長が推進。

●推進主体は、社長の
リーダシップの下、シ
ステム担当、企画担当
で構成。
●グループウェア活用の
推進。

経営方針・
リーダー
シップ

●社 長 の「EI宣 言」に
よる社員の意識改革。
●ミドル・マネージャー
のリーダーシップを重
要視。

●社長自身がナレッジ・
マネジメントの重要性
を言及。
●管理職の判断能力を重
要視。

●「情報化委員会」の強
力なリーダーシップ。

●社長方針の徹底推進。
●社長と幹部による率先
垂範。

●グループウェアは、情
報・ノウハウを伝え合
うための補助的な道
具。
●社長の率先したグルー
プウェア活用。
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が生まれている。富士通では、情報技術の進歩に

伴う顧客ニーズの変化に対応するために、常に最

新の情報で動くことが求められ、「Solution

NET」が生まれている。ヒューマングループで

は、狭い市場での事業の成長拡大に限界を感じた

危機感から、企業理念「working with joy」と企

社内制度・
インセン
ティブ

●優れたhhcプロジェク
ト活動に対する、全社
での発表の機会、さら
には「hhc大賞」と呼
ばれる社長からの表
彰。

●どれだけ情報提供して
いるかを「目標管理評
価制度」における評価
材料にすることが可
能。

●組織に対する社員のロ
イヤリティ（忠誠心、
愛社精神）。

●社内制度は、「幹部登
用制度」と「個人表彰
制度」。
●インセンティブは、
「利益配分」と「個人
表彰」。

●全社員、情報・ノウハ
ウ共有の利便性を認
識。

人材育成

●「知創カンファレンス」
（知識創造スキルの開
発、経営革新と戦略思
考の習得など）
●その他（「hhcカンファ
レンス」、「病棟実習」、
「部門間交流研修」、
「異業種交流研修」）

●新入社員研修（実務を
理解させながら技術的
な知識を育成）
●一般社員研修（特定の
技術・スキル習得を目
的）

●「ひとり一台」に関す
る社員研修（操作、仕
組みの理解など）

●「MG」（戦 略 的・総
合的な発想の育成、利
益マインドの習得）
●その他（「PC教育」、
「掃除研修」、「幹部研
修会」）

●グループウェア導入時
は全社員に操作方法を
一斉教育。
●現在は新機能提供時期
に合わせて教育。

情報技術・
インフラ

●イントラネット「Glob-
al hhc web」
●「知創部」のページ「知
の広場」

●「インターネット／イ
ントラネット」
●「高速全文検索」
●「エージェント」
●「テキスト／データマ
イニング」
●「FJ―WAN」（富士通
グループ企業、Am-
dahl、ICL）

●運用／管理系サーバ
（セ ン タ ー 運 用、
Notesハ ブ、WWW、
認証マスター）
●実行系サーバ（全国１０
拠 点 、 Notes 、
WWW、認証）
●基幹系サーバ（全国５６
拠点、端末約１万台の
集中管理）
●専用フレームリレー網

●グループウェア（No-
tes、DIPSWARE）
●インターネット（OCN
エコノミー）

●グループウェア（No-
tes、DIPSWARE）
●専用回線、ISDN回線
●公衆網、Dopa網

取組の
成果・効果

●エルメッド・エーザイ
株式会社の設立（高齢
者向け新商品の開発）
●商品情報センターの開
設（子供向け新商品の
開発）

●社員の意識変革（「部
制」から「プロジェク
ト制」へ）。
●「Solution NET」利
用部門の業績向上

●紙によるレターの全廃
（約３０万通／月）
●情報伝達スピードの向
上
●パソコン活用の浸透
●ペーパーレスの定着

●社員１人１人の業務の
可視化
●業務スピードの向上
●苦情の瞬時共有と、相
互協力による問題解決
が可能
●観光事業の業績向上

●業務スピードの向上
●いつでもどこでも最新
情報の提供が可能
●各社員の視点や見方の
拡大

成功要因

●トップのコミットメン
ト。
●「hhcマネージャー」
の継続的育成。
●良い事例の全社への共
有化。
●優れた活動を行った社
員やグループの認知。

●経営者のリーダーシッ
プ。
●「富士通が情報産業の
リードをとる」という
社員１人１人の意識。

●自由化へ向けた対応の
必要性についての高い
意識。
●「ひとり一台」を武器
として活用。
●全社員が情報化の必要
性を理解。
●社会全体の流れとの同
期化。

●意思決定時の正しい選
択。
●ヒューマングループ支
援者とのネットワー
ク。
●「MG」による社員の
意識改革。
●１０年間の継続。

●社員１人１人に情報・
ノウハウ共有のメリッ
トがあったため。

現状の課題

●「知」を生み出すため
に、社員が主体性や問
題意識をもつこと。
●暗黙知の形式知化によ
る「知」の共有化。

●特になし。 ●迅速、高品質、柔軟性
のある基幹系／情報系
システムの構築／提
供。
●広範囲、長期的データ
が扱えるDWHの構築。

●幹部のスキルアップ
●現場の社員が利用しや
すいDB環境の構築

●情報入力作業の効率化
●情報系システムと基幹
系システムのデータ連
携

今後の
展開方向

●実効ある「hhc活動」
の推進。
●「第２回知識創造サー
ベイ」の実施。
●「グローバルhhc」支
援体制強化。
●IT活用による「知」
の蓄積・共有化の推
進。
●創出の場・対話の場の
更なる充実。

●全社員への更なる徹底
（開発部門等への拡
大）。

●情報発信型社員の増
員。
●情報リテラシー向上に
向けた研修の充実。
●情報システムにおける
機能、コンテンツの充
実。
●情報システムにおける
情報検索能力の向上。
●エージェント機能など
を活用した使い易い利
用環境の整備。

●更なる業務改善と仕組
みづくり。
●PC活用のスキル教育
と現場部門でのインス
トラクターの育成

●システムを「いかに使
い込むか」
●より情報・ノウハウ共
有し易いシステム構築
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業目標「全員経営」を掲げている。そして、花ご

ころでは、園芸業界における店種のボーダレス化

に伴う顧客への情報提供力不足を解消するために、

全社的な情報・ノウハウ共有を推進している。

企業を取り巻く環境変化は、企業における知的

資産管理の取組みへのきっかけになっているとい

えよう。

４．２ 企業のビジョンに応じた取組み

情報を登録するシステムの限界に気付いた富士

通は、積極的に情報技術を活用し、ネットワーク

上で仕事を行っていれば自然に情報が共有される

仕組みを実現している。また、東京海上火災保険、

花ごころでは、共にグループウェア活用が重要な

役割を果たしている。

一方、エーザイでは人材育成に力を入れている。

「知創カンファレンス」、「病棟実習」などの研修

により「hhcマネージャー」を育成し、その「hhc

マネージャー」を中心にプロジェクト活動を展開

していく仕組みを実現している。

また、ヒューマングループでは、気付き情報共

有のためのグループウェア活用、企業目標「全員

経営」に向けた社内研修「MG」と、情報技術活

用、人材育成の双方を重視している。

「どの取組みを重視すればよいのか」という議

論に正解はないが、企業のビジョンに応じて、情

報技術活用、人材育成などの取組みをバランスよ

く組み合わせることが重要と考えられる。

４．３ 強力な推進体制の必要性

エーザイ、ヒューマングループ、花ごころでは、

社長配下にそれぞれ「知創部」、「リューコス部門」、

「企画担当＋システム担当」と推進組織を設置し

ている。また、富士通、東京海上火災保険でも、

役員配下にそれぞれ「Solution NET推進室」、「情

報化委員会」と推進組織を設置している。

知的資産管理のような新しい方針や考え方を全

社的に展開するためには、経営者、役員の直轄下

に推進主体を設けるなど、強力な権限を持った推

進体制を構築することが効果的であろう。

４．４ 起爆剤としてのトップのリーダーシップ

エーザイでは、社長の「EI宣言」が社員の意

識を改革し「知識創造活動」の発端となっている。

富士通では、「ビジネスの世界は最新の情報で動

かないと判断を誤る。まさにリアルタイム、ス

ピードが勝負の時代である。」と社長自らがナレッ

ジ・マネジメントの重要性について言及している。

東京海上火災保険では、担当役員と幹部社員で構

成される「情報化委員会」が強力なリーダーシッ

プを発揮している。ヒューマングループでは、社

長の方針を徹底的に推進し、社長と幹部社員が率

先垂範してリーダーシップを発揮している。そし

て、花ごころでは、「グループウェアは主役では

なく、あくまでも補助的なものである。」と社長

の方針を社員に伝えた上で、社長自らもグループ

ウェアを率先して活用している。

経営者、役員などのトップの強力なリーダー

シップが、知的資産管理を推進する上での起爆剤

となっていると考えられる。

４．５ 全社展開に重要な役割を果たすミドル

エーザイでは、トップメッセージの具現化に向

け核となり推進するミドル「hhcマネージャー」

を継続的に育成することが１つの成功要因と考え

られている。富士通では、情報が組織階層の上下

を問わず入手できると、管理職の判断能力がより

問われるようになると考えられている。東京海上

火災保険では、「ひとり一台」を全社に展開する

ために、各本部長、各部支店長、各室課支社長を

推進リーダーとしている。ヒューマングループで

は、分社長がそれぞれの分社のトップとして社長
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の方針を展開している。そして、花ごころでは企

画室長が社内へのシステムの馴染ませ役を担って

いる。

知的資産管理を全社に展開するには、トップと

社員の間にあるミドルが、トップの方針を社員の

実践レベルまで具現化していくことが重要とされ

ている。

４．６ インセンティブとして有効な社員評価制度

と社員意識

インセンティブとしては、社員評価制度の活用

（エーザイ、富士通、ヒューマングループ）と社

員意識の活用（東京海上火災保険、花ごころ）に

集約できるであろう。

エーザイでは、優れたhhcプロジェクト活動を

行った社員に対して、「hhc大賞」と呼ばれる社

長表彰がある。富士通では、どれだけ知識・ノウ

ハウを提供しているかを「目標管理評価制度」に

おける評価材料とすることにより、社員にインセ

ンティブを与えている。そして、ヒューマング

ループでは、積極的に取り組んでいる社員に対し

て、「利益配分」や「個人表彰」が用意されてい

る。

一方、東京海上火災保険では、忠誠心、愛社精

神などの社員のロイヤリティがインセンティブと

して働き、情報を有効に活用していこうという意

識、ムードが高まっている。花ごころでも、現在

では全社員が情報・ノウハウ共有の利便性を認識

していると考えられている。

インセンティブとして社員評価制度や社員意識

を活用することは、知的資産管理の推進上必要不

可欠ではないと思われるが、より価値ある情報・

知識・ノウハウを流通させるためには一つの有効

な方法であると考えられる。

４．７ 人材育成として不可欠な社内研修制度

エーザイでは、知識創造スキルの開発などを目

的とした「知創カンファレンス」、患者様のニー

ズに気付くための「病棟実習」などの社員育成プ

ログラム、富士通では、主に技術的な知識の習得

を目的とした社員研修、東京海上火災保険では、

「ひとり一台」の操作・仕組みの理解などを目的

とした社員研修、ヒューマングループでは、戦略

的・総合的な発想の育成や利益マインドの習得を

目的とした「MG研修」、そして、花ごころでは、

情報リテラシー向上を目的とした社内教育と、各

企業、様々な社内研修制度を導入・活用している。

知的資産管理の推進上、人材育成の手段として

社内研修制度を導入・活用することは必要不可欠

と考えられる。

４．８ 全社員共有を可能とする情報インフラ

エーザイ、富士通はイントラネットを中心に、

東京海上火災保険、ヒューマングループ、花ごこ

ろはグループウェアを中心にそれぞれ情報インフ

ラを効果的に活用している。

しかし、いずれの企業にも共通していえること

は、社員個人の持つ情報・知識・ノウハウを有効

活用するために、全ての社員が情報インフラを利

用でき、全ての社員で情報・知識・ノウハウを共

有できる仕組みを構築している点である。

社長から社員まで誰もがリアルタイムに情報・

知識・ノウハウを交換できる、全社員参加型の知

的資産管理を実現しているといえよう。

４．９ イネーブラー（促進要因）として機能する

風土・文化

富士通では、「Give Give ＆ Take」に象徴され

るように、いわれなくても率先して情報や知識を

提供する社員が求められている。東京海上火災保

険では、パソコン活用が常識化し、会議では紙を
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配付しない習慣、プレゼンテーションではツール

を使用する文化が定着している。ヒューマング

ループでは、「凡事徹底」、当たり前のことを当た

り前に取り組む風土や、教え合ったり、気付くこ

との習慣が定着している。花ごころでも、お互い

に知っているいることを教え合う風土が生まれて

いる。

社員から生きた情報・知識・ノウハウを引き出

すためには、企業の風土・文化を変革していくこ

とも、知的資産管理を促進する上での重要なファ

クターであると考えられる。

４．１０ 多様な成果・効果

新商品の開発（エーザイ、花ごころ）、社員の

意識変革（富士通）、事業の業績向上（富士通、

ヒューマングループ）、大量のペーパーレス（東

京海上火災保険）、情報伝達スピードの向上（東

京海上火災保険、ヒューマングループ、花ごこ

ろ）など、各企業、取組みの成果・効果は様々で

ある。

知的資産管理は必ずしも前述の様々な成果・効

果を全て網羅的に達成するものではなく、企業の

ビジョンや課題に応じて重点的に取り組むべき部

分から順次展開していくことが重要であろう。

４．１１ 成功のカギは経営者のリーダーシップと社

員の意識改革

取組みの成功要因としては、経営者のリーダー

シップ（エーザイ、富士通、花ごころ）と社員の

意識改革（富士通、東京海上火災保険、ヒューマ

ングループ）に集約できるであろう。

知的資産管理を推進する上では、「どちらがか

ら先に取り組めばよいか。」という疑問が湧くが、

４．４項でも述べたとおり、トップのリーダーシッ

プが起爆剤となっていることを考えると、「まず

経営者がリーダーシップを発揮し、それに感化さ

れて社員の意識が変革する。」と考えた方が自然

である。いずれにしても、経営者のリーダーシッ

プ、社員の意識改革、共に実践され、初めて知的

資産管理を実現できるものと考えられる。

４．１２ 課題は現場社員の満足度向上

各企業、課題は様々であるが、注目すべきは、

東京海上火災保険、ヒューマングループ、花ごこ

ろで共通してあげられた課題であろう。

東京海上火災保険では、システム利用者からの

統計データの柔軟な分析が行える機能が求められ

ている。ヒューマングループでは、現場部門が使

いこなせるようなDBの在り方が検討されている。

そして、花ごころでは、営業担当に対して詳細な

業務データを提供できないのが課題とされている。

知的資産管理の現状の課題として、現場社員が

満足するような情報提供や仕組みを構築すること

が求められているといえよう。

５ おわりに

本調査研究では、土谷茂久千葉工業大学工学部

教授にご指導頂いた。また、先進企業ヒアリング

調査に関しても多くの関係者にご協力を頂いた。

この場を借りて感謝を申し上げる。

主要参考文献、リソース

土谷茂久「柔らかい組織の経営」、同文館出版、１９９６年

野中郁次郎、竹内広高、梅本勝博、「知識創造企業」、東洋経済新報社、１９９６年

紺野登「知識資産の経営」、日本経済新聞社、１９９８年

黒瀬邦夫「富士通のナレッジ・マネジメント」、ダイヤモンド社、１９９８年
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「エーザイ株式会社Webサイト」http：／／www.eisai.co.jp／

「富士通株式会社Webサイト」http：／／www.fujitsu.co.jp／

「東京海上火災保険株式会社Webサイト」http：／／www.tokiomarine.co.jp／

「ヒューマングループWebサイト」http：／／www.humangroup.co.jp／

「株式会社花ごころWebサイト」http：／／www.hanagokoro.co.jp／index.html
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１ ２０００年のはじめに

進歩は本来、依存を増大させるものではなく、

自己管理能力を強化するものであるはずだ。私達

は知らねばならない。「プラダのバッグが欲しい」

ということと、自己実現とのはざ間にある関係に

ついて。

「進歩への惑溺は誰もゴールに着いたことない

レースに全ての人を縛りつける力を持つ。ホモ・

ファーベル（工作人）は魔法使いの弟子にも成り

果てる。魔法使いの弟子が、呪文で水を溢れさせ

たが、それを引かせる呪文を知らなかった。」（コ

ンヴィヴィアリティー：イリイチ著）例えば、近

代エネルギーの状況は実際極めてこれに近い。原

子力はエネルギーを大量に溢れさせたが、その核

廃棄物をどう処理して良いのかわれわれはいまだ

路頭に迷っている。

口を開けて、アルコールとポテトチップスをほ

うばり、イタリア製のふかふかのソファーに突き

出たおなかを横たえ、欲望を増殖するために緻密

にデザインされた広告収入に支えられたテレビ放

送に見いる。生きる意味をわれわれは、知らず知

らずの内に日常的なメディアによる欲望の増殖と、

それに連鎖した消費に依存させてしまっているの

かもしれない。企業が自社製品のCM映像を見せ

る。消費者という生体ビジネスプロセスがそれを

認知して、まさに提供者がそうなるように目論ん

だシナリオ通りに消費へと走らせる。企業は成功

し増幅を繰り返してゆく。

２０世紀の日本は、豊かさの一つのカタチを謳歌

したのかもしれない。しかしそのおびただしい数

の過剰と蕩尽のプロセスの中で、われわれは、自

然環境のバランスを狂わせた、生態系を破損した、

人間を含む動物の生殖機能も狂いが生じ始めた、

コミュニティーも確実に瓦解の道をたどり始め、

それに連動し生きる意味すらも喪失しつつある。

近代において自由、民主を標榜しつつも、いった

い人類は何に自分達の未来を、生きざまを託して

きたのだろう。

２ Another part of me

今回はまず従来型の放送と、グローバルネット

ワークにおける動画を含むデジタルコンテンツ流

通との関連について、３つの新しい重要な視点に

ついて述べる。

一つ目は、「環境としてのメディアという」視

点である。初回にも触れたように、最近認知科

学・心理学の分野でも注目を浴びている概念とし

てギブソンの「アフォーダンス」という概念があ

る。実際、人間は産まれてからおびただしい量の

メディア情報に晒されて育つ。動物が自然環境と

の相互作用の中で、生きていくために必要なノウ

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
（その３）

筑波大学 助教授 北川 高嗣
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ハウを獲得、学習、蓄積して行くのと同様に、人

間は、メディア環境の中でそれとのインタラク

ションを通して世界像を形成して行く。神、神話、

コミュニティーといった近代以前がよりどころと

していた世界像の礎が崩壊した現在、メディア環

境は、市場経済における競争原理とともに、世界

観形成のメインプレイヤーとなっている。またこ

の２つは、メディアが企業の広告媒体としてその

成立と存続の基盤を与えられていることにより、

密接な関係を持っている。

イリイチが近代文明批判の著コンビビアリ

ティーの道具の中で主張するように、道具の巨大

化により独占が起こると人間は環境へのアフォー

ダンスを失う。生きる気力、力をなくす。多分、

この４０年間に道具は巨大化しすぎたのだろう。デ

ジタルネットワークによる、道具の極小化と情報

と知識の、即ち力の分散化は、アフォーダンスを

取り戻す契機となったののかもしれない。これが

「インタラクティブ」という性質を持つデジタル

メディアが歴史という文脈の中で持ちうる一つの

大きな意味である。これからは、これまでのア

フォーダンス喪失の是非を問うのではなく、デジ

タルネットワークが、今ある現実にいかなるイン

パクトを与え、われわれがいかなるアフォーダン

スをデジタル環境の中で創発し得るかを考えるべ

きであろう。

二つ目は、「広告媒体としてのメディア」とい

う視点である。実際現在の放送の大部分が民間企

業の広告費を財源として成立している。企業の広

告、販売促進という視点から、その媒体としての

既存の放送とデジタルネットワークを比較検討す

ると以下のような特色が挙げられる。

既存の放送による広告を「放送広告」、デジタ

ル化されたグローバルネットワーク（現状ではイ

ンターネットを想定する）による広告を「ネット

広告」と呼ぶことにする。ネット広告は、放送広

告に比較し以下のような著しい特色を持つ。

１．広告にアクセス（視聴）した人の数を正確に

把握できる。

２．広告にアクセスした人のプロファイルを収集

できる。

３．広告を通しその場でアクションを起こさせる

事ができる。

特に３．はきわめて重要であるがそのアクション

の内容として、

ａ）より詳細な商品・サービス情報の提供（従

来の資料請求）

ｂ）購買・発注

ｃ）決済

が挙げられるが、これは最早、広告の範疇ではな

く、販売促進あるいは販売そのものの範疇に入る。

また、１、２はマーケティングの観点からきわめ

て重要な事項である。

ならばこれだけの優位性を持ちながら、現実に

既存の放送広告がネット広告に移行しないのはな

ぜであろうか。情報経済において、価値を決める

のは、市場の大きさである。現行の放送は圧倒的

な市場規模を誇る。インターネット人口は１５００万

人を超えたとも言われるがそのほとんど（約７―

８割）は企業からのアクセスであり、一般消費者

ではない。実効性のある市場はその３分の１程度

とも言われるのに対し、放送広告の対象は８０００万

人―一億人と見積もられる（全国放送の場合視聴

率１パーセントで７０―１００万人）。

しかし今やアメリカにおいてAOLは、米マイ

ヤーズ・グループ社の「ブランド資産力」調査（９９

／１１／１０発表）によればどの伝統的な放送ネット

ワークよりも強いブランドとなっている。

３つめは「コミュニティー形成の場としてのメ

ディア」という観点である。

よく、ネットワークがもつ融合・統合作用を表

す術語として「コンバージェンス」ということば
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が用いられる。コンピュータとコミュニケーショ

ン、放送と通信、パソコンとテレビ、携帯情報端

末と携帯電話、等々いろいろな融合の例が挙げら

れる中、究極のコンバージェンスの収斂先、収束

点がコミュニティーである。特に市場（マーケッ

ト）とコミュニティーのコンバージェンスは、マ

ルチメディアネットワークがもたらす最もインパ

クトの大きいコンバージェンスであろう。それは

乾ききった市場に潤いを与え、不安定極まりない

情報化された市場を安定化させる。市場の周辺に、

あるいはその中心部分にでさえ、NPO、ボラン

ティア、相互扶助、互恵といったこれからの社会

に不可欠な構成要素を創発させる。サービス提供

者側の論理で言えば、いわゆるブランドロイヤリ

ティーを与えるため、コミュニティーそれ自体が

最も価値の高い究極の商品となる。

そこでのメディアは、極めて個人のアイデン

ティティー（ID）と深いかかわりを持つことに

なるだろう。例えば、ほとんど全ての親しい友人

知人の番号が登録された携帯電話、スケジュール、

住所録、行きつけの店などの入った携帯情報端末

などはその所有者にとってもはや単なる機械では

ないだろう。つまりデジタルネットワークのメ

ディアが、今までの放送、通信のメディア、従来

の電話、ラジオ、テレビなどと決定的に違うのは、

記憶をその所有者と分かち合う、あるいは記憶の

一部を担保することにある。記憶がIDの大きな

部分を担うという自明の理にしたがえば（記憶を

完全に喪失すれば自分が誰なのかわからなくな

る）、その固有なメディアがその所有者のIDの一

部を形成することになるといってよいだろう。

つまりそこに記憶された人（電話番号）時間（ス

ケジュール）場所（住所）の情報群は、その人固

有のコミュニティーの境界を決定するのである。

そしてその境界が規定するコミュニティーは通常

その人の世界像のなかで最も重要な部分集合であ

ろう。メディアは記憶を共有した瞬間、「私の一

部（Another part of me）」になる。

３ 近未来メディア環境へのミニガイドマップ

３．１経度：デジタルネットワークのインターフェ

イスとしてのモノ

ムーアの法則によれば単位面積あたりの素子数

は、１８ヶ月で倍になる。１０年で約１００倍である。

翻って同じ性能のチップの大きさは、１８ヶ月で２

分の１、１０年で１００分の１となる。デスクトップ

（机の上）はラップトップ（膝の上）となり、ラッ

プトップはパームトップ（手のひら）となり、や

がてフィンガーティップ（指先）、ウェアラブル

へと小型軽量化していく。しかも通信機能を持っ

て。どこにでもチップは埋め込まれる可能性があ

る。これは、あらゆる「モノ」がデジタルネット

ワークのインターフェイスとなりうることを意味

している。

テレビ、携帯電話、ゲーム機、カーナビは論外

として、よく言われる、電子レンジ、ビデオデッ

キ、冷蔵庫はもちろんあらゆる家電製品、家具

（たとえば恋人の生理スケジュールを知っている

自動オギノ式ベッド）、ペット（IPアドレスを持っ

た犬をあなたは愛することができるだろうか）、

身体とともに移動する腕時計、メガネ、服、靴、

果ては、補聴器、虫歯の詰め物の中、コンドーム、

体内への埋め込み等など。このとき放送（番組モ

デル）は原型を留めているであろうか。モバイル

な放送は、きっと広告も含め所有者の個性と今あ

る時と場所に大きく依存していることであろう。

１０年後、全ての映画は、ワンチップに入ってし

まうのでそれを持って歩けばネットワークなどい

らないとする向きもある。同様に全ての文献情報

もワンチップに入れられるかもしれない。しかし

それを手にしたあなたと、国会図書館の前で呆然

と立ちつくしているあなたとは、それほど違わな
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いのかもしれない。

３．２緯度：プライベートメディアからプライベー

トチャンネルへ

いまどきプライベートホームページと聞いて驚

く人はいないだろう。メールアドレスの横に、自

分のホームページアドレスを印刷してある名刺を

見ても誰も驚くまい。プライベート（放送）チャ

ンネルとプライベートホームページの距離は原理

的にはさほど遠くはない。画像と文字のドキュメ

ントか、動画と音声のドキュメントかの差異は、

デジタルメディアの観点から言えば、単に帯域幅

の差異の問題に過ぎない。これから最もホットな

デジタルメディアの形態の一つは、移動体端末へ

の動画像配信である。技術的には、動画配信に十

分な２０―３０Mbpsの移動体通信が可能となってい

る。そう、某審議会が室内使用に限ってしまった

ギガヘルツ帯を使って。

しかしながら、完全なVOD（ビデオオンディ

マンド）への道は険しいことを以下の記事で確認

しておこう。「MPEGのような現在の圧縮技術は

約５０：１の比率でデータを圧縮しているが、サン

フランシスコのトランツ―センド社が独占権を持

つシステムでは、６００：１から最高１５００：１まで

の比率でファイルを圧縮できる。それでもレッド

モンド社長によると、『インデペンデンス・デイ』

のような映画だと、DVD並みの画質のコピーを

デジタル加入者線（DSL）、あるいはT１回線で

ダウンロードするには約１５０分かかり、ハード

ディスクで１．４ギガバイトを使ってしまうという。

レッドモンド社長は、今年の年末に発表が予定

されているこの技術の第２世代では、これと同じ

ファイルをダウンロードする時間は１５分以下で、

３８４メガバイトしか使わないだろうと語った。だ

がもっとも基本的な２８．８Kbpsのモデムを使って

いるユーザーが、こういったDVD並みの画質の

ファイルをダウンロードするには、６時間近くか

かるだろう。」（Hot Wired，９９／３）

４ 今後のTV放送に関連した５つの留意すべき

ポイント

４．１ 一体誰が（どのマーケットが）、次世代の

メディア環境を担うのか。

答え： NET GENER（Growing Up Digital, Don

Tapscott, McGraw Hill， １９９８）

初回にも触れたアメリカにおける、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が報告されている。この

世代のことをNET GENERと呼び、次世代産業

の中核的なマーケットとなることが予測されてい

る。この世代の子供を持つ家庭のメディア消費特

性は、その他の世帯のそれとは劇的に異なる。

この親子の世代は膨大な人口ボリュームを持つ

ため、新しい特性を持つ世界的な一大マーケット

となることが予測される。またこの世代の行動様

式は、次世代の国力、産業スタイルに圧倒的な影

響力を持ちうる。教育というのはその親に与える

間接的な影響も含めて次世代産業を担うマーケッ

トの生成に決定的に重要な役割を果たすのである。

４．２ マーケットシェアから 顧客シェアへの移

行。

メディアの消費特性として、限られた時間、限

られた可処分所得という制約の重要性が挙げられ

る。わかりやすく言えば英会話スクールv.s.日焼

けサロンという構図に見られる様に一定の時間と

予算の中で、二者択一的な異業種間の市場競争が

激化して行くということである。最近の市場動向

は今までの常識・方法論による推定・分析の結果

と食い違うケースが多々発生している。特に移動

体通信の勃興は、コミュニケーションの在り方は
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もとより、個人の時間消費の動向を大幅に変え、

結果としてメディアがらみの市場分布の図を書き

換えてしまいつつある。具体的に、音楽CD、テ

レビ視聴、ビデオゲーム、読書等に使われていた

総量一定の消費可能時間、可処分所得が、携帯電

話、インターネット等にシフトしつつある。

４．３ さらに、メディア環境特性の変化

完全情報武装しているはずのデジキューブの売

り上げ予測と実売とのギャップ。これは、家庭用

ゲームソフトのコンビニ流通で大成功をおさめた

同社が、同じ販路を使って音楽CD流通を手がけ

たところ、詳細にわたるPOS情報を所有していた

にもかかわらず、売上予測と実売上とのあいだに

倍以上の格差があったことを指す。

「最早ケータイは従来の通信手段ではなく、メ

ディア環境の一部（テレビと同様に）となってい

る」という認識をビジネス現場最先端の経営者は

持ちつつある。

２つの落とし穴（PIT FALLS）：

Asymmetric（非対称）とMobile。

４．４ 非対称（Asymmetric）という双方向の裏

をかく技術。

双方向性という特長をあえて押さえて、通信速

度を上げる技術ADSL（Asymmetric Digital Sub-

scriber Line）により現行の公衆回線でも動画配

信が可能になる。実例として香港テレコムIMSの

iTVがあり、実際に１５０チャンネルのVOD（ビデ

オオンディマンド）サービスを実施（９８／３より、

世界初）している。情報配信の効率から集合住宅

のみを対象としVDSL（Very high―bit―rate DSL，

上り１．５～２Mbps、下り１３～５２Mbps）とSTBを

利用し実現している。具体的な料金体系は新作か

そうでないかなどによって違いがあるが映画一本

につき２６０～４３０円とのことである。

４．５ ネグロポンテ予想という正論。

モバイル（移動体通信）ビジネスという化け物

に放送は勝ちつづけることができるのだろうか。

空中波帯域は早晩、放送（Point to point）v.s．

モバイル のまじめな社会効率（ROI：投資対利

益効率）の市場競争の場となる。（次世代の環境

問題）ネグロポンテ予想（Negroponti Switch）

は、テレビ放送は空中から地上（ケーブル）へ通

信は地上（ケーブル）から空中へ入れ替わる（ス

イッチする）という予想である。

実際モバイル（移動体通信）は、驚異的に成長

しつつある情報産業分野であり、低軌道衛星の相

次ぐ打ち上げ、冷戦の終結によるロシアの余剰衛

星利用等新しいインフラも目白押しである。この

モバイル産業に最も適した空中波帯域を既存の放

送が占有するという状況は、近い将来日本の国際

競争力を著しく低下させる可能性が高い。

５ ２０世紀の終わりの年に向けて

以上述べたように、現在の周波数帯域（地上波、

衛星波を含む）は歴史的な経緯で郵政省の許認可

制度により既存の放送に占有されているのが実情

である。このことは、NTTの伝統的事業形態と

いう日本の特殊事情による「市内電話の通話料金

を低額で定額化できないこと」とともに日本の次

世代産業にとって、最大の足かせの一つになる可

能性が高い。これらは日米の情報インフラ比較を

したときの「なぜ日本の情報産業は立ち遅れるか」

の最大の理由となっている。

確かに、市内通話料金が従量制で高額となるの

で、家庭でのインターネット利用が伸びないこと

と、空中波が歴史的経緯で占有されていることで

既存の放送事業者は、手厚く事業保護されること

になる（実際日本の周波数帯域はアメリカの５０倍

混込み合っていると言われる）。しかしながら、

最早文脈は変わってしまったのである。今までの
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最適は文脈が「デジタル」に変わった今も最適で

ありつづけることはできない。このことが日本の

次世代産業の発展を阻害するとしたらそれは大い

に憂慮すべき事ではなかろうか。

初回にも述べたように「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

英知を結集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。

文脈が変わってしまった今、なお既得権に、過

去の成功体験にしがみつこうとする姿は、その変

化を自覚していないのであれば憐れであり、自覚

しているのであれば醜い。新しくそしてインタラ

クティブなマーケットがネット上に出現しつつあ

る今、一つ上の視点に立った状況の変化の把握、

その変化に応じた迅速な判断、状況に応じた適切

な処理が混迷する時代のリーダー達に当然のこと

として期待される。「今までそうだったから」が

通用しない新しいフェイズに、時代は既に移行を

完了しつつある。

謝辞：最後に私の奔放な発言を受け入れて下さっ

た、本稿を著す貴重な機会を与えていただきまし

た勝野前通信経済部長をはじめとする放送経済研

究委員会の諸先生方、またダイナミズム溢れた現

場情報を提供してくれたソフトバンクの孫さん、

デジキューブの鈴木さん、プラザクリエイトの大

島さんをはじめとする２１世紀を切り拓いていって

くれるであろうネットベンチャーの友人たちに心

より感謝いたします。
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月例経済・金融概観�

日 本 経 済 �

○国民所得統計速報･･･-９月期の実質ＧＤＰは､前期比-1.0％と３四半期ぶりのマイナス成長に�

実質ＧＤＰ成長率（季調済み前期比､％）と需要項目別寄与度� 実質ＧＤＰ需要項目別伸び率（寄与度）の推移�

  

（注）括弧内の数字は寄与度。年度の伸び率は前年度比。�

《ポイント》�
・四半期別国民所得統計速報」によると､平成11年7－9月期の実質ＧＤＰは季節調整済み前期比で�
－1.0％(年率－3.8％)と､平成10年10－12月期以来､３四半期ぶりにマイナス成長となった｡�

・7－9月期の伸びを需要項目別の寄与度でみると､設備投資は､２四半期連続でマイナスとなった。消費は�
夏のボーナスなど所得の減少が響き低調だったほか､住宅投資も4－6月期からの大幅な反動減となり､と�
もに３四半期ぶりのマイナスとなったため､国内民需は前期比－0.6％ポイントとなった。公的需要は､�
公的固定資本形成が１年ぶりに減少した影響等から同－0.7％ポイントとなり、民需と公需をあわせた�
「内需」は同－1.3％ポイントのマイナス寄与となった。外需は､アジア向け輸出の回復を反映して同＋�
0.4％ポイントと１年ぶりにプラス寄与となった｡�

（�出所�: 経済企画庁�12 月� 6 日発�表）�

【概　要】� 
全体�
・景気は緩やかな改善を継続。民間需要の回復力が弱く厳しい状況をなお脱していないが、各種政策効果�
に加え、アジア経済の回復などの影響で緩やかに改善。消費は収入の低迷等から足踏み。住宅建設はや�
や水準を下げている。設備投資はなお大幅な減少基調。公共投資は着工が低調。在庫調整が進み、鉱工�
業生産は持ち直しの動き。雇用情勢は依然厳しい。�

内需面�
・10月の実質家計消費支出：前年同月比－2.3％（２か月連続の減少）。�

・10月の新設住宅着工戸数：年率換算値で113.9万戸（３か月ぶりに110万戸台へ低下）。�

・10月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比＋1.9％。�

・10月の公共工事着工総工事費：前年同月比－23.2％（５か月連続の減少）。�

外需面�
・10月の通関貿易黒字：前年同月比－14.3％（７か月連続の縮小）。�

生産面�
・10月の鉱工業生産指数：前月比－2.3％（２か月連続の低下）。�

・10月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比＋0.5％（５か月ぶりの上昇）。�

雇用面�
・10月の完全失業率：4.6％（２か月連続で改善した前月と同水準）。�

・10月の有効求人倍率：0.48倍（２か月連続の改善）。�

物価面�

・10月の全国消費者物価（生鮮食品を除く総合）：前年同月比－0.1％。11月の国内卸売物価：同－0.6％。�

景 気 の 現 状 �

平成� 平成� 10年度� 11年度�
９年度�１０年度�10-12月� 1-3月� 4-6月� 7-9月�

実質国内総生産� 前期比� ▲�1.5 ▲�2.2 ▲0.5 1.5 1.0 ▲�1.0
国内民需� 寄与度� (▲1. 0) (▲�2.4) (▲1.1) (1.1) (0.9) (▲0.6)
民間最終消費� 前期比� ▲1.2 0.1 ▲0.1 0.9 1.1 ▲�0.3
民間住宅� 前期比� ▲21.4 ▲�10.7 ▲5.1 1.4 12.9 ▲�3.2
民間企業設備� 前期比� 2.1 ▲�12.4 ▲5.4 2.3 ▲�2.1 ▲�2.1
民間在庫� 寄与度� (0.1) (▲0. 6) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1)

公的需要� 寄与度� (▲0.4) (0.2) (0.9) (0.7) (0.2) (▲0. 7)
政府最終消費� 前期比� 2.0 0.4 0.9 0.8 ▲1.3 0.9
公的固定資本� 前期比� ▲7.1 6.1 12.3 6.2 2.8 ▲8.5
政府在庫� 寄与度� (0.0) (▲0. 0) (▲0.1) (0.1) (0.0) (▲0.0)

外需� 寄与度� (1.4) (0.3) (▲0.3) (▲0.3) (▲0.1) (0.4)
輸出� 前期比� 9.1 ▲�3.7 ▲2.6 0.0 1.5 4.7
輸入� 前期比� ▲2.0 ▲�7.5 ▲0.8 2.4 2.6 2.4-4�
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-1�

0�

1�

2�
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○実質家計消費支出･････1 0月は前年同月比－2 . 3％と２か月連続の減少�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家�計�部�門�

《ポイント》�
・10月の実質家計消費支出は､前年同月比－�
2.3％と２か月連続で減少した｡費目別に見�
ると､パソコン購入など｢教養娯楽｣や｢家�
具・家事用品｣等10費目中４費目でプラス�
寄与となったが､「教育」や｢交通・通信｣�
等がマイナス寄与となった｡�

・10月の小売業販売額は､31か月連続で減少�
したものの､「織物・衣服・身の回り品小�
売業」を中心に持ち直し､マイナス幅は同�
－0.2％とほぼ前年水準まで回復した｡�

（出所：総�務�庁�12 月�６日発表�
通商産業省�11 月�25 日発表）�
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○鉱工業生産･････1 0月の鉱工業生産指数は前月比－2 . 3％と２か月連続で低下�
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(注)シャドーは景気後退期を示す。11年11月、12月の点は予測値。�

企�業�部�門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比－2.3％と３か月ぶりに低�
下した。在庫指数は同－1.4％と３か月連続�
で低下した。この結果、在庫率指数は前月�
比＋0.5％と５か月ぶりに上昇した。� 
・生産予測指数は、11月が前月比＋5.0％、12�
月が同－1.1％と見込まれている。�

・通産省は、｢最終需要の継続的な回復の見通�
しには不確実な面があるものの、生産、出�
荷には持ち直しの動きが見られる｣とし、�
先月の判断を継続した。�
（出所：通商産業省�11月�29日発表）�

鉱工業生産指数�

○通関貿易収支･･････1 0月の通関貿易黒字は前年同月比－14 . 3％と７か月連続の縮小�
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《ポイント》�
・輸出はアジア向けが５か月連続でプラスと�
なったものの､ＥＵ向けがマイナスを続け､�
米国向けも輸出数量が大幅に減少したため､�
全体でも前年同月比－5.7％と､13か月連続�
の減少となった｡�
・輸入は営業日の減や､明確な回復感に乏しい�
国内需要の影響で､同－1.8％と22か月連続の�
減少となった（原油価格の上昇を受け､減少�
幅は縮小(９月同－5.5％)）｡�
・この結果､通関貿易黒字は１兆1,700億円、前�
年同月比では－14.3％と､７か月連続の縮小�
となった。�

( 出所：大蔵省� 11 月�29 日発表�)
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米 国 経 済 �
★ � ★ �★ �★ �★ �★ �
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★ � ★ �★ �★ �★ �★ �
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★ �
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★ � ★ �★ �★ �★ �

〇雇用の現状･･･11月の非農業部門雇用者数は、前月差＋23.4万人の増加。�

（注）シャドーは景気後退期を示す。�

《ポイント》�

・11月の非農業部門雇用者数は、前月差＋23.4万人と、前月に引き続き高い増加数となった。８～９月に�
かけてやや落ち込んだものの、10月以降再び増勢に転じ、３ヶ月平均で見ても20万人増のペースまで回�
復してきている。内訳をみると、建設業が同＋5.5万人増加したものの、製造業は同－0.2万人と減少を�
続けている。一方、サービス生産部門全体では、同＋18.1万人の増加となった。�

・失業率は4.1％と、２か月続けて30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＋0.1％の上昇に留まっている。� （出所：労働省� 12 月３日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�

・７－９月期の実質ＧＤＰ（改定値）：前期比年率＋5.5％。�

・11月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：56.2（10か月連続で50を上回る）。�

内需面�
・10月の小売売上高：季節調整済み前月比横ばい（自動車を除くベースでは同＋0.5％と堅調）。�

・10月の住宅着工件数：季節調整済み前月比＋0.1％（ハリケーンの影響の後でも、回復は鈍い）。�

・10月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比－0.2％（２か月ぶりに減少）。�

外需面�
・９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＋3.6％の244.1億ドル�

（輸入同＋0.1％、輸出同－0.9％。原油価格の上昇が、輸入額の増加にも影響）。�

・９月の対日貿易赤字：66.4億ドル（前月より2.5億ドル増加）。�

生産面�
・10月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.7％（２か月ぶりに増加、製造業は同＋0.6％）。�

物価面�
・10月の生産者物価：前年同月比＋2.7％（コア＋1.9％。コアはやや高めの推移が続いている）。�

・10月の消費者物価：前年同月比＋2.6％（コア＋2.1％。安定した動きが続いている）。�

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5.50％へ。公定歩合…0.25％引き上げ5.00％へ。�

（11月16日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で決定。政策スタンスは引き締めから中立に変更。）�

景　気　の　現　状�
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〇小売売上高（10月）…季節調整済み前月比横ばい。� 
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家�計�部�門�

《ポイント》�
・７～８月に高い伸びをした後は、２か月続�
けてほぼ横ばいの動きを続けている�。�自動�
車が前月比－�1.6 ％と減少しており、�変動�
の大きい自動車を除くと同＋�0. 5％と堅調�
な推移である�。�自動車の影響もあり耐久�財�
は同－�0.6 ％と２か月続けて減少している�
が、非耐久財は同＋�0.4 ％と堅調である。� 
・�11 月の消費者信頼感指数は�135.8 と５か�
月ぶりの上昇となった。�
( 出所�: 商務省� 11月�12日発表�)

ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ�11 月�30日発表�)

〇鉱工業生産指数（10月）…季節調整済み前月比＋0 . 7％と回復。�
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《ポイント》�
・鉱工業生産は、ハリケーンの影響等から減�
少となった前月から再び回復した�。�製造業�
も前月比＋�0. 6％と堅調である。� 
・鉱工業設備稼働率は、�80. 7％となり、�98
年�12月の水準まで回復した。�

・生産・出荷等の先行指標とされる耐久財新�
規受注は、前月比－�1.3 ％と２か月連続の�
減少となった�。�輸送機器を除くベースでは�
同－�2.6 ％と更に大きなマイナスである。�

( 出所�: ＦＲＢ� 11月�16日発表�)
商務省� 11月�23日発表�)

〇貿易・サービス収支（９月）…国際収支ベース（季節調整値）の赤字は、244 . 1億ドル。�
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《ポイント》�
・赤字は前月比＋�3.6 ％の拡大。輸入は、原�
油価格の上昇などの影響もあり、同＋�
0.1 ％増加し、金額では過去最大となった�
一�方で、輸出は同－�0.9 ％と減少し、赤字�
の拡大に繋がった。�
・対日貿易赤字は季節調整前で�66.4 億ドル�
となり�、�前月より�2.5 億ドルの拡大となっ�
た。一方、対中赤字は�69.0 億ドルとなり、�
２か月続けて国別の赤字額では最大とな�
った。�

( 出所�: 商務省� 11月�18日発表�)
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欧 州 経 済 �
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○�ドイツ：緩やかな景気改善、フランス：景気拡大を持続、イギリス：景気拡大� 

 

 
 
 
 
 
 

 
《ポイント》� 

99 年第３四半期の実質ＧＤＰ成長率は、３か国とも前期比、前年同期比の成長率が前期から�  改�
善。需要項目別には、外需と個人消費が成長に大きく寄与。� 
【�ド イ ツ �】� 
・実質ＧＤＰ成長率は前期比＋�0. 7％、前年同期比＋�1.2 ％と緩やかに改善。� 

【フランス】� 
・�実質ＧＤＰ成長率は前期比＋�1.0 ％、前年同期比＋�3.0 ％と景気拡大ペースを高める。� 

【イ�ギリス】� 
・実質ＧＤＰ成長率は前期比＋�0. 9％、前年同期比＋�1.8 ％と景気拡大。� 

（�出所�：�独連邦統計庁､仏国立統計経済研究所､英中央統計局�）� 

【概要�：�欧州経済】� 
全体� 
・�欧州全域で景気改善。�ドイツ：緩やかな景気改善、フランス：景気拡大を持続、イギリス：景気拡大。� 
内需面� 

 
10月の製造業新規受注：前月比＋�3.2％、前年同月比＋�10.0 ％。� 
 9月の小売売上数量：前月比－�4.3 ％、前年同月比＋�4. 7％。� 

・�[ フランス�] 10

・�[ ド イ ツ �    ] 10月の国内資本財新規受注：前月比＋5.4％、前年同月比＋7.7％。�

月の工業品家計消費：前月比＋�2.2 ％、前年同月比では＋�3.4 ％。�
・�[イギリス�] 10月の小売売上数量：前月比＋�0. 5％、前年同月比＋�4.7 ％。� 
外需面� 

月の貿易収支：�113億マルクの黒字、前年同月比＋�2.1 ％と拡大�( 輸出は同＋�8.3 ％、�
輸入は同＋�9.7 ％�) 。� 

10月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋�13.5 ％。� 
・�[ フランス�] 9月の貿易収支：�154 億フランの黒字、前年同月比－�17.6 ％と縮小。�
・�[イギリス�] 9月の�貿易収支：�17 億ポンドの赤字、前年同月比－�30.0 ％と縮小。�
生産面� 

月の鉱工業生産指数：前月比＋�1.7 ％、前年同月比＋�1.4 ％。� 
・�[ フランス�]  9月の鉱工業生産指数�(除く建設�)：前月比－�0.1 ％、前年同月比＋�3.1 ％。� 
・�[ イギリス�] 10月の鉱工業生産指数：前月比＋�0.2 ％、前年同月比＋�1.5 ％。� 
雇用面� 

月の失業率：�10.4 ％�( 前月比－�0.1 ％ポイント､７か月ぶり低下。�2.9 万人減の�408万人�) 。�
・�[フランス�] 10 月の失業率：�11. 0％�(前月比－�0.1％ポイント、２か月連続低下。�2.6 万人減の�267万人�) 。�
・�[イギリス�] 10月の失業率：� 4. 2％�(前月比変わらず、�0.8 万人減の�120 万人�) 。� 
物価面� 

月の消費者物価：前年同月比＋�0. 9％、�10 月の生産者物価：前年同月比＋�0.2 ％�(17 か月�
ぶりにプラスに�) ｡� 

金融政策� 
・ＥＣＢ�(欧州中央銀行�)の政策金利：� 3.00 ％のまま据え置き｡� 
・�イングランド銀行の政策金利：� 5.50 ％のまま据え置き�｡� 

景�  気�  の�  現�  状� 

-1.0 

-0.5 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
ドイツ�
フランス�
イギリス�

９４� ９５� ９６� ９８�９７� ９９(年)

欧州主要国の実質ＧＤＰ成長率（前期比）�(％)

・�[ド イ ツ �    ] ９�

・�[ド イ ツ �    ] 10

・�[ ド イ ツ �    ] 11

・�[ ド イ ツ �    ] 11
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地 域 経 済 �

 

上昇傾向の管内�

横ばい傾向の管内�

下降傾向の管内�

（�○�：上昇、―：横ばい、×：下降）�

総 合 的 な 指 標 の 動 き �

 
９月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､関東､東海等４管内で前月比上昇､２管内で同横ばい､６管内で�

同低下となった｡有効求人倍�率�（季節調整値�)は､８管内で改善､４管内で横ばいとなった｡�大型小売店販売額�
(店舗調整済�)は､前年同月比増加の九州管内を除く�11 管内で減少した｡建設関連の指標では､新設住宅着工�
戸数は､東北及び中国管内を除く�10 管内で増加した｡建築着工床面積は､東京､北陸等５管内で前年同月比�
増加､中国､九州等７管内で減少した｡新車販売台数は､全管内で前年同月比減少した｡実質家計消費支出は､�
北�陸､東海及び九州管内を除く９管内で減少した。｡� 

 
（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 �

《９月の動き》� 

・上昇傾向の管内� ：東北、関東、東京、北陸、� 

          東海、近畿、四国、九州� 
・横ばい傾向の�管内：信越、中国� 
・下降傾向の管内� ：北海道、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�12月�10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。� 

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

×� ×� －� ○� ○� ○� ○� －� ×� ×� ×� ×�
×� ×� －� ○� ○� ○� ○� ○� －� －� ○� ○�
×� ×� －� ×� －� ○� ○� ×� －� ○� ○� ○�
×� ×� ×� －� ○� ○� －� ×� －� －� ○� ○�
×� ×� ×� ×� ×� －� ○� ○� ○� －� －� －�
×� ×� ×� ×� ○� ○� ○� －� －� ○� ○� ○�
×� ×� ×� ×� －� －� －� ×� ×� －� ○� ○�
×� ×� ×� ×� －� －� －� －� －� －� ○� ○�
－� －� －� －� ×� ×� ×� ×� ×� ×� －� －�
×� ×� ×� ×� －� ○� －� ×� ×� －� ○� ○�
×� ×� ×� －� ○� ○� －� ×� ×� ×� ○� ○�
×� ×� ×� ○� ○� ○� ○� ○� －� －� ×� ×�

北海道�
東　北�

関　東�

東　京�

信　越�

北　陸�

東　海�

近　畿�

中　国�

四　国�

九　州�

沖　縄�

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

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

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

0.0 -1.8 1.2 -1.7 -0.1 0.0 1.0 1.0 -2.9 -2.3 0.9 -4.4 -0.6
0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01

-0.8 -0.9 -2.7 -3.7 -4.5 -3.3 -5.0 -4.7 -2.5 -1.6 0.1 -2.7 -3.1

3.4 -2.9 16.7 4.4 1.7 17.6 14.7 17.3 -1.5 8.1 0.6 111.9 10.5

-38.4 -22.2 -2.9 142.6 16.4 51.7 -20.5 -6.2 -44.3 5.4 -42.0 28.2 -9.8

-11.3 -10.0 -10.1 -9.6 -11.7 -14.8 -12.2 -10.1 -12.6 -10.7 -10.3 -3.4 -10.8
-5.5 -6.9 -7.4 -1.8 -7.2 12.5 2.4 -3.6 -3.1 -0.2 3.7 -10.5 -3.7

74.4 73.7 65.8 62.1 59.7 59.9 56.4 72.4 66.5 70.2 72.9 87.4 64.6

-0.3 0.3 0.3 0.5 -0.3 0.7 0.5 1.4 -0.2 0.6 2.0 -1.4 0.6
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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月以降再び下落し､９月も前月�

比－�0.3 ％の�74.4 となっている｡総合的な判断は下降傾向を継続｡� 

◎� 東北管内� 

地域経済総合指標は､�9年�4月以降下落基調で推移し､�10 年�12 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月以降再び上昇し､９月も前月比＋�0.3 ％の�73.7 となっている｡総合的な判断も上昇�

傾向を継続｡� 

◎� 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､６月以降再び上昇し､９月も前月比＋�0.3 ％の�65.8 となっている｡総合的な判断も上昇傾向�

を継続｡� 

◎� 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た｡しかし､７月�

以降再び上昇基調となり､９月も前月比＋�0.5 ％の�62.1 とな�っている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡� 

◎� 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月から上昇基調に�

転じた｡しかし､７月以降は横ばいで推移し､９月も前月比－�0.3 ％の�59.7 となっている｡総合的な判断も横ば�

い傾向を継続｡� 

◎� 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｡９月は前月比＋�0.7 ％の�

59.9 となり､総合的な判断は上昇傾向を継続｡� 

◎� 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た｡しか�し､�11 年７月以降再び上昇し､９月も前月�

比＋�0.5 ％の�56.4 となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡� 

◎� 近畿管内� 
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３月以降横ばい傾向となっていた｡しかし､７�

月以降再び上昇し､９月も前月比＋�1.4 ％の�72.4 となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡� 

◎� 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｡９月も前月比－�0.2 ％の�66. 5

となり､総合的な判断も横ばい傾向を継続。� 

◎� 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�

傾向となっていた｡しかし､７月以降再び上昇し､９月も前月比＋�0.6 ％の�70.2 となっている｡総合的な判断は�

上昇傾向を継続｡� 

◎� 九州管内� 

地域経済総合指標は､�9 年�4 月以降下落基調で推移していたが､�11 年８月以降再び上昇しており､９月も前�

月比＋�2.0 ％の�72.9 となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡� 

◎� 沖縄管内� 

地域経済総合指標は､�11 年�1 月から上昇に転じたが､７月以降は低下傾向で推移している｡９月も前月比－�

1.4 ％の�87.4 と�なり､総合的な判断も下降傾向を継続｡� 
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金 融 市 場 （11月期）�
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・�11月の�無担保コール翌日物金利�は、�0.02 ％～�0.03 ％で推移した。日銀による積み上幅１兆円の金融調節が維持�
された。�               ( 無担保コール翌日物加重平均金利：�0.0 2％�  11 月�30日現在）� 
・�11月の�ＣＤ３か月物金利�は、出合いがなかった。売り気配が�0.2 ％台、買い気配が�0.4 ％台で概ね推移した。� 
                ( ＣＤ３か月物金利：売り気配�0. 24％、買い気配�0.47 ％�  11 月�30日現在）� 
・�11 月上旬の�1 0 年最長国債利�回り（業者間）�は、日銀と大蔵省による資金運用部の資金繰り対策での合意を受�
けて�1.735 ％まで低下し�た後�、�経済企画庁長官の国債増発に絡む発言や�10日に日経平均株価が年初来最高値を�
つけたことを受けて�1.805 ％まで上昇した。�                  
  中旬は、経済新生対策の発表を終えた材料出尽くし感から�1.735 ％まで低下した後、米利上げ後の米国株の�
上昇を受けて日本株が上昇したこと、日本国債格下げの噂が流れたこと、欧米の債券相場が下落したことから�
1.880 ％まで上昇した。� 
  下旬は、�25日の�10年�債入札に対して慎重な見方をする向きが多かったことや年初来高値を更新する日経平�
均株価を受けて�1.915 ％まで上昇した後、�25日の�10年債と�30日の２年債の入札が無難な結果に終わったこと�
や円高の進行を受けて�1.815 ％まで低下した。�  
                      (10 年最長国債業者間利回り終値：�1. 820％�  11 月�30日現在�)  

(％�)

国� 内� 金� 利� 

 

                日経平均株価� 
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国� 内� 株� 式�

・�11月上旬は、堅調な米株価や為替相場の落ち着きを好�
感し、ハイテク株や情報通信関連株を中心に買われ�
18000 円台を回復した。その後、米マイクロソフト社へ�
の独占禁止法違反の裁定で米株先安懸念から反落した�
が、情報通信関連銘柄への一極集中の買いで�18500 円�
台まで続伸し、年初来高値を更新した。� 
・中旬は、急ピッチの上昇銘柄への利食い売りが出て�
18100 円台まで４日間続落したが、�17 日に米ＦＯＭＣ�
での利上げ後の米株価の上昇を好感して、幅広い銘柄�
に買いが入って反発、その後は大幅続伸して、ザラ場�
で�18800 円台、終値で�18500 円台と年初来高値を更新�
した。� 
・下旬は、米ナスダックの最高値更新などを受けて、情�
報通信関連銘柄やハイテク銘柄が買われて続伸し、ザ�
ラ場で�19000 円台、終値でも�18900 円台をつけたが、�1
ドル�101 円台への円高進行を嫌気して輸出関連銘柄が�
売られ、�18500 円台まで下落した。� 
( 日経平均株価終値�：�18558.23 円� 11 月�30日現在�)  

10年最長国債業者間利回り�
(日足チャート�)  

(週足･終値ﾍﾞｰｽ�)  

(円�)

(週足�)  

10年最長国債業者間�
利回り� 

利付金融債利回り� 
(５�年､店頭基準気配�)  

公定歩合�
 

ＣＤ３か月物金利� 
(気配値､仲値�) 

無担保コール翌日物金利�(加重平均�)
 

(％�) 

（日足）� 
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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� 

・�11月上旬は、米国雇用統計での時間当り賃金の落ち着い�
た内容を受けて�106 円台前半まで上昇したが、米国の生�
産者物価コア指数の強い数字などを受けて�104 円台前半�
まで低下した。�
・中旬は、米国の労働生産性指数が上昇したことや米国株�
が上昇したことを受けて、ドル買い安心感が広がり�106
円台前半まで上昇したものの、輸出企業のドル売りが上�
値を抑え、その後は�106 円をはさんでもみ合った。�
・下旬は、�7- 9 月期の�GDPのプラス観測から景気回復期待�
で�104 円前半まで下落しもみ合ったが、ユーロの最安値�
更新を受けて海外市�場で�101 円台まで急落した。その後�
日銀介入で一時�104 円台まで回復したが、再度、政府要�
人の円高容認発言で一時�101.35 円まで下落し�、約�4年ぶ�
りの安値を更新した。�
( ドル･円レート東京終値：�102. 15/23 円�11月�30日現在�)

円実効為替レート�
(右軸､逆目盛�)

ドル･円レート�(左軸�)  

ユーロ･ドルレート� 

(ﾄﾞﾙ�/ ﾕｰﾛ)  

(1995=100)

(週足�)  

(円/ﾄﾞﾙ)
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米�国�金�融�

・�11月上旬の�30年物国債利回りは、�利上げに対する警戒感がや�
や薄れたことや、賃金の上昇が小幅に留まったことなどから�
金利は低下した。中旬は、ＦＯＭＣまでは金利は低下を続け�
たものの、その後はそれまでの金利低下に対する利食い売り�
もあり、金利は上昇に転じた。下旬は、原油価格の上昇、個�
人消費の堅調、クリスマス商戦の好調などから金利は小幅な�
上昇を続けた。�
 （�30年物国債利回り終値：�6.28 ％� 11 月�30日現在�)  
・� 11 月上旬のＮＹダウは、中旬にＦＯＭＣを控え、もみ合いに�
終始する中、ハイテク株が堅調で、ナスダック指数は�3000ド�
ルを上回った。中旬は、ＦＯＭ�Ｃで利上げされたものの、当�
面の利上げ打ち止め感から上昇に転じ、ほぼ２か月ぶりに�
11000ドルを上回った。下旬は、ハイテク株を中心に騰落を繰�
り返す展開の中、金利上昇などを嫌気し、月末にかけてやや�
下落基調となった。�
（ＮＹダウ終値：�10877.81 ドル�   11 月�30日現在�)

（週足）� NYﾀﾞｳ工業株�30種�
（右目盛）�

30年物国債利回り�
（左目盛）�

TB３か月物利回り� 
（左目盛）�

ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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・�11月上旬は、イラクの原油輸出量の減少、ベネズエラの�
来年�4 月以降の減産態勢維持表明、�10 月分ＯＰＥＣ減産�
順守率の高率維持等により�24ドル前半まで続伸した。�
・中旬は、イラクの限定的石油輸出の停止観測、在庫大幅�
減の研究機関予測、17日開催された主要３産油国（サウ�
ジ・ベネズエラ・メキシコ）会議での減産態勢継続合意�
等を受けて、利食い売りをこなし26ドル半ばまで続伸し�
た。�

・�下旬は、イラクの限定�的石油輸出の一時停止を受けて急�
上昇し、�27.07 ドルの�9 年ぶり高値を更新したが、イラ�
クの輸出再開観測や湾岸協力会議（�6 カ国参加）での需�
給の安定した市場を目指すとの合意から供給拡大観測が�
広がり�24ドル台半ばまで続落した。�
（ＷＴＩ原油期近物終値：�24.59 ドル� 11 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� 11年�  11年�

 1-3月期�  4-6月期�  7-9月期� 6月� 7月� 8月� 9月� 10月�

実質ＧＤＰ(1990年価格) -0.4 -2.0 2.0 0.2 -1.0 --- --- --- --- ---

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯� -2.1 -1.3 -1.4 0.5 -0.4 -0.1 1.4 0.1 -2.9 -2.3
　勤労者世帯� -2.3 -0.9 -1.8 -0.8 -0.7 -1.8 2.6 -1.1 -3.7 -2.4
　勤労者以外の世帯� -1.7 -1.8 -0.4 3.4 -0.2 3.4 -1.3 2.3 -1.6 -2.3
小売業販売額� -3.9 -3.8 -4.3 -2.5 -2.0 -2.1 -2.4 -1.6 -2.0 -0.2

住宅着工�
新設住宅着工戸数� -17.7 -12.1 -6.6 2.5 6.9 7.3 1.9 8.4 10.5 -0.6

労　働�
完全失業率　　　　　（季調済）� 3.5 4.3 4.6 4.8 4.7 4.9 4.9 4.7 4.6 4.6
有効求人倍率　　　　（季調済）� 0.69 0.50 0.49 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.48

生　産       
鉱工業生産指数　 (季調済前期[年･月]比) 1.2 -7.1 0.4 -1.0 3.8 3.2 -0.6 4.4 -0.6 -2.3
　　　出荷指数　 (季調済前期[年･月]比) 1.0 -6.3 1.0 -2.1 3.9 3.6 -1.1 3.8 0.1 -2.3
　　　在庫指数　 (季調済前期[年･月]比) 9.6 -9.6 -2.1 -1.0 -1.2 -0.3 -1.3 0.3 -0.2 -1.4
製造工業稼働率指数(季調済前期[年･月]比) 0.3 -7.8 1.0 -2.8 --- 1.4 0.9 3.7 0.0 ---

設備投資�
機械受注(船舶･電力を除く民需) -3.9 -18.6 -14.8 -9.9 -6.2 -7.7 -7.5 -4.1 -6.7 5.5
建築着工床面積(民間非居住用) -2.6 -17.0 -12.5 -15.4 -14.6 -10.2 -30.0 -3.2 -8.0 -4.8

物　価�
国内卸売物価指数� 1.0 -2.1 -2.1 -1.8 -1.4 -1.7 -1.5 -1.3 -1.3 -0.8
輸出物価指数� 1.5 -0.9 -8.7 -9.5 -13.9 -11.6 -11.6 -15.7 -14.3 -8.5
輸入物価指数� 2.4 -6.6 -12.9 -9.9 -11.0 -10.9 -10.0 -12.6 -10.4 -4.1
全国消費者物価指数� 2.0 0.2 -0.1 -0.3 0.0 -0.3 -0.1 0.3 -0.2 -0.7
東京都区部消費者物価指数� 1.8 0.3 -0.2 -0.4 0.0 -0.4 -0.1 0.3 -0.1 -0.9
企業向サービス価格指数� 1.6 -0.6 -1.0 -1.2 -1.0 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9

国際収支(億円）�   
経常収支� 129,491 152,271 29,352 32,525 32,666 13,825 13,181 7,918 11,567
　貿易・サービス収支� 72,769 96,205 20,602 19,243 20,303 8,816 8,389 2,062 9,852
　　貿易収支� 136,340 160,431 34,556 34,607 37,604 13,244 14,001 8,298 15,305
　　　輸出� 498,886 476,315 109,345 112,416 117,970 39,349 40,723 35,975 41,272
                    (前年比）� 11.3 -4.5 -10.1 -8.5 -6.8 -5.6 -7.5 -6.4 -6.6
　　　輸入� 362,546 315,884 74,790 77,809 80,367 26,105 26,722 27,677 25,968
                    (前年比）� 0.6 -12.9 -14.0 -4.7 -4.4 -7.2 -8.9 1.1 -5.2
　　サービス収支� -63,572 -64,227 -13,953 -15,365 -17,302 -4,428 -5,613 -6,236 -5,453
　所得収支� 67,066 70,714 15,362 15,414 15,017 5,802 5,647 6,654 2,716  
　経常移転収支� -10,343 -14,647 -6,612 -2,131 -2,654 -793 -855 -798 -1,001
貿易収支(通関統計)（億円）� 114,497 140,737 30,068 30,504 33,361  11,781 12,495 7,028 13,838 11,700
                    (前年比）� 79.8 22.9 2.8 -16.5 -10.9 -2.9 -4.6 -4.6 -10.2 -14.3
　輸出� 514,112 494,509 113,511 116,814 122,300 40,965 42,197 37,389 42,714 41,324
                    (前年比）� 11.7 -3.8 -9.5 -8.3 -7.2 -5.7 -7.5 -6.9 -7.1 -5.7
　輸入� 399,615 353,772 83,443 86,310 88,939 29,184 29,702 30,361 28,876 29,624
                    (前年比）� 0.7 -11.5 -13.3 -5.0 -5.7 -6.8 -8.6 -2.8 -5.5 -1.8

マネーサプライ�
Ｍ２＋ＣＤ� 3.1 4.0 3.6 4.1 3.6 4.3 3.9 3.5 3.3 3.5
広義流動性� 3.5 3.1 3.4 4.2 3.3 4.0 3.8 3.2 2.9 3.3
（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。�
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海外経済指標�
98年� 98年� 99年� 99年�

10-12月期� 1- 3月期� 4-6月� 7-9月� 6月� 7月� 8月� 9月� 10月�

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　（前期比年率）� 4.3 5.9 3.7 1.9 5.5 --- --- --- --- ---
小売売上高　 　　　� 4.9 2.7 3.2 1.7 2.1 -0.1 1.0 1.3 -0.1 0.0
住宅着工件数� 9.6 3.9 4.2 -8.8 2.2 -3.7 4.5 -1.5 -1.8 0.1
鉱工業生産指数� 3.6 0.5 0.3 1.0 0.9 0.2 0.6 0.3 -0.1 0.7
製造業新規受注　� 2.0 0.2 2.7 0.2 3.9 0.8 2.5 1.3 -1.0 -0.2
失業率　　　　　　（％）� 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1

( 11月)4. 1
非農業部門雇用者数（前月比増加数､千人）� 244 275 209 210 232 281 373 129 103 263

( 11月) 234
生産者物価指数　　（最終財・前年比）� -0.9 -0.4 0.7 1.4 2.3 1.5 1.5 2.3 3.2 2.7
消費者物価指数　　（総合・前年比）� 1.6 1.5 1.7 2.1 2.3 2.0 2.1 2.3 2.6 2.6
貿易･ｻｰﾋﾞｽ収支(国際収支ﾍﾞｰｽ季調値･億ドル) -1,642.8 -432.6 -539.8 -647.8 -728.5 -246.0 -248.9 -235.5 -244.1 ---
対日貿易収支（通関ベース原数値･億ドル）� -640.9 -176.2 -164.2 -171.8 -198.1 -62.8 -67.8 -63.9 -66.4 ---

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）� --- -0.3 0.6 0.1 0.7 --- --- --- --- ---
　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 2.0 1.2 0.7 0.9 1.2 --- --- --- --- ---
鉱工業生産指数　　　（前期比％）� 3.5 -1.7 0.4 0.4 0.1 0.4 -0.6 1.1 -1.0 1.7
製造業新規受注    　（前期比％）� 3.1 -3.0 0.5 3.1 5.0 1.8 1.6 5.4 -4.3 3.2
設備稼働率　　　　　（％）� 86.6 85.7 84.7 85.1 86.0 --- --- --- --- ---
小売売上数量　　　　（前年同期比％）� 0.3 1.4 2.5 0.5 -1.1 3.6 -0.2 0.1 -3.2 ---
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 5.9 10.9 -0.4 10.9 --- 4.7 11.7 --- --- ---
貿易収支            （億マルク) 1,246 293 334 301 319 125 129 76 113 ---
消費者物価指数    　（前年同期比％）� 1.0 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8
生産者物価指数　　　（前年同期比％）� -0.4 -1.7 -2.4 -1.7 -0.7 -1.5 -1.0 -0.7 -0.5 0.2
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.5 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 10.4 9.6 --- ---

フランス�
実質ＧＤＰ成長率    （前期比％）� --- 0.7 0.4 0.8 1.0 --- --- --- --- ---
　　　　        　　（前年同期比％）� 3.4 3.0 2.5 2.4 3.0 --- --- --- --- ---
鉱工業生産指数       (前期比％) 4.4 0.3 -0.5 1.1 2.2 1.1 1.4 0.0 -0.1 ---
設備稼働率　　　　　（％）� 85.8 85.1 86.1 85.9 --- --- --- --- --- ---
工業品家計消費　　　（前期比％）� 5.8 0.2 1.7 -0.2 1.9 -1.4 4.3 -1.6 -2.0 2.2
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 14.5 13.6 13.4 5.7 8.6 2.1 19.2 20.1 -9.0 15.4
貿易収支             (億フラン) 1,452 353 263 242 449 117 203 93 154 ---
消費者物価指数       (前年同期比％) 0.6 0.2 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 11.8 11.6 11.4 11.3 11.2 11.3 11.2 11.3 11.1 11.0
マネーサプライ(Ｍ３) (前年同期比％) 1.1 1.1 3.0 3.5 4.6 3.5 3.5 5.8 4.6 ---

イギリス�
実質ＧＤＰ成長率    （前期比％）� --- 0.0 0.2 0.6 0.9 --- --- --- --- ---
       　　　　　 　（前年同期比％）� 2.2 1.6 1.3 1.4 1.8 --- --- --- --- ---
鉱工業生産指数       (前期比％) 0.6 -0.7 -0.5 0.7 1.2 0.3 0.7 0.5 -0.2 0.2
小売売上数量指数     (前期比％) 2.9 0.0 1.1 1.0 1.3 0.2 0.3 0.6 0.2 0.5
貿易収支             (億ポンド) -208 -61 -74 -68 -57 -26 -23 -17 -17 ---
消費者物価指数       (前年同期比％) 3.4 3.0 2.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 4.7 4.6 4.6 4.5 4.2 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2
マネーサプライ(Ｍ４) (前年同期比％) 8.2 8.2 6.3 5.3 2.9 5.3 3.5 4.2 2.9 3.1
（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。�
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金融経済指標�
97年� 98年� 99年� 99年�

 1-3月期�  4-6月期�  7-9月期� 7月� 8月� 9月� 10月� 11月�

為　替�
ドル／円　　　　　　（仲値）� 121.00 130.90 116.54 120.94 113.61 119.86 113.40 107.57 105.97 104.96

国内金利�
公定歩合　　　　　（期末値) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 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 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
ＣＤ３か月物　　　（気配値仲値）� 0.59 0.72 0.48 0.14 0.11 0.13 0.11 0.10 0.25 0.34
10年最長国債業者間利回り� 2.13 1.29 1.85 1.54 1.78 1.69 1.90 1.76 1.78 1.81

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 17861.86 17436.56 17605.46 17942.08 18558.23

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　（期末値）� 229.14 191.22 191.83 191.54 205.19 190.36 199.35 205.19 201.52 204.07
NY原油WTI期近物    (期末値) 17.64 12.05 16.76 19.29 24.51 20.53 22.11 24.51 21.75 24.59

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　 (流通金利<買い>) 5.06 4.78 4.41 4.45 4.65 4.55 4.72 4.68 4.86 5.1
３０年国債� 6.60 5.57 5.36 5.79 6.03 5.97 6.06 6.06 6.26 6.1
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 10655.15 10829.28 10336.95 10729.86 10877.81
（注）特に指定のない限り、平均値。�
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１ はじめに

日本のインターネットの商用利用は平成４年末

から平成５年にかけて拡大をはじめた。これ以前

は研究開発を主目的として、限定的にしか利用さ

れていなかったインターネットが、平成４年１２月

のIIJの設立、平成５年１２月の日本インターネッ

ト協会の設立等の個別の動きの中で、急速に拡大

をはじめたのである。当時の資料をみると、イン

ターネットの拡大は「爆発的」と表現されている。

それから６年しか経っていない平成１１年には社会

の急速な情報化がいっそうすすみ、インターネッ

トは一部の研究者が利用する研究開発用のネット

ワークではなく、企業にとっても、個人の生活に

おいても主要な役割を果たすコミュニケーション

手段に成長した。

日本の企業へのインターネット普及率は、平成

７年度の段階では１１．７％、平成８年度には５０．４％、

平成９年度には６８．２％と急速に増加しており、平

成１０年度には８０％に達した。また、平成１０年度に

は世帯への普及率も１０％を超え、インターネット

利用人口は１７００万人と推計されている。

このようなインターネットの利用急増を反映し、

高度情報通信社会推進本部の「高度情報通信社会

に向けた基本方針」をはじめとして、政府も積極

的にインターネットに対する政策を発表している。

しかしながら、インターネットの拡大速度はあ

まりにも急であり、インターネットに関する統計

は、あまり充実していないのが実情である。

このような現状を背景として、当通信経済研究

部では平成１０年２月、平成１０年８月、平成１１年２

月、平成１１年８月の４回にわたり「WWW（World

Wide Web）コンテンツ統計調査」を実施してき

た。本稿では、平成１１年８月に行なった最新の

WWWコンテンツ統計調査の結果を報告する。

２ WWWコンテンツ統計調査の概要

インターネットの機能は、メール、ニュースほ

か様々であるが、通信経済研究部で実施している

WWWコンテンツ統計調査は、シンクタンクであ

るアライド・ブレインズ社と共同開発した統計用

サーチ型ロボットエンジン（通称：Loki）を使用

して得られた結果をもとに、日本国内（jpドメイ

ン内）のWWWに関するサーバ数、ページ数、

データ量を推計するものである。

WWWはデータにリンクを張って、ネットワー

ク上にあるあらゆる情報ファイルにアクセスでき

る広域情報システムを可能にする。Lokiは、この

WWWの特性を利用してURL（Uniform Resource

Locater）によって表記されたリンクをたどって

WWWページを自動的に巡回し、各WWWページ

の情報を収集するソフトウェア・プログラムであ

る。実際にWWWページにアクセスして調査を行

なう点にLokiを使った本調査の特徴がある。

トピックス

拡大を続けるウェブサイト
～第４回WWWコンテンツ統計調査結果速報～

通信経済研究部研究官 葛西 義昭
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同種の統計調査のうちでは米国NEC Research

Instituteが米国サイエンス誌に昨年発表したもの

が有名であるが、この調査を含め、大半の調査で

は少数のサンプルから全体を推計する手法をとっ

ている。Lokiを使用したWWWコンテンツ統計調

査はjpドメイン上のリンクを辿って実際にWWW

ページを調査するという、フィールドワーク的な

手法を取ったことにより、現在行なわれているイ

ンターネットのコンテンツ調査のなかで、最も精

度の高い結果が期待できるものとなっている。

理論的には、Lokiを稼動させることにより、す

べてのWWWサーバ、ページの情報を取得するこ

とが可能であるが、現実にはインターネットへの

アクセス速度に制約があることと、WWWページ

は日々拡大していることから、jpドメイン内のみ

の検索という限定をつけても、WWWページに隈

なくアクセスし、総数を把握することは困難であ

る。

したがって、WWWコンテンツ統計調査では、

実際に調査したデータに基づいて推計を行なって

いる。Lokiによって調査しているデータのうち

WWWサーバ数については、調査中に発見した

サーバの毎日の新規発見率を用いて推計を行う。

これは、調査期間中の毎日のサーバの新規発見率

を基にサーバ総数を推定するものである。また、

WWWページの推計に際しては、調査期間中に発

見したファイルのうち既発見ファイルの占める比

率から回帰式を導き出し、（図表１参照）この式

から、「既発見URL率が１００％になる時点＝すべ

てのWWWページを巡回し終えた時点における

ファイル数」と仮定してその構成を推計する。

３ WWWコンテンツ統計調査の結果

以下では、今回のWWWコンテンツ統計調査結

果を報告するとともに平成１０年２月、８月、平成

１１年２月に実施した調査結果を比較することによ

り、WWWコンテンツ拡大の状況を示すこととす

る。

３．１ WWWサーバ数

今回の調査で発見されたWWWサーバの数は約

８２，０００台であった。この結果によりjpドメインに

は約８５，０００台のWWWサーバが存在するものと推

計している。

これまでの第一回：３６，０００台、第二回：５４，０００

台：第三回：７５，０００台という結果とあわせてグラ

フにしたものが図表２である。

WWWサーバ数全体については、これまでの３

回の調査傾向と変わらず、増加を続けているが、

増加の割合はこれまでより低くなっており、これ

図表１ 既知ファイルへのリンク割合の推移

８４郵政研究所月報 ２０００．１



�
�

�
�
� �

�
�

��
��
�

��
��

��
��
��

�
�

�
�
�

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

第１回�

第２回�

第３回�

第４回�

36,000

75,000

85,000

54,000

AC　32.2％�

AC　27.6％�

AC　40.0％�

AC　35.1％�

CO 34.0％�

CO 39.4％�

CO 41.5％�

CO 45.5％�AD

EDGO

GR NE OR

他�

（台）�

までの調査では半年毎に約２０，０００台増加していた

のに対し、今回は１０，０００台の増加に留まっている。

次にドメイン別に見ていくと、以下のような状

況が判明している。acドメインについては、サー

バ総数に占める割合が第三回調査時に３２．２％で

あったところが今回は２７．６％に減少し、さらに実

サーバ数が約２４，１００台から約２３，４００台程度に減少

しているとの結果になった。推計値であることを

考慮すると、この結果のみをもってacドメインの

サーバ数が減少したということはできないが、少

なくともacドメインのサーバ数は横ばいであると

いえる。

一方、coドメインについては、サーバ総数に占

める割合が３４．０％から３９．４％、４１．５％、４５．５％と

増加を続けており、実数も第一回調査時と第四回

調査を比較すると１２，２００台程度から３８，７００台と３

倍を超える増加を見せている。サーバ総数は第一

回から第四回までにおよそ４９，０００台増加している

が、増加した台数の半数以上がcoドメインにおけ

る増加であることから、日本のWWWは、企業の

インターネット導入に牽引されて成長していると

考えることができる。

grドメイン、neドメインについても、割合、

実数ともに増加傾向にある。両ドメインは任意団

体、インターネットサービスプロバイダーが主に

利用しているドメインであることから考えて、こ

の結果は、企業だけでなく、個人利用の局面にお

いてもインターネットが普及してきていることを

表すものと考えられる。

３．２ ページ数、ファイル数、構成

今回のjpドメイン内の総ページ数に関する調査

結果は、３，８５０万ページであった。なお、これま

での調査では第一回１，０２０万ページ、第二回１，７９０

万ページ、第三回２，９５０万ページであった。この

一年間の増加ページ数は２，０６０万ページ、さらに

この一年間における一日あたり増加ページ数は

５．６万ページである。

インターネット上には、web上のページを表現

するHTMLファイルのほかに、画像、動画、音

声、文書（PDFファイル等）などのファイルが

置かれており、その総ファイル数は今回の調査結

果では約８，５７０万ファイルであった。過去の調査

結果では、第一回１，８９０万ファイル、第２回３，６５０

万ファイル、第３回５，８２０万ファイルという結果

になっている。この半年の増加は２，７５０万ファイ

ル、この一年の増加は４，９２０万ファイルというこ

とになる。単に比率でみていくとそれぞれ前回の

１．９倍、１．６倍、１．５倍と増加割合が落ちているよ

うに感じられるが、実数を確認するとファイル総

数の伸びは衰えていないことがわかる。この結果

をサーバ数の変化と重ね合わせて考えると、サー

図表２ ドメイン別サーバ数・比率

８５ 郵政研究所月報 ２０００．１



�

�

�
�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

���

��

��
��

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

第２回�

第３回�

第４回� CO OR
 

ED GO 

他�NE

AD
 

AC

バは整理されているが、利用者のインターネット

利用は一層進んでいることが表れているものと考

えられる。

ファイル数の構成比については図表３のような

結果となった。（図表３―１）が明らかに示して

いるとおり、調査のたびに全てのファイル形式で

ファイル数が増加している。

ファイル数の構成比（図表３―２）の内容を確

認してみると、今回の調査で初めてHTMLファ

イル数を、画像ファイル数が上回った。HTML

ファイルの増加を画像ファイルの増加が上回ると

いう結果から、WWWページは、単純に量的な面

での拡大をつづけているだけではなく、質的にも

画像の多い見やすいページへと進化していること

が伺える。

次にドメイン別にファイル数の変化を示すのが

図表３

図表３―１ 実数（推計） ［万file］

第１回調査 第２回調査 第３回調査 第４回調査

総ファイル数 １８９０ ３６４８ ５８２２ ８５７４

HTML １０２３ １７８４ ２９５３ ３８４５

画像 ８２７ １７７５ ２７２６ ４４６９

動画 ２ ４ ５ ７

音声 ３ １０ １１ ２５

文書・データ ２５ ６１ １１６ １７３

不明・他 １１ １４ １１ ５４

図表３―２ ファイル数の構成比 ［％］

第１回調査 第２回調査 第３回調査 第４回調査

HTML ５４．１ ４８．９ ５０．７ ４４．９

画像 ４３．８ ４８．７ ４６．８ ５２．１

動画 ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

音声 ０．１ ０．３ ０．２ ０．３

文書・データ １．３ １．７ ２．０ ２．０

不明・他 ０．６ ０．４ ０．２ ０．６

図表４ ドメイン別ファイル数の推移
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図表４のグラフである。直近３回の調査結果を比

較してみると、すべてのドメインでファイル数が

増加しており、ドメイン別のファイル数構成比率

はさして変化していないことが確認できる。サー

バ数が横ばいであるacドメインでもファイル数の

増加が進んでいることから、acドメインのサーバ

数の伸びが止まったことが、acドメインにおける

WWWの重要性は低くなったことを表すわけでは

ないことが、ここでも検証されている。また、こ

の結果が、WWWの拡大は単純な量的拡大だけで

なく質的変化を伴っていることを推測する根拠と

なりうる。

３．３ データ量

WWWコンテンツの総データ量は、図表５のと

おり第一回３０６GB、第二回６６４GB、第三回１，０２４

GB、第四回１，８８９GBという結果となった。サー

バ数、ページ数とは違い、その増加割合、増加量

ともに前回の調査結果を上回っている。直近１年

間のデータ量増加は１，２２５GB、半年間のデータ量

増加は８６５GBであるから、この１年間は１日あた

り３．３GB、特にこの半年に限っては１日あたり

４．７GBのデータが増加していることとなる。

図表５

図表５―１ 実数（推計） ［GB］

第１回調査 第２回調査 第３回調査 第４回調査

総データ量 ３０６ ６６４ １０２４ １８８９

HTML ４６ ８６ １５０ ２１１

画像 １４１ ３０６ ４０９ ７４５

動画 ４０ ７８ １１３ ２８０

音声 １１ ２９ ３９ ８８

文書・データ ５３ １５１ ３００ ５４６

不明・他 １５ １４ １４ １９

図表５―２ データ量の構成比 ［％］

第１回調査 第２回調査 第３回調査 第４回調査

HTML １５．１ １２．９ １４．６ １１．２

画像 ４６ ４６．２ ３９．９ ３９．５

動画 １３ １１．７ １１．１ １４．８

音声 ３．６ ４．４ ３．８ ４．６

文書・データ １７．３ ２２．７ ２９．３ ２８．９

不明・他 ４．９ ２．１ １．３ １．０

図表６ ドメイン別ファイル数 図表７ ドメイン別データ量
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さらにドメイン別の結果で注目すべき点はacド

メインのデータ量である。acドメインはcoドメイ

ンに比べてファイル数は少なかった（図表６）が、

データ総量は多い（図表７）ことが判明した。理

由として、音声・動画などのマルチメディアファ

イルのデータ量がかなり多いことが挙げられる

（音声、動画のデータ量はacドメインのデータ量

の３０％を占めるのに対しcoドメインでは１０％）。

また、画像については、ファイル数はcoドメイン

の方が圧倒的に多いのに、データ量はacドメイン

とcoドメインでほぼ互角であることも判明した。

全体に、acドメインの方が「重いマルチメディ

アファイル」を多用しており、逆に、coドメイン

の方は「ビジュアルだが軽いページ」を指向して

いると言える。

４ 今後の課題

ここまで報告してきた調査結果から総合的に判

断すると、日本のインターネットは、単調な増加

を続けている段階から、質的な成長を遂げる段階

にきているといえる。今後は、インターネットの

質的転換を捉えるため、WWWコンテンツ統計調

査の一環としてホームページの内容を分析するこ

とが必要であり、この分析手法を確立することが

急務であると考える。

また、海外と比較を行なって日本のWWWコン

テンツの特徴を明らかにすることが必要なため、

現在はシンガポール（sg）ドメイン内のWWWコ

ンテンツに対し試験的な調査を実施しているとこ

ろである。

インターネットは日本で開催が予定されている

INET２０００、電子商取引の普及に向けた各種政策

など、非常に注目を集めており、今後も一層拡大

していくことが予想されている。

また、世界的にみてインターネットの普及が圧

倒的に先行した米国の状況を見ると、さまざまな

かたちで新たなビジネスも生み出されている。

日本はインターネットをめぐる大きなビジネス

チャンスを生かすためにインターネットの急激な

進展の状況を確実にとらえ、次の戦略を構築して

いかなければならない。この観点からも、WWW

コンテンツ統計調査の重要性はより一層増してく

るものと思われる。

以上
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参考 （平成１１年度通信白書 資料５より）

ドメイン名 表 記 組織の種別および登録資格等

属

性

型

AC ***.ac.jp �a 学校教育法および他の法律の規定による学校（EDドメイン名の登録資格の�a に該当する
ものを除く）、大学共同利用機関、大学校、職業訓練校

�b学校法人、職業訓練法人

CO ***.co.jp 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、その他の会社および信用

金庫、信用組合、外国会社

※外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。

GO ***.go.jp 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人（特殊会社を除く）

※特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することができる。

OR ***.or.jp �a 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特殊法人（特殊会社を除く）、農
業協同組合、生活協同組合、その他CO、AC、ED、GOのいずれにも該当しない日本国法

に基づいて設立された法人

�b国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日代表部その他の組織、
各国地方政府（州政府）等の駐日代表部その他の組織

※特殊法人はGOドメイン名とORドメイン名のいずれかを選択することができる。

AD ***.ad.jp �a JPNICの会員が運用するネットワーク
�b JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織
※JPNICの会員が運用するネットワークを、ドメイン名登録等に関する規則の第９条におけ

る組織とする。

NE ***.ne.jp 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または

非営利で提供するネットワークサービス

※登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部とするために利用す

ること。

※ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または日本に登記のある法

人であること。

※利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されていること。

※同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービスを提供している場

合、一つ一つのネットワークサービスを、ドメイン名登録等に関する規則の第９条におけ

る１組織とする。

GR ***.gr.jp 複数の日本に在住する個人または日本に登記のある法人で構成される任意団体※代表者およ

び副代表者は、日本に在住する個人または日本に登記のある法人であること。

ED ***.ed.jp �a 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校およ
び各種学校のうち主に１８歳未満を対象とするもの

�b�a に準じる組織で主に１８歳未満の児童・生徒を対象とするもの
�a�a または�bに該当する組織を複数設置している学校法人、�a または�bに該当する組織を複
数設置している大学および大学の学部、�a または�bに該当する組織をまとめる公立の教育
センターまたは公立の教育ネットワーク

地

域

型

一
般
地
域
型

***.tokyo.jp

等

�a AC、CO、ED、GO、OR、NE、GRのいずれかの属性型ドメイン名の登録資格を満たす
組織

�b病院
�a 日本に在住する個人

地
方
公
共
団
体

* * * . metro .

tokyo.jp等

地方公共団体、地方公共団体の下部組織

８９ 郵政研究所月報 ２０００．１



１ はじめに

最近では、国内の大手金融機関が合併・再編す

る動きが著しい。巨大な金融機関が作られること

により、金融機関間の競争が激化し、比較的規模

の小さい金融機関は、生き残りのために様々な手

段を講じる必要が生じる。大口の個人預金者を

ターゲットとした顧客開発に力を注ぐ金融機関も、

今後増えていくものと思われる。

金融機関にとっては、家計の総合口座として決

済・貯蓄の両方で利用されることが望まれる。家

計の総合口座として利用されることで、多くの資

金源を得ることができるからだ。したがって、家

計の属性や地域によって、総合口座を持つ金融機

関として選択される金融機関が異なるのかどうか

は、金融機関側としては、非常に興味のある問題

であろう。

本研究では、家計レベルの個票データ（調査年

は１９９７年）を利用して、家計が総合口座を持つ場

合、その要因は何なのか、また、総合口座を持つ

場合は、どの金融機関を選択する傾向があるのか、

について推計を行った。本研究でいう「総合口座

を持つ金融機関」とは、家計が決済目的主要金融

機関としても貯蓄目的主要金融機関としても同じ

金融機関を利用している場合に、その金融機関を

指す。ここで、決済目的主要金融機関とは、「決

済口座（公共料金・クレジットカードなどの自動

引落口座、給与・年金などの受け取り口座）があ

る金融機関のうち、自動引落・自動受取が最も多

い金融機関」であり、貯蓄目的主要金融機関とは、

「最も貯蓄額（投資額）の多い金融機関」である。

分析の結果、貯蓄比率が低い家計や、地方部の

家計、決済目的主要金融機関でローンや給与振込

が行われる家計では、総合口座を持つ確率が高く

なることが示された。また、地銀は総合口座とし

て選択されやすく、郵便局は選択されにくい傾向

が示された。

本稿の以下の構成は次のようになる。次節では、

先行研究の概要について説明を行う。３節では、

分析に利用したデータと、変数の特性について示

す。４節では、家計が総合口座を持つか否かを決

定する場合に、何が主要な要因となるかを分析し

た結果を示し、５節では各金融機関の選択確率に

家計の総合口座の有無が影響しているかを調べる

ことで、金融機関によって、総合口座として利用

されやすいものがあるのかどうかを検討する。６

節はむすびとして、今後の課題等について触れる。

２ 先行研究

本研究では、郵政省郵政研究所の「金融機関利

用に関する意識調査」１９９７年度調査から個票デー

タを利用しているが、同じ調査の１９９５年度調査結

トピックス

家計の金融機関選択：家計の総合口座選択行動
１）

第二経営経済研究部リサーチ・アソシエート 奥井めぐみ

１）本研究は、第二経営経済研究部の「金融機関利用に関する調査研究会」の一環として行ったものである。研究にあたり成城大
学経済学部の村本孜先生より、有意義なコメントを頂いた。ここに、感謝の意を表したい。
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果を利用した先行研究に、奥井（１９９８）がある。

この研究では、家計の主要金融機関の決定要因の

推計を行うもので、どのような属性を持つ家計が

どの金融機関を選択するのかを、決済目的、貯蓄

目的の目的別に推計した。また、同じ調査の１９９５

年度と１９９７年度の調査を利用して、金融機関の決

定要因を推計したものには奥井（１９９９．a）がある。

両研究共、マルチノミアル・ロジットモデルによ

る推計を行った。

奥井（１９９８）の研究では、今後の高齢化、少子

化といった家族形態の変化に金融機関が与える影

響に着目した。主要な結果は、１）決済目的主要

金融機関には、世帯主の年齢が高いほど信金・信

組、農協・漁協が選択されるが、貯蓄目的主要金

融機関には、世帯主の年齢が高いほど、銀行や証

券会社が選択される、２）決済目的、貯蓄目的の

両方の目的において家族人数が少ないほど銀行が

選択される。また、貯蓄目的主要金融機関では家

族人数が少ないほど証券会社の選択確率も上昇す

る、の２点であった。

奥井（１９９９．a）の研究では、金融機関へアクセ

スする際の利便性が金融機関の選択にどのように

影響するかについて着目するために、家計が属す

る都道府県の各金融機関店舗比率を変数として加

えている。店舗比率が高い金融機関は、他の金融

機関に比べて家計からアクセスしやすいと仮定す

れば、店舗比率が高い金融機関の選択確率は上昇

すると予想される。店舗比率に関しては、１）

１９９７年度では、決済目的主要金融機関の選択にお

いて、郵便局を除く各金融機関の店舗比率がその

金融機関の選択確率に有意にプラスである、２）

１９９５年度では、貯蓄目的主要金融機関の選択にお

いて、各金融機関の店舗比率がその金融機関の選

択確率に与える影響が、若干観察された、という

結果が得られた。ただ、１９９５年と１９９７年の調査で

は、対象としている家計が異なることや、質問項

目に若干の差があることから単純な比較には問題

がある。また、２年間という短期間では、金融機

関を変更する家計が非常に少ないことからも、

１９９５年度と１９９７年度とを比較しても、それほど目

覚しい結果の違いは得られなかった２）。

丸山（１９９９）は、同じ「金融機関利用に関する

意識調査」の１９９７年度調査を利用し、家計が金融

機関を利用することにより得られる便益効果を数

量化するため、意思決定問題を扱う手法である

AHP（階層分析法、Analytical Hierarchy Proc-

ess）を利用している。金融機関を利用すること

により得られる便益効果の源泉として利便性、商

品性、金融サービス、信頼性を取り上げ、それぞ

れの要素の重要度（ウェイト）を計算した結果、

利便性のウェイトが最も重視されることが示され

た。また、利便性のなかでは自宅職場などに近い

という要素のウェイトが最も高かった。利便性が

重視されるという結果は、奥井（１９９９．a）の研究

結果とも一致する。

今回は、金融機関にとっては、総合口座を持つ

金融機関として利用されることで１世帯当たりの

預貯金額が増えるので、家計が「総合口座を持つ

金融機関」を選択する要因に着目することとする。

この点に着目した研究は、家計レベルの金融機関

選択に関する情報が得られるデータが少ないため、

筆者の知る限りでは存在しない。家計の属性が総

合口座を持つかどうかの決定に影響を与えるので

あれば、金融機関は今後、家計からの預貯金を増

やすに当たり、どのような対策を講じればよいか

検討することができよう。

２）主要金融機関を変更した家計に関しては、奥井（１９９９．b）を参照。
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３ 利用データ

分析に利用したのは、「金融機関利用に関する

意識調査」の１９９７年度のものである（以下、１９９７

年度意識調査）。この調査の調査目的は、「金融自

由化など日本経済の構造変化が進展する中で、家

計がどの金融機関をどのような判断基準で利用し

ているのかという観点から、金融機関の利用状況

を把握する」ことである。対象としたのは、全国

の世帯人員２人以上の普通世帯、４５００世帯で、回

収数はこのうち、３２９８世帯（回収率７３．３％）であっ

た。調査期間は１９９７年１１月２１日から１２月８日であ

る。

分析に用いたサンプルは、このうち、世帯主が

男性かつ常勤労働者（民間企業に勤務、官公庁に

勤務、その他団体に勤務）の世帯に限った。さら

に、決済目的主要金融機関、貯蓄目的主要金融機

関として、都銀、地銀、信金・信組、郵便局を選

択している世帯に限っている。アンケート調査で

は、主要金融機関の選択肢として、他に外国銀行、

長信銀・信託銀行・商工中金・農林中金、農協・

漁協が含まれるが、先に挙げた２つについては、

これらの金融機関を選択している家計がほとんど

存在しないことから、また、農協・漁協について

は、他の金融機関と異なり、農作物取引など、金

融サービス以外の取引が重要であり、金融機関選

択という概念とはやや意味合いが異なることから、

これらの金融機関を選択している家計を対象外と

している。

以上の条件に基づき、サンプルを限定した結果、

分析に利用されたサンプル数は１０９８世帯となった。

分析に利用する変数の特性を、表１．１に示す。

この調査では、貯蓄額や年収は階級値でしか得

られないため、各階級値の中央値を利用した。最

も低い階級については、その階級の一つ上の階級

の最低値を０．８倍した値、最上階級についてはそ

表１．１ 変数の特性

変 数 平 均 標 準 偏 差 最 小 値 最 大 値

年齢

年収（万円）

貯蓄総額（万円）

貯蓄比率

家族人数

労働者比率

持ち家比率

都市規模ダミー変数

１２大都市

人口１５万人以上

人口５万人以上

人口５万人以下

郡部

給与振込世帯比率

ローン世帯比率

総合口座を持つ世帯比率

サンプル数

４５．４６３６

６７２．９９６４

７００．９２９０

１．０１３９

３．８８１６

０．４９７７

０．６７１２

０．２２５０

０．３２８８

０．２０７７

０．０７０１

０．１６８５

０．６５１２

０．３１３３

０．６０４７

１０９８

１０．２８７１

３４８．８９９６

９４３．１２９１

１．０７３０

１．２３８５

０．２４１１

０．４７００

０．４１７７

０．４７００

０．４０５８

０．２５５５

０．３７４５

０．４７６８

０．４６４０

０．４８９１

２２

１６０

１６０

０．０９１４

２

０．１４２９

０

０

０

０

０

０

０

０

０

６９

２５００

６２５０

１０

１１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１
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総合口座を持つ世帯�

都銀�
28％�

地銀�
48％�
�

信金・信組�
16％�

郵便局�
8％�

総合口座を持たない家計（貯蓄目的）�

都銀�
14％�

地銀�
14％�

信金・信組�
11％�

郵便局�
61％�
�

総合口座を持たない家計（決済目的）�

都銀�
25％�

地銀�
50％�

信金・信組�
16％�

郵便局�
9％�

の階級の最低値を１．２５倍した値を利用した。

世帯主の平均年齢は４５．５歳、家計の平均年収３）

６７３万円、平均貯蓄総額は７００．９万円である。この

値を、総務庁統計局の「貯蓄動向調査」と比較し

てみよう。１９９７年の貯蓄動向調査では、世帯主の

平均年齢５１．９歳、家計の平均年収は７５４．８万円、

平均貯蓄額は１６３４．５万円である。本研究では、対

象世帯では世帯主が常勤労働者であるため、平均

年齢が若い。そのため、対象世帯の貯蓄額がかな

り低く、貯蓄動向調査の半分以下となっている点

に注意する必要がある。

家族人数の平均値は３．９人で約４人である。貯

蓄動向調査は、１９９７年度意識調査と同じ２人以上

の世帯を対象としているが、家族人数平均値は

３．３人で若干少ない。また、持ち家に住む世帯の

比率は６７．１％であった。世帯が属する都市の規模

を、１＝東京と及び１２大都市（札幌市、仙台市、

千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大

阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）、２

＝人口１５万人以上の都市、３＝人口５万人以上の

都市、４＝人口５万人未満の都市、５＝郡部の５

つに分け、それぞれの都市規模に属する世帯の比

率をみると、都市規模１が２２．５％、都市規模２が

３２．９％、都 市 規 模３が２０．８％、都 市 規 模４が

７．０％、都市規模５が１６．８％であった。

総合口座を持つ家計は、１０９８世帯中６６４世帯

（６０．５％）であった。総合口座を持つ家計と総合

口座を持たない家計で、主要金融機関の構成が異

なるかどうかを、図１に示す。総合口座を持つ家

計に比べると、持たない家計の金融機関の利用比

率は、決済目的主要金融機関の構成はあまり変わ

らないが、貯蓄目的主要金融機関で郵便局の構成

比率が高いことがわかる。

次に、対象とする世帯が決済目的と貯蓄目的の

目的別主要金融機関としてどの金融機関を選んで

いるかを表１．２に示す。

決済目的と貯蓄目的主要金融機関の業態が共に

地銀というケースが最も多いことから、地銀は総

合口座を持つ金融機関として利用されることが多

いと予想される。ここで、決済目的主要金融機関

３）年収は税引き後の手取り年収（年金、金利収入等を含む）である。

図１ 総合口座の有無と主要金融機関構成比率
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と貯蓄目的主要金融機関の業態は同じであっても、

必ずしも両者が同じ金融機関であるとは限らない

場合が考えられる。そこで、各目的別主要金融機

関の業態が共に地銀であった３５３世帯のうち、決

済目的主要金融機関と貯蓄目的主要金融機関が同

じ金融機関であると回答した家計の比率を調べた

ところ、９２％であった。

また、総合口座を利用している家計とそうでな

い家計とでは、目的別主要金融機関の主要な選択

理由が異なっている可能性がある。表１．３に、目

的別主要金融機関の主要な選択理由の比率を示す。

決済目的主要金融機関選択理由は、総合口座を

持つ家計では、「自宅や勤務先、よく行く場所に

近いから」（５６．８％）、「勤め先との関係で」

（１５．４％）の順となっている。総合口座を持たな

い家計でも、同様の順番であるが、「自宅や勤務

先、よく行く場所に近いから」という理由を選択

している家計の比率が６１．１％と若干多くなる。

貯蓄目的主要金融機関選択理由では、総合口座

を持つ家計、持たない家計とも、多い選択理由が、

「自宅や勤務先、よく行く場所に近いから」と

なっているが、決済目的主要金融機関の場合と比

べて、総合口座を持つ家計と持たない家計で、選

択比率が２０％近く異なる。総合口座を持たない家

計では、「自宅や勤務先、よく行く場所に近いか

ら」を選択した家計は、３８．７％と少ない。２番目

に多い選択理由は、「名の通った金融機関で信頼

が高いから」（１７．１％）、３番目に多い選択理由は、

「商品の利率、利回りが良いから」（１３．８％）で

あり、これらの選択理由は総合口座をもつ家計で

はほとんど選ばれていなかった。以上の結果から、

表１．２ 目的別各金融機関構成

貯蓄
目的

決済
目的

都 銀 地 銀
信用・

信 組
郵便局 合 計

都 銀 １９７ ８ ８ ８０ ２９３

地 銀 ２５ ３５３ ２８ １３８ ５４４

信金・信組 １３ １２ １０９ ３８ １７２

郵 便 局 ８ １５ ７ ５９ ８９

合 計 ２４３ ３８８ １５２ ３１５ １０９８

表１．３ 総合口座の有無別、主要金融機関選択理由
（％）

決 済 目 的 貯 蓄 目 的

総合口座の有無 あ り 無 し あ り 無 し

自宅や勤務先、よく行く場所に近いから

商品の利率、利回りが良いから

便利な商品（家計簿機能等）があるから

通帳の図柄やサービス品が良いから

預けている預貯金が行くが多いから

金融以外のサービス（郵便局の郵便など）を同時に受けられるから

外務員が訪問してくれるから

借入を受けているから

いろいろな相談にのってくれるから

支店数が多いから

名の通った金融機関で信頼が高いから

勤め先との関係で

店の雰囲気が良いから

その他

無回答

５６．８

１．４

０．２

０．２

３．５

０．５

３．２

４．２

１．１

４．２

７．２

１５．４

０．６

１．７

０．２

６１．１

０．７

０．５

０．２

１．８

０．９

２．３

３．５

０．５

３．５

７．６

１４．１

０．７

２．３

０．５

５５．７

１．７

‐

０．３

３．０

０．２

２．９

３．３

１．２

３．６

９．６

１５．８

０．６

２．０

０．２

３８．７

１３．８

０．２

‐

５．１

１．６

３．２

２．３

１．４

３．５

１７．１

９．９

‐

２．８

０．５

合 計 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
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総合口座を持たない世帯は、リスクや収益性を考

慮して貯蓄目的主要金融機関を選択しているが、

総合口座を持つ世帯では、利便性を重視して選択

した決済目的主要金融機関を、そのまま貯蓄目的

主要金融機関として利用しているということが予

想される。

４ 総合口座の決定要因

家計は、金融機関へのアクセスコスト・リス

ク・収益率の３つの要素を考慮して金融機関を決

定する。これらの３つのうち何が重視されるかは、

金融機関の利用目的によって異なることから、家

計は目的別に異なる金融機関を選択すると考える

のが普通である。家計が総合口座を持つように

なった経緯として、１）決済口座を利用していた

金融機関で、貯蓄のための口座も開設する、２）

預貯金額が多かった金融機関が、決済用にも利用

されるようになった、の２つの流れが考えられる。

決済目的主要金融機関が給与振込先であるよう

な場合に、貯蓄用に別の金融機関に口座を開設す

るコストが高い場合は、１）のケースが生じるこ

とが考えられる。一方で、住宅ローン等のある家

計では、２）の流れが適当であると予想される。

金融機関は信用のある借り手に対してしか、貸出

を行わないのであれば、預貯金額が高い金融機関

から借り入れを行うからである。

まず、対象サンプルを用いて、家計が総合口座

を持つ場合、すなわち、決済目的主要金融機関と

貯蓄目的主要金融機関が同じ場合に１、それ以外

は０をとるようなダミー変数（総合口座ダミー）

を被説明変数とし、家計の属性で回帰する式を推

計した。説明変数としては、世帯主の年齢、年齢

の２乗項、家計の年収対数、家計の貯蓄比率（貯

蓄総額を年収で割った値を利用）、家族人数、家

計における労働者比率（世帯構成員のうち働いて

いる人の比率）、持ち家に住んでいる場合に１、

それ以外は０をとるダミー変数、都市規模ダミー

変数４）である。

また、決済目的主要金融機関の口座が、給与振

込や、ローンに利用される場合に、総合口座を持

つ確率が高くなるかを調べるため、決済目的主要

金融機関が給与振込やローン（借入）に利用され

ている場合に１、それ以外は０をとるダミー変数

も加えた。

決済目的主要金融機関を貯蓄目的主要金融機関

としても利用するようになった１）のケースでは、

決済目的主要金融機関から他の金融機関へ貯蓄用

の預貯金を振りかえるためにかかる費用が、振り

かえたことによって得られる収益よりも大きくな

るはずである。貯蓄額の低い世帯や、家計の中の

労働者の比率が高い世帯では、収益よりもコスト

の方が大きくなり総合口座を持つ傾向があると予

想される。また、地方では都市部に比べて、金融

機関にアクセスするコストが大きくなるため、総

合口座を持つ確率が高くなると予想される。

分析はプロビットモデルによる。分析結果を表

２に示す。

表では係数値の変わりに係数の限界効果を示す。

限界効果は、変数が１単位変化した時、総合口座

を持つ確率が何単位変化するかを示すものである。

ダミー変数については、変数が１となる場合、総

合口座を持つ確率が何単位変化するかを示すもの

である。

総合口座を持つ確率に有意な影響を与える変数

４）都市規模ダミー変数とは、以下で示す規模の場合に１、それ以外は０をとるダミー変数をさす。都市規模１＝東京と及び１２大
都市（札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）、都市
規模２＝人口１５万人以上の都市、都市規模３＝人口５万人以上の都市、都市規模４＝人口５万人未満の都市、都市規模５＝郡
部。
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は、貯蓄比率（マイナス）と、都市規模５（郡部）

のダミー変数（プラス）、決済目的主要金融機関

がローンに利用されている場合のダミー変数（プ

ラス）である。貯蓄比率が１％増えると、選択確

率は２％減少するという結果より、年収に対して

貯蓄総額の高い家計では、目的に応じて預け入れ

先の金融機関を変える傾向があることを意味する。

高額の貯蓄を一つの金融機関でまとめて行うと、

それだけ金利も高くなる。したがって、決済目的

主要金融機関とは別の、金利が高い金融機関へ預

けた方が、多少アクセスコストがかかっても、収

益が多くなるので望ましいことが影響していると

予想される。

また、郡部では、同じ総合口座を持ちやすいと

いう結果は、郡部ではアクセスできる金融機関の

数が少ないことや、都市部に比べると金融機関へ

のアクセスに時間がかかることから、決済も貯蓄

も同じ金融機関で行った方が、アクセスコストが

低く抑えられることが原因の一つと予想される。

決済目的主要金融機関がローンに利用されてい

る場合に、総合口座を持つ確率が高くなることに

ついては、ローンに利用される金融機関には、も

ともと預貯金額が多いはずであるという、上で述

べた２）のケースを支持する結果である。

給与振込ダミー変数は有意性は低いが（棄却域

１０．６％）、総合口座選択確率にプラスの影響を与

える。したがって、決済目的主要金融機関が給与

振込先である場合に、貯蓄目的主要金融機関とし

て利用される可能性が高くなることも観察された。

５ 金融機関選択における総合口座の影響

総合口座選択確率の推計結果より、家計が総合

口座を持つ確率にどのような要因が影響を与える

かが観察された。ここで、総合口座決定要因に影

響している要因のうち、各金融機関の選択確率に

も影響を与えるものがあるかどうかを見ていくこ

とにする。もし、総合口座選択確率にもプラス

（マイナス）の影響を与える要因が、特定の金融

機関の選択確率にプラス（マイナス）の影響を与

えているのであれば、家計がその金融機関を選択

する場合は、総合口座を持つ傾向があるといえよ

う。

４節の分析では、説明変数に決済目的主要金融

機関でのローンの有無や給与振込の有無を利用し

たが、ローンや給与振込に利用される金融機関に

は、偏りがあると予想される。したがって、ロー

ンや給与振込が、総合口座を持つか否かにプラス

の影響を与えるのであれば、ローンや給与振込に

利用されやすい金融機関を決済目的主要金融機関

とする家計で、総合口座を持つ確率が高まること

になる。それを調べるため、決済口座ローンに使

われているか否か、あるいは給与振込に利用され

ているか否かによって、決済目的主要金融機関の

構成比率が異なるかを見た。その結果を、表３．１

に示す。

表２ 総合口座利用決定関数推計結果（プロビッ

トモデル）

説 明 変 数 限界効果 z値

世帯主年齢

世帯主年齢２乗

年収対数

貯蓄比率

家族人数

労働者比率

持ち家ダミー変数

都市規模２

都市規模３

都市規模４

都市規模５

給与振込ダミー

ローンダミー

１をとるサンプル比率

最大対数尤度関数

擬似決定係数

サンプル数

－０．０１７６

０．０００２

－０．０２９９

－０．０２３７

０．０１７４

０．１１１６

－０．０３４４

０．０３２８

０．０４２３

－０．０４８５

０．０９５７

０．０５１３

０．１３０７

０．６０４７

－７１９．２０５５

０．０２３９

１０９８

－１．３５００‡

１．３５００‡

－０．８３００

－１．６７００＊

１．１６００

１．４８００‡

－０．９０００

０．８１００

０．９２００

－０．７４００

１．９６００＊＊

１．６２００‡

３．８９００＊＊＊

＊＊＊…１％水準で有意、＊＊…５％水準で有意、＊…１０％水準で

有意、‡…棄却減２０％
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決済目的主要金融機関がローンに利用されてい

る場合と、利用されていない場合とでは、利用さ

れていない場合の方が、地銀の構成比率が８％程

度低く、郵便局の構成比率が１０％ほど高い。決済

目的主要金融機関が給与振込に利用されている場

合と、利用されていない場合とでは、利用されて

いない場合の方が、地銀の構成比率が１０％低く、

郵便局の構成比率は１０％高い。郵便局は、ロー

ン５）や給与振込先としてはあまり利用されないこ

とがわかる。

ここで、プロビットモデルによる決済目的主要

金融機関選択確率の推計を行い、各金融機関の選

択確率に、ローンの有無や給与振込の有無、その

他の要因が影響するのかを調べる６）。被説明変数

は、家計が各金融機関を決済目的主要金融機関と

して選択している場合に１、それ以外を０とする

ダミー変数である。説明変数には、総合口座選択

確率の推計で用いた説明変数と、家計の属する都

表３．１ 決済目的主要金融機関別、ローンの有無

ならびに給与振込の有無

ロ ー ン 無し ％ あり ％ 合計

都 銀

地 銀

信金・信組

郵 便 局

合 計

１９８

３５６

１１４

８６

７５４

２６．２６

４７．２１

１５．１２

１１．４１

１００．００

９５

１８８

５８

３

３４４

２７．６２

５４．６５

１６．８６

０．８７

１００．００

２９３

５４４

１７２

８９

１０９８

給 与 振 込 無し ％ あり ％ 合計

都 銀

地 銀

信金・信組

郵 便 局

合 計

８７

１７２

７０

５４

３８３

２２．７２

４４．９１

１８．２８

１４．１０

１００．００

２０６

３７２

１０２

３５

７１５

２８．８１

５２．０３

１４．２７

４．９０

１００．００

２９３

５４４

１７２

８９

１０９８

表３．２ 決済目的主要金融機関の各金融機関選択確率

都 銀 地 銀 信 金 ・ 信 組 郵 便 局

説 明 変 数 限界効果 z値 限界効果 z値 限界効果 z値 限界効果 z値

世帯主年齢

世帯主年齢２乗

年収対数

貯蓄比率

家族人数

労働者比率

地銀店舗比率

信金・信組店舗比率

郵便局店舗比率

持ち家ダミー変数

都市規模２

都市規模３

都市規模４

都市規模５

給与振込ダミー

ローンダミー

選択家計比率

最大対数尤度関数

擬似決定係数

サンプル数

０．００８６９

－０．０００１１

０．０８９６２

０．００６１２

－０．０２５３９

－０．１８２１０

－１．７０５０１

－１．００１９１

－１．５３０２２

－０．０４５７０

－０．０８９６７

－０．０４９００

－０．１２６９０

－０．１６６９５

０．０３２９２

０．０２５３３

０．２６６８５

－４８１．４４３

０．２４４１０

１０９８

０．７６０００

－０．８８０００

２．６５０００＊＊＊

０．４６０００

－１．８２０００＊

－２．７２０００＊＊＊

－６．７４０００＊＊＊

－２．４１０００＊＊

－７．２５０００＊＊＊

－１．３２０００‡

－２．８００００＊＊＊

－１．３２０００‡

－２．２１０００＊＊

－４．２４０００＊＊＊

１．１７０００

０．８３０００

－０．００００１

－０．００００２

－０．００７２７

－０．０１１８５

０．００６２７

０．１３６９５

２．４８０８８

０．５６４８０

１．７０７７６

－０．０３３５４

０．１７１３８

０．０９９４２

０．１４０３０

０．１９０４０４

０．１０５２９

０．０６９２６

０．４９５４５

－５９９．１６０

０．２１２７０

１０９８

０．０００００

－０．１４０００

－０．１８０００

－０．７４０００

０．３７０００

１．６３０００‡

８．０５０００＊＊＊

１．１５０００

６．２８０００＊＊＊

－０．７６０００

３．６１０００＊＊＊

１．８５０００＊

１．８８０００＊

３．４３０００＊＊＊

２．９７０００＊＊＊

１．８１０００＊

－０．００４４３

０．００００８

－０．０８１１４

０．００８６１

０．０２３７６

０．１２８２３

０．００８２３

１．４８３８６

０．４３６９８

０．０２３１９

０．０１９２７

０．０２７７９

０．０２１４３

０．０４４３１

－０．０３０５７

０．０２５９２

０．１５６６５

－４４１．０９０

０．０７４５０

１０９８

－０．４９０００

０．７７０００

－３．１８０００＊＊＊

０．９２０００

２．３３０００＊＊

２．４８０００＊＊

０．０４０００

４．９８０００＊＊＊

２．６３０００＊＊＊

０．８６０００

０．６３０００

０．７９０００

０．４２０００

１．１５０００

－１．３５０００‡

１．０７０００

－０．００２３３

０．００００３

０．０１７５０

－０．００６３３

－０．００９１０

－０．０５３４２

－０．１７７９４

－０．２７８７４

－０．１１５９４

０．０２８９９

－０．０２２６８

－０．０１５８９

０．０１８５３

－０．００２２５

－０．０６４１２

－０．０９３６４

０．０８１０６

－２６５．４９０

０．１４０６０

１０９８

－０．４５０００

０．４５０００

１．２３０００

－０．９６０００

－１．４５０００‡

－１．７２０００＊

－１．５７０００‡

－１．４９０００‡

－１．１７０００

１．９９０００＊＊

－１．４６０００‡

－０．９００００

０．６３０００

－０．１１０００

－４．４８０００＊＊＊

－５．３２０００＊＊＊

＊＊＊…１％水準で有意、＊＊…５％水準で有意、＊…１０％水準で有意、‡…棄却減２０％

５）郵便局では、利用できるローンが限られており、住宅ローン等は使えない。
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道府県における各金融機関の店舗比率７）を加えた。

分析の結果を、表３．２に示す。

給与振込ダミー変数やローンダミー変数が有意

となる金融機関についてみると、地銀の選択確率

に対して、両ダミー変数は、有意にプラスであっ

た。決済目的主要金融機関を給与振込に利用して

いる場合は、地銀の選択確率が１０％上昇し、ロー

ンに利用している場合は、地銀の選択確率が７％

上昇する。逆に、郵便局の選択確率に対して、両

ダミー変数は有意にマイナスであった。この結果

は、表３．１で示された内容を支持している。

郵便局で、これらのダミー変数がマイナスで

あった理由として、「決済目的主要金融機関を

ローンや給与振込に利用する場合は、郵便局を選

択しなくなる」、という関係だけでなく、「決済目

的主要金融機関が郵便局である場合は、ローンや

給与振込先として利用されることが少ない」とい

う、逆の因果関係も影響していると予想される。

都市規模ダミー変数は、都銀と地銀の選択確率

において有意な影響を与えるものが多い。特に、

１２大都市では都銀の選択確率が他の都市よりも高

くなるといえる。信金・信組、郵便局の選択確率

には、各都市規模ダミー変数は有意な影響を与え

ない。

店舗比率は、郵便局を除いて、各金融機関の選

択確率にその金融機関の店舗比率がプラスに有意

な影響を与えており、係数の値も大きい。した

がって、決済目的主要金融機関の選択には、利便

性が重視されることが伺える。郵便局の店舗比率

が有意で無かった理由として、郵便局はユニバー

サル・サービスを提供しているため、都道府県に

よって店舗の配置に差が少ないためと予想される。

最後に、その他の家計の属性で、決済目的主要

金融機関選択確率に影響を与えているものをみよ

う。都銀では、年収対数がプラスに、家族人数や

労働者比率がマイナスに有意である。逆に、信

金・信組では、年収対数はマイナスに、家族人数

や労働者比率がプラスに有意となる。郵便局では、

労働者比率がマイナスに有意、持ち家ダミー変数

がプラスに有意となる。

総合口座選択確率に強く影響を与えていた貯蓄

比率は、各金融機関の選択確率には有意な影響は

与えなかった。また、総合口座選択確率にプラス

の影響を与えていた、ローンダミー変数、給与振

込ダミー変数については、地銀でプラス、郵便局

でマイナスに有意であったことから、地銀は総合

口座として利用されることが多くなり、一方で、

郵便局は総合口座として利用されることは少ない

ことが示唆される。

６ むすび

本研究では、家計が総合口座を持つ場合、どの

ような要因が影響しているのかを計量的に分析し

た。その結果、貯蓄比率が高い家計や、地方部の

家計、決済目的主要金融機関でローンや給与振込

が行われる家計では、総合口座を持つ確率が高く

６）奥井（１９９９．a）、奥井（１９９８）の研究では、各金融機関の選択確率を推計する際に、マルチノミアル・ロジットモデルを利用
している。マルチノミアル・ロジットモデルでは、家計が３つ以上の金融機関を選択できる状態にある場合、それぞれの属性
を持つ家計が現在選んでいる金融機関を選択するような条件付確率が最大にするように、各金融機関選択確率の推計式を同時
に推計する推計方法である。この推計方法では、例えば家計が、金融機関の選択肢として、都銀、地銀、郵便局に直面してい
る場合、都銀と地銀のどちらを選ぶかという選択に対して、郵便局の選択確率は全く影響を与えないという仮定が必要となる。
実際は、地域によって家計が選択できる範囲にある金融機関が非常に限られていたり、なんらかの理由で都銀が選択できない
場合に、地銀と郵便局のどちらを選ぶかといった選択も生じることが考えられることから、この仮定には問題が多い。そのた
め、本節ではマルチノミアル・ロジットモデルを使わない。

７）各金融機関の店舗比率は、都銀、地銀、信金・信組、郵便局の店舗の合計で、各金融機関の店舗数を割って求めた。店舗数に
は、「ニッキン資料年報１９９８年版」（日本金融通信社）より、１９９７年の都道府県別金融機関店舗数を利用した。都銀の店舗比率
をベースとするため、地銀、信金・信組、郵便局の３つの店舗比率を変数に加えている。
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なることが示された。また、決済目的主要金融機

関の選択確率の推計８）より、決済目的主要金融機

関がローンに利用されていたり、給与振込に利用

される場合は、地銀の選択確率が高く、郵便局の

選択確率が低くなることから、地銀が総合口座と

して選択されやすく、郵便局は選択されにくい傾

向を示唆している。

今回の分析では、説明変数に用いた変数が内生

的に決定される点を考慮していない。住宅ローン

等を組む家計は、中高年層が中心であることが予

想されることや、給与振込は世帯主の職業や勤務

先の規模によって影響を受けると考えられること

から、これらの変数は内生変数として扱うのが望

ましい。この点は今後改善していきたい。

参考文献
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１ はじめに

最近、新聞、雑誌等で環境会計についてよく取

り上げられている。特に今年度に入り、多くの企

業が環境会計、あるいは、環境報告書の中で環境

保全のための設備投資や経費などの環境保全コス

トを公表している。また、地方公共団体では、東

京都水道局が環境会計の導入について積極的に検

討することを表明１）している。

個々の企業等とは別に、環境会計の導入を促進

する動きも見られる。日本公認会計士協会は、環

境コスト情報等を企業経営に役立てる方法等につ

いて調査研究した結果を９８年５月「環境に配慮し

た企業経営のための環境コスト情報の利用」と題

して取りまとめた。また、環境庁の環境保全コス

トの把握に関する検討会は９９年３月２５日「環境保

全コストの把握及び公表に関するガイドライン～

環境会計確立に向けて～」の中間取りまとめを公

表（図表７及び図表８参照）し、９９年度中に最終

版が公表される予定である。政府の産業構造転

換・雇用対策本部も９９年７月１３日「雇用創出・産

業競争力強化のための規制改革」として環境を含

む１１分野について規制改革の措置を決定したが、

その中の環境分野で示された具体的な措置の一つ

に「環境会計導入の検討」が挙げられている。

なぜこのように環境会計を導入する企業等が増

加しているのか、本稿では、環境会計導入の背景、

導入状況、問題点及び今後の動向について検討し

たい。

２ 導入の背景

２．１ 内部管理の必要性

自然破壊や環境汚染の深刻化に伴い、地球環境

を保全し、環境負荷の少ない持続可能な経済社会

をいかに構築していくかが現在求められている。

企業は、経済活動の各場面で環境保全のための投

資や費用の支出を行っている。また、地球環境問

題が重視されてきた現代において、環境問題に関

しては規制強化の傾向にあること及び企業の社会

的責任がより厳しく問われる方向にあることから

環境保全コストは今後も増加していくことが予想

される。元来、環境保全コストは規制に対応する

ために支出されてきており、その効果を測定する

ことは企業の主目的ではなかった。しかし、現在

の経済状況では、環境保全のためとはいえ、費用

対効果を把握することが求められている。企業全

体として環境保全コストはどのくらいの金額に

なっているのか、また、その効果・便益はどの程

度なのか。このような環境保全に係る費用対効果

を把握する必要性を企業自体が感じ始めたことが

環境会計導入の背景の第一に挙げられる。言い換

えれば、内部管理の目的のために導入が必要とさ

トピックス

我が国における環境会計導入の状況

第一経営経済研究部主任研究官 山本 一吉

１）平成１１年度第２回東京都議会定例会で水道局長が表明（「平成１１年度第２回東京都議会定例会会議録」より）
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れた。

２．２ 自主的な環境保全活動の促進

環境会計の導入を促進させた背景としては、環

境マネジメントシステムの国際規格であるISO

１４００１の認証取得に代表される企業の自主的な環

境保全活動の促進も挙げられる。９６年９月の規格

発行以来３年あまりで我が国の認証取得件数は

２６００件以上２）に達している。ISO１４００１は、環境保

全活動についてPlan→Do→Check→Actionのいわ

ゆPDCAサイクルを繰り返すことを要求している。

いわば環境保全活動をシステム的かつ継続的に実

施することが要求されており、企業活動の中にシ

ステム的に組み込まれた環境保全活動と経済活動

を連携させる必要性から環境会計が注目され、そ

の導入が促進されていると考えられる。

２．３ 情報開示の要求

次に、株主、投資家等からの環境情報開示の要

求の高まりが挙げられる。環境保全コストを企業

がどのくらい支出しているのか、また、その支出

は効率的なのか、適切な環境対策を講じなかった

ために将来多大な支出を迫られることはないのか、

といった企業の収益性、安全性に関する情報を環

境保全コストの増加に伴い、株主、投資家は必要

とし始めた。

また、地域住民や消費者の環境意識の向上に基

づく環境情報開示の要求もある。価格が高くとも

環境への負荷の小さい商品・サービスを購入する

グリーン・コンシューマーの増大に象徴されるよ

うな消費者の環境意識の向上に基づき、その商

品・サービスを提供する企業がどのように環境保

全コストをかけ、どのような効果をあげているか

という情報の提供を求めることは当然の要求であ

る。どのような環境保全コストのために価格が割

高になったかという情報が消費者に提供されてい

ないとグリーン購入をする際の判断が難しくなる。

地域住民も地域に存在する工場等で適切な環境対

策が必要な環境保全コストを投下して講じられて

いるかという情報を求めていると考えられる。

地域住民や消費者だけでなく、株主、投資家も

自己の株主や投資家としての利益と環境保全の両

立を目指す「啓発された３）ステイクホールダー（利

害関係者）」は環境保全コストとそれが環境負荷

の低減にどれほど有効であったかという情報の公

開を企業に要求している。

企業の側から言えば、外部に報告する目的のた

めに環境会計の導入が必要とされたと言える。

２．４ PR効果

環境会計を導入し、公表することにより、環境

に配慮した企業であるとの企業イメージを形成し、

イメージ・アップを図るために、環境会計の導入

が促進されていることも考えられる。環境会計は、

環境負荷の少ない持続可能な経済社会を構築する

ための手段であるはずだが、その導入自体が目的

化されていることも考えられる。

３ 導入状況

多くの主要企業が環境報告書等で環境会計又は

環境保全コストの情報を開示している。環境会計

の主な構成要素としては、環境保全コスト、環境

保全コストに対応する効果及び環境会計に関する

第三者意見書等が挙げられる。

３．１ 環境保全コスト

環境保全コストとは、環境庁のガイドライン

（案）によれば、「事業者等の事業活動に起因す

２）�財日本規格協会（環境管理規格審議委員会事務局）調べによると９９年１０月末現在の認証取得件数は２，６４１件
３）國部（１９９８）参照
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る環境への負荷を低減させること等を目的とした

コスト及びこれに結びついたコスト」である。環

境負荷の低減だけを目的として支出されたコスト

は全額を環境保全コストとして計上すればよいが、

問題は環境保全以外の目的も含まれる場合である。

同ガイドライン（案）は、「環境保全コストは、

環境保全目的以外のコストと結合し、複合的なコ

ストとして発生している場合、環境保全目的以外

のコストを控除した、差額を原則とします。」と

している。例えば、原材料や製品を購入する際に

価格や品質だけで判断せず、環境負荷ができるだ

け小さいものを優先的に購入する、いわゆるグ

リーン購入の場合には、環境に配慮していない通

常の原材料・製品の価格との差額を環境保全コス

トとして計上することとなる。しかし、環境保全

の目的とそれ以外の目的が混在している研究開発

や設備投資については環境保全目的の支出を明確

に区分することが難しい場合もある。同ガイドラ

イン（案）は、差額の集計が難しい場合は、一定

の基準に基づきコストを按分することも認めてお

り、さらに、按分することも難しい場合は全額を

環境保全コストとして計上することも認めている。

富士通及び宝酒造は、５０％以上が環境保全目的

であるコストを全額環境保全コストとして計上し

ている４）。

環境保全コストの売上高に対する比率を示した

ものが図表１である。調査した企業５）の中から、

開示されている環境保全コストの対象範囲に相当

する売上高が明確な企業２７社についてまとめてい

る。最低０．１２％、最高６．７７％で平均は１．０２％であ

るが、一部の企業の数値が平均値を押し上げてお

り、全体の７４．１％、２０社は１％未満となっている。

環境保全コストを差額計上しているか全額計上

しているか、研究開発及び設備投資のコストをど

のように計上しているか、人件費を計上している

かどうか等により、環境保全コストの額は大きく

変動する。また、環境R＆Dコストが大きい自動

車メーカー、電線地中化工事費が大きい電力等は、

環境保全コストの売上高に対する比率が高くなっ

ている。

３．２ 環境保全コストに対応する効果

環境保全コストについては、環境庁の検討会が

公表したガイドライン（案）を基準に、あるいは

参考にして作成している企業が多い。しかし、環

境保全コストに対応する効果に関しては、参考と

すべきガイドライン（案）もないため、企業によ

り様々な表示がされている。

環境保全のための投資や費用に対する効果を貨

幣単位で表す経済効果対比型、効果を環境負荷の

削減量という物量単位で表す環境保全効果対比型、

効果を貨幣単位による経済効果及び物量単位によ

る環境保全効果の両者で表す統合型の３つに類型

化できる６）。

このうち、経済効果対比型については、コスト

の節約及びリサイクルの売却等で実際に利益を得

た実質的効果、生産活動から得られた付加価値の

うち環境保全コスト相当分を環境保全活動による

効果とする、みなし効果、環境対策を実施しな

かった場合に想定される土壌汚染・水質汚染の修

４）富士通ホームページ；（URL：http：／／www.fujitsu.co.jp／hypertext／About_fujitsu／environment／eco１９９９０５３１.html）及び宝酒造
「TaKaRa緑字決算報告書１９９９」pp.１２参照

５）９９年１月から９９年１１月までの間に日本経済新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞又は日経産業新聞に環境会計又は環境保全コ
ストを公表したと報道された企業で単年度の環境保全コストを明示している以下の企業について調査した。（アイシン精機、
イトーヨーカ堂、NEC、大阪ガス、大林組、岡村製作所、キャノン、キリンビール、サッポロビール、三洋電機、資生堂、
シャープ、新日本製鐵、西友、ソニー、ダイキン工業、宝酒造、帝人、デンソー、東京ガス、東京電力、トヨタ自動車、富士
通、本田技研工業、松下電器産業、松下電工、三菱化学、三菱自動車、三菱電機、リコー）

６）國部（１９９９b）に基づく。
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復費用及び訴訟費用等を環境保全コストの効果と

する偶発効果（リスク回避効果）という３種類の

効果が計上されている。

３．３ 第三者意見書

環境会計、環境保全コストに関する情報は環境

報告書で開示されている場合が多い。その環境報

告書に記載されている環境会計等の情報が合理性

があり、整合的かどうかを監査法人等の外部機関

が第三者意見書という形で検証しているケースも

ある。

具体的には、富士通に対する第三者意見書のよ

うに環境会計そのものだけについて審査し、適切

である旨表明しているものとキリンビール、東京

ガス及び帝人に対する第三者意見書のように環境

報告書全体に対する審査の中で環境会計について

も合理的に集計・開示されている旨表明している

ものの２つのタイプに分かれている。

環境会計に関する情報公開基準としては、現在、

環境保全コストについて環境庁の検討会が公表し

たガイドライン（案）があるだけであり、各企業

の環境保全コスト及び効果についての開示情報・

開示方法は統一されていない。したがって、ステ

イクホールダーは環境会計等に関する環境報告書

の開示情報が適切で合理的なものであることを独

自に判断することが難しい状況にある。

この意味で、外部機関による第三者意見書は環

境会計、環境保全コストに関する情報の客観性、

合理性を担保する上で有効な手段である。しかし、

ステイクホールダーの理解を得るためには、環境

報告書等で開示している環境保全コスト、効果に

関する数値をより詳細に公表するとともにも、そ

の算出根拠を詳細かつ具体的に記載することも必

要であると考えられる。

４ 具体的導入事例

環境報告書等で開示された環境会計等に関する

情報は次のように分類できる。

�１ 効果について経済効果及び環境保全効果の両

者を表示する統合型

�２ 経済効果対比型で実質的効果以外にみなし効

果又は偶発効果も計上しているもの

図表１ 環境保全コストの売上高に対する比率
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�３ 経済効果対比型で実質的効果だけを計上して

いるもの

�４ 環境保全効果対比型

�５ 環境保全コストに対応する効果についての対

比がないもの

４．１ 経済効果及び環境保全効果の両者を表示す

る統合型の事例

この事例の代表例としては、リコーが公表した

環境会計を挙げることができる。同社は９９年９月

に発行した環境報告書の中で９８年度の環境会計に

関する情報を公開している。

環境保全コストについては、環境庁のガイドラ

イン（案）に準拠して費用項目を設定しているが、

コストの集計は、環境目的の割合に応じて１００％、

５０％、１０％を計上する推定配分方式を採用してい

ると言われている７）。

効果については、経済的効果と環境保全効果の

両方を表示している。経済的効果については、省

エネルギーによる節約及びリサイクルの売却等で

実際に利益を得た効果である実質的効果、付加価

値のうち環境保全活動が寄与したとみなされる付

加価値を効果とするみなし効果、汚染修復及び訴

訟等のリスク回避による効果である偶発効果とい

う３種類の効果を計上している。

また、CO２等５つの環境負荷データについて、

７）週刊東洋経済１９９９年１１月６日号pp.８０参照
８）E.E.値＝環境負荷削減量／環境費用総額（単位：t／億円）
９）エコレシオ＝売上総利益／環境負荷総量（単位：億円／t）
１０）「リコーグループ環境報告書１９９９」より

図表２ リコーの環境会計１０）

１９９８年度リコーの環境会計

項 目
費 用 効 果

環境負荷（総量） エコレシオ（億円／t）環境費用 主な費用 金額効果 分類 項 目 環境負荷削減量 E.E.値

直接的環境費
用 １３．２億円

環境関連の設備償
却費、維持管理費
など

３．０億円 ａ 節電や廃棄物処理
効率化

１４．５億円 ｂ 生産上付加価値へ
の寄与

１４．０億円 ｃ
汚染による修復リ
スクの回避、訴訟
の回避など

CO２ ………５，４３５t １１６．６CO２ ……１４２，５５３t ０．０１４４

間接的環境費
用 ４．８億円

環境対策部門費用、
環境マネジメント
システム構築・維
持費用

０．８億円 ｂ

環境教育効率化効
果、環境マネジメ
ントシステム構築
効率化効果など

NOX ………－３．９t －０．０８４NOX ………５６．４t ３６．４

環境R＆D費
用 １１．８億円

環境負荷低減のた
めの研究、開発費
用

０．７億円 ａ エコ包装などによ
るコストダウン

SOX …………０．２t ０．００４３SOX …………５．６t ３６６．８

１５．８億円 ｂ
R＆Dによる付加
価値への寄与分な
ど

製品リサイク
ル費用 １５．６億円 製品の回収、再商

品化のための費用 ２．４億円 ａ リサイクル売却額
など

廃棄物最終処分量
……………３，２７９t

７０．４廃棄物最終処分量
……………２，４８５t

０．８２７

社会的取り組
み費用 １．２億円

環境報告書作成、
環境広告・展示会
のための費用など

０．２億円 ｂ 環境宣伝効果額な
ど

その他の費用 ―
土壌汚染の修復、
環境関連の和解金
など

― ― なし
用水………４５６千t ９，７８５用水……３，１３７千t ０．０００６５

総 計 ４６．６億円 ５１．４億円

※費用項目に関しては環境庁ガイドラインに準拠 a：実質的効果（節約、売却などで実際に利益を得た効果）、b：みなし効果（環境対応が寄

与したとみなされる付加価値や節約の効果）、c：偶発的効果（汚染修復や訴訟などのリスク回避による効果） �E.E.値（エコエフィシェン
シー）：環境改善効率〈E.E.値＝環境負荷削減量／環境費用総額（単位：t／億円）〉 �エコレシオ：環境負荷利益率〈エコレシオ＝売上総利益
／環境負荷総量（単位：億円／t）〉
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エコエフィシェンシー８）（E.E.値、環境改善効率）

及びエコレシオ９）（環境負荷利益率）という２つ

の指標を算出している。

４．２ みなし効果又は偶発効果も計上する経済効

果対比型の事例

この事例の代表例としては、富士通が公表した

環境会計を挙げることができる。同社は環境会計

図表３ 富士通の環境会計１２）

１９９８年度環境会計実績 単位：億円

項 目 範 囲 富士通 主要子会社 合計 関連ページ

費

用

�１直接的費用
生産活動を確保するための環境保全活動費

用
４２ ３５ ７７ ２１，２２

�２間接的費用
環境推進活動費用（人件費）、ISO１４００１認

証取得・維持費用
１１ １５ ２６ ７，８

�３省エネルギー費用 省エネルギー対策費用 ８ １ ９ １７，１８

�４リサイクル費用
製品の回収・再商品化費用 ２ ２ ４ ９，１０

廃棄物処理費用 ８ ８ １６ １３，１４

�５研究・開発費用 環境配慮型製品・環境対応技術の開発費用 １ ５ ６ １１，１２

�６社会的取組費用
緑化推進、環境活動報告書作成、環境宣伝

などの費用
２ ３ ５ ２４，２７

�７その他環境関連費用
土壌汚染の修復、ダイオキシン対策などの

環境リスク対応費用
６ １ ７ ２２，２３

合 計 ８０ ７０ １５０

効

果

�１生産支援のための環境
保全活動

生産活動により得られる製品の付加価値の

内、環境保全活動による寄与分
３７ ２３ ６０ ２１，２２

�２工場省エネルギー活動 電力、油、ガス使用量減に伴う費用削減額 ６ ３ ９ １７，１８

�３リサイクル活動

廃製品リサイクルによる有価品・リユース

品の売却額
５ ２９ ３４ ９，１０

廃棄物減量化によるコストダウン額 １ ２ ３ １３，１４

�４リスクマネジメント

法規制不遵守による事業所操業ロス回避額 １８ １４ ３２ ２１，２２，２３

地下水汚染対策による住民補償、保険費用

の回避額と、ダイオキシン対策による焼却

設備廃止に伴う差額効果

９ ５ １４

�５環境ビジネス活動
環境ビジネス製品（化学物質環境安全デー

タシート管理システム、環境常時監視シス

テムなど）販売貢献額

５ ３ ８ ２９，３０

�６環境活動の効率化
ペーパーレス効果、管理システム活用によ

るコストダウン額など
１３ ３ １６ ２４

�７環境教育活動
ISO１４００１構築コンサルタント、監査員教

育などの社内教育効果額
３ ２ ５ ２５，２６

合 計 ９７ ８４ １８１

１１）富士通の環境報告書では「生産支援のための環境保全活動」という表現が使われている。
１２）「富士通１９９９環境活動報告書」より
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制度の導入を９９年５月３１日に発表し、９８年度の環

境会計に関する情報を公開している。

環境保全コストは基本的に環境庁のガイドライ

ン（案）に準じて作成されているが、環境庁のガ

イドライン（案）では直接負荷低減コストに含ま

れる省エネルギー費用を大項目として独立させて

いる点が異なる。

コストの測定方法は、差額集計方式ではなく、

５０％以上を基準とした推定配分方式で、工数、費

用の５０％以上が「環境的」と判断したものを全額

環境保全コストに計上している。また、新規設備

投資は５年間定額償却にて費用計上している。

経済効果は、上記４．１のリコーと同様、実質的

効果、みなし効果、偶発効果の３種類の経済的効

果を計上している。ここでは、富士通が最初に公

表したみなし効果１１）について説明する。これは、

生産活動により得られる付加価値のうち環境費用

相当分を環境活動による効果とみなすものである。

例えば、ある工場への投資額が１０億円で、そのう

ち投資額の１／１０の１億円が環境保全コストで

あったとすると、その工場の生み出す付加価値の

１／１０は環境保全活動によってもたらされるもの

とする考え方である。具体的には次の式により算

出される。

効果＝付加価値×（環境費用／工場費用）

（付加価値＝工場生産高－部品費）

環境会計に対する第三者認証を９９年６月に取得

している。

４．３ 実質的効果だけを計上する経済効果対比型

の事例

この事例の代表例としては、キリンビールが公

表した環境会計を挙げることができる。同社は９９

年１０月に発行した環境報告書の中で９８年度の環境

会計に関する情報を公開している。

環境保全コストについては、環境庁のガイドラ

イン（案）に基づいて分類し、計上している。公

害防止及び地球環境保全については、設備投資額

のみ計上し、研究開発コストについてはこの段階

では把握していないとして、計上していない。

効果については、経済効果の実質的効果のみに

限定し、省エネルギーの節約額及び廃棄物の売却

利益を計上している。

第三者意見書については、環境報告書そのもの

に対する意見書と環境報告書の包括性・環境への

取組状況に関する意見書という２種類の第三者意

見書を添付している点が特徴的である。

４．４ 環境保全効果対比型の事例

この事例の代表例としては、宝酒造が公表した

環境会計を挙げることができる。同社は９９年９月

に発行した環境報告書の中で９８年度の環境会計に

関する情報を公開している。

環境保全効果の１１分類にほぼ対応して環境保全

コストを１０に分類し、さらに、環境保全全般にか

かわるコストと社会的取組コストを加え、１３に分

類している。コストの集計方法は、５０％以上が環

境保全目的である投資、経費を全額計上し、投資

は１０年間での按分を前提に発生額の１０分の１を計

上している。

宝酒造の環境会計の特徴は、環境保全効果を緑

字（ECO）という独自に開発した指数で表示し

ている点にある。

緑字は環境負荷削減状況を示す「環境負荷削減

緑字」と自然保護活動等の社会貢献活動への支出

状況を示す「社会貢献緑字」の２つからなる。環

境負荷削減緑字は以下の方法により算出される

（図表４参照）。

Ａ １１種類の環境負荷改善活動に５段階の重み付

けを行い、５段階評価の５を１．６７、４を１．３３、

３を１、２を０．６７、１を０．３３とする重み付け値

を決定。
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（重み付け値＝５段階評価値÷３（５段階評価の

中央値））

Ｂ 上記Ａの１１種類の環境負荷（総量）データの

９８年度の対前年度改善率に重み付け値を乗じ、

１１の個別ECOを算出。重み付けした改善率

１％を１ECOとする。

Ｃ １１の個別ECOの平均を取り、環境負荷削減

緑字を算出。

社会貢献緑字は、自然保護活動と環境啓発活動

からなる社会貢献活動の９８年度の支出金額の対前

年度増減率１％を１ECOと設定する。

なお、経済的効果は計上していないが、副産物

の販売収入は表示してある。

４．５ 環境保全コストに対応する効果についての

対比がない事例

この事例の代表例としては、トヨタ自動車が公

表した環境会計を挙げることができる。同社は９９

年８月に発行した環境報告書の中で９８年度の環境

保全コストに関する情報を公開している。

トヨタ自動車の特徴は、環境保全コストをその

効果が将来にも及ぶか当期のみに限定されるかに

より、環境投資と維持コストの２つに分類したこ

とにある。

環境投資は、「環境負荷の積極的低減目的で支

出されるもので、その効果が当期のみならず、将

来に及ぶものと判断した支出。」、維持コストは、

「環境投資以外の支出。環境保全にかかわる日常

的な支出（維持・管理経費等）で、その効果が当

期のみにとどまるもの、及び、賠償金などの支

出。」と定義されている。

これは、環境投資を拡大することにより環境負

荷を低減し、その結果維持コストを低減させ、全

体的な環境保全コストを最小化することを目指し

図表４ 宝酒造の環境負荷削減緑字算出方法１３）

地球環境からの調達 地球環境への放出

原料の調達 資源エネルギーの調達 大気排出、排水の発生 工 場
廃棄物

容器包
装排出

原材料
非リサイ
クル素材
容器包装
品

用水 電力 燃料 排水 CO２ NOX SOX

再資源
化され
ない廃
棄 物

消費後リ
サイクル
されない
容器包装

９８年度 １０６ ２７，６００ ６，８１８ ３４，５８１ ２５，４００ ５，７８８ ４７，０００ ２４５ １４２ １，９５０ ２８，６００

９７年度 １１０ ３５，６００ ７，２５１ ３３，２３８ ２７，８００ ５，８３３ ５１，０００ ２９０ １６９ １６，４６２ ３６，６００

（単位） 千t t 千m３ 千kwh k� 千m３ t―c t t t t

９８／９７（％） ９６．４％ ７７．５％ ９４．０％ １０４．０％ ９１．４％ ９９．２％ ９２．２％ ８４．５％ ８４．０％ １１．８％ ７８．１％

�１
改善率（％） ３．６ ２２．５ ６．０ －４．０ ８．６ ０．８ ７．８ １５．５ １６．０ ８８．２ ２１．９

�２
５段階評価 １ ４ １ ３ ３ １ ３ ２ ２ ５ ４

※�３
重み付け値 ０．３３ １．３３ ０．３３ １．００ １．００ ０．３３ １．００ ０．６７ ０．６７ １．６７ １．３３

�１×�３
個別ECO １．２ ３０．０ ２．０ －４．０ ８．６ ０．３ ７．８ １０．３ １０．７ １４７．０ ２９．２

※�３重み付け値＝�２５段階評価÷３（５段階評価の中央値） �１×�３の平均値 ２２．１

９８年度 環境負荷削減 緑字 ＋２２ECO

１３）「TaKaRa緑字決算報告書１９９９」より
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維持コスト�

潜在的�
維持コスト�

環境投資�

環境負荷�

（発生リスク低減）�

（累積的に低減）�

（累積的に低減）�

継続的な改善�

たものである。

維持コストは、さらに廃棄物処理費用、排水処

理費用、理解活動費（広告・宣伝費ほか）、環境

専任スタッフ費（人件費）、賠償金等（リコール

対策費）の５つに分類されたコストが表示されて

いるが、環境投資の内訳は、事業戦略上の理由か

ら開示されていない。

環境保全コストをトヨタ自動車のように２つに

分類する考え方については、維持コストから汚染

浄化措置費用及び賠償金等のペナルティー的な意

味の支出を環境損失として独立させ、環境投資、

維持コスト、環境損失の３つに分類して表示しよ

うとの提案１５）もある。これは、環境損失の額を明

示することにより、環境損失をゼロにするインセ

ンティブを与えようと言うものである。

なお、環境報告書に対する第三者意見書が、環

境報告書に添付されている。

上記４．１から４．５までの事例数１６）の割合は図表

６のとおりであり、環境保全コストに対応する効

果についての対比がない�５（上記４．５）のケース

が６割強を占めている。

５ 導入の問題点

現在導入されている環境会計及び環境保全コス

トの問題点としては、大きく２つのことが指摘で

きる。

まず、第一に、開示されているコスト情報の不

足である。開示しているコストの算出に関する考

え方、算出の根拠、算出方法等について詳しく情

報を開示している企業もあるが、結果だけを開示

している企業も少なくない。各社が統一された詳

細な基準に基づきコストを算出しているのであれ

ば結果だけの開示でも、統一された基準が公表さ

れている限り、ステイクホールダーは必要な情報

を入手でき、また、各社を比較することもできる。

しかし、そのような状況にない現状では、結果だ

けを開示されても、その情報を有効に利用するこ

とは難しい。

次に、環境保全コストがもたらした効果につい

てである。効果については、上述のようにガイド

１４）「トヨタ自動車環境報告書１９９９」より
１５）古室（１９９９a）参照
１６）調査対象企業は脚注３と同一

図表５ トヨタ自動車の環境保全コストの考え方１４）
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①�
10％�

②�
3％�

④�
3％�

⑤�
64％�

③�
20％�

①統合型�
�
②経済効果対比型（みなし効
果又は偶発効果も計上）�
�
③経済効果対比型（実質的効
果のみ計上）�
�
④環境保全効果対比型�
�
⑤効果についての対比がない
もの�

ライン（案）もないため、企業により様々な効果

について計上・表示されている。コストと同様、

効果についても結果だけを開示している企業も少

なくなく、より詳細な算定根拠、算定方法等につ

いての情報が不足している場合が多い。特に、経

済効果については、みなし効果及び偶発効果を含

めるかどうかにより金額に大きな差が生じる。ま

た、偶発効果については環境対策を実施しなかっ

た場合に想
�

定
�

さ
�

れ
�

る
�

汚染修復費用、訴訟費用等を

効果とするものであることから、算出に関する客

観性を担保することが困難になりがちである。

６ 今後の動向

環境庁の検討会は今年度中に環境保全コストに

関するガイドラインの最終版を公表する予定であ

るが、その際に、環境保全コストがもたらした効

果についてもガイドラインを公表するとの報道１７）

もある。

環境保全コストがもたらした効果についてもガ

イドラインが公表されれば、それに準じて、効果

を開示する企業も増加すると考えられる。

また、企業戦略上、環境保全コストの算定根拠

等の公表を望まない企業が、客観性、透明性を担

保するために、監査法人等の外部機関の第三者意

見書を環境報告書に添付するケースも増加すると

考えられる。

環境会計を導入する企業は今後も増加すること

が予想されるが、株主、投資家及び消費者等のス

テイクホールダーからの情報開示要求の高まりを

受け、コスト及び効果の両面で算定根拠、算定方

法等について、より詳細な情報の開示が求められ

るようになると考えられる。現状は、上述のよう

にコスト情報についてさえ、算出根拠等の情報開

示は必ずしも十分ではなく、各社のコスト情報の

相互比較もできない状況にある。算出根拠、算出

方法、対象範囲等に関する詳細な情報を開示し、

ステイクホールダーによる比較可能性を確保する

ことが環境会計を意味あるものにするために必要

である。

図表６ 環境会計等の導入事例数の割合

１７）日本経済新聞１９９９年１１月４日付
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図表７ 環境庁のガイドライン（案）における環境保全コストの分類

１）環境負荷低減に直接的に要したコスト（直接負荷低減コスト）
�１ 公害防止コスト
ａ．大気汚染防止（酸性雨防止を含む）のためのコスト
ｂ．水質汚濁防止のためのコスト
ｃ．土壌汚染防止のためのコスト
ｄ．騒音防止のためのコスト
ｅ．振動防止のためのコスト
ｆ．悪臭防止のためのコスト
ｇ．地盤沈下防止のためのコスト
ｈ．その他の公害防止のためのコスト
�２ 地球環境保全コスト
ａ．温暖化防止のためのコスト
ｂ．オゾン層破壊防止のためのコスト
ｃ．省エネルギーのためのコスト
ｄ．省資源のためのコスト
ｅ．節水、雨水利用等のためのコスト
ｆ．その他の環境保全のためのコスト
�３ 産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理・リサイクルコスト
ａ．産業廃棄物の減量化、削減のためのコスト
ｂ．産業廃棄物の処理・処分（埋立を含む）のためのコスト
ｃ．産業廃棄物のリサイクル等のためのコスト
ｄ．事業系一般廃棄物の減量化、削減のためのコスト
ｅ．事業系一般廃棄物の処理・処分（埋立を含む）のためのコスト
ｆ．事業系一般廃棄物のリサイクル等のためのコスト

２）環境負荷低減に間接的に要するコスト（環境に係る管理的コスト）
�１ 社員への環境教育等のためのコスト
�２ 環境マネジメントシステムの構築、運用（オペレーション）、認証取得のためのコスト
�３ 環境負荷の監視・測定のためのコスト
�４ グリーン購入等に伴い発生した通常の購入行為との差額
�５ 環境負荷の少ない（低公害の）燃料及び原材料等の購入のためのコスト
�６ 環境対策組織の人件費及び上記�１～�５に係わる人件費
３）生産、販売した製品等の使用・廃棄に伴う環境負荷低減のためのコスト
�１ 製品等のリサイクル・回収・再商品化のためのコスト
�２ 容器包装等のリサイクル・回収・再商品化のためのコスト
�３ 製品等の設計変更等による追加的コスト
�４ 容器包装等の低負担化のための追加的コスト
�５ 上記�１～�４に関連したコスト（業界団体等に係る負担金等）
�６ 上記�１～�５に係わる人件費
４）環境負荷低減のための研究開発コスト（環境R&Dコスト）
�１ 環境保全に資する製品等の研究・開発コスト
�２ 製品等の製造段階における環境負荷低減のための研究・開発あるいは企画・設計コスト
�３ その他、物流段階や製品等の販売段階等における環境負荷低減のための研究・開発コスト
�４ 上記�１～�３に係わる人件費
５）環境負荷低減のための社会的取組に関するコスト（環境関連社会的取組コスト）
�１ 事業所内及び周辺の緑化、美化、景観等の環境改善対策のコスト
�２ 地域住民の行う環境活動の支援、基金づくり及びセミナーなどの情報提供等の各種の社会的取組のためのコスト
�３ 環境保全を行う団体等への寄付、支援
�４ 環境情報公表のためのコスト（製品の宣伝、販売促進のためのコストは除く）
�５ 環境広告のためのコスト
�６ 上記�１～�５に係わる人件費
６）その他環境保全に関連したコスト
�１ 土壌汚染、自然破壊等の修復のためのコスト
�２ 環境関連の和解金、補償金、罰金
�３ 公害関連裁判等に伴うコスト
�４ 環境関連の拠出金、課徴金
�５ その他、環境保全に関連すると思われるコスト
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図表８ 環境庁のガイドライン（案）における環境保全コスト集計表１８）（公表用A表）

集計範囲：（ ）

集計期間： 年 月 日～ 年 月 日

単 位：（ ）円

環 境 保 全 コ ス ト の 分 類 主な取組の内容及びその効果 投 資 額 費 用 総 額

１）環境負荷低減に直接的に要したコスト

（直接環境負荷低減コスト）

内訳

�１公害防止コスト

�２地球環境保全コスト

�３産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理・
リサイクルコスト

２）環境負荷低減に間接的に要したコスト

（環境に係る管理的コスト）

３）生産、販売した製品等の使用・廃棄に伴う環境

負荷低減のためのコスト

４）環境負荷低減のための研究開発コスト

（環境R＆Dコスト）

５）環境負荷低減のための社会的取組に関するコス

ト（環境関連社会的取組コスト）

６）その他環境保全に関連したコスト

合 計

項 目 内 容 等 金 額

当該期間の設備投資額の総額

当該期間の研究・開発投資額の総額

１）の�３に係る有価物等の売却益

３）に係る有価物等の売却益

１８）環境庁のガイドライン（案）では、より詳細な公表用Ｂ表も用意されており、Ａ表からＢ表の順に公表することが求められて
いる。
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�９ 古室正充［１９９９b］「企業経営における「環境会計」について�１」『月刊アイソス』１９９９年９月号

システム規格社

�１０ 日本公認会計士協会［１９９８］「環境に配慮した企業経営のための環境コスト情報の利用」『JICPA

ジャーナル』１９９８年１２月号 第一法規出版

�１１ 間瀬美鶴子［１９９８］「環境コスト情報の把握・利用方法」『企業会計』Vol.５０，No. ９ 中央経済社

�１２ 山上達人［１９９９］『環境会計入門』白桃書房

�１３ 山上達人、菊谷正人［１９９５］『環境会計の現状と課題』同文舘出版
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第１０章 パネル分析

１ パネルデータとその意義

（パネルデータ）

都道府県別のデータは一時点では４７である。こ

のようなデータをクロスセクションデータといっ

た。また２０年間にわたる東京都のデータを時系列

データといった。４７都道府県のデータを２０年間集

めたようなデータをクロスセクションと時系列

データのプーリング・データ（pooling cross―sec-

tion and time―series data）あるいはパネルデー

タ（panel data）という。

より一般的にいえば同一経済主体について複数

時点のデータを集めたものをパネルデータという。

売上げと設備投資の関係を検証しようとして、上

場企業の財務データが、

というように、５社のデータが８年分あるような

ケースである。パネルＡでは時点毎に各経済主体

のデータが並べられている。パネルＢでは各経済

主体毎にデータが並べられている。

このようにある経済主体ｉについてｔ時点の

データｙ（たとえば売上げ）が得られるとき、そ

れをyitと表記する。このパネルデータを用いた分

析をパネル分析（panel analysis）という。

上にあげた例のように全ての経済主体ｉについ

て全ての時点ｔのデータが揃っているとき、これ

をバランスしたパネルデータ（balanced panel

data）という。ある経済主体iについて一部の時

点のデータが欠如しているデータをアンバランス

なパネルデータ（unbalanced panel data）とい

う。たとえば企業が合併したり倒産するとその企

業のデータは得られなくなる。そのような企業

データを含むのがアンバランスなデータの典型で

ある。企業や家計のパネルデータはアンバランス

であることが多い。

（パネルデータの意義）

わが国では企業財務データ、地域経済データが

利用可能な代表的なパネルデータである。した

がって企業行動や地域経済動向の分析にはパネル

分析がよく行われる１）。このパネルデータを使用

シリーズ

応用計量経済学�１０

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

パネルＡ

新日鐵（９１年）売上げ設備投資

NKK（９１年）売上げ設備投資

川崎製鉄（９１年）売上げ設備投資

住友金属（９１年）売上げ設備投資

神戸製鋼（９１年）売上げ設備投資

新日鐵（９２年）売上げ設備投資

NKK（９２年）売上げ設備投資

川崎製鉄（９２年）売上げ設備投資

住友金属（９２年）売上げ設備投資

神戸製鋼（９２年）売上げ設備投資

………

新日鐵（９８年）売上げ設備投資

NKK（９８年）売上げ設備投資

パネルＢ

新日鐵（９１年）売上げ設備投資

新日鐵（９２年）売上げ設備投資

………

新日鐵（９８年）売上げ設備投資

NKK（９１年）売上げ設備投資

………

NKK（９８年）売上げ設備投資

川崎製鉄（９１年）売上げ設備投資

………

川崎製鉄（９８年）売上げ設備投資

住友金属（９１年）売上げ設備投資

………

住友金属（９８年）売上げ設備投資

川崎製鉄（９８年）売上げ設備投資

住友金属（９８年）売上げ設備投資

神戸製鋼（９８年）売上げ設備投資

神戸製鋼（９１年）売上げ設備投資

………

神戸製鋼（９８年）売上げ設備投資
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することの利点としてBaltagiやHsiaoは以下のよ

うな点を上げている。

�１ 経済主体間の異質性をコントロールするこ

とができる。たとえば旧財閥系企業と新興企業で

は借り入れ行動に差があることが指摘されている。

クロスセクションデータには旧財閥系企業もあれ

ば新興企業もあるだろう。しかし時系列データで

は旧財閥系企業の性質は時点を通じて変わらない

（time invariant）ので、その差をとらえること

はできない。

逆に時間を通じては変化するが、ある一時点で

は共通するというデータもある。たとえば代表的

な嗜好品でありかつ税収も多いタバコの販売価格

とビールの販売価格は全国共通である。一時点の

都道府県別データ（クロスセクションデータ）で

タバコとビールの消費需要関数を分析しようとし

ても、両者の相対価格の効果を知ることはできな

い。

いずれのケースもパネルデータであればそれら

をコントロールすることができる。

�２ サンプル数が増え自由度が増す。変数間の

変動がより起きて多重共線関係が起こりにくい。

Ｎ個の経済主体のＴ期間のデータを集めればサ

ンプルはNTとなり、時系列データ（Ｔ個）やク

ロスセクションデータ（Ｎ個）に比べて自由度が

増える。その結果検定の信頼性が高まる。

また金利（銀行預金金利と郵貯金利）は同じ時

点で同じような動きを示す。時系列データで銀行

預金金利と郵貯金利を用いれば多重共線関係が起

こるであろう。地域別に見た場合には銀行の金利

は異なるので、その変動を合わせて利用するパネ

ルデータでは、この問題を回避できる可能性があ

る。

�３ 動学的最適化や動学的調整問題を分析する

ことができる。

たとえば地域別の失業率の変化や地価の変動を

分析するには、パネルデータが不可欠である。さ

らにパネルデータは経済主体固有の性質からくる

異質性を除去した後の効果を見る上でも有益であ

る。たとえば日本の地域経済データに関していえ

ば首都東京は独特の地位を占める。その東京の異

質性の効果を

yit＝a＋b１xit＋b２TokyoDummyi＋eit １０．１）

のように、ｉ＝東京の場合１とし、その他の場合

０とする０－１のダミー変数（TokyoDummyi）

で見ることもできるであろう。しかし差分を取る

こと（すなわち△yit＝yit－yit―１）によって

△yit＝a’＋b１△xit＋uit １０．２）

とし、ｘの変動がｙの変動に与える効果を見るこ

とができる。これによって直接観察されないtime

invariantな変数の影響を除去できる（もちろん

観察されるtime invariantな変数の影響も除去で

きる）。

�４ より複雑な動きを分析できる。

生産がフロンティア曲線上にあるかどうか、あ

るいはある企業の倒産確率がどのように変化して

いるかは個別企業特有の事情とその時々の特殊事

情の双方をコントロールする必要がある。これは

パネルデータを用いてコントロールすることがで

きる。

（パネルデータの問題）

パネルに特有の問題もある。それはサンプルか

ら落ちていく（attrition）問題である。企業が倒

産すればその企業はサンプルから除去され、アン

バランスドパネルとなる。このことは家計のパネ

ル分析ではしばしば問題となる。その場合でもア

１）日本では家計のパネルデータは極めて乏しい。国際的に有名なパネルデータとしてミシガン大学のPanel Study of Income Dy-
namics（PSID）、オハイオ大学のNational Longitudinal Surveys of Labor Market（NLS）がある。
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ンバランスドデータにより分析を進めることがで

きる２）。

より大きな問題はパネルデータは、通常の例で

は経済主体の数（N）は多いが、期間（T）は短

いということである。様々な仮説の検定は大標本

理論に依存している。パネルデータの多くは年単

位で作成されるのでＴは決して大きくはない。そ

のためにＮを十分多く確保しておく必要がある。

またＴが十分大きいことを前提とする仮説検定方

法や推計方法は使用を避けることが望ましい。

実際にもパネルデータは２時点間で分析される

ことがある。上場企業の財務分析では１０年間もあ

れば、Ｔとしては多い方である３）。

２ パネルデータのOLS推計

以下説明の便宜のために、データはバランスし

ているものとする（アンバランスの場合でも本質

は変わらない）。

yit＝a＋bxit＋eit １０．３）

を考える。eit～iid（０，σ２）であり、a、bが時

間を通じ一定かつ経済主体を通じ一定であれば単

純にOLS推定を行うことができる（パネル分析と

の対比でplain OLSということがある）。この時パ

ネルデータの特殊性や経済主体特有の効果は考え

られていない。

次に以下のようなモデルを考える。

yit＝a＋bxit＋eit １０．４a）

誤差項について

eit＝αi＋vit １０．４b）

という構造を考える。xitはvitと相関しない、vitは

標準的線形回帰モデルの仮定を充たす誤差項とす

る。すなわち

E（vit）＝０，E（vit２）＝V（vit）＝σv
２，

E（vitvjs）＝Cov（vit，vjs）＝０ for i≠j，t≠s

とする。ここでαiは経済主体特有の効果（individ-

ual effect）と呼ばれているものである。

αiと説明変数xiが無相関であれば変量効果モデ

ル（variance component model, error component

model）、あるいはランダム・イフェクトモデル

（random effect model）という。これに対しαi

とxitが相関していれば固定効果モデル、フィック

スド・イフェクトモデル（fixed effect model, co-

variance model）という。具体的には

E（αixit）＝Cov（αi，xit）＝０ １０．５a）

E（αixit）＝Cov（αi，xit）≠０ １０．５b）

で示される。すなわち１０．５a）式を充たせばBales-

traとNerloveによって提唱されたランダム・イ

フェクトモデル、１０．５b）式を充たせばフィック

スド・イフェクトモデルである。

３ フィックスド・イフェクトモデル

３．１ ダミー変数を用いるケース

まずαiが説明変数xiと相関する１０．５b）式の

ケースを見てみよう。説明変数と誤差項が相関を

持つので、１０．４a）式をOLSで推定するとOLS推

定量は不偏性も一致性も持たない（第５章参照）。

時点が２期であるとして１０．１）式と１０．２）式を考

えよう。

yit＝a＋b１xit＋b２TokyoDummyi＋eit

t＝１，２，i＝１，…，N １０．１）

eit＝αi＋vit

１０．１）式の差分を取ることによって

△yit＝b１△xit＋△eit i＝１，…，N １０．２）′

となり、△eit＝△vitは明白である。差分を取るの

２）企業分析を行おうとするとき、倒産企業や合併企業のデータを除いて企業行動を分析することは望ましくない。それを行えば
相対的に健全な企業や合併を行わない企業の分析にとどまり、サバイバル・バイアス（survival bisa）が生じる。

３）家計のアンケート調査では、回答拒否や回答誤差（思い違い）の問題もある。これらについては次章のprobit分析で触れるこ
とにする。
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で時間を通じて一定のtime―invariantな変数（こ

こでは定数項、αiとTokyoDummyi）は除去され

る。このとき

E（△xit△eit）＝Cov（△xit，△eit）

＝Cov（△xit，△vit）＝０ １０．６）

となる。これから１０．２）’式をOLSで推定すると固

定効果モデルの推定量は一致性を持つことが分か

る。

つぎにより一般的に期間がＴ、経済主体がＮと

いうケースを考えよう。

フィックスド・イフェクトモデルは経済主体特

有の効果、あるいは各時点に特有の効果があると

いうことを意味している。これらはダミー変数で

とらえることができる。たとえば経済主体毎のダ

ミー変数を考え、

yit＝α１Dummy１i＋α２Dummy２i＋…

＋αNDummyNi＋bxit＋vit １０．７）

とすることが考えられる。Dummyjiはｉ＝ｊの

時１とし、その他の時０とする０－１ダミー変数

である。このようにダミー変数を使う方法をダ

ミー変数最小自乗法（least squares dummy vari-

ables model, LSDV）ということがある４）。

経済主体毎に個別効果があるかどうかの検定は

Ｆ検定で行うことができる。個別効果がなければ

yit＝α１＋bxit＋vit １０．８）

である。帰無仮説は個別効果はないとして、

H０：α１＝α２＝…＝αN １０．９）

である。対立仮説H１：はH０ではないである。

１０．８）式の残差平方和をRSSr、１０．７）式の残

差平方和をRSSuとし、

F＝
（RSSr－RSSu）／（N－１）
RSSu／（NT－（N＋１））

１０．１０）

を自由度N－１、NT－（N＋１）でF検定を行う（N

Tはサンプル総数である。アンバランスなデータ

であればその総数となる）。説明変数がｋ個であ

れば、

F＝
（RSSr－RSSu）／（N－１）
RSSu／（NT－（N＋k））

１０．１０）′

を検定する。帰無仮説が正しければＦは自由度N

－１、NT－（N＋k）のＦ分布に従う。

時点特有の時間効果もダミー変数を使い

yit＝c１TimeDummy１t＋c２TimeDummy２t＋…

＋cTTimeDummyTt＋bxit＋vit １０．１１）

をOLSで推計すればよい。この場合TimeDum-

myjtはｊ＝ｔの時１とし、その他の時０とする０

－１ダミー変数である。経済主体特有の効果の場

合と同様に時間効果があるかどうかをＦ検定で検

定することができる。時間効果のない場合c１＝c２

＝…＝cT＝０となる５）。

さらに個別効果と時間効果を共に考えた

yit＝α＋α２Dummy２i＋・＋αNDummyNi

＋c２TimeDummy２t＋・＋cTTimeDummyTt

＋bxit＋vit １０．１２）

をOLSで推計することができる６）。

個別効果、時間効果が共に無いという帰無仮説

は１０．１２）式の残差平方和をRSSu２とし、帰無仮説

４）もちろん１０．７）式のかわりに
yit＝α＋α２Dummy２i＋…＋αNDummyNi＋bxit＋vit

をOLSで推定し、H０：α２＝…＝αN＝０をＦ検定で検定することもできる。
５）もちろん１０．１１）式の代わりに

yit＝c＋c２TimeDummy２t＋…＋cTTimeDummyTt＋bxit＋vit
をOLSで推定し、H０：c２＝…＝cT＝０をＦ検定で検定することができる。

６）ここでも１０．１２）式の代わりに
yit＝α＋α１Dummy１i＋α２Dummy２i＋・＋αNDummyNi
＋c１TimeDummy１t＋c２TimeDummy２t＋・＋cTTimeDummyTt＋bxit＋vit

を推定することが考えられる。しかしΣjDummyji＝ΣkTimeDummykt＝１が成立する。すなわち、完全な多重共線関係が存在
する。これを避けるためにΣiαi＝Σtct＝０の制約がおかれている（第１経済主体のダミーと時間効果の第１期ダミーが除かれ
ている）。
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を

H０：α２＝…＝αN＝０かつc２＝…＝cT＝０

とする。つぎのＦ検定を行うことができる。

F＝
（RSSr－RSSu２）／（N＋T－２）
RSSu２／｛NT－（N＋T）｝

１０．１０）′′

１０．１２）式は

yit＝αi＋ct＋bxit＋vit １０．１３）

においてctが観察不能な時点特有の効果（ただし

個別の経済主体にとっては共通）を表すものと考

えることができる。誤差項にvit以外に個別効果の

αiと時間効果ctの２つの要素を考慮するので、

two factor modelといわれることがある（これに

対し１０．４a）式と１０．４b）式をone factor modelと

いうことがある）。

以上の例ではパラメータｂは各経済主体、各時

点で共通であると仮定していた。パラメータが経

済主体毎に異なるという

yit＝α＋Σj＝２αjDummyji＋Σs

＝２csTimeDummyst＋（Dummy２i*b２）xit

＋…＋（DummyNi*bN）xit＋bxit＋vit

１０．１４）

を考え、Ｆ検定を行うことができる。ただしこの

場合は、推定すべきパラメータが１＋（N－１）＋

（T－１）＋（N－１）＋１となり、自由度が著しく

減少してしまうという問題がある。

３．２ グループ内変換モデル（within―group es-

timator model）

yit＝αi＋bxit＋vit １０．１５）

において個別経済主体（グループ）毎の平均yi＝

（１／T）Σtyit、xi、viを考える。１０．１５）式より、

下記のyiのモデルが得られる。

yi＝αi＋bxi＋vi １０．１６）

そこで１０．１５）式から１０．１６）式を引くと

yit－yi＝b（xit－xi）＋（vit－vi） １０．１７）

i＝１，…，N、t＝１，…，T

を得る。これは１０．２）′式と同じく経済主体特有の

効果は除かれている。平均からの偏差を取った変

数について回帰するので、全てのデータを利用し

た１０．１７）式のOLS推定量をグループ内推定量

（within―group estimator, within estimate）と

いうことがある。

ダミー変数を使ったLSDV（１０．７）式のOLSに

よる推定量と平均からの偏差による回帰分析

within estimator（１０．１７）式のOLSによる推定量

のbの推定量は同値となるとともに、推定量の分

散やt値も同値となる。１０．１７）式と比較して

LSDVは自由度が減少するように見えるが、

１０．１７）式の実際の自由度は全く同じである。

１０．１７）式の場合同時に推定する係数の方が少い

ので、１０．１７）式の方が計算上では便利であるが、

固定効果の推定値は直接に得られない７）。

３．３ 関連モデルと推定量

まず次のモデルを考える。

yit＝αi＋bixit＋vit １０．１８）

vitは標準的線形回帰モデルの仮定を充たすとする。

推定量を紹介する前にいくつかの記号を定義する。

ここでグループ内平均からの偏差を取り次のよう

に定義する（within groups）。

wxi＝Σt（xit－x‾i）２ Wx＝Σiwxi

wxyi＝Σt（xit－x‾i）（yit－y‾i） Wxy＝Σiwxyi

次に全サンプルの平均をy‾、x‾とし、その偏差

を取り以下のように定義する。

Tx＝ΣiΣt（xit－x‾）２

Txy＝ΣiΣt（xit－x‾）（yit－y‾）

７）経済主体が数千もあるようなパネルデータで固定効果を一々解釈することは実際的ではない。また論文に報告するには余りに
も煩瑣である。そのような場合固定効果の報告は省略される。
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さらに

Bx＝Tx－Wx

Bxy＝Txy－Wxy

を考える（これをbetween groupsということが

ある）８）。

１０．１８）式のyit＝αi＋bixit＋vitを各経済主体毎に

推定した場合のOLS推定量は

b^ i＝
wxyi
wxi α^i＝y‾i－ b^ ix‾i １０．１９）

である。

全サンプルをプールし、ｘのパラメータも定数

項も共通（すなわちb＝b１＝…＝bN，α＝α１＝…

＝αN）であるとして

yit＝α＋bxit＋vit １０．２０）

を推計したならば

b^＝
Txy
Tx
＝
Wxy＋Bxy
Wx＋Bx

α^＝y‾－ b^ x‾

v
�

it＝yit－α^－ b^ xit １０．２１）

である。

全サンプルをプールし、ｘのパラメータは共通

（すなわちb＝b１＝…＝bN）であるが、定数項は

経済主体毎に異なる

yit＝αi＋bxit＋vit

としてフッイクスド・イフェクトモデルを推計し

たならば

～b^ ＝
Wxy

Wx
α^i＝y‾i－ b^ x‾i vit＝yit－α^i－ b^ xit

１０．２２）

である。

１０．１８）式の場合に１０．１６）式と同じような形に

すると

y‾i＝α＋bx‾i＋v‾i i＝１，…，N １０．２３）

となる。これをOLSで推定すると

b^＝
Bxy
Bx

α^＝y‾－ b^ x‾ v^ i＝y‾i－α^－ b^ x‾i

１０．２４）

となる。これをグループ間推定量（between―

group estimator, between estimate）ということ

がある。

４ ランダム・イフェクトモデル

１０．４a）式と１０．４b）式を再び考えよう。

yit＝a＋bxit＋eit １０．４a）

eit＝αi＋vit １０．４b）

xitはvitと相関しない、vitは標準的線形回帰モデ

ルの仮定を充たす誤差項とする。すなわち

E（vit）＝０，E（vit２）＝V（vit）＝σv
２，

E（vitvjs）＝Cov（vit，vjs）＝０ for i≠j，t≠s

E（αixit）＝Cov（αi，xit）＝０

の条件が充たされているケースを考えよう。

αiに関し

E（αi）＝０，E（αi
２）＝V（αi）＝σα

２，

E（αiαj）＝Cov（αi，αj）＝０ for i≠j

E（αivit）＝０，

を仮定する。そうするとeitは

E（eit）＝０、

E（eitejs）＝Cov（eit、ejs）

＝σα
２＋σv

２ for i＝j，t＝s

＝σα
２ for i＝j，t≠s

＝０ その他

である。

説明変数と誤差項は相関しないので１０．４a）式

のOLS推定量も不偏性と一致性は充たす。ただし、

誤差項は相関するのでOLSは有効推定量ではない

８）ここで
ΣiΣt（xit－x‾）（yit－y‾）＝ΣiΣt（xit－x‾i）（yit－y‾i）＋Σi（x‾i－x‾）（y‾i－y‾）
を簡単に証明できる。すなわちBxy＝Σi（x‾i－x‾）（y‾i－y‾）。

９）以下の説明はMaddala［１９７７］, Kmenta［１９９７］による。
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し、仮説検定も問題になる９）。BLUEを得る一つ

の解決策としては、１０．４a）式を変換することに

よって誤差項が相関しなくなるようにすることで

ある。具体的には

yit－cy‾i＝a（１－c）＋b（xit－cx‾i）＋（vit－cv‾i）

１０．２５）

において（１－c）２を次のように

σv
２

Tσα
２＋σv

２

選ぶと、（vit－cv‾i）は互いに相関しないことを証

明することができる。１０．２５）式は標準的線形回

帰モデルの仮定を充たすので、１０．２５）式をOLS

で推定すればOLSはBLUEになり、仮説検定も行

うことができる。これはランダム・イフェクトモ

デルの一般化最小自乗法の推定量になる。

この推定量は次にのように表現できる。

b^＝
Wxy＋θBxy
Wx＋θBx

θ＝
σv

２

Tσα
２＋σv

２ １０．２６）

１０．２６）式と１０．２１）式を比較すると、１０．２１）

式は１０．２６）式でθ＝１の特殊ケースであること

が分かる。同様に１０．２２）式は１０．２６）式でθ＝０

の特殊ケースであることが分かる。

T→∞となればθ→０となる。したがって時間

が十分多くなればランダム・イフェクトモデルは

フイックスド・イフェクトモデルに収斂する。

σα
２＝０のケースでは、全サンプルをプールし

たOLSの推定量と一致する。

ｃ又はθは未知の係数なので１０．２５）式をOLS

で推定するのは非現実的である。ｃ又はθを推定

する必要がある。c、θについては第一段階でフ

イックスド・イフェクトモデル（LSDV）を推定

～し、１０．２２）式の残差（vit）より

～σ^２v＝ΣΣvit２／（NT－N－１） １０．２７）

とし、これがσ２vの推定量となる。１０．２５）式の残

差（ v^ i）より
＾σ^２＝ΣΣv‾i２／（N－２） １０．２８）

とし、これはσα
２＋σv

２／Tの推定量となるので

σα
２の推定量は

σ^α
２＝σ^２－σ^２v／T １０．２９）

として得られる。第二段階でこれを用いc又はθ

を計算する１０）。

（Eviewsによる推定例）

３７都県市の地方公営企業（バス事業）の５年分

（９３―９７年度）のデータによりパネル分析を行っ

てみよう１１）。データが次のように入力されていた

とする（図１のパネルAの形式）。＿city１，＿city

２云々は個別経済主体の名前（各地の公共バス事

業者）である。経済主体を識別するものである（名

前の前または後に＿を付ける）。年度（yearと表記

する）、生産（seisan，延べ輸送人キロの対数値）、

車両数（sharyo，対数値）、労働者数（labor，対

数値）が入力されている。仮にファイル名をa：

bus.txtとしてAドライブに保存してあるものとす

る。

＿city１ １ １３．７１４７８ ７．５９７８９８ ８．２５８９４１

＿city２ １ １２．６２９０７ ６．１４２０３７ ６．４０８５２９

＿city３ １ １２．７８３０９ ６．３５４３７０ ６．９８１９３５

………………………

＿city３５ １ １１．１７２０１ ５．２９３３０５ ５．７９９０９３

＿city３６ １ ９．２８６７４６ ３．２９５８３７ ３．５８３５１９

＿city３７ １ １１．２８４０５ ５．２１４９３６ ５．７２３５８５

………………………

＿city１ ５ １３．６７８９１ ７．５７３０１７ ８．２４９０５２

＿city２ ５ １２．４７４０７ ６．１６７５１７ ６．３０８０９８

＿city３ ５ １２．５５１７９ ６．２６９０９６ ６．７７９９２２

………………………

１０）ランダム・イフェクトモデルに関しても、個別効果と時間効果の双方を考慮したtwo factor model
eit＝αi＋ct＋vitを考えることができる。

１１）地方公営企業のデータは横浜市立大学経済学研究科山下耕二氏によって収集された。山下耕二氏に謝意を表します。
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＿city３５ ５ １１．１０６０７ ５．３１３２０６ ５．７９９０９３

＿city３６ ５ ９．１８８１９７ ３．２９５８３７ ３．５８３５１９

＿city３７ ５ １１．２２９６１ ５．２２５７４７ ５．８４３５４４

このデータを利用して地方公営バス事業者の生

産関数

seisanit＝αi＋b１sharyoit＋b２laborit＋vit

の推計を試みよう（ちなみに＿city１が東京都＿city

２が長崎県である）。

Eviewsのパネルのプログラミングは、OLSな

どとは若干異なる。まず作業領域を設定する。そ

のためだけのプログラムを作成する。

workfile a：koutu a１９９３１９９７

（ａは年次データであることを示す。期間が

１９９３から１９９７年であることを指定している）

ここで実行し、作業領域を確保する。次にメ

ニューバーで

Objects／Newobject

を選択し実行する。

Type of Objectと聞いてくるのでPoolを選択す

る。名前を付けるかどうかをName for Objectと

して聞いてくる。後の作業のために必ずこの名前

を付ける。仮にここではpankouと名付けて実行

している。

その次に

Cross Section Identifiers：（Enter identifiers

below this line）と経済主体の名前（個別主体の

識別変数）を聞いてくる。このケースでは＿city

１から＿city３７が各々の地方公営バス事業者の名

前であるから、これを入力する。Defineで確定す

る。

次にデータを読み込む。

Procs／Import Pool data（ASC II,. XLS,. WK？）

を選択し実行する。ダイアログ上でa：bus.txtを

選択する。

図１０．１ パネルデータの読み込み
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ASC II Text Importの画面となる（図１０．１参

照）。

List of ordinary & pool［specified with？］se-

ries names：

の欄に変数名を入れる。このとき変数の末尾に？

を必ず加える（これで個別主体の識別変数と関連

付けが行われる）。ここで＿cityはcityと変更され

ていることに注意してほしい（＿が付けられてい

ない）。

データの入力方法に応じてData Order, Group

observations, Delimitersのそれぞれを選択する

（ここではパネルAの形式なのでin Columns, by

Date Spaceが選択されている）。

次にパネル推計のためにEstimateを選択する

（図１０．２参照）。

seisanit＝αi＋b１sharyoit＋b２laborit＋vitを推計す

るために

Dependent Variableにseisan？、Common

coefficientsにsharyo？ labor？と入力する（こ

こでも変数名の後に？を付ける）１２）。

モデルとウエイトの選択をInterceptとWeight-

ing

InterceptのNoneは定数項のないモデルであ

る１３）。

InterceptのCommonとweightingのNo weight-

ingの組合せはplain OLSに相当する。

InterceptのFixed effectsとweightingのNo

weightingの組合せは経済主体毎の効果をダミー

変数でとらえたLSDVに相当する。

InterceptのCommonとweightingのCross sec-

tion weightingの組合せは、１０．２０）式において

グループによって誤差項の分散が異なることを考

１２）Cross section specific coefficientsは経済主体毎にパラメータが異なると予想される場合に用いる。
１３）固定効果の標準偏差を求めるときにNoneを選択し、Cross section specific coefficientsの欄に定数項を入れる。

図１０．２ パネル推計
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慮する推定方法である。まず１０．２０）式をplain

OLSで推定し、σ
�

i
２＝（１／T）Σt＝

T
１vit２を計算し、

１０．２０）式を次のように変換する。

yit／σ
�

i＝α／σ
�

i＋bxit／σ
�

i＋vit／σ
�

i １０．３０）

１０．３０）式をOLSで推定する。これは１０．２０）式を

GLSで推定することと同じである。

InterceptのFixed effectsとweightingのCross

section weightingの組合せは、１０．７）式におい

て、グループによって誤差項の分散が異なること

を１０．３０）式と同様に考慮する推定方法である。

InterceptのRandom effectsとweightingのNo

weightingの組合せは、１０．２５）式に相当する。

最初にInterceptのFixed effectsとweightingの

No weightingの組合せを選んでLSDVを推計して

みよう。結果は表１０．１に掲げるとおりである。

上欄に推計方法がPooled Least Squares（LSDV）

であることが示されている。クロスセクション

（経済主体）の数が３７、時点が５でサンプル総数

が１８５でバランスしたパネルデータであることが

表示されている。

車両（sharyo）の符号は負（統計的には非有

意）と、理論条件を充たしていない。労働者数は

１．１と１％水準で有意に正である。各バス事業者

の固定効果が次に示される（＿cityj―cとして表示

されている）。東京は６．９（＿city１―cの係数）と

相対的に高いが、長崎県の７．５（＿city２―cの係数）

を下回っている。長崎県の方が生産性が高いこと

が分かる１４）。

このダミー変数によるLSDVで車両数が延べ人

キロで見た生産に影響しない（符号が負）という

のは若干不自然である。各経済主体のウエイトが

等しいという仮定に問題があるのかもしれない。

次 にInterceptのFixed effectsとweightingの

表１０．１ フィックスド・イフェクトモデル

（LSDV）の例

Dependent Variable: SEISAN？

Method: Pooled Least Squares

Sample：１９９３１９９７

Included observations：５

Number of cross–sections used：３７

Total panel（balanced）observations：１８５

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

SHARYO？

LABOR？

Fixed Effects

_CITY１－C

_CITY２－C

_CITY３－C

_CITY４－C

_CITY５－C

_CITY６－C

_CITY７－C

_CITY８－C

_CITY９－C

_CITY１０－C

_CITY１１－C

_CITY１２－C

_CITY１３－C

_CITY１４－C

_CITY１５－C

_CITY１６－C

_CITY１７－C

_CITY１８－C

_CITY１９－C

_CITY２０－C

_CITY２１－C

_CITY２２－C

_CITY２３－C

_CITY２４－C

_CITY２５－C

_CITY２６－C

_CITY２７－C

_CITY２８－C

_CITY２９－C

_CITY３０－C

_CITY３１－C

_CITY３２－C

_CITY３３－C

_CITY３４－C

_CITY３５－C

_CITY３６－C

_CITY３７－C

－０．３１１９０７

１．１０８２３７

６．９１４７３６

７．４５８２１１

７．００３３５５

６．８１０２４８

６．８２３７６５

６．４０１１３０

６．９０２２０６

７．１０１８８７

６．７４２７０２

６．８７９９２３

６．７１７８３４

６．２９９９１８

６．９２５３１５

６．６３７８４８

６．６４５８３５

６．２１３９７６

６．３５１１７４

６．６２２５９３

６．７００２３８

６．３２２３７０

６．１５８４０２

６．２７８０７８

６．５４７４８６

６．７８４３４６

６．０７０５１７

６．５７３２８２

６．６７９０５５

６．２７７０５６

６．４３７９０９

６．６９００２７

６．４３５６６４

６．５０６０６４

６．８７０１６０

６．４７０４７４

６．３７１６６１

６．２７２２０２

６．４９３８２１

０．２３６０１０

０．１８４８４３

－１．３２１５８４

５．９９５５５５

０．１８８４

０．００００

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

F―statistic

Prob（F―statistic）

０．９９４４２１

０．９９２９６９

０．１０３３９５

２６０２３．８４

０．００００００

Mean dependent var

S.D. dependent var

Sum squared resid

Durbin―Watson stat

１１．２９２２９

１．２３３０７６

１．５６０８０７

１．２７６１６２

１４）経済主体の数が数千、数百の時はこの固定効果の報告は省略されるが、本件のように数十という例では報告されることが多い。
特に地域間の比較に関心がある場合は報告することが望ましい。
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Cross section weightingの組合せによるGLSを

行ってみよう（表１０．２参照）。

上欄に推計方法がGLS（Cross Section Weights）

であることが示されている。車両は０．２４と符号は

正である。ｔ値は１．７８でありｐ値は０．０７８である

から１０％水準で有意である。車両が１％増加する

と延べ人キロは０．２４％増えることがうかがわれる。

労働者数の係数も０．８７と正であり、１％水準で有

意である。

ウエイト付けしたGLS推計による東京都の固定

効果を見ると４．６８である。長崎県はもとより他の

全ての事業者を下回っている。東京にはバス事業

の運営を阻害する特殊要因（たとえば車両が極端

に多いことによる混雑）が存在することがうかが

われる。

下欄にウエイト付けしたR２等が報告されている

（論文ではこのウエイト付けしたものを報告す

る）。

記述統計はView／Descriptive Statisticsを選択

すると

Stacked Data（全サンプルの単純平均）、

Stacked–means removed（平均からの偏差を

取った統計）、Cross section specific（経済主体

毎の統計）、Time period specific（時点毎の統計）

がでてくる。ここから必要な統計量を選択すれば

よい。

残差についてもView／Residualsで知ることが

できる。Graphを選択すると各経済主体毎の残差

が示される（図１０．３参照）

次にb１＋b２＝１の一次同次の制約が有効かどう

かをWald検定してみよう。

View／Wald Coefficient Testsを選択し

C�１＋C�２＝１とする（固定効果モデルで定数

項が無いのでsharyoは最初の説明変数となる）。

結果はχ２統計量の値は１．２７（p値は０．２６）で

あった。このケースでは一次同時の制約が有効で

表１０．２

Dependent Variable: SEISAN？

Method: GLS（Cross Section Weights）

Sample：１９９３１９９７

Included observations：５

Number of cross–sections used：３７

Total panel（balanced）observations：１８５

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

SHARYO？
LABOR？
Fixed Effects
_CITY１－C
_CITY２－C
_CITY３－C
_CITY４－C
_CITY５－C
_CITY６－C
_CITY７－C
_CITY８－C
_CITY９－C
_CITY１０－C
_CITY１１－C
_CITY１２－C
_CITY１３－C
_CITY１４－C
_CITY１５－C
_CITY１６－C
_CITY１７－C
_CITY１８－C
_CITY１９－C
_CITY２０－C
_CITY２１－C
_CITY２２－C
_CITY２３－C
_CITY２４－C
_CITY２５－C
_CITY２６－C
_CITY２７－C
_CITY２８－C
_CITY２９－C
_CITY３０－C
_CITY３１－C
_CITY３２－C
_CITY３３－C
_CITY３４－C
_CITY３５－C
_CITY３６－C
_CITY３７－C

０．２４１１４７
０．８７０５３０

４．６８２７６２
５．５６４０５７
５．１６１００５
４．８９８３８９
４．８２２４０７
４．７６０９８７
４．８０８９８５
５．１３８３６８
４．７６５７９１
５．００１９１０
５．３０８１９４
４．９６１９２４
５．５８０７０８
５．０１４３５４
５．１３９４７１
４．７２２５５２
５．０４５７１８
５．１９１６９７
５．４０９９４０
４．８９３６４０
４．９９８９２０
５．０４２６０５
５．３５４０３７
５．１９００６２
５．１２１３６９
５．４２３５０８
５．３１０１９４
５．２５８６４４
５．２０８３４１
５．２９１６２２
５．３９６６５８
５．５５７６８９
５．５２７０６５
５．０２００９５
４．８１１９６２
５．２９９９１７
４．９８０７５５

０．１３５８５２
０．０７７５６２

１．７７５０６８
１１．２２３７０

０．０７８０
０．００００

Weighted Statistics

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

F―statistic

Prob（F―statistic）

０．９９９９８６

０．９９９９８２

０．０９７９５２

１０１０４１８０

０．００００００

Mean dependent var

S.D. dependent var

Sum squared resid

Durbin―Watson stat

２８．２１３３９

２２．９５３８８

１．４００７９９

１．４５２８１８

R―squared ０．９９４２１０

Unweighted Statistics

Mean dependent var １１．２９２２９

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Durbin―Watson stat

０．９９２７０３

０．１０５３３５

１．１９４１４０

S.D. dependent var

Sum squared resid

１．２３３０７６

１．６１９９３８
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－0.03

－0.02

0.01

0.00

0.01

0.02

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY1 Residuals

－0.08

－0.04

0.00

0.04

0.08

0.12

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY2 Residuals

－0.02

－0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY3 Residuals

－0.15

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY4 Residuals

－0.04

－0.02

0.00

0.02

0.04

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY5 Residuals

－0.020
－0.015
－0.010
－0.005
0.000
0.005
0.010
0.015

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY6 Residuals

－0.06
－0.04
－0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY7 Residuals

－0.08

－0.04

0.00

0.04

0.08

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY8 Residuals

－0.06

－0.04

－0.02

0.00

0.02

0.04

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY9 Residuals

－0.08
－0.06
－0.04
－0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY10 Residuals

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY11 Residuals

－0.06

－0.04

－0.02
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0.02

0.04

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY12 Residuals

－0.04

－0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY13 Residuals

－0.06

－0.04

－0.02

0.00
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0.04

0.06

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY14 Residuals

－0.12

－0.08

－0.04

0.00

0.04

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY15 Residuals

－0.3

－0.2

－0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY16 Residuals

－0.08
－0.06
－0.04
－0.02
0.00
0.02
0.04
0.06

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY17 Residuals

－0.03

－0.02

－0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY18 Residuals

－0.08
－0.06
－0.04
－0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY19 Residuals

－0.08

－0.04

0.00

0.04

0.08

0.12

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY20 Residuals

－0.06
－0.04
－0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY21 Residuals

－0.06

－0.04

－0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY22 Residuals

－0.6

－0.4

－0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY23 Residuals

－0.15

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY24 Residuals

－0.2

－0.1

0.0

0.1

0.2

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY25 Residuals

－0.2

－0.1

0.0

0.1

0.2

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY26 Residuals

－0.15

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY27 Residuals

－0.3

－0.2

－0.1

0.0

0.1

0.2

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY28 Residuals

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY29 Residuals

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY30 Residuals

－0.3

－0.2

－0.1

0.0

0.1

0.2

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY31 Residuals

－0.08

－0.04

0.00

0.04

0.08

0.12

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY32 Residuals

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY33 Residuals

－0.04
－0.03
－0.02
－0.01
0.00
0.01
0.02
0.03

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY34 Residuals

－0.04

－0.02

0.00

0.02

0.04

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY35 Residuals

－0.04

－0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY36 Residuals

－0.15

－0.10

－0.05

0.00

0.05

0.10

1993 1994 1995 1996 1997

_CITY37 Residuals

ある。

InterceptのRandom effectsとweightingのNo

weightingの組合せによりランダム・イフェクト

モデルを推計してみよう（表は１０．３参照）。

上欄にGLS（Variance Components）として推

計方法がランダム・イフェクトモデルであること

が示される。車両は符号は正であるものの統計的

には有意ではない。労働者数の値は０．８８であり、

１％水準で有意である。この結果はLSDVによっ

たフィックスド・イフェクトモデルと共通してい

る。

ランダム・イフェクトモデルでも個別の定数項

（Random Effects）をEviewsは表示する。これ

は以下の１０．３１）式によって求められたものであ

る。

ai＝
σ^α

２

Tσ２
Σt（yit－ a^ － b^１sharyoit－ b^２laborit）

１０．３１）

ここでσ^α
２とσ^２はそれぞれ１０．２９）式と１０．２８）

式のように計算される。

＿city１６（ちなみにこれは秋田市である）が

－０．３８と最も大きな負の効果が見られる。

５ フッイクスド・イフェクトモデルとランダ

ム・イフェクトモデルの選択

（選択の考え方）

E（αixi）＝Cov（αixi）＝０であればランダム・

イフェクトモデル、E（αixi）＝Cov（αixi）≠０で

あればフッイクスド・イフェクトモデルが選択さ

れるとした。

これは経済主体（企業など）の観察不可能な固

有の要素が観察可能な説明変数と相関しないのか、

あるいは相関するするのかということでもある。

同一産業内には多くの企業が存在する。その業績

図１０．３
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は様々である。生産性の高い企業もあれば低い企

業もある。その産業の生産関数の推定を試みると

する。外部から観察不可能な要素（たとえば経営

者の資質や企業風土）が設備や資金という投入要

素と関連しなければランダム・イフェクトモデル

を選択すればよい。逆に経営者の資質や企業風土

が投入要素に影響すると考えるのならばフッイク

スド・イフェクトモデルを選択すればよい。

（Wu―Hausmanテスト）

これを統計的に検定しようというのが第７章で

取り上げたWu―Hausmanテストである。

Cov（αixi）＝０であればランダム・イフェクト

モデルは一致性をもちかつ有効性もある。これに

対しフイックスド・イフェクトモデルは一致性は

有するが有効性はない。

Cov（αixi）≠０であればフイックスド・イフェ

クトモデルは一致性を持ちかつ有効推定量である。

しかしランダム・イフェクトモデルは一致性も有

しない。そこで

帰無仮説H０：Cov（αixi）＝０の下での推定量を

b^ REとし、

対立仮説H１：Cov（αixi）≠０の下での推定量を

b^ FEとする。

両者の差 q^＝ b^ FE－ b^ REは確率極限において

H０： q^＝０

H１： q^≠０

となる。 q^の分散V（ q^）＝V（ b^ FE）－V（ b^ RE）を考

え

m＝
q^２

V（ q^）
１０．３２）

を検定する。この統計量が帰無仮説の下で自由度

ｋ（説明変数の数）のχ２分布に従う１５）。

（補助回帰による検定）

１０．２５）式をベースにして上記のHausmanテス

トをある回帰モデルから得られる１０．２５）式にあ

るcの推定量を c^ とし、

表１０．３ ランダム・イフェクトモデルの推計

Dependent Variable: SEISAN？

Method: GLS （Variance Components）

Sample：１９９３ １９９７

Included observations：５

Number of cross―sections used：３７

Total panel（balanced）observations：１８５

Variable Coefficient Std. Error t―Statistic Prob.

C
SHARYO？
LABOR？

Random Effects
_CITY１－C
_CITY２－C
_CITY３－C
_CITY４－C
_CITY５－C
_CITY６－C
_CITY７－C
_CITY８－C
_CITY９－C
_CITY１０－C
_CITY１１－C
_CITY１２－C
_CITY１３－C
_CITY１４－C
_CITY１５－C
_CITY１６－C
_CITY１７－C
_CITY１８－C
_CITY１９－C
_CITY２０－C
_CITY２１－C
_CITY２２－C
_CITY２３－C
_CITY２４－C
_CITY２５－C
_CITY２６－C
_CITY２７－C
_CITY２８－C
_CITY２９－C
_CITY３０－C
_CITY３１－C
_CITY３２－C
_CITY３３－C
_CITY３４－C
_CITY２５－C
_CITY３６－C
_CITY３７－C

５．８０３５９５
０．０９７１４５
０．８８０８３７

―０．１０７７１７
０．５５０８５３
０．１８２３４１
―０．０３９９４３
―０．０５６９７０
―０．２５３０１６
―０．０４０１８９
０．２２２９５６
―０．１２００７１
０．０５６５７１
０．１５２８８０
―０．２１６３９０
０．３７７５８０
―０．０６４２６２
０．０１７４３２
―０．３８０４０３
―０．１３４２０８
０．０５６３５２
０．２２３５５３
―０．２２３１８３
―０．２３０９７７
―０．１５８２５９
０．０７１５２３
０．１１５１３３
―０．２４６６６５
０．１４４９９４
０．０９８７９０
―０．０７０９８６
―０．０２６２９２
０．１１３３６１
０．０６９６０１
０．１８４２９６
０．３０２３２５
―０．１１２５４４
―０．２７２０５５
―０．０６２５６３
―０．１２３８４８

０．１５６３２３
０．１４３９６３
０．１３０６３７

３７．１２５６９
０．６７４７９５
６．７４２６４３

０．００００
０．５００７
０．００００

GLS Transformed Regression

R―squared

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Durbin―Watson stat

０．９９２８５７

０．９９２７７９

０．１０４７８３

０．９６６４３９

Mean dependent var

S.D. dependent var

Sum squared resid

１１．２９２２９

１．２３３０７６

１．９９８２７５

R―squared ０．９９４２２４ Mean dependent var １１．２９２２９

Adjusted R―squared

S.E. of regression

Durbin―Watson stat

０．９９４１６１

０．０９４２２７

１．１９５１０５

S.D. dependent var

Sum squared resid

１．２３３０７６

１．６１５９３４

Unweighted Statistics including Random Effects
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y
�

it＝yit－ c^ y‾i

x
�

it＝xit－ c^ x‾i

とする。固定効果モデルの１０．１７）式の平均から

の偏差を取る形の

～xit＝xit―x‾i

とする。次の式を推計する。

～y
�

it＝a＋b
�

xit＋dxit＋残差 １０．３３）

ランダム・イフェクトモデルが正しければ新た

～に含められたxitは説明力を持たないであろう。そ

～こでｄ＝０のｔ検定（xitが複数であればＦ検定）

を行う。ｄ＝０が棄却できなければランダム・イ

フェクトモデルを採択する。

（EviewsによるWu―Hausman検定）

次にWu―Hausmanテストを行ってみよう。

先の推定はD：koutaに保存されているとする。

またパネル分析の結果はkoutaの中にkoupanと名

付けて保存されているものとする。

’作業領域を設定する

workfile a：haus u １１０００

’Dドライブのkoutaを読み込む。

load d：koutu

’全てのサンプルを用いることを宣言する

smpl @all

’フイックスド・イフェクトを推計し、結果を保

存する。

’Fixed effectsとweightingのCross section weighting

の組合せ（f、w）がオプションである。仮にウ

エイト無しを選択するのであれば（f）と変更す

ればよい。

koupan. ls（f, w）seisan？ sharyo？ labor？

’パラメータをbetaと名付けて保存１６）

vector beta＝koupan.@coefs

’分散共分散をcovarと名付けて保存

matrix covar＝koupan.@cov

’説明変数のパラメータのみを保存（b_fixed）

vector b_fixed＝＠subextract（beta,１,１,２,１）

’説明変数の分散共分散のみを保存（cov＿fixed）

matrix cov＿fixed

＝＠subextract（covar,１,１,２,２）

’ランダムイフェクトモデルを推計

koupan. ls（r）seisan？ sharyo？ labor？

’パラメータをbetaと名付けて保存１７）

beta＝koupan.@coefs

’分散共分散をcovarと名付けて保存

covar＝koupan.@cov

’説明変数のパラメータのみを保存（b_gls）１８）

vector b＿gls＝＠subextract（beta,２,１,３,１）

’説明変数の分散共分散のみを保存（cov＿gls）

matrix cov＿gls

＝＠subextract（covar,２,２,３,３）

’Hausmanテストの計算

’q^＝ b^ FE－ b^ REを計算

matrix b＿diff＝b＿fixed－b＿gls

’q^の分散V（ q^）＝V（ b^ FE）－V（ b^ RE）を計算

matrix var＿diff＝cov＿fixed－cov＿gls

m＝
q^２

V（ q^）
を計算１９）

matrix qform

＝＠transpose（b＿diff）＊＠inverse（var＿diff）＊b＿diff

’qformは非負のはず。その条件を充たす場合結

１５）説明変数がkの場合mを下記のように表現する。
m＝ q^’［V（ q^）］－１q^

ここで q^はベクトルで、V（ q^）は行列になる。
１６）betaに保存されるのはsharyo？とlabor？の推定値のみである。
１７）フイックスド・イフェクトと違って’ランダム・イフェクトを推定するとbetaに保存されるのは定数項とsharyo？とlabor？の

推定値のみである。
１８）前注で説明したようにbetaに定数項が含まれ、それに対応するものも共分散行列（covar）にも含まれるのでsubextractを利用

し、この分を取り除く。
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果を報告する

if qform（１,１）＞＝０ then

’表の作成

table（４,２）result

setcolwidth（result,１,１５）

setcell（result,１,１, “Hausman test”）

setcell（result,２,１,“（fixed versus random

effects）”）

setline（result,３）

！df＝＠rows（b＿diff）

setcell （result,４,１, “Chi–square （“＋＠str

（！df）＋“ d.f．）”,“r”）

setcell（result,４,２, qform（１,１））

setcell（result,５,１, “p―value”,“r”）

setcell（result, ５, ２, １―＠cchisq（qform

（１，１）,！df））

show result

’qformが負となる場合、Quadratic form is nega-

tiveと報告する

else

statusline“Quadratic form is negative”

endif

結果は表１０．４に示すとおりである。

χ２統計量は２．０１５である。p値は０．３６５である。

帰無仮説は棄却されず、このケースではランダ

ム・イフェクトモデルが採択される。

参考文献

kmenta. J［1997］Elements of Econometics（second ech）, Michiganのch12–2

Johnston. D and J. DiNardo［1997］Econometric mechods（4theds）,

McGraw Hill, のch12

Maddala. G［1977］Econometrics, McGraw Hill, のch14

１９）注１５で説明したようにmを正しく表現するために行列表現を使用する必要がある。

表１０．４ Hausmanテスト

Hausman test

（fixed versus random effects）

Chi―square（２ d.f.） ２．０１５０１７４

p―value ０．３６５１２７５
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１ 刊行物等の発行

�１ 調査研究報告書の発行

「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」（１１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」（１１月）

「家計における金融資産選択に関する調査（第６回）」（１２月）

�２ ディスカッションペーパーの発行

「長期資金と設備投資：日本の企業別データを用いた実証研究」（１１月）

「日本における転換社債の転換行動」（１２月）

�３ 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

「知的障害者・要介護高齢者の情報通信の利用動向」（１１月）

「最近の経済動向について」（１１月・１２月）

「郵便の届くまで・切手のできるまで」（１２月）

「ていぱーく貸出資料紹介」（１２月）

「少子・高齢化の進展と年金制度」（１２月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「住民投票で賛成派は勝てるのか」計画行政学会（２２巻３号）

「EVA（経済的付加価値）」かんぽ資金（１１月号）

「７月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（１１月号）

「インターネットを快適に利用するために」情報通信ジャーナル（１１月号）

「数字のならんだ日」郵政（１１月号）

「絵地図を楽しむ」逓信協会雑誌（１１月号）

「「ユーロ」導入に伴う欧州の動向」通信文化新報（１１月）

「灯油」かんぽ資金（１２月号）

「８月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（１２月号）

「障害者、高齢者に優しい情報通信」東海情報通信懇談会会報（１２月号）

「米国における電子切手について」郵政（１２月号）

「初期のお年玉付き年賀はがき」郵政（１２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

「障害者・高齢者と情報通信」電気通信研修所（１１月２日）

「資産流動化をめぐる論点」郵政本省（１１月２日）

「デジタルコンテンツ流通のあり方」電気通信研修所（１１月９日）

「最近の経済情勢について」郵政本省（１１月１１日）

「世界の郵便自動化の動向」電気通信研修所（１１月１６日）

「RFIDを用いた郵便物処理システムに関する研究」電気通信研修所（１１月１６日）

「最近の経済動向について」郵政本省（１１月２４日）

「米国における完全自動化郵便処理局について」郵政本省（１１月２４日）

「最近の経済金融情勢について」中国郵政局（１１月２５日）

「デジタル時代の放送経済分析」電気通信研修所（１１月３０日）

「家計における金融資産選択に関する調査の結果概要」北陸監察フォーラム（１１月３０日）

「最近の経済情勢について」北海道郵政研修所（１２月７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」一橋大学イノベーション研究

センター（１２月２１日）

４ 報道発表

「重要文化財「エンボッシング・モールス電信機」の通信実演について」（１１月３０日）

５ 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））

「冬休み・セサミと遊ぼう！」（１２月１９日（日）～１月１０日（月・祝））

「関東絵手紙展」（１月１９日（水）～２月６日（日））
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編集後記

新年明けましておめでとうございます。本年も「郵政研究所月報」をよろしくお願い

申し上げます。新年を迎え、編集担当者としまして改めてより一層充実した編集企画を

と念じております。また、本年は２０００年代最初のとして、２１世紀を視野に入れた編集を

目指していきたいと思います。読者の皆様の今後とも一層のご支援をよろしくお願い申

し上げます。

読者の皆様からのご意見・ご感想を常時募集しております。詳細については「郵政研

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

ます。（外薗）

送付先住所の変更等ございましたら、お手数ですが担当までご連絡お願いいたします。

現在の送付先及び新しい送付先をご記入の上、FAXにて郵政研究所研究交流課あてお送

り下さい。

（FAX：０３―３２２４―７３１４）

郵 政 研 究 所 月 報
第１３巻 第１号 通巻１３６号
２０００年１月５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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