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ていぱーく所蔵資料紹介⑫

実験放送期のテレビジョン受像機

NHK東京テレビ局が本放送を開始したのは昭和２８年２月のことでしたが、テ

レビの実験放送は昭和１４年に開始されていました。

このテレビジョン受像機は、昭和１４年頃に製造されたもので、昭和１５年に日本

橋三越で開かれた「電気通信７０年電話５０年放送１５年記念展覧会」で使用されまし

た。日本ビクター製で、テレビだけでなくラジオも聞くことができ、蓄音機との

接続も可能なマルチメディアタイプで、当時としては画期的なものでした。
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最近、平成１２―１３年度に満期を迎える郵便貯金の行方についての予想や、それがも

たらす影響についての論議がマスコミ等で華やかに取り上げられている。高い金利の

下で平成２―３年に預金された貯金の残高は，利子も含めれば１０６兆円に達している

（郵政省「満期貯金の再吸収額等（試算）」）。解約された貯金の行方によって、日本

経済に与える効果はことなってくる。再吸収率が低い場合、財政投融資を通じて行わ

れている国債の購入計画に影響があることが予想される。その反面、この資金のかな

りの部分が株式市場へ流入すれば、日本の株価の上昇が「期待」されるという声もあ

る。さらに、この貯金の利子部分が消費に支出された場合の経済効果までが議論され

ている。

これらの議論が当面の政策課題として重要であることは言うまでもない。その一方

で、今後示されるであろう貯金者の動向が、日本の家計の貯蓄行動の性格を知る上で

きわめて貴重なチャンスであるという見方もある。このような見方は、郵便事業のた

めに満期定額貯金を再貯金として確保するために活動しておられる郵政職員の方々か

ら、「不謹慎な議論」とのお叱りを受けるかもしれない。しかし、日本の家計が金融

機関にどのような期待をもっているかを客観的な事実に基づいて分析しておくこと

は，郵政事業の将来を考えるうえで重要なことである。

日本の家計の貯蓄行動を国際比較的に観察するとき、少なくとも２点での「特殊性」

があることが指摘されてきた。その１は貯蓄率の高さであり、その２は家計保有の金

融資産の中に占める預貯金の比率が大きいことである。前者については、「特殊性」

は存在しないと主張する分析をも含めて様々な研究成果があり、その実態は逐次解明

されてきている。一方後者については、日本の証券市場の発展がアメリカ等と比較し

て遅れがちであったとする供給側の事情に加えて、日本の家計が金融資産の有利性よ

りも安全性を重視する傾向があるとする需要側の要因も指摘されている。

一方、郵便貯金が預貯金の中でシェアを伸ばした理由についても、多くの議論がな

満期郵便貯金の動向の研究

郵政研究所長 溝口 敏行

巻 頭 言

郵政研究所月報 ２０００．３ ２



されたきた。わが国の家計が金融機関の安定性に疑問を抱いていなかった１９８０年代に

おいては、郵便定額貯金が流動性と有利性を兼ね備えていることが注目された。しか

し、その後の金融危機の経験を経て、日本の家計は預貯金について流動性への配慮と

並んで安全性に配慮するようになってきてた。満期をむかえる郵便定額貯金は，安全

性と流動性を兼ね備えた上に、金利の面でも比較的有利な金融商品であったことは疑

いない。この意味で、低金利下での満期郵便貯金の動きは、家計が安全性・流動性と

有利性のどちらをより重視していたかを示す重要な情報とみなすことができる。

日本の家計の安全志向が強いという点で「特殊性」をもっているかどうかについて

は、いくつかの実証研究があるものの、なお確定的な結論は得られていない。しかし、

それを示唆する材料は見出されている。貯蓄広報中央委員会が実施している「貯蓄と

消費に関する世論調査」によれば，貯蓄種類の選択の基準に「安全性」を重視してい

る家計の割合が、１９９０年代に急増している。いま一つの材料として株式の下落後の家

計の反応を挙げることができる。戦後わが国では数回にわたって株式ブームとその崩

壊を経験しているが、株式下落後株式市場からの家計の撤退は顕著であり、かつ長期

間にわたることが指摘されている。また次のブームに向けて参入してくる個人の主体

は、株価崩落を経験しなかった世代が中心となってきていたことも裏付けられている。

このことは、日本の家計がかなり危険回避的な行動をとってきたことを示唆している

といえよう。

問題は、このような傾向が金融改革が急速に進行している今日でも維持されている

かどうかである。最近の新聞情報によれば、バブル崩壊後の株式市場への個人客の参

入は、過去の事例から見れば比較的順調なようである。しかしこの情報だけで、家計

の金融選択がRisk Loverの方向へ変化したと判断するのは早計であろう。このような

状況のもとで迎える満期定額貯金資金の行方は，現在の家計の金融選択行動の基準を

推測する上で貴重なものであり、様々な角度からの分析が必要であろう。

３ 郵政研究所月報 ２０００．３



［要約］

郵政研究所では、平成１０年１１月に「家計における金融資産選択に関する調査（第６回）」

（以下、「調査」という。）を実施した。この調査は、全国の世帯主年齢２０歳以上８０歳未満

の世帯から無作為抽出した６，０００世帯を対象としたアンケート調査である。本稿の主要な

目的は、調査から得られた結果に基づいて最近の家計の金融資産選択実態を把握する事で

あるが、基本的な集計数値については既に郵政研究所（１９９９）でも報告している。本稿で

は特に、本調査にユニークな質問項目と結果を中心に紹介しつつ、今後、更に進んだ分析

を行う前段階として、幾つかの予備的考察を行うこととしたい。

本稿で示した主要な論点は以下のとおり。

１．家計が保有する金融資産を種類別に見てみると、高齢世帯になるにつれて保険・年金

商品に対する需要が低下し、その保有割合が低くなっている。また、家計が、危険資産

である株式（または有価証券）を保有する割合について見てみると、世帯主の所得階

層・年齢階層が高くなるにつれて増加する傾向が読みとれる。

２．貯蓄および借入金の保有状況を合わせた＜広義の貯蓄＞を見てみると、住宅取得目的

の占める割合が非常に高いことが読みとれ、現役世帯の行動に大きな影響を与えている

事が分かる。住宅取得を目指す家計は２０歳代において貯蓄をたくわえはじめ、それらを

頭金として３０歳代から徐々に住宅の購入を開始するが、資金の借入れにあたって流動性

制約に直面する家計も多く、４０歳代では７％程度存在する。２０歳代では、むしろ、耐久

消費財購入に関する借入れ制約に直面している世帯の割合が高いようである。

３．こうした居住用の土地・建物を中心とする実物資産は、主として世帯主の両親から受

け継がれる割合が高い。また、持ち家世帯の方が遺産を「必ず残す」と回答した世帯の

割合が高く、その中でも「相続・贈与」によって持ち家を取得した世帯ほどその傾向が

高い事が伺え、世代間移転が行われている実態が観察される。

本稿で見た議論は、調査結果から得られたほぼ未加工のデータに基づく予備的なもので

あり、分析を進めるにあたっては、回答項目相互間の整合性を吟味し変数のコントロール

を行った上で、慎重に検討する必要がある。今後、本調査を有効に活用して、より詳細な

調査・研究

家計の金融資産選択行動とライフサイクル
―「第６回 家計における金融資産選択に関する調査」結果から―

第二経営経済研究部主任研究官 春日 教測
第二経営経済研究部研究官 岩本 志保
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１ はじめに

郵政研究所では、平成１０年１１月に「家計におけ

る金融資産選択に関する調査」（以下、「調査」と

いう。）を実施した。この調査は、昭和６３年以来

２年ごとに実施しており、今回が６回目となる１）。

対象世帯は、全国の世帯主年齢２０歳以上８０歳未満

の世帯から無作為抽出した６千世帯である。本稿

の主要な目的は、調査から得られた結果に基づい

て、近年の家計における金融資産選択の実態を把

握する事であるが、基本的な集計数値については、

すでに郵政研究所（１９９９）でも報告している。本

稿では特に、本調査にユニークな質問項目と結果

を中心に紹介しつつ、今後、更に進んだ分析を行

う前段階として、幾つかの予備的考察を行うこと

としたい。

２ 金融資産保有状況

まず、基本的な数値を確認しておこう。本調査

から得られた金融資産の平均保有額は１，１７１万円

であり、世帯主年齢が高くなるにつれて金融資産

保有額が高くなる傾向が見られる（図表１）。ま

た、中央値は６５０万円で、低所得者層に大きく偏

りがある分布であることが分かる。これらは、過

去の調査およびその他の機関が実施している既存

の調査とも整合的な結果である。

金融資産を種類別に見てみると、高齢世帯にな

るにつれて保険・年金商品に対する需要が低下し、

その保有割合が低くなっている（図表２）。保険・

年金が減少した分、相対的に預貯金や有価証券２）

の占める割合が増加しているが、高齢世帯の金融

資産保有総額自体が他の年代と比較して大きい事

分析を行っていきたい。

１）調査の概要については、本稿末尾を参照されたい。
２）「有価証券」には、株式、債券（国債・金融債・社債等）、投資信託（MMFを含む）、貸付信託・金銭信託が含まれる。

図表１ 金融資産現在高（年齢階層別）

５ 郵政研究所月報 ２０００．３
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を考えると、預貯金・有価証券の保有額も全世帯

の中で大きい割合を占めていることが分かる３）。

有価証券は預貯金や保険・年金に比べて、平均

的にみた収益性が高い反面不確実性もその分高い

資産であり、日本では相対的に家計の安全性選好

が強いことから、従来その保有割合は高くないこ

とが指摘されてきた。しかし、金融制度改革に

よって制度的な制約要因が緩和され、４０１�プラ

ンの導入等により、日本においても今後家計がリ

スク性の資産を積極的に増加させることが期待さ

れている。そのような状況に鑑み、現状での所得

階層別の保有割合を見ておくことにする４）。

家計の株式保有割合を見てみると、所得階層が

高くなるにつれて増加する傾向が読みとれる。株

図表２ 金融資産構成比（年齢階層別）（複数回答）

図表３ 有価証券の保有状況（所得階層別）（複数回答）

３）ただし、世帯主が高齢である場合、所得や資産の多い家計にバイアスがかかっている可能性が高いため、数字の解釈には注意
が必要である。なぜなら、相対的に所得や保有資産額の低い高齢者は子供と同居する可能性が高く、結果的に調査で対象とす
る「世帯主」から除外されてしまうことが考えられるからである。

４）調査時点の平成１０年１１月は経済環境が非常に厳しく、家計の態度は収益性よりも安全性を好む傾向が増していることが各種調
査で報告されている時期であったことに注意して、本文の以下の結果を読む必要があろう。

６郵政研究所月報 ２０００．３
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式を含む有価証券の保有状況を見ても同様の傾向

がある（図表３）。また、年齢階層別に見ると、

世帯主の年齢が上昇するにつれて有価証券を多く

保有する傾向が見られ、右方へ歪んだ保有分布と

なっている構造が伺える（図表４）。このような

傾向は米国の家計行動に関する調査でも報告され

ており、少なくともこの点では、日米家計で共通

点を読みとることができるようである５）６）。最近、

個人資金の流入により株式投資信託が大型化して

いる事実が指摘されているが７）、特定階層の家計

に偏った保有部分になっている可能性が高く、一

般的な傾向として「家計のリスク資産選好が強

５）Poterba and Samwick（１９９５）Table ８およびTable１０参照。彼らはFRBが実施しているSurveys of Consumer Financesを用
いて、米国の家計においては、豊かな高齢者世帯（wealthy old people）が株式を主として保有している実態を明らかにして
いる。もっとも、リスク性資産の保有割合および保有金額の水準に関しては、どの階層で見ても米国の方が相当大きい。

６）松浦（１９９６）は、１９９４年のデータを用いて、勤労所得や年齢が有価証券の保有に関する説明変数として統計的に有意ではない
ことを報告している。家計のリスク資産保有に関しては、その他にも世帯主の学歴・職業・金融資産保有額などが大きく関係
してくると考えられ、これらも含めた計量分析については、今後の課題としたい。

７）例えば日本経済新聞２０００年１月２９日�１面、同２月２日�３面など。

図表４ 有価証券の保有状況（年齢階層別）（複数回答）

図表５ 目的別貯蓄保有状況（年齢階層別）（複数回答）
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まった」と言えるかについては、慎重に判断する

必要があろう。

３ 目的別貯蓄保有状況

次に、貯蓄の保有状況を各目的別に見てみよう

（図表５）。「老後の生活のため」や「病気・災害

に備えて」貯蓄を保有する世帯の割合は、年齢が

高くなるほど高まる傾向を示すのに対し、「子供

の教育費のため」に貯蓄をする世帯は若年層に多

く、ライフサイクルに応じて貯蓄目的が変化して

いることを示している。また、平均貯蓄目標額と

平均貯蓄保有額の差を平均達成予定年で除して得

られる毎年の必要貯蓄額を見てみると、マイホー

ム取得のための貯蓄がもっとも大きく、達成まで

のペースでみても最も速いことが伺える。また、

老後の生活のために必要だと考えている貯蓄額が

最も多いことが分かる（図表６）。

４ 借入金の保有状況

前節において、家計は種々の目的のために貯蓄

を行っていることを見たが、現在保有している金

融資産以外にも、借入れを行って異時点間の消費

を円滑化することも可能であり、実際に借入れを

行っている家計も多い。金融機関に対して借入れ

の申し込みをした世帯の割合は５１．５％にものぼり、

それらの家計の借入金額は平均約１，２９６万円にも

のぼる。本調査では目的別の借入金保有の有無を

質問しており特徴的な点となっているが、その目

的は「マイホームの取得のため」が圧倒的に多く、

ピークの４０歳代では約４割の家計が借入金を保有

している。次に多いのが「耐久消費財購入のため」

であるが、年齢が増加するにつれて「子供の教育

費のため」に借入れを行う世帯の割合が増加する

傾向にある（図表７）。

しかし、家計は必ずしも当初の目的通りに借入

れが行えるとは限らない。こうした制約に直面す

る家計の割合を知ることは重要であるが、この点

を直接質問した調査は意外にも少ない。本調査で

は、今回はじめて、借入れ制約（または流動性制

約）についての直接的な質問を行ったが、日本に

おいて数少ない貴重な調査の一つとなっている８）。

まず、金融機関に借入れの申し込みをしたにも

図表６ 目的別平均貯蓄保有額、目標額、目標達成予定年（複数回答）

貯 蓄 目 的
平均貯蓄保有額

（万円）［A］

平均貯蓄目標額

（万円）［B］

平均達成予定年

（年後）［C］

毎年の貯蓄必要額（万円）

［D＝（B－A）／C］
（N）

老後の生活に備えて ７２２．８ １５９０．６ １３．０ ８６．４ ９７４

マイホームの取得に ５４５．２ １３６６．６ ９．３ １２１．０ １８８

要介護時の出費に ５１６．１ ７１６．４ １１．２ ２４．３ ２２９

目的はないが安心だから ４７６．１ ７３７．８ １０．２ ３１．７ ６６９

病気・災害等不時の出費に ３９６．８ ５９６．７ ９．６ ２９．１ ９２１

マイホームの増改築に ３４１．１ ７２８．０ ８．５ ４４．９ １２３

子供の結婚資金に ３２８．６ ４７２．２ ８．０ １５．５ ２９０

子供の教育費に ２５８．２ ４４２．２ ８．３ ２２．８ ５７９

８）家計の流動性制約と消費行動との関係を分析した研究では、資産・所得比率やカード保有の有無などを流動性制約の代理変数
として分析される事が多かった。しかし、小原・ホリオカ（１９９９）は、借入れ制約について直接質問した場合、代理変数を用
いた場合に比べて有意に異なる結論が得られてしまう事を指摘している。最も基本的な数値である「借入れ制約に直面してい
る世帯の割合」でさえも、何を代理変数として用いるかによって先行研究の間で大幅に異なっているが、ここで得られた９．７％
という数値は、借入れ制約に関する直接的な質問を用いて小原・ホリオカが報告した８．５％という数値と、ほぼ整合的な結果
となっている。

８郵政研究所月報 ２０００．３
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15
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35

40

45

20～29歳�30～39歳�40～49歳� 50～59歳�60～69歳�70～79歳�

（N）�

生活費のため�

マイホーム取得のため�

不時の出費のため�

子供の教育費�

（％）�

マイホーム増改築のため�

耐久消費財購入のため�

201 556 702 765 638 269

関わらず、�a 「断られた」もしくは�b「減額され

た」ことがある家計の割合は、それぞれ約４．４％、

２．９％である。�bは本来借りたいと思っていた額

ほど十分には借入れができなかった世帯であり、

部分的な借入れ制約に直面している家計を示して

いる（図表８）。

以上が、貸手側の理由により当初予定した借入

れが実現出来なかった家計であるのに対し、借手

側が自主的に与信を受けられないと判断し、あき

らめてしまう場合もある。調査では続く質問で、

�c 「断られると思ってあきらめたことがある」か

否かについても尋ねているが、あると回答した家

計の割合は約６．１％であり、このうち�a�bとの重

複分を除いた家計を抽出し（図の�c ＊）全部を合

図表７ 目的別借入金保有状況（年齢階層別）（複数回答）

図表８ 金融機関に対する借入れ申込状況

金融機関に対して借入申請をしたことが、 家計の数 全世帯に対する割合（％） 借入制約

ある

希望通り借りられたことがある

�a 申し込みが断られたことがある

�b 減額されたことがある

１３７６

１１４７

１３９

９０

４３．９５

３６．６３

４．４４

２．８７

あり（累積）

４．４４�a
７．３１�b

ない １７５５ ５６．０５

合 計 ３１３１ １００．００

金融機関への借入申請を、 家計の数 全世帯に対する割合（％）

�ｃ 断られると思ってあきらめたことがある

うち、�a か�bにあてはまる家計
�a にあてはまる家計
�bにあてはまる家計

�ｃ＊ �a にも�bにもあてはまらない家計

１９１

１１６

４５

７１

７５

６．１０

３．７０

１．４４

２．２７

２．４０ ９．７１�c ＊

９ 郵政研究所月報 ２０００．３
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（％）� （a）　申し込みが断られたことがある�
（b）　減額されたことがある�
（c）＊　申請をあきらめたことがある�

割 

　
合 

（a）�

1.1

5.8

0.7
0.5 0.40.4

1.4

2.7

7.4

2.4

4.2

3.0

0.6

0.9

0.0
0.00.0

1.4

2.3

0.5

1.6

2.4

2.1

3.63.5

0.50.3
0.4

1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

生活費のため�

マイホームの取得�

マイホームの増改築�

子供の教育費�

耐久消費財�

不時の出費�

（N）�

（％）�

20～29歳� 30～39歳� 40～49歳� 50～59歳� 60～69歳� 70～79歳�
201 556 702 765 638 269

0.9

3.1

計すると（＝�a ＋�b＋�c ＊）、全世帯の約１割近い

家計が借入れに関する制約を受けていることが分

かる。この「広義の借入れ制約」に直面している

世帯の割合を年齢別に見てみると、３０歳から６０歳

までの現役労働世帯でほぼ同じ１割程度の制約を

受けているが（図表９）、さらに目的別に還元し

てみると「マイホームの取得」に関して制約を受

けている割合が高く、先の借入れ目的でみた図表

７とほぼ類似のカーブを描いている。ここから、

３０歳から６０歳までの現役労働世帯においては、特

に住宅取得に関して借入れ制約を受けていること

が分かる。２０歳代では、むしろ、耐久消費財購入

に関する借入れ制約を受けている割合が高いよう

である（図表１０）。

一般に、借入れ制約が存在する場合、�１当初想

定した水準よりも低い割合しか消費を行えなくな

り、�２将来的に所得が低下する可能性があった場

合、借入れ制約に起因する消費の大幅な低下を避

図表９ 借入れ制約に直面している世帯の割合（年齢階層別）

図表１０ 目的別の借入れ制約に直面する家計の割合（年齢階層別）（複数回答）

１０郵政研究所月報 ２０００．３



けるための保険として貯蓄を促進する効果がある

ことが指摘されている。このような効果が定量的

に観測されるか否かについては、今後の分析課題

としたい。

５ 住居の状況

第３節、第４節を通して見た通り、日本の家計

行動においては、住宅取得目的が貯蓄・借入れ双

方において重要な位置を占めている。そこで、特

に住宅取得目的に焦点をあて、貯蓄・借入れの合

計を＜広義の貯蓄＞と捉え９）、重複回答世帯を区

別して年齢階層別に見てみると、２０歳代には貯蓄

の方が借入れの保有割合よりも多いのに対し、３０

歳代においてその保有割合が逆転し、借入金の方

が多くなっている。このことから、住宅取得を目

指す家計の多くは、２０歳代において貯蓄をためた

あと、それらを頭金として３０歳代から徐々に住宅

の購入を開始し始める状況が読みとれる（図表１１

―ａ）。比較のためにその他の目的を見てみると、

耐久消費財も借入れに頼る割合は高いものの、貯

蓄に頼る世帯の方が若干多いことが分かる（図表

１１―ｂ）。子供の教育費としては、殆どの家計が

貯蓄に依存している様子がうかがえ、借入れに頼

る世帯の割合はわずかであった（図表１１―ｃ）。

９）ホリオカet. al.（１９９６）参照。

図表１１―ａ 〈広義の貯蓄〉をしている世帯の割合（％）

〈住宅取得〉 貯 蓄 の み 借 入 の み 貯蓄＋借入 合 計

２０～２９歳（２０１）

３０～３９歳（５５６）

４０～４９歳（７０２）

５０～５９歳（７６５）

６０～６９歳（６３８）

７０～７９歳（２６９）

１７．４

１７．３

８．０

４．７

２．８

１．５

１０．５

２９．３

３５．８

２６．４

１３．２

４．８

２．５

３．６

３．９

１．３

０．５

０．４

３０．４

５０．２

４７．６

３２．４

１６．５

６．７

図表１１―b 〈広義の貯蓄〉をしている世帯の割合（％）

〈耐久消費財〉 貯 蓄 の み 借 入 の み 貯蓄＋借入 合 計

２０～２９歳（２０１）

３０～３９歳（５５６）

４０～４９歳（７０２）

５０～５９歳（７６５）

６０～６９歳（６３８）

７０～７９歳（２６９）

１３．４

２１．２

１７．８

１５．９

１３．６

６．０

７．０

１０．１

８．３

５．４

３．８

２．２

２．５

２．５

２．７

１．２

０．５

０．４

２２．９

３３．８

２８．８

２２．５

１７．９

８．６

図表１１―c 〈広義の貯蓄〉をしている世帯の割合（％）

〈子供の教育費〉 貯 蓄 の み 借 入 の み 貯蓄＋借入 合 計

２０～２９歳（２０１）

３０～３９歳（５５６）

４０～４９歳（７０２）

５０～５９歳（７６５）

６０～６９歳（６３８）

７０～７９歳（２６９）

２９．４

５７．４

５５．０

１６．６

４．７

３．４

１．０

０．４

２．９

４．２

０．５

０．７

０．５

０．４

３．０

２．１

０．２

０．０

３０．８

５８．１

６０．９

２２．９

５．３

４．１
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こうして多くの世帯が住宅保有を目指す結果、

年齢が上昇するにつれて持ち家／一戸建ての保有

割合が上昇し、借地一戸建てやマンションも含め

ると引退までに約８割の世帯が持ち家を保有する

こととなり（図表１２）、日本における実物資産の

蓄積が大きいことを示している。このうち親に頼

らず独力で住宅を購入する家計は平均６割強であ

り、住宅を取得した世帯のうち約１／４以上が遺

産や援助の形で親からの協力を得ていることが分

かる（図表１３）。都市規模別に住居の取得方法を

見てみると、人口規模５万人を境界として、小規

模都市や郡部では相続または贈与による割合が高

図表１２ 持ち家の割合（年齢階層別）

図表１３ 住宅の取得方法（都市規模別） 図表１４ 遺産として受け取った「居住用の土地・

建物」の現在価値（都市規模別）

都 市 規 模 現在価値（万円） （N）

全 体

都区部及び１２大都市

人口１５万人以上の都市

人口５万人以上の都市

人口５万人未満の都市

郡 部

２５３９．１

３７６７．１

３６２９．６

２３８６．８

１５７２．３

１６８６．６

４４２

５９

１０２

８５

３２

１６４
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（N）=3,754

どちらからもまだ�
受け取っていない�

71.2％�

わからない�
24.3％�

不明　2.0％�

不明　3.1％� 両方の親から�
受け取った　1.2％�

世帯主の親からのみ�
受け取った　18.0％ 

配偶者の親からのみ�
受け取った　3.5％�

両方とも終了したが�
受け取らなかった�
　　　3.0％�

世帯主の親から�
もらえると思う�
　　7.4％ 

配偶者の親から�
もらえると思う�
　　 3.2％ 

いずれからも�
もらえないと思う�
　　35.3％ 

く、自分で購入する割合が低下する顕著な傾向が

読みとれる。しかし、相続した資産の時価評価額

で見ると、都市部に比べて大きくはないようであ

る（図表１４）。いずれにせよ、こうした土地や家

屋といった実物資産は世代間で移転が繰り返され

る可能性が高く、資産分配の不平等をもたらす一

つの要因となっていることが指摘されている。そ

こで次節では、このような観点から遺産・相続の

実態について概観しておこう。

６ 遺産・相続

遺産・相続の実態については過去からの一連の

調査において繰り返し質問してきており、本調査

に特徴的な項目となっている。今回は、特に遺

産・相続が誰からどのくらいの規模で行われたか

（または行われるか）について新たに調査してい

る。

まず、誰から遺産・相続を受けるかについて見

てみると、世帯主の両親から受け取る割合が大き

く、「今後受け取る予定」の世帯まで含めると、

全世帯の約１／４を占める（１８．０％＋７．４％＝

２５．４％）（図表１５）。また、実際に受け取った遺産

の平均額を求めてみると、両者とも「居住用」お

よび「その他」の土地・建物の占める割合が大き

く、金融資産の金額を圧倒的に上回っていること

が読みとれる（図表１６）。また、持ち家世帯の方

が、遺産を「必ず残す」と回答した世帯の割合が

高く、その中でも「相続・贈与」によって持ち家

図表１５ 遺産の受取状況

図表１６ 受け取った遺産の種類別現在価値（複数回答）

世帯主の両親から 配偶者の両親から

金額（万円）
遺産を受け取ったこ
とがあると回答した
世帯の割合（％）

件数（N） 金額（万円）
遺産を受け取ったこ
とがあると回答した
世帯の割合（％）

件数（N）

居住用の土地・建物 ２，５２４ ７５．５ ３８９ ２，３３８ ４２．４ ６０

その他の土地・建物 ３，０１６ ４０．９ ２０４ ４，１２６ ２６．０ ２９

金融資産 ６０４ ２０．４ １２５ １，４７９ ３６．７ ５９

その他 ２，７０１ ４．０ １７ ４４０ ８．５ １３
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図表１７ 遺産に対する考え方（持ち家所得状況別）

図表１８ 遺産として残したい資産の種類（持ち家取得状況別）（複数回答）

相続・贈与を受

けた土地、住宅

自ら取得した

土地、住宅

相続・贈与を受

けた金融資産

自ら取得した

金融資産

相続・贈与を受け

たその他の資産

自ら取得した

その他の資産

持ち家合計

（N＝２，３９９）
３０．６ ４７．４ ３．６ ２８．８ ３．５ ９．９

非持ち家合計

（N＝８３９）
１３．６ １６．０ ３．８ ３８．０ ２．４ １３．８

自分で購入

（N＝１，５３１）
１６．９ ５８．３ ２．７ ３０．７ ２．０ １０．５

親の援助で購入

（N＝２５０）
３０．８ ５１．２ ３．２ ３０．４ ６．０ ９．２

相続または贈与

（N＝４６７）
７１．９ １５．０ ５．６ ２１．８ ６．２ ７．９

（下線はそれぞれもっとも大きいもの。単位：％）

図表１９ 不安に思うこと（世帯主年齢別）（複数回答）
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を取得した世帯ほどその傾向が高い事が伺え、特

に土地・建物などの実物資産が世代間で移転され

ている実態が観察される（図表１７、１８）。このよ

うな遺産の存在が、世帯間の資産格差を拡大させ

ている可能性がある。

７ 不安の内容

最後に、今回の調査で新しく質問を行った不安

の要因について見ておこう。これによると、もっ

とも不安に思うこととして「介護状態になること

による出費」を挙げた世帯が最も多く、次いで「勤

務先の業績悪化」を挙げる世帯の割合が高かった

が、年齢別に見ると、前者は世帯主年齢が高い世

帯で高い割合を示す傾向があるのに対し、後者は

むしろ若年層で高い割合を示す傾向にあり、対照

的な結果が得られることが分かる（図表１９）。年

齢が６０歳に近づくにつれて「引退後の収入不足」

に対して不安を抱く世帯の割合が増加する傾向が

あるが、これは、年齢が上がるにつれて老後のた

めの貯蓄保有割合を増加させる傾向があることを

示す図表５と、整合的な結果になっている。

８ 終わりに

以上、本稿では、「家計における金融資産選択

に関する調査（第６回）」から得られた結果に基

づいて、主としてライフサイクルの観点から、最

近の家計の資産選択実態について概観してきた。

本稿で示した主要な論点を繰り返そう。

�１ 家計が保有する金融資産を種類別に見てみる

と、高齢世帯になるにつれて保険・年金商品に

対する需要が低下し、その保有割合が低くなっ

ている。また、家計の株式（または有価証券）

保有割合を見てみると、世帯主の所得階層・年

齢階層が高くなるにつれて増加する傾向が読み

とれる。

�２ 貯蓄および借入金の保有状況を合わせた＜広

義の貯蓄＞を見てみると、住宅取得目的の占め

る割合が非常に高いことが読みとれ、現役世帯

の行動に大きな影響を与えている事が分かる。

住宅取得を目指す家計は２０歳代において貯蓄を

たくわえはじめ、それらを頭金として３０歳代か

ら徐々に住宅の購入を開始するが、資金の借入

れにあたって流動性制約に直面する家計も多く、

４０歳代では７％程度存在する。２０歳代では、む

しろ、耐久消費財購入に関する借入れ制約に直

面している世帯の割合が高いようである。

�３ こうした居住用の土地・建物を中心とする実

物資産は、主として世帯主の両親から受け継が

れる割合が高い。また、持ち家世帯の方が遺産

を「必ず残す」と回答した世帯の割合が高く、

その中でも「相続・贈与」によって持ち家を取

得した世帯ほどその傾向が高い事が伺え、世代

間移転が行われている実態が観察される。

本稿で見た議論は、調査結果から得られたほぼ

未加工のデータに基づく予備的なものであり、分

析を進めるにあたっては、回答項目相互間の整合

性を吟味し変数のコントロールを行った上で、慎

重に検討する必要がある。今後、本調査を有効に

活用して、より詳細な分析を行っていきたい。
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（参考１）「家計における金融資産選択に関する調査」の概要

�１ 調査地域 全国

�２ 調査対象 世帯主が２０歳以上８０歳未満である世帯（単身世帯を含む）。

�３ 標本数 ６，０００世帯

�４ 標本抽出法 層化多段無作為抽出法

ア 全国を各地方郵政局のエリア別に１２層に分ける

（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）

イ 各層の中の人口数をベースに次の５層に分ける

政令指定都市および特別区

（政令指定都市：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）

人口１５万人以上の都市

人口５万人以上１５万人未満の都市

人口５万人未満の都市

郡部

ウ 実際の調査地点は、各層の中から確率比例無作為に抽出・決定し、対象者はそ

の中から無作為に抽出

�５ 調査方法 留置面接法

抽出された調査対象世帯に対し、調査員が調査票を持参して調査目的等を説明の上

記入依頼し、数日後調査員が再び訪問して記入済みの調査票を点検、回収

�６ 調査期間 平成１０年１１月２４日～平成１０年１２月７日

�７ 実施機関 �新情報センター

�８ 回収状況 ３，７５４サンプル（回収率６２．６％）
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（参考２）調査対象世帯の主な属性

１ 調査世帯のうち単身世帯の割合は６．８％、平均の世帯人数は３．５人。

２ 子供のいる世帯の割合は６７．８％、平均の子供の人数は１．８人。

３ 世帯主の性別の割合は、男性９０．１％、女性９．８％。

４ 世帯主の平均年齢は５１．４歳、配偶者の平均年齢は４８．５歳。

５ 世帯主の職業の割合は、「常勤で（フルタイムで）民間企業に勤務」が４６．４％、「個人経営・自営

業」が１６．９％、「常勤で（フルタイムで）官公庁に勤務」が５．９％などとなっている。

６ 世帯主が加入している公的年金の割合は、厚生年金が５７．５％、共済組合の年金が１０．１％、国民年

金が２２．３％。

７ 調査世帯の税・社会保険料を除く年収の平均は５５０．７万円、一年間に支払った税・社会保険料の

平均は１０７．２万円、一ヶ月の生活費の平均は３０．０万円。
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郵便貯金の大量満期

先頃、郵政省より２０００年度から２００１年度にかけ

ての郵便貯金の流出予想額が示された。それによ

ると両年度合計でおよそ４９兆円の郵便貯金が流出

すると見込まれている。これは８０年代後半から９０

［要約］

・郵便貯金が大量の満期償還を迎えるが、個人の金融資産選択は、事後的に見れば必ずし

も効率的に行われている訳ではなく、金利や株価といった金融市場の動向にも影響され

ている。

・個人金融資産は９９年６月末現在１３３２．８兆円となっているが、その内約５５％が現金及び預

金となっており、株式および出資金は全体の９．１％、株式のみでは５．９％に留まる。また、

個人金融資産全体の伸びは、経済成長率や、金利・株価の影響も受けている。

・９０年代に入り、金融資産間の資金の移動が顕著となり、現金・預金への資金シフトが見

られる。定期性預金は、金利が高い時に伸び率も高まるが、現金及び要求払預金の伸び

は、その逆の動きをする。ただし、直近においては、低金利下において定期性預金が増

加している。郵便貯金の伸びは、銀行の定期性預金に近い動きをしているが、８０年及び

９０年前後に特徴的な動きをしている。

・株式資産は、株価の影響を大きく受ける。８０年代後半以降、株式資産への資金の流出入

が見られるようになるが、フローとしての金額は株価の動向に対し遅行関係にある。

・債券全体の資産は９０年代に入り急速に減少している。種類別では金融債の割合が最も高

い。金融債は９０年のワイドフィーバー時に資産残高が急増しているが、これの満期にあ

たる９５年以降は減少傾向となっている。９５年以降は他の有価証券のフローも減少してお

り、満期償還金は預貯金等に流れた可能性が高い。

・預貯金の中では、金利が高くなると、相対的に定期性預金が選択される割合が高くなる。

また、有価証券は９０年以降資金の流出が続いているが、株価との関係から今後は有価証

券の選好が高まる可能性も指摘できる。

・過去の動向から推測すると、郵便貯金の大量満期金は一旦は流動性預金や定期性預金に

預け入れられる可能性が高いが、最近の金融商品を取り巻く環境変化から、今後の金融

市場の動向によっては、有価証券等にも資金がシフトする可能性が高まると思われる。

調査・研究

金融市場の変動と個人の金融資産選択

第三経営経済研究部研究官 堀 保浩

１８郵政研究所月報 ２０００．３
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年代初めにかけての、バブル末期の高金利時代に

預け入れられた１０年物定額貯金の満期償還が、１０

年後にあたる２０００年度以降集中的に出てくること

によるものである。

郵便貯金は、商品性や金利の水準により必ずし

も常に平準的に預け入れられている訳ではない。

図１は、郵便貯金の定額貯金と、定額貯金以外の

純増額の推移を見たものである。８９年から９０年に

かけては、定額貯金が純減となる一方で、それに

見合う形で定額貯金以外の貯金が純増となってい

る。金額に違いはあるものの、９１年から９２年にか

けては、これと逆の現象が見られるが、その後９７

年半ばまでは、概ねどちらもほぼコンスタントに

純増している。９７年半ば以降は、定額貯金以外の

貯金の純増が目立っている。

多くの貯金が満期を迎える時期はこれまでにも

あったが、預入限度額を引き上げる等の措置の影

響もあり、一時期にきわめて大量の償還を迎え、

かつ、制度的に再預入不可能な金額がこれほどま

でに膨らむのは、おそらく今回が初めてであろう。

郵便貯金の残高は、９９年９月末現在で約２５６．６

兆円となっており、簡易保険や年金資金と並び、

国の財政投融資計画の中枢を担う資金でもある。

従って、一時的に大量の資金が流出することは、

財政投融資計画にも少なからず影響を及ぼす可能

性がある。もちろん郵便貯金としても、貯金の流

出に対して何らかの策も講じているし、また流出

した資金が、国債や財投債、あるいは資金運用部

から資金を借り入れている機関が発行する財投機

関債に向かえば、財政投融資の資金繰りとしての

影響は軽減されるであろう。

ところで図１にも見られるように、金利のピー

クと定額貯金の純増額のピークは必ずしも一致し

ていない。例えば１０年国債の表面利率のピークは、

直近では９０年１０月の７．９％である。郵便局の定額

貯金金利（３年以上）も、９０年９月１７日から実施

の６．３３％がピークである。その後の金利の動向か

ら事後的に判断すれば、９０年後半に、預入期間が

長い定額貯金（最長１０年）や、１０年物あるいは２０

年物の国債などに資金を振り向けるのが最も効果

的であった。しかし、当時は短期の金利の方が長

期の金利よりも高く（逆イールド）、５年物の利

付金融債の表面利率は８．０％、それを預入元本方

式にした金融商品であるワイドは９．６０６％の利回

りとなり、募集期間末期にワイドを扱う長信銀な

どに預金者が列をなしたのは記憶に新しい。従っ

て、このような現象の背景には、個人の資産選択

に対する何らかの意図が込められていたものと判

断できる。

預け入れをしていた金融商品が、満期償還を迎

え、現金化され、その後再び何らかの金融商品に

預け入れられるという点からみると、郵便貯金の

流出見込額あるいは最終的な流出見込額ではなく、

満期償還額である１０６兆円の行方が注目されると

ころである。別の金融機関に預け換えるという手

間を考慮しなければ、郵便貯金に再び預け入れら

れる金額も、１０６兆円の資産選択の結果のひとつ

であると言える。しかも郵便貯金は、ほとんどが

個人の預け入れであることを考えると、現在の金

融環境の下での、個人の金融資産選択そのものを

表している。

図１ 郵便貯金の純増額の推移

出所：郵政省

１９ 郵政研究所月報 ２０００．３
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１ 貯蓄に関する世論調査

それでは、個人はいかなる選好意識をもって金

融資産の選択をしているのであろうか。これにつ

いては、貯蓄に関する調査がデータを提供してく

れる。例えば、郵政省郵政研究所では、２年毎に

「家計における金融資産選択に関する調査」を

行っており、平成１０年度第６回調査（平成１０年１１

～１２月調査）がこの程まとまったところである。

また、貯蓄広報中央委員会は毎年「貯蓄と消費に

関する世論調査」を行っている。しかし前述のよ

うに、事後的に見れば必ずしも個人の金融資産選

択は効率的に行われている訳ではないし、世論調

査の結果に違和感を覚えることも少なくない。例

えば、貯蓄広報中央委員会が９９年９月に発表した

「貯蓄と消費に関する世論調査（平成１１年）」で

は、「金融資産を選択する際に重視すること」の

問いに対し、「元本が保証されている」との答え

が３３．８％と最も多く、しかもここ４年程で急速に

その比率を高めている（図２―１）。ところが、

元本が保証されている代表的な金融商品としては

金融機関等の預貯金であるが、現在これらの利回

りは概ね０．２％に満たない水準である。預貯金者

はこれらの収益性を当然認識している筈であり、

それでも敢えてこれらの金融商品を選択するのは、

そこに何らかの意思が働いていると思われる。

同様に、「値上がりが期待できる」との回答と、

株式との関係を見ると（図２―２）、株価がピー

クを迎える８０年代末にかけては「値上がりが期待

できる」と答えた割合はほぼ２～４％で推移して

いたが、その後、株価の下落とともにその比率が

低下し、足許で再び高まりつつある。すなわち、

株価が高かった８０年代の、とりわけ後半に株式の

比率を高めていれば、その後の株価下落により損

失を被っている筈であり、株価が低かった９０年代

半ばに株式の比率を下げていたとすると、その後

の株価の上昇を享受できないことになる。後述す

るように、ストックで見た個人の株式資産は、株

図２―１ 金融商品を選択する際に重視すること

出所：貯蓄広報中央委員会、日本銀行
（注） 現金・預金の伸びと割合は、調査時期に合わせ各年

の第２四半期を基準。

図２―２ 金融商品を選択する際に重視すること

出所：貯蓄広報中央委員会、日本銀行
（注） 現金・預金の伸びと割合は、調査時期に合わせ各年

の第２四半期を基準。

図２―３ 金融商品を選択する際に重視すること

出所：貯蓄広報中央委員会、日本銀行
（注） 株式のフローは、調査時期に合わせ各年の第２四半

期を基準として直前４四半期の平均。

２０郵政研究所月報 ２０００．３
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価の変動に大きく影響されているが、フローでみ

ても上記の関係は概ね妥当している（図２―３）。

このように個人の金融資産の選択は、金利や株

価にも影響されていることがうかがえる。もちろ

ん世論調査が間違っていると言うのではなく、

「元本が保証されている」との答えが最も多い訳

であるから、現在は、結果として預貯金が選択さ

れる可能性が高いのであろう。しかし資産選択の

結果には、金融市場の変動も影響していると推測

されるため、その関係を明らかにしようとしたも

のが本レポートである。

２ 個人金融資産の全体像

日本銀行の「平成１１年第２四半期の資金循環（速

報）」によると、９９年６月末現在の家計部門の金

融資産残高は、１３３２．８兆円となっている。その一

方で、金融負債残高も３８９．９兆円にのぼり、資産

と負債の差額は９４３．０兆円である。資産を種類別

に見ると、現金・預金が最も多く、その中でも定

期性預金が約８割を占めている。株式・出資金は

全体の約９．１％、株式のみに限ると５．９％となる。

株式以外の証券は全体の約６．３％となっており、

株式以外の証券の中では、国債・金融債といった

債券が、２１．８兆円であるのに対し、投資信託受益

証券・信託受益権が５９．４兆円となっている（表１、

図３）。

投資信託は、株式投資信託と公社債投資信託に

分類されるが、資金循環表では内訳は示されてい

ない。社団法人「証券投資信託協会」の統計によ

れば、９９年６月末現在の株式投資信託の純資産総

額は５０．２兆円であり、その内、株式投資信託が

１２．８兆円、公社債投資信託が３７．３兆円である。株

式投資信託の信託財産が、全て株式で構成されて

いる訳ではなく、１２．８兆円の純資産総額の内、実

際に株式に投資されているのは６．６兆円である。

すなわち全体の純資産総額に占める株式の組み入

れ割合は１３．１％である。これらの数字には、法人

が保有している投資信託も含まれているが、家計

表１ 家計部門の金融資産の内訳
単位：億円

金融資産残高合計 １３，３２８，１７７

現金・預金 ７，３１８，２０６ 流動性預金 １，１４１，０１１

定期性預金 ５，８５８，８１３

譲渡性預金 ６２１

外貨預金 １９，２５５

株式以外の証券 ８２４，０９８ 国債 ６３，５２１

地方債 ３，９４１

政府関係機関債 ６，１４６

金融債 １３７，５４４

事業債 ６，４０７

投資信託受益証券 ２７８，７８９

信託受益権 ３１４，８５５

株式・出資金 １，１８７，６８０ うち株式 ７８３，３６２

保険・年金準備金 ３，６２８，６９２ 保険準備金 ２，４３３，３２１

年金準備金 １，１９５，３７１

対外証券投資 ３９，６２０

金融負債残高合計 ３，８９８，５８６

民間金融機関貸出 ２，３７８，４４５ 住宅貸付 １，０１７，６７２

消費者信用 ３８３，７８４

公的金融機関貸出 ８９９，９４４ うち住宅貸付 ７５８，８２６

出所：日本銀行

図３ 家計部門の金融資産構成

出所：日本銀行

２１ 郵政研究所月報 ２０００．３
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が保有している証券投資信託の受益証券もこれら

の比率と同程度であると仮定すると、２７．９兆円の

うち１３．１％に相当する約３．７兆円が間接的に株式

で保有されていることになる。この額と、株式の

額を合計すると、金融資産全体に占める株式等の

比率は６．２％となる。

家計の金融資産は、金利や株価の変動の影響を

受けながらも順調に残高が伸びてきた（図４）。

金融資産と経済成長率の伸びを前年同期比で比較

してみると、伸び率の絶対水準には差があるもの

の、緩やかな関係は見い出すことができる（図５）。

金融資産は、当然の事ながら金融市場の変動の

影響を受ける。例えば預貯金は、所得の増加に

よって増えるが、そこから派生する利息によって

も増加する。すなわち金利が高い時期には、同じ

元本の預貯金でも、金利によって自己増殖的に増

加する分も多くなる。また株式は、株価の上昇に

よっても資産の額は増加する。これらから、家計

の金融資産の伸びを、金融資産に大きな影響を及

ぼすと思われる経済成長率、金利、株価によって

回帰を試みた結果が図６である。

（参考） 主要国の個人金融資産の内訳

同じ時期での主要国の個人金融資産は図３―Ａ、

図３―Ｂ、図３―Ｃ、図３―Ｄで示してある。な

お、日本の内訳は、資金循環統計の旧ベースを用

いている。各国の統計の取り方や、金融商品の違

いから、一律に比較することは困難ではあるが、

総じて日本は銀行預金等の元本保証・確定利付型

の金融商品の割合が高く、有価証券の割合は低い

と言える。

３ 現金・預貯金

預貯金は日本の個人金融資産の大半を占めてい

る。９９年６月末現在、現金と預金を合わせると金

融資産の５４．９％、流動性預金・定期性預金・譲渡

性預金・外貨預金の合計では５２．７％を占めている。

資産の伸びを前年同期比で見てみると、現預金

の伸びは、金融資産の大半を占めていることもあ

図４ 家計の金融資産の推移（年末値）

出所：日本銀行

図５ 家計の金融資産の伸びと経済成長率

出所：経済企画庁、日本銀行

図６ 家計の金融資産と経済環境

決定係数（自由度修正済み）：０．８７５８１８
期間：６６年～９８年（暦年）
出所：経済企画庁、日本銀行、東京証券取引所資料より作成

２２郵政研究所月報 ２０００．３
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金融資産全体の伸び（前年同期比）�

現金・預金の伸び（前年同期比）�

り、金融資産全体の伸びとかなり近い動きとなっ

ている（図７）。その中で、８０年代には長期間に

渡り、金融資産全体の伸びを下回っている。８０年

代、とりわけ後半は株価の上昇が顕著であったた

め、資産全体が株価上昇の影響も受けて膨張して

いることもあり、これが伸び率の乖離に繋がって

いる可能性がある。反対に、９０年以降は株価の下

落により、その逆の現象が起きている。

株価の影響を除くため、フローで比較してみる

と、金融資産のフローと現金・預金のフローは９０

図３―Ａ 個人金融資産の内訳

出所：日本銀行

図３―Ｃ 英国の個人金融資産

出所：国立統計局

図３―Ｂ 米国の個人金融資産

出所：FRB

図３―Ｄ ドイツの個人金融資産

（出所：ドイツ連銀）
（注） 各国とも９８年末現在

図７ 金融資産と、現金・預金の伸び

出所：日本銀行

２３ 郵政研究所月報 ２０００．３
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年までは概ね近い動きとなっているが、９１年以降

は金融資産全体のフローは前年に比べて、横這い

ないし減少しているが、現金・預金は増加傾向が

うかがわれる（図８）。特に９１年及び９３～９５年は、

全体のフローが減少もしくは横ばいであるのに対

し、現預金のフローは増加している。これは図９

にも見られるように、金融商品別に見てもそれま

ではフローが流出超過となる金融商品はほとんど

無かったものが、８０年代後半、とりわけ９１年以降、

金融商品によっては流出するものも目立ち初め、

異なる資産の間で資金シフトが生じ、他商品から

現金・預金にシフトした結果である可能性が指摘

できよう。

現金、要求払い預金、定期性預金に分けて伸び

率を見てみると、定期性預金の伸びは、資産全体

の伸びに近い推移をしているが、現金及び要求払

い預金はやや異なる動きをしている。また、現金

と要求払い預金は極めて近い動きを示しており、

この点においては、要求払い預金は貯蓄商品と言

うよりも流動性を重視した現金類似商品と認識さ

れていると言える（図１０）。

現金・預金の伸びを、金利との関係において見

てみると、さほど強い関係は見られないようであ

る（図１１）。しかし、現金及び要求払い預金と定

期性預金に分けて見てみると、緩やかな関係が見

い出せる。すなわち、現金及び要求払い預金と普

通預金金利を見比べると、金利が上昇すると、現

金・要求払預金の伸び率は低下し、金利が低くな

ると伸び率は高まる傾向がある。現金や要求払い

預金といった流動性の高い金融商品は、金利水準

といった収益性よりも、機会費用が意識されてい

るようである。一方、定期性預金は、金利の上昇

に合わせて預金の伸び率が高まる傾向が見られる。

ただし、直近においては、超低金利が続いている

中で、定期性預金が緩やかに伸び率を高めている

（図１２、図１３）。

家計の金融資産、とりわけ現金や預金の残高は、

賞与の影響を受け易く、四半期単位で見ると第２

四半期と第４四半期に残高、フローとも金額が大

きくなる。そこで現金及び要求払預金と定期性預

金の、季節調整をしたフローを見てみると（図１４）、

前述同様に、現金・要求払預金のフローが少ない

図８ 金融資産と現金・預金のフロー

出所：日本銀行

図９ 金融商品別のフローの推移

出所：日本銀行

図１０ 種類別預金の伸び

出所：日本銀行

２４郵政研究所月報 ２０００．３
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時は定期性預金へのフローが大きいことが分かる。

現金・預金全体に占める定期性預金の割合で見て

も（図１５）、金利が高い時には、現金や要求払預

金よりも定期性預金に回される資金の比率が相対

的に高いことが見てとれる（定期性預金の占める

比率が１．０倍を上回るのは、現預金のフローが流

出超過となった時である。定期性預金のフローは、

原数値では９６年第１四半期及び９７年第１四半期に

流出超過となっているが、季節調整後のフローが

流出超過となったことはない）。従って、金利の

高い時には預貯金の中では、定期性預金がより選

好される、ないしは流動性預金から定期性預金に

資金のシフトが起きると言える。ただし、最近は

低金利が続く中でも、定期性預金に資金が流れて

いることは前述同様にここでも指摘できる。

郵便貯金の動向を、銀行預金（ここでは過去に

遡ってデーターが得られる都市銀行と地方銀行の

合計金額を採用している）と比較して見てみると、

趨勢的に預金、貯金とも伸び率が低下してきてい

る。また、郵便貯金の動きは、銀行の要求払預金

よりも、むしろ定期性預金の動向に、より近い傾

向がうかがわれる。その中で異なった動きを見せ

た局面は、８０年と９０年である。いずれも定額貯金

の金利が高かった時期であり、８０年頃は、郵便貯

図１１ 金利と現金・預金の伸び

出所：日本銀行

図１２ 普通預金金利と現金・要求払預金の伸び

出所：日本銀行

図１３ 定期預金金利と定期性預金の伸び

出所：日本銀行

図１４ 季節調整済みのフロー金額

出所：日本銀行

図１５ 定期性預金の占める割合

出所：日本銀行

２５ 郵政研究所月報 ２０００．３
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金の伸びと銀行預金の伸びが正反対の動きをして

おり、長期の高金利商品を持つ郵便貯金に資金が

シフトした可能性が高い。９０年頃は、やはり高金

利の定額貯金へ資金が流れ郵便貯金の伸びが高

まっているが、８０年前後と異なり、その直前に伸

びが大きく鈍化しており、その反動増も含まれて

いる。９０年から９１年にかけて大きく鈍化したのは、

８０年の郵便貯金の伸びの急増の反動減と推測され

る。８０年前後に大量に預け入れられた郵便貯金が

９０年に満期を迎え、一時的に流出したものが、当

時高金利であったために、再び郵便貯金に回帰し

てきたと言えよう。この間、銀行預金は郵便貯金

と逆の動きをしている（図１６）。

今回大量満期を迎える郵便貯金は、９０年頃に預

け入れられたものが満期を迎えるためであるが、

８０年と９０年の関係のみから推測すると、今回は、

郵便貯金が銀行預金に大量に流れ出すことも考え

られる。さらに９０年台前半は高金利のため、再び

郵便貯金に資金が回帰する環境が備わっていたが、

今回は極めて低金利の状況下にあり、郵便貯金へ

の資金の大幅な再流入とはならない可能性も指摘

できよう。また、個人銀行預金と郵便貯金との比

率を見てみると（図１７）、趨勢的に低下しており、

この点でも銀行への預金シフトがうかがえる。こ

の傾向は金利の推移とは関係が薄い。８８年頃から

９１年にかけてその比率が上昇した時期があるが、

これは７３年以降約１５年間３００万円に据え置かれて

いた郵便貯金の総額制限額（預入限度額）が、８８

年４月に５００万円、９０年１月に７００万円、９１年１１月

に１０００万円と比較的短期間に段階的に引き上げら

れていることによるものと思われる（表３）。金

利の上昇と預入限度額の両面で、郵便貯金へのシ

フトが後押しされた形となっている。現時点にお

いて制限額の引上げは予定されていないことから、

この点でも郵便貯金が流出した場合の再流入の可

能性は低いと言える。

４ 株 式

家計の株式資産は９９年６月末現在、出資金と合

わせて１１８．８兆円となっている。株式のみに限れ

ば７８．３兆円である。図１８は株式資産の推移である

が、他の金融資産と異なり資産残高が順調に増加

している訳ではなく、株式市場の影響を大きく受

けている。図１９は個人株式資産の前年同期比の伸

び率を、代表的な株価指数である東証株価指数

（以下、TOPIX）の前年同期比（期末値）と比

較したものである。グラフでも一目瞭然のように、

株式資産の増減は株価の上昇に負うところが大き

い。（資金循環統計の旧統計では、株式に限り時

価評価が適用されていることにもよる。）

そこで、なるべく株価の影響を排除するために、

図１６ 銀行（都市及び地方銀行）預金と郵便貯金

出所：日本銀行

図１７ 銀行預金と郵便貯金の比率

出所：日本銀行

２６郵政研究所月報 ２０００．３
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株式資産のフローと株価との関係を見てみると

（図２０）、ストックの伸びほど明確な関係は見ら

れない。また、株式のフローの金額は、８０年代の

前半まではあまり大きな変化が見られない。金融

資産のフロー全体に占める株式のフローの割合、

すなわち増加した金融資産のうち、どれだけ株式

に資産を振り向けたかを見ても、一時的な変動を

除けば、概ね±５％程度の範囲内に収まっている

（図２１）。この間の株価の変動は８０年代以降と比

べてもさほど大差がないことからすると、家計に

おいて株式という資産がまだ馴染みの薄い資産で

あり、株式市場の市況の変化に応じて積極的に保

有割合を変化させていく対象の資産では無かった

と推測される。

図２０のように、フローの金額で見ても四半期単

位の資金移動は振幅が大きい。そこで４四半期の

移動平均をとり、TOPIXの騰落率と比較したも

のが図２０―２である。

図は株式のフロー金額に変化が見られ始めた８０

年以降を見たものであるが、バブル崩壊直後の９２

年頃までは、TOPIXに概ね１年程度の先行性が

見られる。すなわち、株式が１年程度に渡って上

昇を続けたのを見て、その後１年かけてフローの

金額も増え始めるといった関係である。９３年以降

はこの関係が崩れているように見えるが、さらに

TOPIXを２年先行させたものが図２０―３である。

２年先行させることにより、上記のような関連性

が見出せるのだが、株価が上昇した後、１年おい

て、２年目以降フローの金額が伸びてくるという

のは、実際の投資行動に照らし合わせてみると合

理性を欠くように思える。むしろ、バブルが崩壊

し、株価が大幅に下落し、投資意欲が著しく減退

した状況下においては、それ以前に比べ、より株

図１８ 株式資産とTOPIX

出所：日本銀行、東京証券取引所

図１９ 株式資産とTOPIXの伸び

出所：日本銀行、東京証券取引所

図２０ 株式のフローとTOPIX

出所：日本銀行、東京証券取引所

図２１ 株式のフローの占める割合

出所：日本銀行、東京証券取引所

２７ 郵政研究所月報 ２０００．３
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式に対する投資行動が慎重化したと見るべきであ

ろう。

株価は８０年代の後半から上昇のペースを加速し、

８９年末にピークを付けるが、この間、株式のフ

ローは株価の上昇とは反対にむしろ流出傾向であ

る。もちろん前述のように、ストックと株価の関

係は非常に強いため、それまでに保有していた株

式が株価上昇の恩恵を受けたことは間違いないが、

この間に、追加的に株式に資金を投入し、新規資

金まで株価上昇の恩恵を受けたとは言い難い。８７

年第４四半期に３８．８兆円の大量のフローの流入が

あるが、これはNTTの民営化後初の株式売り出

しによるものと思われる。これを除けば、８５年第

１四半期から８９年第４四半期までの４年間で、

３．３兆円の流出となっている。９０年以降は、一時

的に株価が上昇する局面もあるが、株式市場は総

じて軟調な推移となり、個人の株式のフローも流

出傾向が強く、またその金額も相対的に大きく

なっている。

株価は９８年後半を底に上昇基調となってきてい

るが、前述のようなタイムラグを考えると、すぐ

に株式に資金が流入するとは見込み難い。しかし、

フロー金額の流出額も、振れはあるものの着実に

減少してきており、株価の上昇基調が長期に渡る

ような状況となれば、株式への資金シフトも起こ

りうる素地が整いつつあると言えよう。

５ 債 券

個人の債券の保有額は意外に少ない。９９年６月

末現在の、国債・地方債・政府関係機関債・金融

債・事業債の合計は２１．８兆円で、株式の３割にも

満たない。比較的金融資産に対するリスク回避傾

向の強い日本においては、やや違和感を感じる。

金融資産全体の伸びと、現金・預金の伸びは比較

的近い動きをしているが、確定利付の金融商品と

いう点では預金に近い性格を持つ債券は、全体の

伸びとも異なる動きをしている。とりわけ８０年代

後半は異質な動きとなっている（図２２）。すなわ

ち８０年台半ばまでは、伸び率に差はあるものの、

資産全体の伸び率が高まっている時には、債券の

資産の伸び率も高まっている。しかし８０年代半ば

以降はほとんど関連性が見出せない。

９９年６月末現在、債券の保有額は２１．８兆円であ

図２０―２ 株式のフローとTOPIX

出所：日本銀行、東京証券取引所

図２０―３ 株式のフローとTOPIX

出所：日本銀行、東京証券取引所

図２２ 金融資産と債券の伸び

出所：日本銀行

２８郵政研究所月報 ２０００．３
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るが、債券を内訳別に見ると国債と金融債の比率

が高い。７０年代半ばまでは公団公庫債の残高が国

債の残高を上回っていたが、その後は国債の大量

発行の影響も受け、８０年代半ばまで国債の残高が

急速に増加している（図２３、２４―１、２４―２）。

以下、金額的にも大きく、四半期データが遡って

入手可能な国債と金融債について見ていくことに

する。

国債保有額の残高は、７０年代後半から急速に増

加している。その後８５年第４四半期末の１６．４兆円

をピークに残高は急速に減少に転じている。国債

の発行額は、８０年代半ば以降も着実に増加してお

り、発行残高に占める個人の保有割合は急速に低

下していることになる。

国債の保有残高に影響を与えると考えられる制

度的な要因のひとつに税制が挙げられる。個人が

少額の国債を保有するに当たって、受取り利息が

非課税となる「少額公債特別非課税制度（いわゆ

る特優）」が１９６８年４月に導入された。当初は額

面５０万円であったが、その後７２年１月に１００万円、

７４年４月からは３００万円に増額されている。８８年

４月には、特優は老人等に限定され、９４年１月に

３５０万円に増額され現在に至っている。特に影響

度合いが大きいと推測されるのは、７４年４月の

３００万円への増額と、８８年４月の一般向けの廃止

であろう。７４年４月に３００万円に引き上げられて

暫くした時期から徐々に残高を高め、特にフロー

で見るとこの頃から国債への資金の流入が増え始

めている（図２５）。しかし、８８年４月の一般向け

特優の廃止時期には、既にそれ以前から国債の保

有残高は減り始めており、逆に制度廃止以降にフ

ローの金額が増加した時期も見られ、制度の廃止

が国債の保有に影響を与えたとは言い難い。これ

は、この時、広く金融商品全般に渡る貯蓄税制も

同時に見直されており、少額貯蓄非課税制度（い

わゆるマル優）も同様に老人等に限定されたこと、

一般財形の非課税限度額も廃止されたこと、預貯

金・公社債の源泉分離課税率がそれまでの３５％か

ら２０％になったことなど、幅広い税制改正が行わ

れており、特優が無くなったからといって敢えて

国債を他の貯蓄商品に預け替えるメリットが無

かったことも影響していると思われる。

図２３ 国債保有残高と発行額

出所：日本銀行

図２４―１ 種類別債券保有残高（年末値）

出所：日本銀行

図２４―２ 種類別債券保有残高（９９年６月末）

出所：日本銀行

２９ 郵政研究所月報 ２０００．３
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国債の残高及び伸び率を、金利の推移と比較し

てみると、図２６に見られるように、８０年代以降、

９０年代の半ば頃までは金利との間に関連性が見え

る。すなわち、金利の低下局面で債券の保有額が

減少し、金利の上昇に合わせて保有額が増える傾

向にある。フローで見ると、より関連性が高いよ

うである（図２９）。直近において最も金利が高かっ

た時期は９０年１０月であり、この時の１０年国債の表

面利率は７．９％であった。国債のフローを見ると、

それに先駆けて９０年第１四半期には１兆９５１６億円

の過去最大の流入を記録し、９０年第３四半期にも

１兆１４２４億円の資金が流入している。ただし、国

債保有額の金融資産に占める割合を見ると、もと

もと国債の保有割合は金融資産の数パーセントに

過ぎないのであるが、この時期に割合が特に高

まっている訳ではなく、金融資産全体の伸びと同

程度の伸びに留まっていることになる（図２７）。

債券保有額のもうひとつの大きな柱が金融債で

ある。９９年６月末現在で、５債券合計２１．８兆円の

うち１３．８兆円、約６３％が金融債で保有されている。

図２５ 国債のフロー（暦年）

出所：日本銀行

図２６ 国債保有残高の伸びと金利

出所：日本銀行
（注） 国債利回りは、７１年までは７年物。８９年第２四半期

以降は競争入札による平均利回り。出所：日本銀行

図２８ 国債の残高と金利

出所：日本銀行

図２７ 金融資産に占める伸びと金利

出所：日本銀行

図２９ 国債のフローと金利

出所：日本銀行

３０郵政研究所月報 ２０００．３
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金融債の残高は、８０年代前半に緩やかに増加した

後、８０年代後半はほぼ横ばいで推移している（図

３０）。９０年に入り急速に残高の増加が見られるが、

これには金利の上昇が影響していると思われる。

利付金融債５年物の表面利率が直近において最も

高かったのは、国債と同様に９０年１０月であり、

８．０％であった。利付金融債を預入元本方式で、

途中の利息も表面利率と同じ利回りで複利運用し

たワイドは、その利回りが９．６０６％となり、これ

を扱う金融機関に預金者が殺到したことは有名で

ある。フローの金額で見ても（図３１）、９０年第４

四半期には３．３兆円の流入超過となっている。こ

れを機に利付金融債およびワイドの認識が高まり、

その後の金融債の残高の増加に寄与したことが考

えられる。

その後、９５年半ばから残高が減少の一途を辿っ

ている。まず第１に、９０年後半の高金利時期に購

入した５年物の利付金融債の償還時期にあたるこ

とが最大の要因であろう。さらに、表面利率の急

激な低下が挙げられる。９５年２月には４．０％だっ

たものが、９５年１２月には１．７％まで、２．３％低下し

ている。同時期の１０年物国債の応募者利回りは

４．５１１％から２．９０７％へ、１．６％の低下であったこ

とを考えると、相対的に利付金融債の魅力が低下

したと言えよう。

利付金融債について、もう一つの重要なことは、

長信銀の動向であろう。利付金融債は日本興業銀

行、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行の長信

銀３行のほかに、商工組合中央金庫、農林中央金

庫、東京三菱銀行（従来の東京銀行）、全国信用

金庫連合会により発行されている。しかし、発行

金額は圧倒的に長信銀３行が多い。図３２は９５年以

降の利金債のフローであるが、金融システムの不

安、とりわけ長信銀３行の動向により、金融債が

大きな流出を見ている。

それではこの利率の高い利付金融債の償還金

（フローの流出は必ずしも償還金だけではない

が）は、どの金融資産にシフトしていったのであ

ろうか。図３３―１は主な金融商品の年間のフロー

の金額であるが、この間、現預金と保険を除く他

の金融商品は、ほとんど流出超過になっている。

わずかに資金の流入が見られるのは、国債が９６年

に流入に転じ、９７年は１．２兆円の流入超になって

図３０ 金融債の残高と金利

出所：日本銀行

図３１ 金融債のフローと金利

出所：日本銀行

図３２ 金融機関の動向と金融債のフロー金額

３１ 郵政研究所月報 ２０００．３
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いるのと、投資信託が９８年に流入超に転じるくら

いである。フローに占める各金融商品の割合でみ

ても（図３３―２）、この構図は当然変わらないが、

特に現預金等の比率が顕著に高まっているのが分

かる。

従って、９５年からフローの流出が始まり、９６年

には年間で４．６兆円の流出超過をみた金融債の資

金は、結局、現金や預金に吸収されていった可能

性が高いと言える。

６ 金融資産間の動き

次に預貯金の間、及び預貯金と有価証券の間に、

金融市場の変化に対していかなる関係があるか見

てみよう。

６．１ 定期性預金と流動性預金の関係

現金・預貯金の項目で述べたように、現金と要

求払預金は比較的似通った資産の推移をしている。

そこで、現金及び要求払預金の合計額と、定期性

預金の額を見比べ、いわゆる金融資産の中での流

動性選好を見てみよう。

図３４―１は、定期性預金のストックの金額を、

現金及び要求払預金のストックの金額で除したも

の（以下、定期性／流動性預金倍率、又は単に倍

率という）を預金金利の推移と比較してみたもの

である。７０年代前半までは２倍台で安定的に推移

しているが、その後８０年台半ばにかけて趨勢的に

定期性預金の割合が増加している。前述のように、

金融資産間で資金の出入りが始まる８０年台半ば以

降は、その割合にも変動が見られる。

図３４―２は、同じものを８５年以降について見た

ものである。定期性／流動性預金倍率は、預金金

利の水準と似たような関係が見られる。倍率が金

利水準にやや遅行しているが、倍率は直前４四半

図３３―１ 金融商品別のフローの金額

出所：日本銀行

図３３―２ フローに占める商品別の割合

出所：日本銀行

図３４―１ 定期性／流動性預金倍率と預金金利

（注） 定期性／流動性預金倍率は４四半期の移動平均。
１年定期預金金利は、９１年以降は預入額３００万円未満

のもの。
出所：日本銀行

３２郵政研究所月報 ２０００．３



85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
0

1

2

3

4

5

6

7

8

定期性/流動性預金倍率（左軸）�
１年定期預金金利（右軸）�
普通預金金利（右軸）�

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5
（倍）� （％）�

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

85 87 89 91 93 95 97 99
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

定期性/流動性預金倍率（左軸）�
１年定期預金と普通預金の金利差（右軸）�

（倍）� （％）�

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
（倍）�

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（％）�

定期性/流動性預金倍率（左軸）�
�１年定期預金金利（右軸）�
普通預金金利（右軸）�

期の移動平均をとっているため、１年の遅行関係

から言えることは、「金利が上昇すると、その後

１年程度にわたり、定期性預金の割合が増加す

る。」という関係である。これは、同様にフロー

でみた定期性／流動性預金倍率と金利の関係を比

較した図３６からも分かるように、金利のピーク時

においてフローの定期性／流動性預金倍率が高く

なっており、金利が上昇すると定期性預金に資金

がシフトする傾向がうかがわれる。ただし、直近

の金利のピークは９０年第４四半期であったのに対

し、定期性／流動性預金倍率のピークは９３年第３

四半期と、大幅に遅行しており、金利が低下を始

めてからも定期性預金に資金がシフトしていたこ

とを示している。

その後は一貫して倍率は低下しており、歴史的

な低金利と、低金利の長期化を受けて流動性預金

へのシフトが止まらない状況となっている。ただ

し、９６年以降は、緩やかではあるが定期性預金の

伸び率が高まり、要求払預金の伸び率が鈍化して

いるため、この倍率の低下傾向にも歯止めがかか

りつつある。

代表的な定期性預金である１年定期の金利と、

代表的な要求払預金である普通預金の金利差を、

定期性／流動性倍率と比較したものが図３５である。

金利選好が高ければ、金利差の拡大によって、よ

り高い金利を求めて、資金がシフトするとの考え

方から検証したものであるが、金利の絶対水準で

みた場合と大きな違いは見られない。ただし、預

貯金金利の自由化が完了したのは、９４年１０月であ

り、それまでは預貯金金利も現在に比べて硬直的

であったため金利選好が働きにくかった。しかし、

最近は、預貯金金利は自由化されていても、金利

の絶対水準が低く、金利選好が働きにくい状況で

ある。今後自由化された金利体系下において、金

利の上昇が見られた時には、これまでと異なる動

きをする可能性もあろう。

図３４―２ 定期性／流動性預金倍率と預金金利
（８５年以降）

（注） 定期性／流動性預金倍率は４四半期の移動平均。
１年定期預金金利は、９１年以降は預入額３００万円未満

のもの。
出所：日本銀行

図３５ 定期性／流動性預金倍率と預金金利差（８５
年以降）

（注） 定期性／流動性預金倍率は４四半期の移動平均。
１年定期預金金利は、９１年以降は預入額３００万円未満

のもの。
出所：日本銀行

図３６ 定期性／流動性預金倍率と預金金利

（注） 定期性／流動性預金倍率は４四半期の移動平均。
１年定期預金金利は、９１年以降は預入額３００万円未満

のもの。
出所：日本銀行

３３ 郵政研究所月報 ２０００．３
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６．２ 現金・預金と有価証券の関係

現金や預金といった安全資産と、キャピタルゲ

インも期待できる有価証券との関係を見たものが

図３７である。ここでは株式、債券といった有価証

券に、証券投資信託を加えて有価証券と総称して

いる。

現金・要求払預金・定期性預金の合計額を、有

価証券の合計額で除したもの（以下、現預金／有

価証券倍率という）の推移を見てみると、やはり

８０年代半ばまでは比較的安定していたものの、そ

の後は変化が見られる。８０年代後半の株価の上昇

に合わせて現預金／有価証券倍率が低下、すなわ

ち有価証券の割合が上昇している。逆に株価が下

落に転じた９０年以降は、ほぼ一貫して現預金の割

合が上昇し続けている。

株式のところでも述べたように、ストックの株

式資産は株価の影響を大きく受けるため、株価の

変動によってストックで見た現預金／有価証券倍

率も影響を受けるが、９０年代は国債や金融債も概

ねフローが流出超過となっており、倍率を低下さ

せている。

株価の影響をなるべく排除し、フローの金額で

現預金／有価証券倍率を見たものが図３８である。

フローの金額は短期的には大きく変動するため、

図では４四半期の移動平均をとっているが、それ

でも８０年代後半は振幅が大きくなっている。現預

金の大半を占める定期性預金のフロー金額がマイ

ナスになることはほとんど無く、従って現預金全

体の移動平均の金額も常にプラスとなっているが、

有価証券は株式だけでなく、債券や投資信託を加

え、かつ４四半期の移動平均をとっても９１年第３

四半期以降は、９２年第４四半期を除き直近までマ

イナスが続いている。

フローの流出が常態化した９１年以降について見

てみると（図３９）、現預金／有価証券倍率はマイナ

スながらも、TOPIXの前年同期比と関連性が見

られる。すなわち、株価が上昇すれば現預金に比

べて有価証券のフローの流出が緩和されるという

ものである。９８年後半をボトムに株価は上昇に転

じてきており、今後の株式市場の動向によっては、

有価証券のフローの流出が止まり、現預金／有価

図３７ 現預金／有価証券倍率と金融市場

出所：日本銀行、東京証券取引所

図３８ 現預金／有価証券倍率と金融市場（フロー）

出所：日本銀行、東京証券取引所

図３９ 現預金／有価証券倍率と株価（フロー）

出所：日本銀行、東京証券取引所

３４郵政研究所月報 ２０００．３
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証券倍率の上昇にも歯止めがかかる可能性があろ

う。

また、図４０は、代表的な４種類の有価証券のフ

ローの金額の推移を見たものである。これまでに

も述べてきているように、９０年代はほとんどフ

ロー資金の流出となっているが、足下で投資信託

にやや資金の流入の兆しが見られる。外資系の運

用会社の参入による運用成果の競争激化、銀行を

始めとする金融機関の窓販の開始やインターネッ

トの利用に見られるように販路の多様化など、投

資信託を取り巻く環境は整いつつある。投資信託

は、フローの金額で見ても株式や債券と並ぶ大き

な金額を占めており、ストックで見ると、株式に

は及ばないものの、債券の合計額を上回る。投資

信託の主な投資対象は、株式や債券であるため、

投資信託が増加するということは、間接的に株式

や債券の保有が増加することを意味する。少額な

資金でも分散投資が可能で、比較的投資資金の小

さい個人にとっては、現預金以外の資産形成とし

ては効果的な金融商品であるため、今後販売チャ

ネルの拡大により投資信託が増加傾向となる可能

性を持っている。今後の投資信託の動向は、現預

金／有価証券倍率に影響を与える可能性も生じる

であろう。

７ 信託・保険

信託受益権は、９９年６月末現在３１．５兆円で、全

体の約２．４％となっている。残高は９４年までは順

調に増加してきたが、９５年以降は、暦年でもフ

ローが純減となり、残高も９４年末の８０．６兆円を

ピークに減少の一途を辿っている（図４１）。

資産の伸びを、金融資産全体の伸びと比較する

と、概ね似通った推移をしている（図４２）。８１年

から８２年にかけて金融資産全体の伸びを大きく上

回っている局面が見られるが、これは、８１年６月

から貸付信託の一種であるビッグの販売が開始さ

れたことが影響していると思われる。

信託の伸びは、金利の推移にも近い動きをして

いる（図４３）。概ね金利の動きに若干遅行する関

係が見られるが、８９年には金利に先行して伸び率

が鈍化している。この時期は金利が高く、また株

価も８９年末までは堅調に推移しており、他の金融

資産へ資金が流れ、相対的に信託の伸びが鈍化し

た可能性が高い。定期性預金、国債、金融債とも

８９年後半から９１年にかけて、金融資産全体の伸び

を上回る伸びとなっている。株式も、フローの四

図４０ 商品別フローの金額

出所：日本銀行

図４１ 信託の資産とフローの推移

出所：日本銀行

３５ 郵政研究所月報 ２０００．３
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半期移動平均で見ると、９０年後半には５０００億円を

上回る資金の流入となっている。

保険・年金準備金は、９９年６月末現在３６．３兆円

で、金融資産全体の２７．２％を占め、現金・預金に

次いで高い比率を占めている。ただし、保険等は、

これまで述べてきたような金融商品に比べ、資産

の変動が少ない（図４４）。株価や金利の動向と比

較しても、他の金融商品ほどの関連性は見出せな

い（図４５）。

保険等は、他の金融資産と異なり、純粋な貯蓄

手段という側面の他に、保障という機能も合わせ

持っている。また、金融市場の動向により、例え

ば「金利が高い」、「株価が上昇している」からと

いって、保険料を減額したり、解約したりという

行動が、保障機能や、再加入の点から必ずしも有

効ではなく、機動性も持ち合わせていない。雇用

者所得の伸びと比較してみると（図４６）、最近に

至るまで、保険は所得を上回る伸びをしてきた。

その中で、８５年頃から保険の伸びが高まってい

る局面が見られる。金融商品としての保険の商品

性に大きな影響を及ぼす要因として、予定利率が

挙げられる。簡易保険や民間の生命保険の予定利

率は、以前はそれほど頻繁に変更されるものでは

なかったが、簡易保険は８４年９月に、民間の生命

保険は８５年４月にそれぞれ引き上げられている。

しかも、契約期間等により途中若干の変更は見ら

れるものの、およそ１０年ぶりの引き上げである。

図４２ 資産の伸び（前年同期比の推移）

出所：日本銀行

図４３ 信託の伸びと金融市場

出所：日本銀行

図４４ 金融資産と保険の伸び（前年同期比）

出所：日本銀行

図４５ 保険の伸びと金融市場

出所：日本銀行、東京証券取引所

図４６ 保険の伸びと所得の伸び

出所：日本銀行、経済企画庁

３６郵政研究所月報 ２０００．３



定額貯金金利（１年未満）�

定額貯金金利（１年以上）�

定額貯金金利（２年以上）�

定額貯金金利（３年以上）�

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
（％）�

また結果的にはこれが最後の引き上げとなり、９０

年以降は、資金運用の環境悪化もあり、予定利率

は引き下げの一途を辿ることになる。予定利率の

引き上げは、金融商品としての魅力を高めるだけ

でなく、払い込む保険料と、受けられる保障額と

の関係においても有利となる。８５年以降の保険の

伸びには、予定利率引き上げの影響を受けている

可能性が指摘できよう。なお、８６年９月には、

「２０歳以上５５歳以下で、加入後４年以上経過した

保険契約がある場合」という条件付きではあるが、

簡易保険の加入限度額がそれまでの１０００万円から

１３００万円に引き上げられている。

おわりに

前述のように、２０００年から２００１年にかけての郵

便貯金の償還額は１０６兆円と推計されている。定

額貯金の満期は、図１にも見られるように、９０年

にも大量満期を迎え、大幅に流出している。その

多くは８０年前後の高金利期に預け入れられたもの

と推測される。ただし、今回は前回と環境が大き

く異なる。まず第一に、金利の水準である。図４１

でも分かるように、８０年前後の高金利期に預け入

れられた貯金は、９０年の償還時期には当時ほどの

水準ではないにしても、幸運にも再び高金利時期

にあたっている。ましてや、その数年前には当時

としては史上最低の金利水準が比較的長く続いた

こともあって、９０年前後の金利水準は十分再預入

するに値する金利水準であったであろう。しかし

今回は、日本銀行自らも「異常」と認めるほどの

低金利である。預貯金者の意識によっては他の金

融商品に預け換えが生じても不思議ではない環境

下にあるといえる。

第二に、郵便貯金の預入限度額である。郵便貯

金の預入限度額は、随時変更されている（表３）。

ちなみに、８０年当時の預入限度額は３００万円で

あったものが、８８年４月には５００万円へ、さらに

９０年１月には７００万円に引き上げられている。仮

に８０年に８．０％（８０年４月１４日から実施の定額貯

図４７ 定額貯金の金利の推移

出所：日本銀行

表２ 予定利率の推移
（％）

簡 易 保 険 民 間 生 保

１９５２年３月 ４．００

１９５５年９月 ４．００

１９７４年１１月 ２０年未満 ５．５０

２０年以上 ５．００

１９７５年４月 ２０年以下 ５．５０

２０年超 ５．００

１９８０年９月 ２０年以下 ５．５０

２０年超 ５．００

１９８１年４月 １０年以下 ６．００

２０年以下 ５．５０

２０年超 ５．００

１９８４年９月 ６．００

１９８５年４月 １０年以下 ６．２５

２０年以下 ６．００

２０年超 ５．５０

１９９０年４月 ５．７５

終身 ５．５０

１０年以下 ５．７５

１０年超 ５．５０

１９９３年４月 ４．７５

１９９４年４月 ３．７５ ３．７５

１９９６年４月 ２．７５ ２．７５

１９９９年４月 ２．００ ２．００

出所：郵政省、「エコノミスト」
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金３年以上の金利）で１０年の定額貯金に３００万円

預け入れ、９０年に満期を迎えたとしたら、その金

額はおよそ６５７万円（税引き前）になっている。

預入限度額は、この定額貯金が満期となって出て

くる９０年４月に先駆けて、９０年１月に７００万円に

引き上げられており、その全額が再受け入れ可能

なことになる（なお、８０年当時の預貯金税制は、

総合課税が２０％、源泉分離課税が３５％の源泉徴収

率であったため、全額課税扱いの税引き後であれ

ば、それぞれおよそ５８６万円、５３２万円の満期金と

なる）。ところが今回は、預入限度額は９１年１１月

に変更された１０００万円のまま変更されない見込み

である。金利が最も高かった９０年～９１年に、預入

限度額の上限である７００万円を、６．３３％（９０年９

月１７日から実施の定額貯金３年以上の金利）で預

け入れしていたら、２０００年～２００１年の満期受取り

金額はおよそ１３０５万円（税引き前）となる。９０年

当時は既に一般の非課税枠は廃止されていたため、

２０％の一律分離課税の源泉徴収後であれば１１８４万

円の満期金となる。９１年１１月の１０００万円への引き

表３ 郵便貯金の預入限度額と、少額貯蓄・公債の非課税限度額の推移

年 月 郵便貯金の預入限度額 少額貯蓄非課税限度額 少額公債特別非課税限度額

１９４１年７月 ３，０００円 （銀行預金） ３，０００円

（銀行貯蓄預金） ５，０００円

１９４２年４月 ５，０００円 ７，０００円

１９４５年４月 １０，０００円

１９４６年８月 １０，０００円

１９４７年９月 ３０，０００円

１９４７年１２月 ３０，０００円

１９５２年４月 １００，０００円 １００，０００円

１９５５年６月 ２００，０００円

１９５７年４月 ２００，０００円

１９５７年１２月 ３００，０００円 ３００，０００円

１９６２年４月 ５００，０００円 ５００，０００円

１９６５年４月 １，０００，０００円 １，０００，０００円

１９６８年４月 ５００，０００円

１９７２年１月 １，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円

１９７３年１２月 ３，０００，０００円 ３，０００，０００円

１９７４年４月 ３，０００，０００円

１９８８年４月 （課税） ５，０００，０００円

（注） ３，０００，０００円

（注） ３，０００，０００円 （注） ３，０００，０００円

１９９０年１月 （課税） ７，０００，０００円

（注） ３，０００，０００円

１９９１年１１月 （課税） １０，０００，０００円

（注） ３，０００，０００円

１９９４年１月 （課税） １０，０００，０００円

（注） ３，５００，０００円

（注） ３，５００，０００円 （注） ３，５００，０００円

（注） 高齢者等に限る非課税枠。

出所：「日本の郵政」「公社債要覧」より作成。
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上げ後に、当時の金利５．５％（９１年１１月２９日から

実施の定額貯金３年以上の金利）で限度額上限の

１０００万円を預け入れしていれば、その満期金は、

税引き前で１７２０万円、税引き後で１５７６万円となる。

もちろんいくら金利が高いとは言え、全ての貯金

者が９０年当時に預入限度額一杯まで最長１０年の定

額貯金に預け入れをしていた訳ではないが、今回

は制度的に再預入できない資金が生じ（郵政省の

試算では、２０００年度及び２００１年度で２５兆円）、消

費に回さない限り必ず他の金融機関に預け換えし

なければならない分が出てくることである。

第三に、貯蓄を取り巻く環境の変化である。図

９にも見られるように、フローは暦年単位で見る

と流出超になったことは一度も無く、また８０年台

中頃までは金融商品別に見ても流出超となる商品

はほとんど見られなかった。しかし８０年代半ば以

降は、金融商品別に見ると、流出超となる商品も

出てくる。フロー全体の金額に占める個別金融商

品の比率にも変動が見られ、以前に比べ、お金が

最も居心地の良い場所を求めて金融商品の間をさ

まよい歩く可能性が高くなっていることが指摘で

きる。もうひとつの環境変化は、金融商品の販売

チャネルの多様化である。国債は、８２年４月の銀

行法と証券取引法の改正により、８３年４月から銀

行による長期国債の窓口販売が認められている。

また、８８年４月からは郵便局でも国債の窓口販売

を開始している。

直近で最も特筆すべきは、銀行等による投資信

託販売であろう。以前は証券会社、あるいは投資

信託会社の直接販売によっていた投資信託の販売

が、９７年１２月からは間借り方式により、銀行の店

舗において投資信託会社の販売が、さらに９８年１２

月からは金融機関本体による販売が始まっており、

現在では銀行、信用金庫、信用組合、生命保険会

社、損害保険会社にまで及んでいる。また、今後

は郵便局においても投資信託の販売が検討されて

いる。証券会社の販売網（営業店）は大手証券会

社でも地方となると１県１支店程度に留まる。金

融機関も当初は本店若しくは大型店のみの取り扱

いというのも見られたが、徐々に取り扱い店舗を

増加させている。投資信託はリスク商品であるた

め、容易には資金を投資しにくいと考える人も多

いと思われるが、少なくとも、「身近に投資信託

を取り扱っている金融機関の店舗がある」、「これ

まで取引のある金融機関の窓口でも投資信託が購

入できる」、といった利便性は格段に高まってい

る。さらにインターネットを利用して投資信託を

販売する証券会社等も増加し、投資信託の販売

チャネルは大きく拡大している。また、保険商品

も今後販売チャネルが拡大していく予定である。

もう一つ資金の行方を不安定にさせている要因

として挙げられるのは金融システムに対する不安

であろう。金融システムや金融機関に対する不安

が高まれば、信用力の高い郵便貯金に資金がシフ

トするとは単純には言えないが、金融商品の選択

とともに、預け入れ金融機関の選択も重要な要素

となる。今後ペイオフが解禁となることも金融機

関の選別をより一層厳しいものにさせることが予

想される。

個人の金融商品の選択は、事後的に見れば必ず

しも合理的とは言えないものの、これまで見てき

たように、金融市場の動向にも影響される。現在

は超低金利であり、現金及び要求払預金等で保有

する場合の機会損失が少なく、満期金は取り敢え

ず流動性の高い預貯金が選択される可能性が高い

であろう。ただし、低金利期であっても、その期

間が長期に渡っていることから、足許では流動性

預金へのシフトが頭打ちとなり、定期性預金への

シフトが見られ始めている。この傾向からすると、

満期金は取り敢えず流動性を重視しながらも、定

期性預金にも振り向けられることが予想されるが、

重要なことは、金利が上昇し始めた時に、取り敢
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えず入れておいた流動性預金等からのシフトが想

定されることである。株式は、株価に対してフ

ローベースでは強い関係は見出せないものの、継

続的な上昇基調が確認されるようになった時には、

資産選択にも影響を与える可能性は否定できない。

投資信託も、資産残高の前年同期比を見ると、そ

れまでマイナスを続けていたものが、９６年第２四

半期からプラスに転じてきている。暦年のフロー

で見ても９３年以降流出が続いていたものが、９８年

には増加に転じてきている。投資信託は種類に

よっては、株式、債券、預貯金のいずれの性格も

持つものであるが、金融市場の好転、販売チャネ

ルの拡大、ペイオフの解禁により現状に比べ預金

の元本保証性が低下することなどから、相対的な

魅力が増すことが予想され、資産選択にも影響が

出てこよう。一方債券は、金利が歴史的な低水準

にある現状では、流動性、将来に渡る収益性など

から見て選択されにくい資産であるかもしれない。

資産残高の伸び率でも、フロー全体に占める割合

でも二ケタを越えるマイナスが続いている。ただ

し現状でも、例えば、２年物の大口定期の金利が

０．１５％程度（９９年１２月６日現在）であるのに対し、

２年物の国債の応募者利回りが０．４３９％（９９年１１

年３０日条件決定、１２月２０日発行）であるなど、商

品性が認知されていないのではないかと思われる

ような状態も見られる。郵便局でも国債の窓口販

売を拡大するとの報道や、国債をアピールする広

告が打たれるなど、年限の多様化も含め、商品性

が広く認知されれば、現下の金融情勢においても

有力な貯蓄手段として選択される余地は高いと思

われる。

なお、ここでは個人金融資産の推移について見

てきたが、個人のもう一つの大きな資産である住

宅等の実物資産もまた、金利や地価といった環境

に大きく影響される。また例えば、住宅を購入・

改築する際には、その支払いが金融資産からなさ

れる等、実物資産の選好が、金融資産の選択にも

影響を及ぼすことになる。これらについては今後

の分析が期待されるところである。
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はじめに

前号では、携帯電話の利用をめぐるマナー意識

と行動の現状を検討したが、本号では、こうした

マナー意識や行動が、携帯電話の利用状況とどう

関わり合っているかという点を中心に考察するこ

とにしたい。用いるデータは、前号と同様に、

１９９９年１月～２月に首都圏在住の１６～５９歳男女

１０００名（有効回収）に対し実施した意識調査であ

る。

携帯電話の利用有無とマナー意識、マナー行動の

関連性

一般に、携帯電話やPHSをふだん使っている人

は、携帯電話マナーに関して非利用者にくらべて

寛容であり、迷惑を受けているという意識も低い

のではないかと予想される。また、携帯電話や

PHSを使っていい場所についても、非利用者にく

らべて幅広い場所での利用を認める傾向がみられ

るのではないか、と予想される。さらに、携帯電

話やPHSによる迷惑防止対策のあり方についても、

あまり厳しくない対策を求める傾向を示すことが

予想される。この点について、実際の調査データ

で検証してみた。

まず、まわりの人の携帯電話・PHS利用による

迷惑経験については、利用者と非利用者との間に

有意な差はみられない。どちらも、「よくある」

「ときどきある」を合わせると約８４％に達してい

る。携帯利用者自身の多くが、日常的に迷惑を感

じていることがわかる。この点では、事前の予想

を覆す結果だといえる。

しかし、これを場所別にみると、両者の間に違

いのみられない場面とはっきり違いのみられる場

面とに分かれていることがわかった。調査では、

１２種類の異なる公共的空間について、他人の携帯

電話やPHSの会話について「迷惑」「迷惑ではな

いが気になる」「気にならない」のいずれかで答

えてもらった。「電車やバスの中」「病院等の待合

室」「会議中」での携帯電話・PHSの利用につい

ては、利用者と非利用者との間に迷惑受け意識の

差はほとんどみられない。「新幹線のデッキ」に

ついても、非利用者で「気になる」割合が比較的

高かったものの、両者の間に「迷惑だ」という意

識には差がみられなかった。これに対し、その他

の公共空間については、利用者にくらべて非利用

者の方が迷惑受け意識が有意に高いという傾向が

一貫してみられた。すなわち、「ホテルのロビー」

「レストランの店内」「路上」「電車のホーム」「新

幹線の座席」「友人同士の飲み会の席」での携帯

電話・PHSの会話に関しては、携帯電話の非利用

者は利用者にくらべて、「迷惑だ」という人の割

合が有意に高かった（表１）。

また、どのような場所で携帯電話やPHSを使う

べきでないか、あるいは迷惑にならない範囲でな

視 点

携帯電話の利用状況とマナー意識

東洋大学社会学部教授 三上 俊治
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ら使ってもよいかという設問に関しては、表２に

示すように、利用者と非利用者の間にさらに多く

の場面でマナー意識の差がみられた。いずれの場

面でも、非利用者は利用者にくらべて携帯電話・

PHSの利用に対して厳しい規範を示す傾向がみら

れる。

携帯電話・PHS利用マナーの現状に対する評価

を利用者と非利用者で比較してみると、非利用者

の方が「かなり問題があり、なんとかしてほしい」

という厳しい見方をしている人が多い。携帯電話

の迷惑防止対策についても、非利用者の方が利用

者にくらべて、「法律や条令で使用禁止にして取

り締まる」「使用してもよいエリアといけないエ

リアを分ける」など厳しい対策を求める傾向がみ

られる。

携帯電話やPHSの利用状況とマナー行動、マ

ナー意識との関連性

それでは、携帯電話やPHSを実際に利用してい

る人について、その利用状況の違いがマナー意識

やマナー行動とどのような関連をもっているのだ

ろうか。この点を同じ調査データをもとに検討し

てみよう。ただし、分析対象は、携帯電話または

PHSを使っていると答えた５８４人が母数となって

いる。

まず、「電車内でも、かかってきた携帯電話・

PHSには出てしまう」など、他人に迷惑をかける

可能性のある行動をしているかどうか尋ねた７項

目のうち、実行項目数をカウントしてみると、ふ

だん携帯電話・PHSを私用よりも仕事用で多く

使っている人ほど、迷惑かけ行動を多くしている

という傾向がみられた。また、携帯電話の利用頻

表２ 場所別にみた携帯電話・PHSを「絶対に使うべきでない」という回答の割合
（携帯電話・PHSの利用者と非利用者の比較）

場 所 別 利 用 者 非 利 用 者 全 体 カイ２乗検定

混み合った電車やバスの中

ホテルのロビー

レストランの店内

繁華街の路上

電車のホーム

新幹線の座席

友人同士の飲み会の席

職場で勤務中

劇場、映画館、ホールなど

会議室、教室など

６４．２％

９．６

２４．３

３．４

４．５

４４．３

９．４

４０．９

８９．６

７９．１

７６．４％

１４．７

４４．０

９．４

１１．１

５５．５

１８．０

５８．９

９４．７

８９．４

６９．３％

１１．７

３２．５

５．９

７．２

４９．０

１３．０

４８．４

９１．７

８３．４

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．０１

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．０５

p＜０．００１

表１ 場所別にみた他人の携帯電話・PHSの会話について「迷惑だ」と感じる人の割合
（携帯電話・PHS利用者と非利用者の比較）

場 所 別 利 用 者 非 利 用 者 全 体 カイ２乗検定

ホテルのロビー

レストランの店内

繁華街の路上

電車のホーム

新幹線の座席

友人同士の飲み会の席

１３．２％

２９．３

５．８

７．２

５３．１

１１．６

１９．５％

４７．６

１４．２

１４．２

６３．０

２９．１

１５．８％

３６．９

９．３

１０．１

５７．２

１８．９

p＜０．０１

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．００１

p＜０．０５

p＜０．００１
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度の高い人ほど、迷惑をかける可能性のある行動

を多くしており、自分でも「まわりに迷惑をかけ

ている」という意識をもっているという傾向がみ

られた。

次に、「電車内では発信しない」「人のいない場

所に移動してかける」「公共の場ではいったん切っ

てかけ直す」などのマナー行動の実行度との関連

をみると、携帯・PHSを仕事用に使っている人の

方が私用で使っている人よりもマナーの実行度が

高い、利用頻度が高い人の方がマナー実行度がや

や高い、職場の人や顧客・取引先などとよく連絡

を取る人は、そうでない人にくらべてマナー行動

を多く行っているという傾向がみられた。場所別

のマナー行動と利用頻度との関連をみると、利用

頻度の高い人ほど、「電車やバスの中」「映画館や

劇場」「会議室や教室」「レストランや喫茶店」で

バイブレーションなどのマナーモードにしている

人の割合が高くなっている。また、利用頻度の高

い人ほど、職場で勤務中でも通常モードにしてお

く率が高くなっている。これに対し、利用頻度の

低い人ほど、公共の場所において電源を切ってい

るという回答の割合が高くなる傾向がみられる。

利用目的との関連では、全般的に、私用で使うこ

との多い人は、仕事用で使うことの多い人にくら

べて、公共の場所ではマナーモードにしておく割

合が高いという共通した傾向もみられる。

一方、公共の場所での携帯電話・PHSのマナー

意識と利用状況との関連をみると、迷惑受け意識

については利用頻度との間に有意な関連はみられ

ない。また、携帯電話・PHSの利用マナーの現状

に対する評価でも、利用頻度や利用目的との間に

有意な関連はみられない。場所別にみた携帯電

話・PHSのあるべき使い方についても、利用頻度

や利用目的の違いによる規範意識の差は認められ

ない。

このように、携帯電話やPHSを頻繁に使ってい

る人と、そうでない人との間には、迷惑をかける

という面での意識やマナー行動においては有意な

差がみられるものの、迷惑受け意識や公共的場面

での利用マナーのあり方に関する意識、評価には

とくに目立った違いはみられない。

おわりに

本稿では、携帯電話やPHSの利用マナーをめぐ

る意識や行動と利用状況との関連性を検討した。

その結果、利用者と非利用者の間では、全体とし

ての迷惑受け意識には大きな差はみられなかった

ものの、ホテルのロビーやレストランの店内など

のグレーゾーンに関しては迷惑意識にまだかなり

の落差があることがわかった。また、携帯電話を

絶対に使うべきでないという意見や、法律で使用

禁止にすべきだといった厳しい対策を求める意見

も、非利用者に多いという結果が得られた。裏返

していえば、携帯電話の普及が今後さらに進み、

大多数の人が携帯ユーザーになるにつれて、全体

としてのマナー意識は、これまでより寛容な方向

表３ 場所別にみたバイブレーションなどのマナーモードにしている利用者比率
（携帯電話・PHSの利用頻度との関連性）

場 所 別 高 頻 度 中 頻 度 低 頻 度 全 体 検 定

電車、バスなどの車内 ６０．８％ ５９．６％ ４４．３％ ５４．５％ p＜．００１

映画館、劇場など ４５．９ ３６．５ ２８．３ ３６．６ p＜．０５

会議室、教室など ５７．９ ４４．０ ３４．３ ４５．６ p＜．００１

レストラン、喫茶店など ４８．５ ４１．０ ３７．７ ４２．３ n.s.
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へと変化してゆくものと予想される。

現状では、まわりへの迷惑度に関してグレー

ゾーンとなっている公共空間での利用マナーのあ

り方が問われているといえよう。これに関しては、

利用者、非利用者ともに支持率の高い「使用して

もよいエリアといけないエリアを分ける」という

「空間的棲み分け」が、もっとも有効な対策とし

て推奨される。また、利用状況との関連では、利

用頻度の高い人や仕事用に利用している人ほど、

まわりに迷惑をかけているという自覚が強い反面、

マナーモードの利用率が高く、それなりにマナー

に気を配っている様子が伺える。このことから、

携帯電話のマナー機能の強化、マナーモードに関

する知識、利用技能の向上をはかることが、迷惑

防止対策として有効だと思われる。

こうしたメディア環境やリテラシーの改善とは

別に、人々の利用マナーを規定する要因として、

「社会規範意識」や「ライフスタイル」などの社

会心理的な側面にも注意を向ける必要がある。こ

の点については、次号でくわしく検討を加えるこ

とにしたい。
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○12月の景気動向指数（一致D.I.）は75.0％と６か月連続で50.0％を超えた。�
 

《ポイント》�
・景気と一致して動き、景気の方向感を示す一致D.I.（ディフュージョン・インデックス）は、12月に75.0％�
と景気の節目とされる50％を６か月連続で上回った。�
・景気に先行して動き、今後の景気の方向感を示す先行D.I.は、前月まで４か月連続で50％を上回った後、�
12月に50.0％となった。�
・12月の結果を受け、経済企画庁では「生産指数は緩やかな上昇傾向にあること、雇用関連の指標が厳し�
い状況にあるものの改善の動きが見られる一方、消費関連の指標が低調であること等の影響が見られる」�
との見解を示している。� （出所：経済企画庁　２月４日発表）�

【概　要】�
全体�
・景気は緩やかな改善が続いている。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�

政策効果の浸透やアジア経済の回復などの影響に加え、企業行動に前向きの動きも見られる。消費は収�

入の低迷等から足踏み、年末には減少した。住宅建設はやや水準を下げている。設備投資は減少基調だ�

が、一部に持ち直しの動きも。公共投資は、このところやや水準を戻している。生産は緩やかに増加し�

ている。輸出はアジア向けを中心に増加。雇用情勢は依然厳しい。�
内需面�
・12月の実質家計消費支出：前年同月比－4.0％（４か月連続の減少）。�

・12月の新設住宅着工戸数：年率換算値で116.1万戸（３か月連続の130万戸割れ）。�

・12月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比＋16.1％。�

・12月の公共工事着工総工事費：前年同月比＋9.5％（７か月ぶりの増加）。�

外需面�
・12月の通関貿易黒字：前年同月比－20.4％（９か月連続の縮小）。�

生産面�
・12月の鉱工業生産指数：前月比－1.4％（２か月ぶりの低下）。�

・12月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比＋0.3％（２か月ぶりの上昇）。�

雇用面�
・12月の完全失業率：4.6％（６か月ぶりの悪化）。�

・12月の有効求人倍率：0.49倍。�

物価面�

・12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％。１月の国内卸売物価：同－0.3％。�

景 気 の 現 状 �
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（％）�

先行指数�
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(出所)経済企画庁�
(注)シャドーは景気後退期を示す�
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○実質家計消費支出･････1 2月は前年同月比－4 . 0％と４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》�
・12月の実質家計消費支出は、前年同月比－4.0�
％と４か月連続で減少した。10費目中、「食�
料」､｢教育｣等８費目がマイナス寄与となり､�
「光熱・水道」､「保健医療」の２費目がプラ�
ス寄与となった｡�
・12月の小売業販売額は､同－1.2％と33か月連�
続で減少したが､前月に比べて減少幅は縮小�
した｡業種別にみると､「織物・衣服・身の回�
り品小売業」､「飲食料品小売業」等７業種�
中４業種で前年を下回った｡�

（出所：総�務�庁� ２月�８日発表�
通商産業省�１月�26 日発表）�
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○鉱工業生産･････1 2月の鉱工業生産指数は前月比－1 . 4％と２か月ぶりに低下�
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（注）シャドーは景気後退期を示す。12年１月、２月の点は予測値。�

企�業�部�門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比－1.1％と２か月ぶりに低�
下した。在庫指数は同－1.6％と２か月ぶり�
に低下した。その結果、在庫率指数は前月�
比＋0.3％と２か月ぶりに上昇した。�
・生産予測指数は、１月が前月比＋3.6％、２�
月同＋0.6％と拡大が見込まれている。�

・通産省は、｢総じて見れば、生産は緩やかな�
回復傾向にある｣とし、４か月ぶりに総括判�
断を上方修正した。�
（出所：通商産業省�１月�28日発表）�

鉱工業生産指数�

○通関貿易収支･･････12月の通関貿易黒字は前年同月比－20.4％と９か月連続の縮小�

海�外�部�門�

《ポイント》�
・輸出は､ＥＵ向けがマイナス幅を拡大させ�
たものの､アジア向けが二桁のプラスを続�
け､米国向けも２か月連続のプラスとなっ�
たことから、全体でも前年同月比＋3.5％�
と２か月連続のプラスとなった｡�

・輸入も､主要地域全てでプラスとなったこ�
とから、全体でも同＋16.0％と、２か月連�
続で二桁のプラスとなった｡�
・この結果､通関貿易黒字は１兆1,247億円、�
前年同月比では－20.4％と､９か月連続で�
前年同月の水準を下回った。�

（出所：大蔵省２月17日発表）�
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〇実質ＧＤＰ成長率･･･10－12月期は、前期比年率＋5.8％�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 注�)太字は前年比・前期比年率、斜体字は寄与度。�

《ポイント》�

・10－12月期の実質ＧＤＰ成長率（速報値）は、前期比年率＋5.8％と、前期に引き続き大幅な伸びとなっ�

た。ＧＤＰ価格指数（デフレーター）は、前期比年率＋2.0％となり、99年１－３月期と並ぶ高い伸びと�

なった。需要項目別に見ると、個人消費は前期比年率＋5.3％と堅調な推移を続けている。設備投資は、�

前期の二桁増の反動もあり、同＋2.5％と５四半期ぶりの低い伸びとなった。住宅は、同－1.2％と２四半�

期連続の減少となった。外需は、輸出は同＋6.9％、輸入は同＋10.6％と、いずれも前期より伸び率は低�

下し、寄与度は同－0.8％まで縮小した。民間在庫は、前期より274億ドル増加し、654億ドルとなった。�

政府支出は同＋8.4％と高い伸びとなった。� （出所：商務省�１月�28 日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�
・１月の非農業部門雇用者数：前月差＋38.7万人（失業率は4.0％に低下）。�

・１月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：56.3（12か月連続で50を上回る）。�

内需面�
・12月の小売売上高：季節調整済み前月比＋1.2％（自動車を除くベースは同＋1.4％）。�

・12月の住宅着工件数：季節調整済み前月比＋7.1％。�

・12月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比＋5.3％。�

外需面�
・11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＋3.7％の265億ドル�

（輸出同＋0.7％、輸入同＋1.4％。赤字額は過去最大を更新）。�

・11月の対日貿易赤字：63.7億ドル（前月より8.1億ドルの減少）。�

生産面�
・12月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.4％（製造業は同＋0.2％）。�

物価面�
・12月の生産者物価：前年同月比＋3.0％（コアは同＋0.9％）。�

・12月の消費者物価：前年同月比＋2.7％（コアは同＋1.9％）。�

金融政策�
・ＦＦ(ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ)金利誘導目標…0.25％引上げ5.75％。公定歩合…0.25％引上げ5.25％。�

（２月２日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で決定。）�

景　気　の　現　状�
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〇個人消費＜実質ＧＤＰベース＞（10－12月期）…前期比年率＋5.3％�
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（前期比年率、％）�

家�計�部�門�

《ポイント》�
・年末の小売統計などの好調さが伝えられ�

ていたが、個人消費は前期比年率＋5.3％�

と、引き続き高い伸びを示し、全体の成�

長率の押し上げに寄与した。内訳を見る�

と、耐久財が同＋11.8％、非耐久財が同�

＋6.1％と、いずれも前期より伸び率が高�

まった一方で、サービスは同＋3.5％の伸�

びに留まった。�

 
〇設備投資＜実質ＧＤＰベース＞（10－12月期）…前期比年率＋2.5％�
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《ポイント》�
・前回の統計発表時に、企業などのソフトウ�

ェアの支出が設備投資に算入されたことな�

どから伸び率が上方修正された設備投資は、�

前期の二桁増の反動もあり、前期比年率�

＋2.5％と、５四半期ぶりの低い伸びに留�

まった。�

・構造物の投資は同－5.3％と４四半期連続�

の減少となり、設備及びソフトウェアは同�

＋4.9％の伸びとなった。�

〇純輸出＜実質ＧＤＰベース＞（10－12月期）…輸出、前期比年率＋6.9％、輸入、同＋10.6％�
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《ポイント》�
・財・サービスの輸出は、前期比年率＋6.9�

％の伸びとなった。輸入は、国内景気の�

好調を反映し、同＋10.6％と高い伸びが�

続いている。輸出・輸入とも、財の伸び�

率が低下する一方で、サービスが伸びを�

高めている。�

・純輸出は3561億ドルの赤字となり、過去�

最大の赤字額となったものの、拡大のペ�

ースは徐々に鈍化している。�
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＜欧州主要国の失業率推移＞�

3

6
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９５� ９９�９８�９７�９６� ００年�

（％）�

フランス�

ドイツ� イギリス�

ドイツ、イギリス：景気改善、フランス：景気拡大を持続、�

《ポイント》�
【ドイツ】�
・1月の失業率は、失業者数が3.1万人減少の395.9万人となり、前月比－0.1ポイントの10.1％。東西�
別に見ると、旧西ドイツ地域では前月比－0.1ポイントの8.3％、旧東ドイツ地域では同－0.2ポイン�
トの17.5％。�

【フランス】�
・12月の失業率は、失業者数が4.1万人減少の258.4万人となり、前月比－0.2ポイントの10.6％。９月�
以降の４か月間だけで失業率が0.7ポイント低下するなど顕著に改善傾向。�

【イギリス】�
・12月の失業率は、失業者数が2.2万人減少の116.4万人となり、前月比－0.1ポイントの4.0％。�

（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、イギリス：景気改善、フランス：景気拡大を持続。�
内需面�
・［ドイツ］12月の国内資本財新規受注：前月比－1.2％、前年同月比＋8.1％。�
　　　　　　　12月の製造業新規受注：前月比－1.9％、前年同月比＋10.7％。�
　　　　　　　11月の小売売上数量：前月比－2.1％、前年同月比－2.5％。�

・［ドイツ］12月の鉱工業生産指数は107.9で、前月比＋0.7％、前年同月比でも＋2.9％。�

・［ドイツ］12月の消費者物価：前年同月比＋1.1％、12月の生産者物価：前年同月比＋1.1％｡�

・［ドイツ］11月の貿易収支：129億マルクの黒字、前年同月比－1.5％と減少（輸出が同＋14.3％、�
輸入が同＋17.5％と輸入の増加が輸出の増加を上回ったため）。�

　　　　　　　12月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋14.2％。�

・［フランス］12月の工業品家計消費：前月比＋0.1％、前年同月比では＋4.8％。�

・［フランス］11月の貿易収支：105億フランの黒字、前年同月比－14.5％と減少。�

・［フランス］11月の鉱工業生産指数（除く建設）は114.0で、前月比＋1.6％、前年同月比でも＋4.5%。�

・［イギリス］12月の小売売上数量：前月比＋0.6％、前年同月比＋5.4％。�

・［イギリス］11月の貿易収支：25億ポンドの赤字、前年同月比＋12.0％と赤字幅拡大。�

・［イギリス］12月の鉱工業生産指数は104.7で、前月比＋0.4％､前年同月比では＋2.1％。�

外需面�

生産面�

物価面�

金融政策�
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策金利：2月3日に3.00％から3.25％へ（0.25％引上げ）｡�
・イングランド銀行の政策金利：2月10日に5.75％から6.00％へ（0.25％引上げ）｡�

景� 気� の� 現� 状�
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上昇傾向の管内�

横ばい傾向の管内�

下降傾向の管内�

（�○�：上昇、―：横ばい、×：下降）�

総　合　的　な　指　標　の　動　き�

　11月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､12管内全てで前月比上昇となった｡有効求人倍率（季節調整値）�
は､７管内で改善､４管内で横ばい､信越管内で悪化した｡大型小売店販売額（店舗調整済）は､12管内全てで�
前年比減少した｡建設関連の指標では､新設住宅着工戸数は､東京､北陸など７管内で前年比増加､その他５管�
内で減少した｡建築着工床面積は､近畿､沖縄など８管内で前年比増加､その他４管内で減少した｡新車販売台�
数は､信越､北陸など８管内で前年比増加､その他４管内で減少した｡実質家計消費支出は､北海道､九州など�
５管内で前年比増加､その他７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�

《�11月の動き》�

・上昇傾向の管内�：東北、関東、信越、北陸、�

東海、近畿、九州、沖縄�
・横ば�い傾向の管内：北海道、東京、中国、四国�
・下降傾向の管内�：なし�

※�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�

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

1.1� 4.5� 5.7� 3.2� 3.0� 4.1� 4.6� 4.7� 0.1� 0.5� 4.8� 4.8� 4.5�

0.00� 0.00� 0.01� 0.01� -0.01� 0.01� 0.01� 0.00� 0.01� 0.00� 0.01� 0.01� 0.01�
-10.3� -8.2� -8.0� -6.1� -8.0� -3.0� -7.7� -8.3� -4.6� -4.2� -4.4� -5.1� -7.2�
27.4� -13.3� 6.4� 31.4� -10.1� 35.4� 0.6� 23.3� -0.5� -0.9� -5.8� 1.8� 8.1�
18.8� -22.3� 47.6� 44.8� -36.1� 31.5� 12.1� 48.8� -7.2� -11.3� 14.8� 268.2� 20.7�

3.4� 2.6� -2.0� -4.5� 4.4� 9.1� -0.6� 1.0� 2.0� -7.3� 3.8� 3.0� 0.1�
5.6� -1.8� -6.0� -9.9� -14.5� 5.0� -9.3� 1.5� 3.6� -11.8� 10.0� -2.6� -2.5�

74.6� 74.4� 66.7� 62.2� 60.1� 61.9� 57.2� 73.4� 67.5� 70.8� 74.7� 90.8� 65.7�

0.0� 0.3� 1.7� 0.2� 0.5� 2.3� 0.9� 1.0� -0.3� 0.0� 1.4� 0.6� 0.9�

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（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)

地 域 経 済 �
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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､�

10年�12月以降上昇基調で推移していたが､�11年５月から下落基調に転じた｡しかし､�10月に再び上昇し､横ば�

い傾向となっていた｡�11 月も前月比横ばいの�74.6 となっている｡総合的な判断も横ばい傾向を継続｡� 

◎� 東北管内� 

地域経済総合指標は､�10年�12月から上昇基調に転じた｡その後�11年６､７月には一�旦下落したものの､８月�

以降再び上昇し､�11 月も前月比＋�0.2 ％の�74.4 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月に一旦下�

降したが､６月以降再び上昇し､�11 月も前月比＋�1.1 ％の�66.7 となった｡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､�11 年４月以降下落基調で推移し､その後８､９月には一旦上昇したものの､�10 月には�

再び下降し､横ばい傾向となっていた｡�11 月も前月比＋�0.1 ％の�62.2 となっている｡総合的な判断も横ばい傾�

向を継続｡� 

◎� 信越管内� 

地域経済総合指標は､�11 年３月以降上昇基調で推移していたが､７月から下降し､横ばい傾向となっていた｡�

しかし､�11月は鉱工業生産指数の改善等から前月比＋�0.3 ％の�60.1 となり､総合的な判断は横ばい傾向から上�

昇傾向に転じた｡� 

◎� 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｡５､６月には一旦下落し�

たが､７月以降再び上昇し､�11 月も前月比＋�1.4 ％の�61.9 となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継�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､�11月も前月�

比＋�0.5 ％の�57.2 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２月以降は横ばい傾向で推移していた｡８月以�

降は上昇傾向となり､�1１月も前月比＋�0.7 ％の�73.4 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月以降再び上昇傾向に転じていた�｡�

しかし､�11月は新設住宅着工戸数の減少等から前月比－�0.2 ％の�67.5 となり､総合的な判断は上昇傾向から横�

ばい傾向に転じた｡� 

◎� 四国管内� 

地域経済総合指標は､�11 年４月以降下落基調で推移していたが､７月以降再び上昇傾向に転じていた｡しか�

し､�11 月は新設住宅着工戸数の減少等から前月比横ばいの�70.8 となり､総合的な判断は上昇傾向から横ばい�

傾向に転じた｡� 

◎� 九州管内� 

地域経済総合指標は､�11 年�4月以降下落基調で推移していたが､８月以降再び上昇基調に転じ､�11 月も前月�

比＋�1.0 ％の�74.7 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､６月以降は横ばい傾向で推移し､�10 月に再び上昇傾向�

に転じた｡�11�月も前月比＋�0.5�％の�90.8�となっている｡総合的な判断は上昇傾向を継続｡�
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・１月の�無担保コール翌日物金利�は、�0.02 ％～�0.03 ％と落ち着いた動き。年初は年末に続き、日銀による大量の�
資金供給が行われた。日銀は徐々に資金吸収を行い、積み上幅は�18日に約１か月ぶりに１兆円に戻った。� 

（�無担保コール翌日物加重平均金利：�0.0 2％�  １月�31日現在）� 
 
・１月の�ＣＤ３か月物金利�は、上旬に�0.06％、中旬に�0.10 ％～�0.11 ％、下旬に�0.08 ％で出合いが見られた。３�
月期末越えの資金ニーズは弱く、金利は落ち着いた動き。�  （�ＣＤ３か月物金利：�0.08 ％�  １月�25日現在）� 
 
・１月上旬の�1 0年最長国債利回り（業者間）�は、手掛り材料難で�1.680％～�1.720 ％の小動き。米国金利の上昇�
や日経平均株価の動向は大きな材料とはならなかった。�                  
  中旬も小動き。�11日に�12日の�10年債の入札が無難に消化されるとの見方から�1.705 ％まで低下した。利付�
国債の発行が相次ぐことを控え�13 日に�1.810 ％まで上昇した後、�18 日の６年債の入札を無難にこなすと�
1.735 ％まで低下した。� 
  下旬は、Ｇ７でゼロ金�利政策を当面続けざるをえないことが確認されたとの見方から堅調な地合いとなっ�
た�。�米国長期金利の低下もあり、�25日は�1.620 ％まで低下した�。�その後は金利急低下の反動から、�31日は�1.715 ％�
まで上昇した。�              （10年最長国債業者間利回り終値：�1. 715％�  １月�31日現在�）� 

(％�)  

国�内�金�利�

 

                日経平均�株価� 
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・１月上旬は、警戒された�2000 年問題で大きな混乱が�
起きなかったことから買い安心感が広がり、４日に２年�
４か月ぶりに�19000 円台を回復した。その後は、米国株�
安と情報通信関連・ハイテク株の年末からの急激な値上�
がりに対する反動から�18100 円台まで下落した。� 
・中旬は、�11日にＮＹダウ最高値更新、米ナスダック大�
幅上昇を受けて、急落していた情報通信関連銘柄などに�
買いが入り�18800 円台まで上昇、�17日にはほぼ全面高と�
なり�19400 円台まで上昇し、昨年来高値を更新した。そ�
の後は急ピッチな上昇に対する警戒感から情報通信関連�
銘柄などが売られ�19000 円を割り込んだ。� 
・下旬は、米国株の大幅安を受けて、下げる場面があっ�
たものの、大型の投資信託が設定されるとの期待感は強�
く、情報通信関連・ハイテク株などを中心に買いが入�
り、４日続伸して�19500 円台まで上昇、昨年来高値を更�
新した。� 
   （�日経平均株価終値：�19539.70 円� １月�31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�)

(％�)  
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  ＷＴＩ原油先物価格（期近物）� 
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米� 国� 金� 融� 

・１月上旬の�30年物国債利回りは、利上げ警戒感が根強く、株�
価の動向を睨みながら金利は強含みの展開となった。中旬�
は、利上げ懸念が高まる中、大型の起債や地区連銀総裁のイ�
ンフレ警戒的な発言などから金利は上昇し�、�一時�6.7 ％台半ば�
まで上昇した。下旬は、株式からの資金シフトや、相対的に�
長い年限の債券が買われたことから�、�金利は�6.4 ％台まで低下�
した。� 

（�30 年物国債利回り終値：�6.48 ％� １月�31日現在�）�
・� １月上旬のＮＹダウは、景気の過熱と利上げ懸念から大幅に�
下落する場面も見られたが、その後は優良株が買われ、持ち�
直し�た。中旬は、物価統計の落ち着きから大幅な利上げに対�
する懸念が後退し、史上最高値を更新した。下旬は、企業業�
績への懸念や、予想を上回る強いＧＤＰ統計と雇用コストの�
上昇を受けて利上げ懸念が再び高まり、大幅な下落も交え、�
軟調な展開となった。� 

（ＮＹダウ終値：�10940.53 ドル�１月�31 日現在�）�
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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� 

・１月上旬は、米株大幅安を背景にドルが急落した海外市�
場を受けて�101 円台で始まったが�、�政府の市場介入で�103
円まで上昇し、その後も政府介入警戒感からドルは底堅�
く、海外勢の利益確定の円売りや年末の円買いポジショ�
ン調整の円売りドル買いで�105 円台まで上昇した。� 
・中旬は、�22 日のＧ７を控えて模様眺め気分が強く、円高�
懸念が声明に盛り込まれるかどうかの思惑で高下する場�
面があったが、�105 円台中心に小幅な値動きで推移した。� 
・下旬は、Ｇ７での円高懸念共有の合意で円買いに動きづ�
らい展開となり�105 円台中心の小動きが続いたが、月末�
にかけて米�99 年第４四半期ＧＤＰが高い伸び率を示し�
たことを受けた日米金利差拡大観測からドル買いが進み�
一時�107 円台まで急上昇した。その後はＦＯＭＣやＥＣ�
Ｂ理事会を控えて�106 円後半でもみ合った。� 

�（�ドル･円レート東京終値：�106.88/91 円� １月�31 日現在�）� 

円実効為替レート� 
(右軸､逆目盛�)  

ドル･円レート�(左軸�)  

ユーロ･ドルレート� 
 

( ﾄﾞﾙ�/ ﾕｰﾛ�) 

(円�/ ﾄﾞﾙ�)  
 (1995=100)  

(週足�)  

・１月上旬は、�2000 年問題に備えた買い材料がなくなった�

こと、予想外の高い在庫水準、ベネズエラの増産観測、Ｏ�
ＰＥＣの�12月減産順守率が�74％に低下したこと等を受け�
て市場心理は弱含みとなり�24 ドル前半まで続落した。� 
・� 中旬は、イラン、サウジ、ベネズエラ等産油国か�らの�4

月以降のＯＰＥＣ減産体制継続へのコメント、ＯＰＥＣ閣�
僚監視小委員会での減産体制の継続支持、米北東部の寒�
波による暖房油の需要増等により連日続騰し、91年1月の�
湾岸戦争以来の高値となる�30ドル寸前まで�上昇した。�

 ・� 下旬は、�9年ぶりの暖房油の急騰が支援材料となったが、�
メキシコやベネズエラが4月以降の増産の可能性を示唆�
したことから減産緩和期待が広がり、利食い売りで27
ドル半ばまで下落した。�  

原�     油� 
 

(日足）� 

（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）� 

（週足）� 
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4.0
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 4-6月期�

1.0

0.5
-0.8
3.4
-2.5

2.5

4.8
0.47

-1.0
-1.9
-1.0
-2.8

-9.9
-15.4

-1.8
-9.5
-9.9
-0.3
-0.4
-1.5

32,525
19,243
34,607
112,416
-8.5

77,809
-4.7

-15,365
15,414
-2,131
30,504
-16.5

116,814
-8.3

86,310
-5.0

4.1
4.2

 7-9月期�

-1.0

-0.4
-0.7
-0.2
-2.0

6.9

4.7
0.46

3.9
4.1
-1.2
4.7

-6.3
-14.6

-1.4
-13.9
-11.0
0.0
0.0
-1.5

32,436
20,232
37,338
118,075
-6.8

80,737
-4.0
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 10-12月期�
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9月�
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11月�
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12月�

---
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4.6
0.49

-1.4
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完全失業率　　　　　（季調済）�
有効求人倍率　　　　（季調済）�

国内経済指標�

実質ＧＤＰ（1990年価格）�

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯�
　勤労者世帯�
　勤労者以外の世帯�
小売業販売額�

住宅着工�
新設住宅着工戸数�

労　働�

生　産       
鉱工業生産指数（季調済前期［年･月］比）�
　　　出荷指数（季調済前期［年･月］比）�
　　　在庫指数（季調済前期［年･月］比）�
製造工業稼働率指数（季調済前期［年･月］比）�

設備投資�
機械受注（船舶･電力を除く民需）�
建築着工床面積（民間非居住用）�

物　価�
国内卸売物価指数�
輸出物価指数�
輸入物価指数�
全国消費者物価指数�
東京都区部消費者物価指数�
企業向サービス価格指数�

国際収支（億円）�
経常収支�
　貿易・サービス収支�
　　貿易収支�
　　　輸出�
                  （前年比）�
　　　輸入�
                  （前年比）�
　　サービス収支�
　所得収支�
　経常移転収支�
貿易収支（通関統計）（億円）�
               　（前年比）�
　輸出�
               　（前年比）�
　輸入�
               　（前年比）�

マネーサプライ�
Ｍ２＋ＣＤ�
広義流動性�
（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�
99年� 99年� 11年�

1- 3

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　（前期比年率）�
小売売上高　 　　　�
住宅着工件数�
鉱工業生産指数�
製造業新規受注　�
失業率　　　　　　（％）�

非農業部門雇用者数（前月比増加数､千人）�

生産者物価指数　　（最終財・前年比）�
消費者物価指数　　（総合・前年比）�
貿易･ｻｰﾋﾞｽ収支（国際収支ﾍﾞｰｽ季調値･億　）�
対日貿易収支（通関ベース原数値･億　）�

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）�
　　　　　　　　　　（前年同期比％）�
鉱工業生産指数　　　（前期比％）�
製造業新規受注    　  （前期比％）�
設備稼働率　　　　　（％）�
小売売上数量　　　　（前年同期比％）�
新車登録台数　　　　（前年同期比％）�
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       　　　　　 　    （前年同期比％）�
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小売売上数量指数      （前期比％）�
貿易収支                  （億ポンド）�
消費者物価指数         （前年同期比％）�
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　�
マネーサプライ（Ｍ４）（前年同期比％）�

4.0�
8.9�
2.9�
3.6�
6.0�
4.2�

227�

1.8�
2.7�

-2,713.1�
-739.2�

---�
---�
---�
3.0�
---�
---�
---�
---�
0.6�
-1.0�
10.2�
---�

---�
---�
---�
---�
4.2�
8.9�
---�
0.5�
11.2�
---�

---�
1.9�
---�
3.0�
---�
1.6�
4.3�
3.5�

月期�

3.7
3.2
4.2
0.5
2.7
4.3

209

0.7
1.7

-541.5
-164.2

0.6
0.8
0.4
0.5
84.7
2.2
-0.4
334
0.4
-2.4
10.6
8.8

0.4
2.5
-0.4
86.1
1.7
13.5
258
0.2
11.4
3.3

0.4
1.4
-0.5
1.1
-75
2.2
4.6
6.5

4-6月�

1.9
1.7
-8.8
1.1
0.2
4.3

210

1.4
2.1

-652.6
-171.8

0.1
0.9
0.5
3.1
85.1
0.4
10.9
301
0.5
-1.7
10.5
10.8

0.8
2.4
1.0
85.9
0.2
6.5
238
0.4
11.3
4.1

0.7
1.6
0.7
1.0
-64
1.4
4.5
5.5

7-9月�

5.7
2.2
2.5
1.2
3.9
4.2

202

2.3
2.3

-736.2
-198.1

0.7
1.2
1.5
4.8
86.0
-0.7
3.1
321
0.6
-0.7
10.5
---

1.0
3.0
2.1
---
1.6
8.3
437
0.5
11.2
6.0

0.8
1.9
1.2
1.3
-57
1.2
4.2
3.1

10-12月期�

5.8�
1.9�
-0.4�
1.6�
1.7�
4.1�

286�

2.9�
2.6�

-782.7�
-205.1�

---�
---�
---�
---�
---�
---�
---�
---�
1.0�
0.6�
10.2�
---�

---�
---�
---�
---�
0.5�
7.5�
---�
1.0�
10.8�
---�

---�
---�
---�
1.3�
---�
1.5�
4.1�
3.5�

8月�

---
1.3
-1.5
0.3
1.3
4.2

129

2.3
2.3

-240.1
-63.9

---
---
1.2
5.6
---
0.6
-3.6
76
0.5
-0.7
10.5
9.6

---
---
0.0
---
-1.7
19.7
86
0.5
11.3
6.2

---
---
0.5
0.6
-19
1.1
4.2
4.4

9月�

---
0.0
-1.1
0.2
-1.0
4.2

103

3.2
2.6

-242.1
-66.4

---
---
-1.1
-4.3
---
-2.4
2.3
113
0.7
-0.5
10.5
---

---
---
-0.2
---
-2.2
-9.3
150
0.7
11.1
6.0

---
---
-0.2
0.0
-15
1.1
4.2
3.1

10月�

---
0.3
0.3
1.0
0.0
4.1

284

2.7
2.6

-256.2
-71.8

---
---
0.1
3.4
---
2.8
-7.9
104
0.8
0.2
10.5
---

---
---
0.5
---
2.2
15.0
143
0.8
11.0
4.4

---
---
0.4
0.8
-23
1.2
4.2
3.3

11月�

---
1.1
-2.7
0.4
1.4
4.1

257

3.1
2.6

-271.0
-63.7

---
---
-0.3
1.5
---
-2.5
-10.5
129
0.9
0.7
10.4
---

---
---
1.6
---
0.6
3.4
105
0.9
10.8
6.8

---
---
0.4
0.2
-25
1.4
4.1
3.0

12月�

---�
1.2�
7.1�
0.4�
3.3�
4.1�

（１月）4.0
316�

（１月）387
3.0�
2.7�

-255.5�
-69.7�

---�
---�
---�
-1.9�
---�
---�
---�
---�
1.1�
1.1�
10.2�
---�

---�
---�
---�
---�
0.1�
4.6�
---�
1.3�
10.6�
---�

---�
---�
---�
0.6�
---�
1.8�
4.0�
3.5�

（注1）米国：指定のない限り季調済前期比、又は、季調済前月比。非農業部門雇用者数の年、四半期計数は月平均。�
（注2）欧州：ドイツ、フランスの鉱工業生産指数は建設を除くベース。�
（注3）イギリスのマネーサプライは末残ベース。�

4.3�
4.9�
9.9�
4.2�
2.0�
4.5�

244�

-0.9�
1.6�

-1,642.8�
-640.9�

---�
2.0�
3.5�
3.1�
86.6�
0.3�
5.9�

1,275�
1.0�
-0.4�
10.7�
8.3�

---�
3.4�
4.4�
85.8�
5.8�
14.5�
1,441�
0.6�
11.8�
1.1�

---�
2.2�
0.6�
2.9�
-205�
3.4�
4.7�
8.2�

98年�
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金融経済指標�
98年� 99年� 99年� 99年� 2000年�

為　替�
ドル／円　　　　　　�

国内金利�
公定歩合　　　　　（期末値）�
（括弧内は改定日）�
無担保ｺｰﾙ翌日物     （加重平均金利）�
ＣＤ３か月物　　　（気配値仲値）�
10年最長国債業者間利回り�

国内株式�
日経平均２２５　　（期末値）�

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　（期末値）�
NY原油WTI期近物 （期末値）�

１月�

105.16

0.50

0.02
0.15
1.72

19539.70

210.46
27.64

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　（流通金利<買い>）�
３０年国債�
NYダウ工業株30種　（期末値）�

130.90

0.50

0.37
0.72
1.29

13,842.17

191.22
12.05

4.78
5.57

9,181.43

113.91

0.50

0.06
0.25
1.74

18934.34

205.14
25.60

4.64
5.86

11497.12

 4-6月期�

120.94

0.50

0.03
0.14
1.54

17,529.74

191.54
19.29

4.45
5.79

10,773.19

 7-9月期�

113.61

0.50

0.03
0.11
1.78

17,605.46

205.19
24.51

4.65
6.03

10,336.95

10-12月期�

104.54

0.50

0.03
0.28
1.78

18934.34

205.14
25.60

5.04
6.25

11497.12

9月�

107.57

0.50

0.03
0.10
1.76

17605.46

205.19
24.51

4.68
6.06

10336.95

10月�

105.97

0.50

0.02
0.25
1.78

17942.08

201.52
21.75

4.86
6.26

10729.86

11月�

104.96

0.50

0.03
0.34
1.81

18558.23

204.07
24.59

5.07
6.14

10877.81

12月�

102.68

0.50

0.02
0.25
1.74

18934.34

205.14
25.60

5.19
6.34

11497.12

5.32
6.62

10940.53
（注）特に指定のない限り、平均値。�
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１ はじめに

都市銀行をはじめとする民間金融機関が、有人

店舗の削減や事務の合理化を進めるなかで、店舗

外設置のATMが存在感を高めてきている。１９９６

年３月末から９９年３月末までの３年間に、国内銀

行および信用金庫、信用組合、労働金庫の国内店

舗数は２８，８４５から２８，２０６へと２．２％減少したのに

対し、店外ATM／CD設置箇所数は２３，６２９から

３０，０９４へと２７．４％増加した１）。

こうした増加傾向に加えて、ATMをめぐる最

近の特徴的な動向として以下のような点を指摘で

きる。

第１に、ATMで取り扱う商品やサービスの範

囲が拡大している。銀行のATMでは預金の入出

金、送金、定期預金の預け入れ以外に、投資信託

などより多様な商品の販売ができるようになって

きたほか、送金に新しいサービスを付加するなど

の例も現れている。その結果、有人店舗に赴くこ

となくATMだけで済ませることのできる取引の

範囲が拡大している。

第２は、コンビニエンスストアを中心に、

ATMを設置する場所が多様化しつつあることで

ある。従来、店舗外ATMは、駅や繁華街，官公

庁など人出の集まる場所を中心に増加してきた。

近年では既存の有人店舗が廃止された跡に無人の

ATMを設置するというケースも多い。最近発表

された計画では、向こう１、２年の間にコンビニ

エンスストアへのATM設置が急増する模様であ

る。

以上のようなATMをめぐる動向は、コスト削

減・抑制と利用者の利便性の向上を同時に図ろう

という金融機関の意向を反映している。

本稿は、都市銀行を中心とする金融機関の

ATMによるサービス範囲の拡大の事例と、場所

の多様化としてコンビニエンスストアへのATM

設置動向について概観するものである。

２ ATMによるサービス範囲の拡大

ATMを通じて利用できる商品・サービスも多

様になってきている。具体例として、扱う商品内

容の多様化、新しい附帯サービス、他業態への開

放、電子商取引端末との融合などをあげることと

する。

２．１ 取扱商品の拡大

�１ 預金以外の金融商品

三和銀行は９９年９月より投資信託の窓口販売を

開始した。同行は他の都市銀行よりも９ヵ月ほど

遅れて参入したが、取り扱い開始後約１ヵ月で預

かり資産残高が５００億円を超えるなど、急激な増

加をみせた。同行は、翌１０月の４日より、同行の

トピックス

金融機関ATMをめぐる最近の動向

第二経営経済研究部研究官 山中 勉

１）国内店舗数は、『金融情報システム白書（平成１２年版）』（�財金融情報システムセンター）、店外ATM／CD設置箇所数は『ニッ
キン資料年報 ２０００年版』（日本金融通信社）より集計。
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ATMでMMFと中期国債ファンドの追加入出金

ができる機能を設けた。このことが急拡大に寄与

したものとみられている２）。

東海銀行と大和銀行は、ATMによって円普通

預金口座と外貨普通預金口座の間で振替のできる

サービスを実施している。東海銀行は９７年１１月、

大和銀行は９９年８月に開始した。大和銀は、個人

向け外貨普通預金「外貨の達人」の残高を９９年３

月末の１７０億円、３万口座から、１２月下旬には８７０

億円、６万４０００口座に急増させた。

これらの商品は、テレホンバンキングなど

ATM以外の方法でも取引が可能であるほか、利

回りの高さなど商品性自体の魅力がある。そのた

め、好調な販売実績にATMというチャネルがど

の程度寄与したかは、当事者の銀行以外には明確

にはわからない。ただ、日ごろ使いなれたATM

操作の延長線で新しい商品を取引できるようにし

たことで、利用者の負担感をさほど増すことなく

利便性を向上させるの成功し、一定の効果をあげ

たものと推測する。

�２ 非金融商品

金融商品以外の商品の販売をATMで行なう動

きもある。富士銀行、四国銀行、山陰合同銀行、

大垣共立銀行は、数字選択式の宝くじ「ナンバー

ズ」を２０００年秋にATMで販売することを目指し

ている。他の親密な地方銀行にも参加を呼びかけ

ており、ナンバーズ販売の可能なATMを全国に

５，０００台設置したい意向という３）。

ATMで購入すると代金が預金口座から引き落

とされ、当選した場合の当選金も口座に振り込ま

れる。ATMによって一連の取引が済むもので、

これも利用者の利便性を高めるものと考えられる。

２．２ 新しい附帯サービス

附帯サービスの面でも、利用者の事務負担を軽

減させるものが登場している。

住友銀行は９９年より、通販会社向けのサービス

として、消費者にあらかじめ通知した利用者や入

金目的などを特定する整理番号をATMの画面で

入力できるようにした４）。これによって企業側は、

振り込んできた利用者がだれか、どの商品の購入

が目的かを即座に識別することができる。

従来の方法では利用者が払い込んだ目的を特定

する際に手違いの起きる可能性があった。専用の

振込み用紙を利用して振り込んでも、企業は銀行

に利用者を確認する必要があった。

この新しいサービスにより、企業は振込用紙の

作成や入金内容の確認事務を減らすことができる

ほか、消費者も、銀行の窓口に出向かなくても送

金ができるようになる。

２．３ 他業態への開放

金融機関のノンバンクへのATM／CDの開放は

９６年から拡大していたが、２０００年夏に、あさひ銀

行は消費者金融など１０社にATM網を開放する見

込みとなっている。消費者金融の利用者はあさひ

銀のATMで消費者金融から借入金を受け取った

り、返済の入金ができるようになる。住友銀行も

同様なATM開放を検討している５）。

２．４ 電子商取引端末との結合

物品の販売のための電子商取引機能を付加した

新型のATMを設置する動きも現れている。

２）日本経済新聞１９９９年１０月１４日朝刊。
３）日本経済新聞１９９９年１０月２３日朝刊。
４）日本経済新聞１９９９年１０月１４日朝刊。
５）日本経済新聞２０００年１月２０日朝刊。
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富士銀行は２０００年より、電子商取引機能を加え

た新型ATMを、大型マンション等に本格的に設

置する。利用者は、公共料金の支払いができるほ

か、端末の画面上で航空券や旅行券を申し込むと

即時に発券される。代金はキャッシュカードやク

レジットカードを使って決済することができる。

また、JR西日本管内の駅にコンビニエンスス

トア「ハート・イン」を展開するリーテックスで

は、綜合警備保障と沖電気工業が共同開発した多

機能端末「マルチメディアキオスク（MMK）」

を９９年１０月より設置し始めた。やはり公共料金の

支払いやネットを通じた商品の注文、代金支払い

ができる。富士銀行キャッシュカードによる残高

照会と預金引出しができ、今春以降他の金融機関

にも対象を広げるという。

群馬中央信金は、２０００年１月よりコンビニエン

スストア「セーブオン」の店内に、同様のMMK

の設置を開始している。

こうした機器は、設置スペースを増やすことな

く機能を多様化したものであり、コンビニエンス

ストアなどにさらに普及することが見込まれる。

３ コンビニエンスストアとATM

３．１ 急激な展開競争の開始

次に、設置場所の多様化としてコンビニエンス

ストア（以下「コンビニ」）へのATM設置の動向

について述べる。

銀行によるコンビニでの現金引出しサービス提

供は、９８年１１月に三和銀行がローソン店舗におい

て開始したのが最初である。これは、三和銀行の

キャッシュカードによって、ダイエーグループの

ノンバンク、ダイエーオーエムシーのCDで現金

引き出し、残高照会ができるというもので、９９年

３月より富士銀行もこのサービスに加わっている。

三和に続き、翌９９年にはさくら銀行がエーエ

ム・ピーエムジャパンの店舗内に、「＠BΛNK

（アット・バンク）」と称して自前のATM設置を

開始した。同年９月には、ファミリーマート等コ

ンビニ５社と金融機関が中心となってATM運

用・管理会社「イーネットジャパン」を設立、同

年１１月には、グループの小売店舗への自前の

ATM設置を前提とする、イトーヨーカ堂の決済

専門銀行設立計画が明らかになるなど、急速に展

開している（表）。

ここに示した３構想に限って将来のATM設置

店舗数を合計すると、ゆうに１万店を超す。本稿

の冒頭で示したとおり、９９年３月末時点における

国内銀行および信用金庫、信用組合、労働金庫の、

店外CD・ATM設置箇所数は３０，０９４ヵ所となって

いるから、仮に構想がそのまま実現した場合、既

存の設置箇所数の３分の１を超す数の店舗が新た

表 最近のコンビニエンスストアへのATM設置の動向

コンビニ 設置主体 関係銀行
店舗数

（９９年３月）

ATM

設置店舗数
将来の設置店舗数見込み

am／pm さくら銀行 さくら銀行 １，０６５
１８５

（２０００年２月）

１，０００

（２０００年６月）

ファミリーマート

ほか

イーネット

ジャパン

さくら、東京三菱、

第一勧銀等
１１，７７９

２３４

（９９年１０月）

５，０００

（２００１年春。量販店も含む）

セブンイレブン
イトーヨーカ

堂銀行�仮
三和、さくら、東京

三菱あさひ銀行等

７，９２４

（９９年８月）
―

７，０００（設立から５年。ヨー

カ堂グループ全体）

資料：新聞報道等により作成。
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に出現することになる。

３．２ コンビニへのATM設置の背景

�１ 「脱モノ化」を図るコンビニ

コンビニへのATM設置の動きがこれほど急速

に進展している背景は何であろうか。コンビニ側

の事情としては、店舗数が増加して飽和状態にな

り、既存店同士の競争が激化しているほか、ディ

スカウントストア等の競合小売業態が台頭してき

たことで、食品や雑貨など「モノ」の売り上げが

頭打ち傾向になったことがある。大手５社６）の９９

年８月中間決算では、ローソン、ファミリーマー

ト、ミニストップの３社の既存店売上高が前年同

期比減となった。このような物販の頭打ち傾向を

打開するために、ATMを設置することによって

利用者の利便性を高め、来店を促そうという目的

がある。

�２ 電子商取引の商品引渡し・決済拠点化と

ATM

しかし、コンビニの店頭にある物品を購入する

だけなら、買い物の金額はそれほどは大きくはな

いし、利用者にとっての必要性はさほど切実なも

のではない。

より積極的な動機として、コンビニが新たに志

向するサービスとして電子商取引を考える必要が

ある。今後、電子商取引市場の拡大に伴ってコン

ビニが商品の引渡しや代金支払いの拠点となれば、

コンビニを経由して流れる資金の額が大幅に増加

することが見込まれるからである。

２０００年に入り、電子商取引の商品受け渡し・代

金支払いの拠点としての役割をコンビニが果たそ

うという構想が次々に明らかになった。１月に、

コンビニを核とする電子商取引の新会社の設立や

資本提携が相次いで発表された。セブンイレブン

と、NEC、JTB、ソニーなど８社による新会社設

立、ファミリーマートほか大手コンビニ５社の提

携による新会社設立、そしてローソンと三菱商事

の提携である。いずれも細部についてはまだ明ら

かではないが、インターネットサイトや店頭のマ

ルチメディア端末を利用して、チケット、旅行、

音楽、書籍といったコンテンツを販売する内容で

ある。

すでに料金収納代行サービス自体は、物販以外

のサービスとして定着している。セブンイレブン

の取扱高は８７年の開始以来年々増加を続け、９９年

度の扱い金額は６，０００億円に達する。電子商取引

の収納がサービスとして新たに加われば、コンビ

ニを通過する資金の量はさらに増加することにな

る。

電子商取引市場の規模が今後どの程度に拡大す

るかについては、いまだ不透明である。最近の調

査結果として「日本の消費者向け（B to C）電子

商取引市場」（２０００年１月、電子商取引実証推進

協議会（Ecom）、アンダーセンコンサルティン

グ）によると、消費者向け電子商取引市場は９９年

の３，３６０億円から２００４年には６兆６，６２０億円へ、約

２０倍に拡大すると予測している７）。

もちろん、その通りに電子商取引市場が拡大し

たとしても、決済がすべてコンビニ経由で行なわ

れるわけではないが、それでも流れる資金の量は

かなり増加することになると思われる。コンビニ

を決済の拠点として利用する需要が増加すれば、

ATMは利用者の利便性を高めるうえで、「あれば

いい」から「より必要な」存在となっていくだろ

う。

６）セブン―イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマート、サンクスアンドアソシエイツ、ミニストップ。
７）この調査においては、受発注前の情報入手から、価格交渉、発注契約、代金決済に至る一連の取引プロセスの一部でもイン

ターネットを通じて行われていれば、電子商取引に含めており、範囲を広く取っている。
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３．３ 利用者・金融機関にとってのメリット

利用者にとって、商品の代金をコンビニで支払

うことのメリットは、第１に、商品の現物と引き

換えに支払いができることである。米国ではネッ

トで注文した商品は宅配で受け取り、支払いはク

レジットカードで行なうのが一般的である。しか

し日本では、ネット上でカード番号を送信したり

することへの安全性への不安が強くある。コンビ

ニでの支払いが選択できるならば、代金を支払っ

たのに商品を受け取れないという事態は起こらな

いし、通信情報が盗み見されてカードの情報が悪

用されるといった不安もない。

第２に、利用者に都合のよい時間に商品を受け

取れるということがある。宅配という方法で受け

取ることももちろん可能であるが、そのためには

一定の時間に在宅している必要がある。これでは、

昼間は留守がちの単身世帯や共働き世帯等にとっ

ては行動が制約される。最近の宅配便は配達時間

を指定したりすることも可能となってはいるが、

いったん約束したら拘束されることには変わりは

ない。

書籍や生活雑貨など、かさばらずに持ち運びが

できる程度の商品であれば、帰宅途中に最寄のコ

ンビニ店頭で受け取れるのは便利である８）。

金融機関にとってもコンビニへのATM設置は

メリットは多い。警備等の設備が不要といった理

由で、コンビニ内に設置する場合のコストは既存

の店舗外ATMの場合と比べ数分の一程度といわ

れる９）。また、コンビニの２４時間営業に合わせて

ATMを稼動させれば、時間外利用の手数料収入

増も期待できるし、店舗網を増やすことで、他行

の口座保有者の利用による手数料も見込める。

さらに、個人向けローンの申し込み、実行の窓

口としてもATMを活用する動きも出ている。さ

くら銀行は、日本生命やエーエムピーエム等と

２０００年度に新しい個人ローン専門会社を設立する。

エーエムピーエム店舗内にATMとともにローン

申し込み専用の端末を設置し、この端末で申し込

み、融資可能であればその日のうちにATMから

現金を受け取ることができるという。

コンビニという、従来より手軽な場所で簡便な

手続きで利用できることを強みとする戦略といえ

よう。

３．４ 現時点での疑問点

先の（表）のとおり、今後のATM設置先とし

てコンビニが急増する見通しであるが、疑問点も

ある。

第１は、どの店舗にATMを設置するかの判断

に関わるものである。（表）で見る限り、セブン

イレブンとエーエムピーエムはほぼ全店舗への

ATM設置を目指しているものとみられる。しか

し、イーネットに参加するコンビニ５社の店舗数

は合計で１万２，５００店に上るが、２００１年春までに

ATM設置を予定しているのは５，０００店である。

今後コンビニ５社の間で、設置店舗数をどう調

整するか、また、近接する店舗同士の調整をどう

するかといった判断を迫られる。ATM設置の有

無で利用者の利便性が左右され、それが店舗の来

店客数に影響すると判断するならば、個別の調整

が難しくなる可能性はあろう。

第２に、設置が進んだ後、コンビニの立地条件

等によってATMの利用状況に差が生じてくるは

ずである。その場合、銀行やコンビニが何らかの

８）コンビニを電子商取引による商品受け渡しの場としている例としては、９９年１２月に三省堂書店が開始したサービスがある。
ネットで書籍を注文すると、JR埼京線沿線のコンビニ「JC」で受け取ることができる。ただし決済はクレジットカードによる。

９）さくら銀行の場合、コンビニへのATM設置コストは通常の無人店舗の約５分の１という。また、コンビニ設置用に、通帳へ
の記帳機能を省略した１台数百万円の簡易型のATMを開発している。（日本経済新聞１９９９年８月２５日朝刊）
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採算なり利用頻度に基準を設定し、それに満たな

いATMは撤去したりするのか、それとも、必須

のインフラと位置づけて設置しつづけるのかの疑

問が残る。

４ ATMのこれから

ATMによるサービス範囲の拡大や、コンビニ

エンスストアをはじめとする設置場所の多様化は、

利便性を高め、利用者から歓迎される材料になる

であろう。

もっとも長期的には、取引の安全性にかかわる

技術的な諸問題が今後解決され、インターネット

やデビットカードによる決済が普及した場合、現

金引出し需要が減るという意味ではATMの必要

性が薄れてくることが考えられる。

ただ、日常の決済手段として現金がまったく不

要になるような事態は考えにくい。小切手による

支払いが一般的で、ネットバンキングの先進国で

ある米国でも、ATM／CD設置台数は、９４年の

１０９，０８０台（うちATM２８，７０７台）か ら、９８年 の

１８７，０００台（同８４，０００台）に増加している。全台

数に占めるATMの比率は２６．３％から４４．９％に上

昇している１０）。米国でもコンビニエンスストアや

ドラッグストアなどに設置される店舗外ATMが

増えており、現金需要はなくなっていない。

ATMは金融機関にとって重要な手数料源とも

なっている。

日本は、９９年３月末時点でのATM／CD１４２，６０４

台（全民間・郵便貯金合計）のうちATMは１２３，６６８

台（８６．７％）となっており、ATMの比率が著し

く高い。オンラインATMが７７年に初めて登場し

てから２０年以上が経過し、一般の人にとってさま

ざまな端末機のなかで極めて使い慣れたものであ

ることに異論はないだろう。この点はATMとい

う機器の強みとみてよかろう。

ネット上での決済やデビットカードなどによる

決済が今後どの程度普及するかはわからないが、

取引の安全性については不安が残るほか、ATM

の日常生活への浸透ぶりを考えると、当面は十分

選択され続けるであろう１１）。

ただ、利用手数料をめぐっては、利用者と金融

機関の希望が対立する可能性が高い。郵政省郵政

研究所が行なった「金融機関利用に関する意識調

査（平成９年度）」によると、「ATM・CDに関す

る要望」として「時間外手数料を安くしてほしい」

と回答した割合が５９．６％、「他の金融機関で利用

するときの手数料を安くしてほしい」が５１．７％と

高い比率を示している。

銀行がコンビニ等へのATM設置を進めるに当

たり、時間外等のATM利用手数料を収益源とし

て考えているとしても、期待通りに伸びるかどう

かはわからない。１回当たりの金額は大きいと感

じなくても、利用すればするほど負担が増加する

となれば、利用者は時間外の利用頻度を抑える可

能性がある。実際に利便性の対価としての手数料

を利用者がどう評価するか、今後の推移に注目し

たい。

１０）�財金融情報システムセンター『金融情報システム白書（平成１２年版）』。
１１）取引の安全性に関しては、消費者金融のATMでは、暗証番号ではなく目の虹彩（アイリス）によって本人確認を行なう機種

が登場している。９９年３月に武富士が設置したもので、暗証番号が必要なく照合結果まで２秒と速い。ただし機器のコストが
高いため、応用分野が広がるかどうかはコスト削減によるという。（日経産業新聞１９９９年１２月１５日）
最近ではキャッシュカードやクレジットカードの偽造が頻発し、安全性への不安が高まっているが、こうした技術が普及す
ればATMによる取引の安全性はより高くなる。
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はじめに

日本銀行が、歴史的にも、世界的にも類例をみ

ない「ゼロ金利政策」に踏み切ってから本年２月

で丸一年を迎えた。平成９年度から続く日本経済

のマイナス成長の過程で採られた異例の金融政策

であるが、昨年８月以降足許の景気ははっきり下

げ止まったとの日本銀行の判断１）も出ており、「ゼ

ロ金利政策」がいつ解除されるのかが金融市場の

主要関心事となっている。本稿では、この一年の

金融政策の特異性を象徴する「ゼロ金利政策」に

ついて、当該施策に至る背景、実施後の経済金融

情勢の推移及び今後の展望について考察する。

１ ゼロ金利政策とは

日本銀行は、「ゼロ金利政策」を、「金融市場に、

豊富で弾力的な資金供給を行うことによって、日

本銀行が行う金融調節のターゲットである短期市

場金利（無担保コール・オーバーナイト物金利）

を実質的に（＝取引に掛かる手数料を除くベース

で）ゼロ％近傍まで低下させるという超金融緩和

策」と定義している。

無担保コール・オーバーナイト物金利を、金融

調節を行う上でのターゲット・レートとしている

理由は、次の通りである。

�１ 市場参加者が他の取引の金利を決める際、無

担保コールのオーバーナイト物金利を重要な判

断材料の一つとして考えることが多い（従って、

オーバーナイト物金利が他の金利にも影響を与

え得る）こと、

�２ 日本銀行の金融調節は、当日約定・当日決済

の取引（即日取引）で、かつ期間が短い取引の

レート２）ほど影響力を及ぼし易いこと、

以上のような事情を反映したものとされている。

２ ゼロ金利政策実施に至る経緯と背景

図表１は、超低金利政策及びゼロ金利政策の決

定時期を含む、１０年８月以降１２年２月上旬までに

開催された日本銀行金融政策決定会合における金

融市場調節方針の推移を示したものである。

２．１ 平成１０年９月９日決定の超低金利政策

ゼロ金利政策実施前に、既に短期金融市場では

極めて低い水準の金利が続いていた。これは、平

成１０年９月９日に決定された金融緩和措置にした

がったもので、後の一段の金融緩和措置であるゼ

ロ金利政策の採用につながっていく。

１０年春以降の経済情勢は、生産・所得・支出を

巡る循環メカニズムが停滞からマイナス方向に向

かうなかで、企業家・消費者心理の弱気化が目立

つなど全般に悪化していたが、秋口にかけて、さ

らに悪化が目立つようになっていた（図表２参照）。

トピックス

ゼロ金利政策の軌跡と今後の展望

第三経営経済研究部主任研究官 若松 幸嗣

１）「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明、平成１１年８月３日 参議院財政金融委員会における速水日本銀行総裁報告
２）無担保コール・オーバーナイト物金利は、インターバンク市場金利のうち最も取引期間の短い金利である。
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図表１ 政策委員会・金融政策決定会合において決定された「金融市場調節方針」

決 定 日 金 融 市 場 調 節 方 針 採決の状況

１０年８月１１日 無担保コールレート（オーバーナイト物）を、平均的にみて公定歩合水準をやや
下回って推移するよう促す。

賛成多数（反対１）

９月９日 無担保コールレート（オーバーナイト物）を、平均的にみて０．２５％前後で推移
するよう促す。
なお、金融市場の安定を維持するうえで必要と判断されるような場合には、上
記のコールレート誘導目標にかかわらず、一層潤沢な資金供給を行う。

賛成多数（反対１）

９月２４日 ↓ 賛成多数（反対１）

１０月１３日 ↓ 賛成多数（反対１）

１０月２８日 ↓ 賛成多数（反対２）

１１月１３日 ↓ 賛成多数（反対１）

１１月２７日 ↓ 賛成多数（反対２）

１２月１５日 ↓ 賛成多数（反対２）

１１年１月１９日 ↓ 賛成多数（反対２）

２月１２日 より潤沢な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、で
きるだけ低めに推移するよう促す。
その際、短期金融市場に混乱の生じないよう、その機能の維持に十分配意しつ
つ、当初（注）０．１５％前後を目指し、その後市場の状況を踏まえながら、徐々に
一層の低下を促す。

賛成多数（反対１）

２月２５日 ↓ 賛成多数（反対２）

３月１２日 ↓ 賛成多数（反対２）

３月２５日 ↓ 賛成多数（反対２）

４月９日 ↓ 賛成多数（反対２）

４月２２日 ↓ 賛成多数（反対２）

５月１８日 ↓ 賛成多数（反対２）

６月１４日 ↓ 賛成多数（反対２）

６月２８日 ↓ 賛成多数（反対２）

７月１６日 ↓ 賛成多数（反対２）

８月１３日 ↓ 賛成多数（反対２）

９月９日 ↓ 賛成多数（反対２）

９月２１日 ↓ 賛成多数（反対２）

１０月１３日 豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、
できるだけ低めに推移するよう促す。

賛成多数（反対１）

１０月２７日 ↓ 賛成多数（反対２）

１１月１２日 ↓ 賛成多数（反対２）

１１月２６日 ↓ 賛成多数（反対２）

１２月１７日 ↓ 賛成多数（反対２）

１２年１月１７日 ↓ 賛成多数

２月１０日 ↓ 賛成多数

（注）「当初」とは、平成１１年２月１２日金融政策決定会合時点。

（出所） 日本銀行

６７ 郵政研究所月報 ２０００．３
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また、ロシアの金融危機に端を発する世界的な

株価下落や信用リスクに対する警戒感の強まりか

ら、金融資本市場は不安定さを増し、経済の先行

きに対する不透明感も強まることとなった。具体

的には、円相場が８月中旬に１４７．４１円（８月１１日

終値）と８年ぶりの安値を記録した後、９月８日

に１３１．９３円と、一ヶ月で１５円の急激な円高が進ん

だ（図表３参照）。また、日経平均株価は８月末

にバブル崩壊後の最安値（１３，９１５円）を更新した

（図表４参照）。

こうした状況を踏まえて、日本銀行は、１０年９

月９日の金融政策決定会合において、経済がデフ

レスパイラルに陥ることを未然に防止し、景気悪

化に歯止めをかけることをより確実にするとの観

点から、一段の金融緩和措置（「無担保コールレー

ト（オーバーナイト物）を、平均的にみて０．２５％

前後で推移するよう促す。」図表１参照）に踏み

切ることを賛成多数で決定した。

この結果、９月９日以来１１年２月上旬まで、無

担保コール・オーバーナイト金利は、公定歩合

図表２ 実質GDP成長率と需要項目別寄与度

（出所） 経済企画庁

図表３ 円／ドルレート（終値）

（出所） 日本銀行

６８郵政研究所月報 ２０００．３
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（０．５％）の二分の一の水準である０．２５％前後で

概ね推移した。

２．２ ゼロ金利政策決定の背景

上述のとおり１０年末以降、短期金融市場は極め

て落ち着いた展開で推移していたが、日本銀行は、

平成１１年２月１２日の会合で一段の金融緩和措置

（ゼロ金利政策）に踏み切ることを決定した。当

日発表された対外公表文によれば、金融市場調節

方針の変更決定の背景となる、当時の金融経済情

勢に対する日本銀行の考えは、以下の通りである。

�１ わが国の経済金融情勢全般は、財政・金融両

面からの下支えにより小康状態に入ってきてお

り、今後景気の悪化には次第に歯止めがかかる

ものと一応見込まれるが、

�２ 民間経済は停滞を続けており、景気回復への

展望は依然明確でない状況にあり、

�３ さらに最近の長期金利の上昇や円相場の高止

まりが、景気を再び悪化に向かわせるリスク

ファクターとして重くのしかかってきている。

中でも�３の長期金利の上昇傾向及び円高気味の

展開が、先行きの日本経済の新たな不透明材料と

して強く懸念される状況であった。

すなわち、長期金利（１０年最長国債利回り）に

ついては、１０年秋の１％を大きく下回る水準から

足許で２％を超える水準（１１年２月５日 ２．３７％）

に達しており（図表５参照）、景気、物価の情勢

から乖離した動きであることから、先行きの長期

金利上昇が景気の追加的な下押し要因となること

を警戒する必要があるとの考えであった。

また、円相場についても、１１０～１１５円で推移し

ており（図表３参照）、足許の長期金利の上昇に

引きづられて更に円高が進行するおそれがあり、

これも景気の追加的な下押し要因として懸念され

た。

こうした認識をもとに、日本銀行としては、先

行きデフレ圧力が高まる可能性に対処し、景気の

悪化に歯止めをかけることをより確実にするため

にも、この際、市場金利を一段と引き下げ、金融

政策面から経済活動を最大限下支えしていくこと

が適当である、との意見が大勢を占め、ゼロ金利

政策にかかる議案が賛成多数で可決されることと

なった。

ここで、 「その際、短期金融市場に混乱の生

図表４ 日経平均株価（終値）

（出所） 日本経済新聞社

６９ 郵政研究所月報 ２０００．３
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じないよう、その機能の維持に十分配意しつつ、

当初０．１５％前後を目指し、その後市場の状況を踏

まえながら、徐々に一層の低下を促す。」との文

言が添えられた。これは、無担保コール・オー

バーナイト物金利をゼロ近傍にまで低下を促す政

策は世界的に未経験のことだけに、具体的に金利

がどの程度まで下がれば、短期金融市場取引が縮

小し、短期金融市場の機能が低下するのかという

ことの見極めがつかなかったため、結局は、市場

の状況をよく見ながら金利を徐々に引き下げてい

く以外に方法はないという政策委員会委員共通の

認識が反映されたものであった３）。

３ ゼロ金利政策実施後のコール市場の変化

３．１ 金融調節の方法

日本銀行の金融調節は、金融機関を相手に手形

やコマーシャル・ペーパー、国債の売買等のオペ

レーション（略称「オペ」）を行い、金融機関が

保有する資金の量を、金融機関全体でみて数千億

円から数兆円の規模で増減させることによって運

営されている。こうしたオペには、入札を行った

当日に資金決済を行う「即日オペ」と、入札を行っ

た数日後に資金決済を行う「先日付オペ」がある。

日本銀行では、金融機関全体でみた資金量の先行

きを予想し、先日付オペ等を用いて事前に資金量

の大まかな調整を行った上で、当日の市場取引の

動向等を観察しつつ、最終的にその日必要と判断

される資金量に調整すべく即日オペを実施する。

即日取引はコール市場、特に無担保コール市場

を中心に行われているが、日本銀行が即日オペを

実施することで、金融機関が今日保有している資

金量が変動した場合、金融機関はその変動分を

コール市場、特に担保の制約を受けないため機動

性の高い無担保コール市場（なかでもオーバーナ

イト物）で調整（不足額の調達または余裕額の運

用）しようとする。このため、日本銀行のオペは、

無担保コールのオーバーナイト物レートに対し大

きく影響を与え得るわけである。他方、先日付取

引や期間の長い取引は、金融機関の資金繰りが確

定し切らない状況で行われるため、未確定の部分

図表５ １０年最長国債流通利回り

（出所） 日本相互証券

３）その後、コール市場の規模は縮小したものの市場機能の低下や混乱等の問題が発生しなかったことから、平成１１年１０月１３日の
金融政策決定会合において、「当面の金融市場調節方針」の中から、「その際、短期金融市場に混乱の生じないよう、その機能
の維持に十分配慮しつつ、」以下の文言は削られた（図表１参照）。

７０郵政研究所月報 ２０００．３
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に対する金融機関の先行き予想がレート形成に少

なからず影響を与えることから、即日取引ほどに

は日本銀行のオペの影響が及ばないのが一般的で

ある。

日本銀行は、ゼロ金利政策という金融市場調節

方針を受けて、無担保コール・オーバーナイト物

金利ができるだけ低めに推移するよう、潤沢な資

金供給を継続してきた。具体的には、�１国債借入

オペ（いわゆる「レポ・オペ」）、�２短期国債買現

先オペ、�３CP買現先オペ、�４手形買入オペ、�５

日銀貸出といった多様な金融市場調節手段を活用

している。

３．２ 無担保コール・オーバーナイト物金利の推

移

市場の様子を見ながら徐々に金利低下を促して

いった結果、１１年３月初まで０．１０％前後での推移

となった後、４月以降、無担保コール・オーバー

ナイト物金利は、取引の手数料を差し引けば、実

質的にはほぼゼロ％とみなし得る水準（０．０２～

０．０３％）まで低下し、概ね日本銀行の期待通り、

１２年２月現在まで安定的に推移している（図表６

参照）。

３．３ 無担保コール市場残高の急減

無担保コール・オーバーナイト物金利が事実上

０％に近い水準にまで低下する中で、資金の出し

手はより有利な運用先を求めて資金を銀行の普通

預金や国債等他の金融商品に振り替えた４）ため、

コール市場の残高は無担保コールを中心に急減し

た。１１年１２月末には２１．９兆円と、ゼロ金利政策開

始前の同年１月末（３５．９兆円）に比べ約４割の減

少となった（図表７参照）。

このようにコール市場残高の大幅な減少は、現

在のゼロ金利政策が少なからず影響したものであ

るが、更に次のような事情もある。つまり、

４）例えば、コール市場の主要な資金運用者の一つである損害保険会社の資産運用状況についてみると、１１年１月から１２月にかけ
てコールローンを大幅に減らす一方で、預金や国債による資金運用を増やしている。

５）平成１０年には、CDやCP等の発行期間に関する規制が撤廃されたこと等もあって、コール以外の短期金融取引でもオーバーナ
イト物の取引が可能になり、これまで事実上コールに限定されていたオーバーナイト物取引がこれらの市場でも活発化する可
能性がある。

６）中央銀行における金融機関間の口座振替の手法の一つで、振替の指図が中央銀行に持込まれ次第、一つ一つ直ちに実行される。

図表６ 公定歩合と無担保コール・オーバーナイト金利の推移

（出所） 日本銀行、短資協会

７１ 郵政研究所月報 ２０００．３
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�１ 規制緩和や情報通信技術の発達により、これ

までコール市場が他の短期金融取引に対して有

していた優位性が減少しつつあること５）、

�２ 日本銀行当座預金決済のRTGS（即時グロス

決済６）：Real―Time Gross Settlementの略語）

化に伴い、金融機関は日々の資金決済額を圧縮

する必要があることからオーバーナイト物の取

引を減少させる方針にあること。

このような構造要因を勘案すると、中長期的に

みてもコール市場の残高は４０兆円台にまで達した

９０年代初頭のピーク時の規模にまでは回復しない

可能性もあると日本銀行では見ている。

ただ、コール市場残高が大幅に減少した現在も、

金融機関が様々な金融取引のレートを決める上で、

オーバーナイト物レートを重要な判断材料の一つ

としており、こうした状態が続く限り、同レート

は引き続き短期金融市場で中心的な意義を有する

と考えられる。

４ ゼロ金利政策の効果と副作用

４．１ ゼロ金利政策の効果

�１ ターム物金利の低水準の推移

金融システムの安定化に加え、日本銀行が、ゼ

ロ金利政策を「デフレ懸念の払拭が展望できるよ

うな情勢になるまで」継続する旨をアナウンスし

ていることにより、オーバーナイト金利に対する

市場の先行き期待を通じて、ターム物金利はきわ

めて低い水準にまで低下している。例えば、コン

ピューターの２０００年問題に対する懸念が解消され

た平成１２年１月以降、ユーロ円金利（３か月物）

は０．１％台で、短期国債（TB３か月物）の利回り

は０．１％以下というゼロに近い水準で推移してい

る（図表８参照）。

�２ 投資家のリスクテイク姿勢の促進

ゼロ金利政策に伴う預貯金金利の低下により、

個人や機関投資家は、より高い運用益を求めて、

期間の長い投資や、信用リスクのより高い債券、

例えばCPや社債、株式等直接金融市場への投資

を次第に積極化している。この結果、長期金利の

低位安定、株価の上昇等金融市場に好影響がもた

らされていると思われる（図表４、図表５、図表

図表７ コール市場資金残高

（出所） 日本銀行

７２郵政研究所月報 ２０００．３
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９参照）。

�３ 企業金融の逼迫感の緩和

平成１０年は、国際金融市場の混乱や我が国の大

手金融機関の破綻を契機に、国内の金融市場の機

能が低下し、金融機関の融資姿勢が厳しくなり、

企業の資金調達が困難となる状況であった。しか

し、図表１０の日銀短観調査結果に見られるように、

ゼロ金利政策による金融緩和の効果や公的資本の

投入、信用保証制度の拡充などを背景に、金融機

関の流動性を巡る懸念が大きく後退したことによ

り、１１年春先以降、金融環境は全体として改善し

ている。

４．２ ゼロ金利政策の副作用

一方、次の副作用にも注意しておかなくてはな

らない。

�１ 家計の金利収入の圧迫

金利収入を主な拠り所に生活している家計に

図表８ 短期金融市場の動向

（出所） 日本相互証券、全国銀行協会

図表９ CP発行金利と残高

（出所） 日本銀行
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とっては、預金金利の低下から利子所得の確保が

非常に厳しい状況となっており、所得分配上の歪

みを生じている。また家計の利子所得の著しい減

少は、消費の足を引っ張る要因の一つでもある。

�２ 資金運用機関の運用難

年金基金、保険会社、財団などの運営が超低金

利の中で一段と厳しくなっている。

�３ 構造調整の遅延

ゼロ金利政策は、構造調整を進める企業にとっ

ては資金繰り不安を和らげ、資金調達コストを引

き下げるといった効果を通じて、調整過程におけ

る痛みを和らげる面があるものの、ともすれば本

来市場から退出するような債務過剰企業を辛うじ

て存続させることとなり、淘汰されるべき企業や

設備が残置され、構造調整の進行を遅らせるとい

う副作用がある７）。

�４ 金融緩和の行き過ぎに伴う金利機能の麻痺

一般に、金利が下がれば企業の投資が増え景気

回復につながると考えられる。しかし、低金利政

策と比べ、更に金利を下げてゼロ金利政策とした

場合に、需要刺激の効果がどれほど現われるか疑

問である。ゼロ金利政策で促進される投資活動と

は、そもそも極めて収益性の低いプロジェクトで

あり、金利が正常化された途端にこのような投資

プロジェクトは赤字になってしまう。将来の事業

継続可能性を考慮するならば、このような事業へ

の投資はゼロ金利の下でも活発化しにくいであろ

う。

５ ゼロ金利政策は、いつ解除されるのか。

今般のゼロ金利政策の大きなポイントの一つは、

「デフレ懸念の払拭が展望できるような情勢にな

るまで、ゼロ金利政策を続ける」旨が示されてい

ることである。これは、平成１１年２月１２日の政策

委員会の決定そのものではなく、その後、政策委

図表１０ 金融機関の貸出態度及び企業の資金繰り判断D.I.

（出所） 日本銀行「企業短期経済観測」

７）この点に関し、翁邦雄・日本銀行金融研究所長は、「日本経済が持続的成長のパスに乗るためには、過去の負の遺産を整理す
る、という意味で構造問題の解決が不可避で」あるが、「金融政策は構造調整の痛み止めにはなっても解決策にはならない」
と指摘している。（翁邦雄【１９９９】）
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員会における大勢の意見を踏まえて、速水総裁が

１１年４月１３日の記者会見の席上表明したものであ

る。

本表明は、４月９日の金融政策決定会合におい

て政策運営のわかりやすさを確保し、かつゼロ金

利政策の効果を最大化しうるような方途が模索さ

れた中で、

�１ ゼロ金利政策を長く続けることを明確にすれ

ば、先行きのオーバーナイト金利に対する市場

の期待を通じてターム物金利の低位安定を実現

できること、

�２ こうした市場の期待形成に働きかけて政策効

果を高めようとする方法は、量的指標のターゲ

ティングやインフレ・ターゲティングの技術的

な難しさを避けながら本質的にはそれらと同様

の効果を持ちうるものであること、

�３ いつまでゼロ金利政策を続けるかの示し方は

「インフレでもデフレでもない物価の安定」と

いう金融政策の目的と整合的なものであるべき

こと、

といった理由から案出されたものであった。

その後、「デフレ懸念の払拭が展望できるよう

な情勢」の判断基準を巡って議論が行われたが、

特定の指標や数値で単純に示すことは技術的に難

しく、経済見通しや物価の先行きを巡る様々な要

素やリスクを勘案して、総合的に判断していくこ

とが適当であるという認識が政策委員の間で概ね

共有されているようである。

金融政策決定会合におけるこれまでの議論を踏

まえると、「デフレ懸念の払拭が展望できるよう

な情勢」の条件として特に次の点がポイントにな

ると考えられる。

�１ 物価の安定

産業構造の変化を伴うような景気の拡大には、

マクロで見た「物価の安定」という環境が重要で

ある。中長期的に見て物価安定への安心感が確保

されている経済では、人々は、マクロの環境変化

を過度に心配する必要なく、個々のプロジェクト

が持つリスクの評価に努力を集中することができ

る。また、全体としての物価の安定がはっきりし

ていれば、個々の財やサービスの相対価格の変化

が正しく認識され、価格のシグナル効果に基礎を

置く市場経済の機能がフルに発揮されて、労働や

資本の適切な再配分が促進されると考えられる。

なお、物価の安定度の判断にあたっては、足許

で物価指数が安定しているのみならず、将来の物

価動向に関する様々なリスク判断（例えば外国為

替や商品価格の動向）も必要である。

�２ 民間需要の自律的な回復の明確な動き

物価に対する潜在的な低下圧力として、低調な

民間消費支出への懸念が残っており、内需の柱で

ある個人消費や企業の設備投資が拡大していく

はっきりとした展望が得られない段階においては、

デフレ懸念が払拭されたとは言いがたい。デフレ

懸念払拭には、これら民間需要の自律的な回復の

動きが明確になることが必要である。

なお、個人消費の拡大のためには、家計の所得

環境が明確に改善に向かうことが必要である。

�３ 為替相場への影響に対する考慮

国内のデフレ圧力が残っているところに円高が

進めば、単に輸出業者の利益が圧迫されるだけで

なく、輸入物価下落による物価全般の下押し圧力

が増大するおそれがあり、景気の足取りや企業マ

インドに悪影響を及ぼすこととなる。日米金利差

の縮小は円高圧力となるため、足許の円ドル水準

によっては金利引上げに十分な警戒が必要である。

現下の経済金融情勢を見ると、

�１ 国内卸売物価及び消費者物価はマイナスない
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し横這いで推移している（図表１１参照）、

�２ 設備投資は下げ止まりつつあるものの、個人

消費は、雇用・所得環境に目立った改善が見ら

れない中で、回復感に乏しい状態が続いている

ことから民間需要の自律的回復のはっきりとし

た動きは、依然見られていない８）、

�３ 為替レートは１ドル１１０円台まで円安が進ん

だものの、日本経済の景気回復期待や高水準で

推移する米国経常赤字等を背景に、先行きの円

高圧力は継続すると予想される。

以上の情勢から判断すると、デフレ懸念の払拭

が展望される段階には程遠い状況であり、当面、

ゼロ金利政策が解除されることはないであろう。

参考文献

翁 邦雄【１９９９】「ゼロインフレ下の金融政策について―金融政策への疑問・批判にどう答えるか―」

日本銀行金融研究所、「金融研究」平成１１年８月

翁 邦雄、ロナルド・I・マッキノン、アラン・H・メルツァー【１９９９】「ゼロ・インフレ下の金融政策

について―金融政策への疑問・批判にどう答えるか―コメント及びリジョインダー」日本銀行金融研

究所、「金融研究」平成１１年１２月

菅野雅明【１９９９】「ゼロ金利下での金融政策」日本経済研究センター、JCER Paper No. ６１、平成１１年

７月

経済企画庁調査局【２０００】「月例経済報告」平成１２年２月１５日

白川方明【２０００】「金融政策は構造政策までは代替できない」日本銀行金融市場局、ワーキングペーパー、

http：／／www.boj.or.jp／ronbun／kwp００j０２．htm

日本銀行【２０００】「金融経済月報」平成１２年２月１５日

日本銀行【１９９８】「通貨及び金融の調節に関する報告書」平成１０年１１月

日本銀行【１９９９】「通貨及び金融の調節に関する報告書」平成１１年６月

図表１１ 物価指数の推移

（出所） 日本銀行、総務庁

８）日本銀行「金融経済月報」平成１２年２月１５日

７６郵政研究所月報 ２０００．３



日本銀行【１９９９】「通貨及び金融の調節に関する報告書」平成１１年１２月

日本銀行調査統計局【１９９９】「金融経済統計月報」平成１１年１２月

日本銀行ホームページ http：／／www.boj.or.jp／

日本経済研究センター【１９９９】「デフレ経済下の金融政策―有識者ヒアリング―」JCER Paper No. ５９、

平成１１年６月

早川英男、前田栄治【２０００】「９７年秋以降の金融経済動向についての考察」日本銀行調査統計局、Work-

ing Paper Series００―１、平成１２年１月

武藤英二、白川方明 編【１９９３】『図説 日本銀行』財務詳報社

森田達郎、原信 編【１９９８】『東京マネー・マーケット』有斐閣

７７ 郵政研究所月報 ２０００．３



はじめに

金融機関では、これまであらゆる顧客ニーズに

対応する総合機能型店舗が一般的であったが、

サービスを高度化させつつコスト削減を行うため

に、多様な店舗展開を行っている。

また、流通業界、特にコンビニエンスストアに

おいても、サービスを金融や電子商取引の分野ま

で拡大し、店舗形態にも変化の兆しが見えている。

ここでは、銀行とコンビニエンスストアについ

て、店舗施設の最近の動向についてまとめること

とする。

１ 金融機関における店舗の動向

金融機関では、自由化の波の中、競争力強化の

ため、合併・提携が相次いでいるところである。

店舗ネットワークにおいても、コスト削減のため

大幅な集約化が見込まれる。

この大きな流れの中で、「店舗網の再編」、「顧

客別・サービス別に特化した店舗」、「新たな店舗

形態の試み」などの動きが見られる。

１．１ 店舗網の再編

新しい営業体制が模索されるなかで、既存の店

トピックス

金融流通関連の店舗施設をめぐる最近の動向

技術開発研究センター研究官 三田 彰子

図表１ 金融機関の店舗をめぐる最近の動向

特 徴 ね ら い 、 効 果

１．店舗網の再編 ◆母店制、エリア店舗制 ◆顧客の種類別に、提供するサービスを高度

化させる

◆コストを削減

２．顧客別・サービス

別に特化

◆個人向け専門店の増加

◆顧客の選別

◆ローン相談専門店舗など、特定サービスに

特化

◆個人顧客を獲得するための業務を効率化

◆中核顧客に重点的にサービスを提供

◆収益率の高い個人向けローンに注力

３．流通業との提携～

インストア・ブラン

チ

◆ショッピングセンター・大型量販店等に小

型店舗を設置

◆基本的なサービスは提供する多機能型

◆利便性に富み、集客力が高い場所への出店

◆店舗に係るコストが小さい

４．外食業との提携 ◆銀行店舗内の空きスペースにファスト・

フードやコーヒーチェーンの店舗を呼び込

む

◆来店機会の増大

◆認知度の増大

５．店舗形態の多様化 ◆移動型店舗

◆仮想窓口を設置した無人店舗

◆年中無休店舗（他業種との複合）

◆支店網の補完、新規出店場所のリサーチが

可能

◆サービスを限定しない休日営業で、個人顧

客を開拓
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舗を役割別に再編する動きが見られる。その一つ

の「母店制」は、一定範囲内の店舗を、融資業務

から預金業務までフルバンキングを行う中核店舗

（母店）と、個人向けのローンや預金・為替業務

などに特化するサテライト店舗（子店）とに選別

し、両者を組み合わせて効率的な営業を図るもの

である。

こうした支店網の再編は、顧客の種類別に提供

するサービスを高度化させることと、コスト削減

とを両立させることを狙いとしている。母店は、

法人顧客向けのサービスや富裕層向けの資産運用

相談サービスを十分に提供できる体制を整える一

方、子店はスピードと利便性を重視した個人顧客

向けサービスの向上に徹底する。

また、「エリア店舗制」を導入する銀行もある。

これは、一定範囲の地区内に、３～４店舗をグ

ループとした幾つかの「エリア」を設定し、同一

エリア内で、遠方の店舗に口座を持つ顧客には最

寄の店舗に口座を移管してもらうなどして、店舗

間で顧客を交換している。これにより顧客を店舗

の周辺に固め、営業の効率化を図っている。エリ

ア店舗制が徹底すれば、住宅街の店舗は個人顧客

が中心、オフィス街の店舗は法人顧客が中心、と

いった色分けができるというメリットがある。ま

た、仮に、将来母店制を導入した場合にも、その

下地ができていることになる。

中部地方では、「母店制」を１９９５年に開始した

東海銀行を皮切りに、９８年からは百五銀行、名古

屋銀行が導入し、２０００年度からは愛知銀行が導入

を予定している。三重銀行はエリア店舗制を９９年

５月に開始している。

１．２ 顧客別・サービス別に特化した店舗

従来の店舗のように、あらゆる顧客ニーズに対

応するフルバンキングのサービスを提供するので

はなく、取引内容や資産残高に応じて顧客を分類

し、特定層にターゲットを絞って特化したサービ

スを提供する店舗が増えている。個人顧客の獲得

に凌ぎを削る金融機関は、個人顧客向け店舗を拡

充したり、個人顧客にきめ細かいサービスを提供

するようになっている。特に都銀などの大手銀行

で、こうした動きが顕著に見られる。

�１ 個人向け専門の店舗の拡大

東京三菱銀行は、従来の総合機能型の店舗（全

国に約３００店）のネットワークを改編し、個人向

け・法人向けサービスを併設した店舗を１４０店に

集約する一方で、残りの１３５店舗は個人顧客サー

ビスに特化した店舗に改めることとしている。個

人向けリテールの中核として、窓口業務を中心と

する「ミニプラザ」を２０００年秋に最大１７０店舗設

置する計画で、そのうち７０店は現在の総合店舗を

衣更えし、５０～１００店を新設する予定である。

東海銀行は１９９７年から個人営業専門店の設置を

始めている。名称は「ショップ」で、約６０店、展

開している。第一号の栄町支店（名古屋）では、

法人向け貸出資金と渉外担当行員を他店に移し、

男性行員１０人と一般職２１人の体制で運営しており、

営業はダイレクトメールを中心に行っている。店

舗の１階は定期預金などを、２階では大口預金や

投資信託、住宅ローンなどを扱い、富裕層に対し

ては十分な資産運用アドバイスができるように個

室を設けている。

�２ 店舗内における顧客の選別

富士銀行は１９９９年２月から２年間かけて約２００

店に顧客選別システムを導入する予定である。こ

のシステムは、顧客が入口の端末にカードを挿入

し、用向きを入力すると、コンピュータが取引実

績などと合わせて分析し、最も適したサービスカ

ウンターを顧客に指示するようになっている。大

口の資産運用の顧客については専門の行員が控え

ている応接室に案内する。

三和銀行も入口に誘導のための行員を配置して、
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同様の顧客対応を行っている。

�３ ローン相談に特化した店舗

さくら銀行はローン相談に特化した店舗を２２ヶ

所設置しており、東京三菱銀行と第一勧銀は５ヶ

所、住友銀行は４ヶ所設けている。

窓口の形態としては、従来のようなオープンカ

ウンター式ではなく、半透明での間仕切りを使用

することにより、プライバシーを守りつつ、圧迫

感のない工夫がなされている。

�４ 駅ビル内に外貨両替の専門店

都銀各行が、外貨やトラベラーズチェックの販

売や買い取りを扱う専門店を、利便性の高い駅ビ

ルなどに設置し、「外貨のコンビニ」として展開

し始めている。ここでは、平日の夕方や週末も営

業している。外貨両替業務を専門店に集約するこ

とにより、一般店での外貨準備の手間を省き、窓

口業務を効率化できるというメリットがある。三

和銀行は１９９９年１０月に大阪・難波の商業施設に開

設し、２０００年３月までに１０店舗に拡大する予定で

ある。また、さくら銀行は１９９８年５月に神戸・三

宮の駅ビルに店舗を設置した。東京三菱銀行の関

連会社である東京クレジット・サービスも全国に

約１４店舗を展開しており、近鉄百貨店（大阪・阿

倍野）や京都駅ビルでも営業している。

１．３ 店舗形態の試み

店舗の形態も様々な試みがなされてきている。

流通業との提携した店舗、外食業との提携店舗、

その他には無人店舗や移動店舗等が導入されてき

ている。

�１ 流通業との提携～インストア・ブランチ～

インストア・ブランチとは、ショッピングセン

ターやスーパーマーケットなどの施設内に設置さ

れた小型の銀行店舗のことである。米国では１９７０

年代初頭から見られるようになった。

インストア・ブランチのメリットは、次の二点

に集約できる。まず最大のメリットとして挙げら

れるのは、利便性に富んでおり、集客力が大きい

ことである。上記のように顧客が資金を使う場に

銀行店舗を構えているうえ、スーパーなどに合わ

せて平日の夜間や週末にも営業しているため、顧

客の生活時間に適応した営業活動を行っている。

第二のメリットは、店舗の出店・維持・運営コス

ト、人件費などの経費コストが極めて小さいこと

である。

インストア・ブランチの国内例としては、三井

信託銀行が１９９８年９月に大手銀行として初めて導

入している。その後、東海、大和、第一勧銀、富

士の各銀行が続いた。インストア・ブランチの開

設は全国各地で相次いでいる。

富士銀行は１９９９年１０月、従来型の総合店舗を個

人業務に特化して、ショッピングセンター「オー

ロラシティ」（東戸塚）内に移設した。既存の支

店をインストア・ブランチ内に移転したのは、国

内初である。

�２ 外食業との提携～インブランチ・ストア～

流通業との間で進んできた、金融機関の異業種

との提携は、外食業にも広がりつつある。銀行の

事務の合理化によって生まれた空きスペースに、

ファスト・フードやコーヒーチェーンの店舗が出

店する例が出てきている。「イ
�

ン
�

ブ
�

ラ
�

ン
�

チ
�

・スト

図表２ ローン相談デスク（さくら銀行）

資料：さくら銀行Web Site
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ア」という呼び方をされることもある。

合理化、経営の効率化が急務となっている金融

機関にとってのメリットは、ファスト・フードや

コーヒーチェーンの集客力の高さである。ファス

ト・フードの来店者数は平均的なコンビニの利用

者数（１日１，０００人弱）を凌ぐと言われている。

リテールが重視されるなかで、外食業の店舗を呼

び込むことは、銀行側にとっては、有力な営業

チャネルの開拓になり、また、外食業にとっても、

既存の銀行店舗の立地は好条件に恵まれており、

メリットが大きい。

インブランチ・ストアとしては、１９９９年３月、

スルガ銀行東京支店（東京・日本橋）が、ATM

コーナーのスペースに、スターバックス日本橋駿

河ビル店を開店した。土日・祝日も店内のATM

を利用できる。

また、横浜銀行は、１９９９年８月、ATMを２台

設置したハンバーガー店を開店（YRP野比横浜

銀行店・横須賀市）した。来店者数とほぼ同数の

ATM利用者がおり、ハンバーガー店とATMを

同時利用する来店者も多い。２０００年２月には横浜

市内にある横浜銀行の店舗内にハンバーガー店を

設ける予定である。

�３ 店舗形態の多様化

店舗の出店先を多様化したり店舗網を再編する

だけではなく、店舗そのものの形態を従来の発想

とは大きく変える試みも行われている。

スルガ銀行が１９９８年７月に登場させたのが、

「アクセスビークル」という移動型店舗である。

５トントラックにATMを搭載し、小さなカウン

ターには行員が控えている。ATMによる出入金

だけでなく、カードの申し込みやローンの相談に

も応じており、そうした顧客には最寄の支店を紹

介している。営業場所は大型小売店の駐車場の場

合が多く、営業時間は午前２時間、午後３時間で、

１週間に４ヶ所の拠点を巡回する。９９年４月末か

らは土日にも営業している。

「アクセスビークル」の導入の目的としては、

支店網の補完と新規出店場所のリサーチが含まれ

ている。新規出店の候補地では、周辺住民の同行

への認知度を高めるという効果が期待されている。

また、この「アクセスビークル」に先立ち、ス

ルガ銀行では「アクセスプラザ」をスタートして

いる。このアクセスプラザは、ユニット式で移

動・再利用が可能な新型店舗ブースである。面積

は、駐車場１台分程度であり、コンパクトになっ

ている。これにより、普通は確認申請等により設

図表３ 移動型店舗（スルガ銀行アクセスビークルとアクセスプラザ）

資料：スルガ銀行Web Site
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置まで数ヶ月かかるものが、アクセスプラザでは

数週間で設置可能となっている。

大垣共立銀行は、仮想窓口を導入した無人店舗

「ソフトピアプラザ」を１９９９年９月に岐阜県大垣

市のソフトピアジャパン内に出店した。顧客は店

舗内に設置されたテレビの画面で行員と対面して

サービスを受ける。営業日は年中無休となってお

り、平日に店舗に足を運びにくいサラリーマン層

をターゲットとして、個人顧客の開拓を図る。休

日営業を始める金融機関は増えているが、取引す

るサービスを限定せずに休日営業する無人店舗は

初めてである。

店舗内にはATMやテレホンバンキング専用電

話も設置されて、出入金、定期預金の開設・解約、

振込などの業務は無人化した。

大垣共立銀行では、国内初の年中無休店舗「エ

ブリデープラザ」を１９９８年１１月３日にオープンし

ている。この店舗は、年中無休のコンビニエンス

ストア、携帯電話・旅行ショップとの複合店舗で

ある。１９９９年１２月に「エブリデープラザ」２号店

を高山市に出店する。

２ コンビニエンスストアにおける店舗の動向

コンビニエンスストアの立地は、ロードサイド

や駅前、オフィス街と人が集積する場所の比率が

高く、その傾向は増大している。また、営業時間

は、２４時間営業を行っている店の割合が高くなっ

ており、１９９７年には、店舗数が２０，３２２店舗と１６時

間営業の店舗数１９，５０２店舗をこえている。

このような、いつでもどこでもほしいものの揃

うコンビニの特長を利用して、最近では、サービ

スの面においてさらに様々な試みがなされようと

しており、新聞を賑わせている。

店舗形態においても、基本的には、約１００m２の

店舗面積で、全国統一した店舗作りであったが、

いくつか新しい店舗形態の試みもなされてきてい

る。

２．１ サービスの多様化

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート

と大手のコンビニチェーンにおいて、電子商取引

が開始されはじめている。また、既存の商品流通

網を活かした、店頭での商品引渡しや、宅配サー

ビス等を始めるチェーンもでてきている。

また、金融機関との提携により、ATMを設置

する方向に進んでいるコンビニチェーンも増えて

いる。

これらサービスの拡大により、コンビニ業界に

おいては新たな住宅地への展開を図っている。

�１ 物流サービス

１９９９年１１月末、セブンイレブンのインターネッ

トを利用した書籍販売サービスの開始から、相次

いで電子商取引が図られている。また、マルチ端

末を使ったサービスが増加し、新たな物流サービ

スを展開している。

伊藤忠商事グループでは、インターネット通

販１）を２０００年秋からスタート予定している。代金

支払いや商品の受け渡しは、約４，５００のコンビニ

店頭で行う。オートバイテル・ジャパン、日本オ

ンライン証券、アルキカタ・ドット・コム、ぴあ

などとも提携予定である。１９９９年１２月から一部店

舗にオンライン端末を設置して先行的に一部商品

を販売する。今秋には、全店舗に端末を設置し、

ネット上のページを本格的に立ち上げ、２００３年に

は、ネット事業により年間２，０００億円の売上増を

見込んでいる。

また、三越はファミリーマート５，５００店にカタ

ログを置き、コンビニ経由での受注を開始した。

１）事業名は「ファミマコム」
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松坂屋はデイリーヤマザキ２，７００店で注文を受け

付け、お歳暮の売上目標は５億円としている。

さらに、コンビニで大学や専門学校の願書取次

ぎを開始ししている。現在６社２）が扱っているが、

昨年秋から新たにエーエム・ピーエム・ジャパン

とスリーエフが加わり、合計２１，０００店で願書が入

手可能になっている。コンビニでの願書の注文数

は、１９９７年度に比べると、１９９８年度は、三倍（約

２５万件）に伸びている。ローソンでは、オンライ

ン端末「ロッピー」でも専用ページを設けて注文

できるようにした。

酒・食品コンビニの「コミュニティストア」を

展開する国分グローサリーチェーンは、専用カタ

ログを使った会員制宅配サービスを本格的に開始

図表４ 立地分類の推移（％）

立

地

区

分

市
街
ロ
ー
ド
サ
イ
ド

郊
外
ロ
ー
ド
サ
イ
ド

市

街

駅

前

通

り

郊

外

駅

前

通

り

市
街
商
店
街
周
辺

市
街
住
宅
地
周
辺

郊
外
住
宅
地
周
辺

市
街
オ
フ
ィ
ス
街
周
辺

料

飲

店

街

周

辺

農

山

漁

村

そ

の

他

合

計

９３年 １８ １９ １６ ９ ７ ６ ４ １０ ６ ３ ２ １００

９４年 １７ ２０ １７ ７ ７ ３ ４ １３ ５ ４ ３ １００

９５年 １８ ２０ １８ ６ ８ ４ ３ １４ ４ ３ ２ １００

９６年 １９ ２１ １７ ５ ８ ３ ４ １５ ４ ２ ２ １００

９７年 ２０ ２１ １８ ４ ９ ２ ３ １６ ３ ２ ２ １００

資料：MCR統計（９８年版）

図表５ 営業時間別店舗数の推移

営業時間 ９３年 ９４年 ９５年 ９６年 ９７年

１４ １，２６４ １，４８９ １，１２９ １，２２３ １，１７３

１５ １，０５５ １，１５２ ９６５ ９９５ ９２７

１６ １８，４０３ １８，７４２ １９，４６２ ２０，２０６ １９，５０２

１７ ３，４２７ ３，９８６ ３，８８６ ４，０１４ ４，１０５

１８ １，４１０ １，７４４ １，９４２ ２，００８ ２，０３４

１９ ３９７ ３８３ ３１６ ２２７ ２１６

２０ ５４６ ８６９ ８４４ ８７４ ８６８

２１ ４７７ ３８２ ４９６ ５１４ ５３６

２２ ２１８ １１５ ３３８ ３５１ ３５８

２３ ３９ ２７ ６８ ７１ ８０

２４ １６，２７４ １６，３１８ １７，３８８ １８，０８４ ２０，３２２

合 計 ４３，５１０ ４５，２０７ ４６，８３４ ４８，５６７ ５０，１２１

資料：MCR統計（９８年版）

２）ローソン、ファミリーマート、サンクスアンドアソシエイツ、ミニストップ、サークルケイ・ジャパン
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した。１９９９年はじめに、店頭商品と介護用オムツ

で実験的にスタートしたところ、高齢者に加えて

一般の利用客も予想以上に多いため、１９９９年１０月

から取扱店を１９店から５０店に拡大している。宅配

サービス名は「親切・ふれあい便」で、入会金は

３００円、宅配料は一回につき２００円であり、各店が

電話で注文に応じている。利用客は９５％は女性で

大半は主婦である。このサービスは、加盟６６０店

の９割強が元酒販店で、配送車を備えているとこ

ろが多く、導入コストは、人件費以外には、カタ

ログ費用程度となっている。

�２ コンビニブランチ

大手のコンビニチェーンでは、店舗網を活用し

て、多機能型ATMを入れるなど、限られたス

ペースでも多様なサービス提供による集客力の向

上、手数料収入増に動いている。

ファミリーマートなど５チェーン３）が出資して

コンビニに設置するATMの運営会社「イーネッ

ト」（他に日本IBMなど１０社、東京三菱銀行など

１０行）を発足した。１９９９年１０月から開始し、２００１

年４月には全国５，０００店のコンビニで、３６５日２４時

間銀行サービスが利用できる予定である。振込み

や定期作成、クレジットキャッシングも可能にす

る見通しである。このATMは多機能マルチメ

ディア端末ソフトを搭載し、将来の金融サービス

の多様化に備えている。

一方、セブンイレブンはこの動きとは別に

ATM共同運営会社を設立する予定である。

また、JR西日本系のコンビニである「ハート・

イン」４）は、大半の店舗が駅構内にあるため、集客

力アップを狙って、多機能型ATMの導入を決め

た。通信販売の注文や公共料金の支払い、チケッ

ト購入なども一台で対応できる。

２．２ 店舗形態の多様化

店の形態も、いくつかの新しい試みがはじめら

図表６ コンビニの店舗をめぐる最近の動向

特 徴 ね ら い 、 効 果

１．サービスの多様化

～マルチ端末

◆EC（電子商取引）や通販に対応した住宅

地への展開

◆興行チケットや航空券販売。ホテル予約が

可能

◆宅配サービス参入

◆集客力向上

◆手数料収入増

◆コンビニのサービス業化

◆宅配業界との差別化

２．銀行との提携

～コンビニ・ブラ

ンチ（ATM併設）

◆郵便局のネットワークに次ぐ店舗網（コン

ビニ上位３社で約２０，０００）の活用

◆多機能ATMを導入して金融以外にも多様

なサービス提供

◆顧客への利便性の提供

◆集客力向上

◆手数料収入増

３．店舗形態の多様化 ◆無人店舗

◆ガソリンスタンドとの併設

◆サービスの多様化に伴う店舗形態の変化

４．新しい業態 ◆ビジネスサービスを行うコンビニ

◆小規模のコンビニエンス・ホームセンター

の住宅地への展開

◆大型店のすきまを埋め、営業時間帯も拡大

◆新たな顧客層の開拓

◆大店立地法による出店規制への対応

◆地域住民ニーズへの木目細かい対応

５．環境配慮型店舗 ◆ISO１４０００sの取得

◆環境にやさしい施設の設置

◆環境問題への対応

◆イメージアップ

３）ファミリーマート、サークルk、サンクス、ミニストップ、スリーエフの５チェーン
４）近畿、北陸地域を中心に９８店を展開。
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れている。規制緩和に伴い、ガソリンスタンドの

併設も可能となったため、ガソリンスタンド併設

のコンビニも登場している。

ファミリーマートは１９９９年１２月３日にファミ

リーマートとしては始めてのセルフ式ガソリンス

タンド併設店を全国農業協同組合連合会との提携

により埼玉県草加市に開店した。全国で約５０００店

のガソリンスタンドを有する全国農業協同組合連

合会との企業間取組としての初出店となり、全農

燃料テクノ株式会社とのフランチャイズ契約によ

り運営される。

さらに、ampmは、１９９６年９月に無人コンビニ

であるオートマチック・スーパーデリスをオープ

ンした。ここにある自動機器は単なる自動販売機

ではなく、売れたものを自動発注する機能を有し

ている。また、１９９９年９月東戸塚にデリスタウン

東戸塚をオープンした。「デリスタウン」はコン

ビニとセルフガソリンスタンド、薬局、レストラ

ンの複合店である。敷地はおよそ１０００m２であり、

一般的なコンビニと比べると大きい。この開店と

同時に顧客向けの「デリスクラブ」という会員組

織を発足させ、地域の顧客個人にあったサービス

の提供を目指している。

２．３ 新しい業態

事業形態についても新たな形態が生まれている。

ビジネスコンビニと呼ばれる店が勢いを増してい

る。フルサービスのコピーをメインにオリジナル

名刺の作成といったDPEサービス、パソコンの

時間貸しを主たるサービスとして、コンビニ同様、

図表７ オートマチック・スーパーデリスとデリスタウン東戸塚

図表８ メールボックス・エトセトラ紀尾井町店

資料：ファミリーマートWeb Site
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２４時間サービスである。最初は、SOHOを対象と

して、郊外店舗が主であったが、最近は、都心部、

ビジネス街に出店が相次いでいる。

キンコーズは、コピー・製本、コンピューター

サービスを中心とした２４時間年中無休のビジネス

コンビニエンスストアである。現在アメリカを中

心に約９００点以上の支店がある。日本では、２０００

年１月現在で３６店舗である。

また、メールボックス・エトセトラは、アメリ

カのMail Boxes Etc. USA, Incと契約を締結し「ビ

ジネスニーズ中心のワンストップ・ロケーション

サービスの提供」をコンセプトとしたビジネスコ

ンビニである。ビジネスニーズに１箇所で応える

ことを可能にするため多様なビジネスサービスメ

ニューをそろえている。現在は、紀尾井町と日本

橋の２店である。

コーナン商事は、２０００年６月の大規模小売店舗

立地法（大店立地法）の施行により、環境対策が

必要になり従来の大型店の出店が難しくなると予

想されることから、売場面積が１，０００平米未満の

小型店「コンビニエンス ホームセンター」の出

店を開始する。コンビニ同様に住宅街に出展して

顧客の利便性を高めるのが目的である。一号店は

和歌山の郊外を予定しており、２００１年以降に多店

舗化を進める。和歌山県や大阪府を中心に、大型

店のすきまをうめるように、１０店程度ずつの出店

予定である。また、住民ニーズに合わせて営業時

間の延長も検討している。

２．４ 環境配慮型店舗

１９９７年に地球温暖化防止京都会議５）が開催され

てから、環境を考慮した取り組みをする企業が増

えている。コンビニ業界においても例外ではなく、

環境を考慮した店舗が建設されている。

また、環境の問題は、店舗だけでなく商品開発

においても進めている。

ローソンでは、環境対策実験店として勝島１丁

目店を開店した。この店舗は、省エネ、フロン削

減、廃棄物削減、リサイクル、空調効率アップ、

バリアフリーを考慮している。

ファミリーマートにおいても、環境保全型のコ

ンビニエンスストア「エコ・ショップ」の開店を

推進している。現在、港南台インター店、葉山町

店、谷田店（茨城）、マリンピア喜入前店（鹿児

島）、シーガイア入口店（宮崎）、小垣江西店（愛

知）、門真深田町店（大阪）、吉田駅北口店（大阪）

がエコ・ショップである。環境方針として、環境

保全型商品の開発・選定、環境保全型物流体制の

推進、エコショップの推進、環境保全型店舗運営

の４点を実施している。

おわりに

金融機関及び流通機関ともにここ数年、サービ

スの多様化・自由化に伴い、様々な店舗形態が現

れるようになってきた。

金融機関においては、新たな顧客開発や顧客

ニーズを反映し、インストアブランチやコンビニ

ブランチを開始している。これに伴い、営業時間

図表９ 環境対策実験店

資料：ローソンWeb Site

５）「気候変動枠組み条約第三回締約国会議」
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の延長や、土日営業も増加している。また、木目

細かなサービスを実施するため、顧客を選別して

特化した窓口形態が増加している。しかしこれと

同時にまた、施設のコスト削減をも目指している。

機械化によってバックオフィスを縮小し、代わり

に相談コーナーを充実したり、他の業種との併設

（インブランチストア）を実施している。

流通機関、特にコンビニエンスストアにおいて

は、サービス面での多様化が進んでいる。これに

よる店舗形態の変化では、今のところ大きい変化

はないが、ATMやマルチメディア端末等の設置

スペースが必要となっている。

今後も競争激化の中で、最適なサービス提供と

コスト削減を目指して、店舗形態についても、

様々な模索が続いていくと考えられる。常に、こ

のような動向を把握していくことは、多くのサー

ビス拠点を持つ郵政事業にとっても、参考になる

と思われる。
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第１２章 実践のために

第１章から１１章まで、計量経済学の理論と技法

を学んできた。ここでは、実際にあなたが実証分

析を行おうとする際の、課題について簡単にまと

めてみたい。

１ はじめに―あなたは何をやりたいのか

計量経済学は、経済理論、統計学、データとコ

ンピュター・ソフトを統合して行う。どれを欠い

ても行うことはできない。実際に分析に取り組む

とき、まず問題になるのは、あなたは何をやりた

いのかを明確にすることである。金利が設備投資

に与える影響か、金利差が為替に与える効果が知

りたいのか、それとも価格の引き上げが需要に与

える影響を知りたいのか等々、自分が何を目指し

ているのかをはっきりさせる必要がある。

しかし官庁や民間のエコノミスト、あるいは企

業の調査部門で与えられたテーマは最初は漠然と

したものが多いであろう。あるいは学生や院生が

取り組もうとするテーマも、数量分析を行うには

いささか曖昧ということが多いであろう。そのた

めに数量分析の前提となる定式化が困難というこ

とはよくある例である。そのとき最初に行うべき

ことは、その分野の中級の教科書を読むことであ

る。良くできた中級の教科書は、理論のエッセン

スだけではなく、様々な事例を紹介し、そこで何

が既知であり、何が問題であるか、あるいは複数

の異なる見解がなぜ主張されるのかを紹介してく

れるだろう。それにより論点を整理し、どのよう

なモデルが考えられるのか、何を発見すればよい

か、あるいは検証・反証されるべき仮説はどのよ

うなものかを理解する手がかりを得ることができ

る。中級の教科書は、更にその分野の基本的な文

献や先端研究の文献を紹介している。それらの文

献を教科書に続いて読むことで、あなたは自分が

取り組もうとしているトピックの、理論的な基礎

と問題点をより一層明瞭にすることができるであ

ろう。あなたが（漠然とした）テーマを与えられ

たとき、あるいは（取り組もうとしている）課題

が煮詰まっていないとき、最初にやるべきことは

中級の教科書を読むことである。このステップを

飛ばすと、あなたは結果として多大な時間を無駄

にすることになるだろう。

２ データの利用可能性とその性質、定式化につ

いて

言うまでもないがデータ無しには実証分析を行

うことはできないし、そもそも社会科学としての

経済学も、存在できない。そこではどのような

データが利用可能であるのか、そのデータはどの

ようなプロセスで作成され、いかなる性質を持つ

のかということが問われる。

シリーズ

応用計量経済学�１２

横浜市立大学商学部教授 松浦 克己
大阪大学国際公共政策研究科助教授 Colin McKenzie
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１）データの利用可能性

テーマが仮に決まったとしよう。失業とリスト

ラに関心を持つあなたは、労働市場の調整速度は

どの程度なのかをとりあげるとする。あるいは

マーケティングを担当するあなたは、家計の衣料

費の分析に取り組むとする。または円ドル為替

レートの予測に取り組むとする。

その分野の理論と先行研究を学んで、場合に

よっては新しい理論モデルを展開したあなたが、

次に取り組まなければならないことは、テーマと

理論モデルに対応するデータの収集である。仮に

テーマが定まって理論モデルがあるということは、

いくつかの定式化を考え、暗黙のうちに被説明変

数と説明変数の候補を選択したということでもあ

る。たとえば労働需要関数を時系列データで推定

するとする１）。労働需要を表す変数が被説明変数

の候補であり、実質賃金と前期の雇用量が説明変

数の候補というようなケースである。

そのようなデータをどうやって見つければ良い

であろうか。第一の、そして最も時間節約的な方

法は、先行研究を読むことである。その上で、そ

こで採用されているデータの原典に当たることで

ある。

データの収集、利用に当たり注意を要すること

は以下の点である２）。

�１ 多くのデータは行政目的や企業経営目的の

ために集められたものであり、特定の経済分析の

ために集められているわけではない。従って一つ

のデータ集（統計調査）で、分析のためのデータ

収集が完結することは希である。複数の調査主体

で収集されたデータを使うことが多い。そのため

にデータ間で整合性がとれているかどうかを慎重

に検討する必要がある。

�２ 経済理論の概念と実際に利用可能なデータ

の概念とは、必ずしも一致しないことがある。第

５章の操作変数法で、恒常所得と現実に観察され

る所得の差を説明したが、それは経済理論と現実

のデータのギャップの典型例である。その時我々

は何らかの形で、データの加工変換を行う必要に

迫られることがある。その場合は、論文に明確に

加工の理由と方法を報告しなければならない。

�３ 理論的に要求される変数が、直接データと

しては存在しないことがある。しかし、直接デー

タが無いからといって分析をやめることはできな

いケースがある。右に行くか左に行くか意思決定

をしなければならない実務の世界では、特にそう

であろう。そのときは、理論と比較的マッチする

であろう変数を代理変数（proxy variable）とし

て利用することである。たとえば個人の能力は賃

金に影響することが予想されるが、個人の能力を

直接観測することは困難であろう。その場合に教

育歴を能力の代理として取り上げるようなケース

である。この場合もなぜ代理変数を用いるのか、

それが適当である根拠を報告する必要がある。

データの利用に当たって常に注意を要すること

は、繰り返しであるが、その概念・定義である。

たとえばあるデータで所得が報告されているとき、

それは誰の所得（世帯主なのか家計全体のなのか）、

その範囲はどこまでなのか（税込みなのか、可処

分所得なのか、それとも勤労所得に限定されるの

か財産所得まで含むものなのか、ボーナスを含む

ものなのか）、いつのものなのか（年間ベースな

１）クロスセクションデータで推定する場合、説明変数の候補として賃金はもちろん考えられるが前期の雇用量は観測されないこ
とが多い。重要なポイントは理論モデルはデータに依存しないが、分析できる現象は時系列データ、クロスセクションデータ
とパネルデータによって違うことである。

２）論文で使用が認められるのは公開されたデータである。公開されたデータという意味は無償または有償で手に入れることがで
きるもの。または一定の手続きを踏めば第三者が利用可能であることを指す。すなわち第三者により結果が復元可能なもの
（replicable）であることが必要である。いわゆる行政や企業の内部データで第三者がアクセス可能でないものを用いても、論
文としては認められない。
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のか、ある特定の月のものなのか）を常に明らか

にしなければならない。

特に時系列データを利用するときは、それが季

節調整済みデータなのか原データなのかは明示す

る必要がある。実務上課題となるのは、季節調整

済みデータを用いて予測を行おうとするさい、そ

れを原データベースに復元することである。たと

えば１２月のボーナス・セールに臨む販売担当者に

とって必要な情報は、季節調整済みの値に基づく

予測値ではない。そこで必要なのは原データベー

スの予測値である。季節調整済みの値から原デー

タを復元することは、かなり困難である。このよ

うなケースでは、原データを用い予測することが

望ましい。

２）データの性質

計量経済学は、データの性質について強い制約

をおいている。それには、モデルに使われるデー

タの並べ方と、個々の被説明変数、説明変数にか

かるデータの性質の問題とがある。変数は、その

制約に応じて推計する必要がある。

データの並べ方には、時系列データとクロスセ

クション・データがあること、さらに両者を結合

したパネル・データがあることを学んだ。この

データの並べ方の判断に迷うことは読者はもはや

ないであろう。パネル・データであれば、プルー

したOLS（plain OLS）によるか、フッイクド・

イフェクト（固定効果）・モデルかあるいはラン

ダム・イフェクト（変量効果）・モデルによるか

を検定しなければならない。

被説明変数となるべきデータには連続変数の他

に、プロビット・モデルのように１または０のダ

ミー変数となるもの、あるいはトービット・モデ

ルのように分布に制約のあるものがあることを第

１１章で示した。第１１章を学んだ読者にとって、プ

ロビット・モデルやトービット・モデルに該当す

るモデルをOLSで推計するようなことはないであ

ろう。

個別の変数に関しては、時系列データには定常

なデータと非定常なデータがあることを第８章で

示した。実際上データの性質を判断するとき、問

題となるのは多くの場合、時系列データであろう。

いつもの回帰モデル

yt＝a＋bxt＋et １２．１）

においてOLSがBLUEとなるのは、以下の要件

（A．４を除く）３）を満たす時であった（第１章参照）。

A．１ 誤差項の期待値は０である。

E（et）＝０ for all t

A．２ 誤差項の分散は一定である。

V（et）＝E（e２t）＝σ２ for all t

A．３ 誤差項間に系列相関はない。

Cov（et，es）＝E（etes）＝０ for all t≠s

A．４ 誤差項は正規分布に従う。

A．５ 説明変数はある一定の値を取る非確率変

数である。

A．５の代わりにxtは確率変数であるが、説明変

数と誤差項は相関しないという仮定をおくことも

ある。

Cov（xt，et）＝ρxe＝０

この場合、OLSは不偏性を持たないが、一致性は

もつ４）。

さらに時系列分析では説明変数が確率変数と仮

定し、その変数と被説明変数が（弱）定常である

ということは以下の条件を充たす場合であった

（第８章参照）。

B．１ 期待値は時間を通じて一定である。

E（xt）＝μx for all t

B．２ 分散は時間を通じて一定である。

３）ｔ統計量とＦ統計量は帰無仮説の下でそれぞれｔ分布とＦ分布に従うことを証明するためにA．４をおく必要がある。
４）xtとetが独立であれば、OLSは不偏性を持つ。
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V（xt）＝σx
２ for all t

B．３ 自己共分散は時点の差kのみに依存し、

時点tには依存しない。

Cov（xt，xt－k）＝γx（k）

k＝…，－１，０，１，２，…

B．１～B．３の条件を充たさない変数（被説明変

数、説明変数）がモデルの中に１個でもあれば、

それは見せかけの回帰である可能性があり、意味

のない分析かもしれない。そのために時系列デー

タを用いた分析では、まず単位根検定が行われ

た５）。

全ての変数に関して単位根が存在するという帰

無仮説が棄却されて（あるいはデータが定常にな

るように変換されて）、回帰分析が行われた。

また単位根が存在すると判断された場合は、元

のデータについて共和分関係が存在するか否かの

検定が行われた６）。１２．１）式にあるytとxtが両方

ともI（１）変数であれば、１２．１）式を共和分関係と

して解釈するためにetはI（０）変数である必要があ

る。共和分関係が存在すれば、それをモデルに取

り入れる必要がある。そのためにたとえばEngle

－Grangerのテストでは、１２．１）式をOLSで推計

し、OLSの残差

＾ ＾et＝yt－â－bxt １２．２）

に関し、B．１～B．３の条件を満たすか否かの検定

が行われた。

単位根検定と共和分関係の検定を経て推計が行

われ、A．１～A．５の仮定が満たされているかどう

かの検定が行われた。A．１～A．５の仮定のいずれ

かを満たさない場合、誤差項の修正や、操作変数

法あるいはAR１モデルなどが採用された。

言い換えればデータの性質に関して７）

�１ 単位根が存在するかどうか

�２ 共和分関係が存在するかどうか

�３ 誤差項はBLUEの前提条件を満たしている

かどうか

を我々は検定する必要がある。その検定結果に応

じて、計量方法を修正・採択する必要がある。

３） 定式化の選択と構造変化

（定式化の選択）

実証分析に当たり、あらかじめ唯一絶対という

定式化が存在することは、極めて希である。R２＞

D.Wは定式化の誤りやデータの定常性に問題があ

るシグナルの一つであった。この時は定式化の再

検討が必要である。あるいはデータの定常性につ

いて検定を行う必要がある。

たとえば経済白書平成１１年版（p. １０６）は、以

下のような長期金利の推計式を掲げている。

LTRt＝ ２．１０８
（１６．６６８）

＋０．８８４＊
（２０．７０８）

CALLt －０．７５９＊
（－２．２６０）

FTQt＋０．０１０＊
（１．９４７）

JGBt＋０．０８２＊
（５．７４５）

IIPt＋残差t

１２．３）

LTR：国債１０年物店頭基準気配（月中平均）

CALL：無担保コール翌日物（月中平均）FTQ：

CD３ヶ月物（最終週約定平均）―TB応募者利回

り JGB：利付き国債のシ団引受け額（１２ヶ月移

動平均）IIP：鉱工業生産指数（前年比、ラグ２

期）

（ ）内はt値

５）いうまでもないが定常性は時系列データとパネルデータの問題である。標本数の少ない時、単位根検定の検出力は低いので、
データが定常の場合でも定常ではないという検定結果がでる可能性が高い。ただし「標本数が少ない」とは具体的にどのぐら
いかということに関しては、計量経済学者の間でもコンセンサスがまだ得られていない。

６）第８、９章で繰り返し説明したように、利用可能な分布表では共和分検定のための統計量は変数が６個までである。理論的に
モデルによっては変数が７個以上というケースも当然ある。分布表の制限によってそれは暗黙のうちに、全ての変数が定常で
ある、あるいは変換されたデータは定常であるが元の変数間には共和分関係は存在しないことを仮定していると考えることが
できる。

７）もちろんクロスセクションデータであれば�１と�２は無視される。
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AdjR２＝０．８９２ D.W.＝０．４３７

推計期間は９２年４月から９９年３月（標本数＝８４）

月次データを利用する場合、季節変動と同様に

月次変動が存在する可能性があるが、通常金融市

場において裁定が働くことによって月次変動が長

期的に続かないと考えられる。これはあくまでも

仮定の話なので検定する価値がある。

この推計結果に基づいて要因分解を行い、質へ

の逃避、国債発行、鉱工業生産が金利を上昇させ、

コールレートが低下要因であるとしている。

上の長期金利の推計結果は、典型的な系列相関

の例（D.W.＝０．４３７）であり、また過小定式化や

データの定常性に問題があるケースである８）。し

たがってそれに基づく要因分解もミスリーディン

グになる可能性がある。

１０人の経済学者が集まれば１１の学説が存在する

というのはblack jokeだとしても、複数の学説が

激しく対立していることはよくある例である。そ

の場合R２やAdjR２だけで判断を下すことは容易で

ないことがある９）。

実際上問題になるのは、経済理論は現実を抽象

化した（様々な要素を捨象している）ものであり、

それを実証分析の俎上にのせる段階で、異なる

データが説明変数として用いられるケースである。

第３章でみた入れ子型、非入れ子型、あるいは

Encompassing検定（包含検定）の問題である。

特に過小定式化の問題が存在するときは、得られ

た推定結果は一致性も有しなかったので、定式化

を誤ることは、時には致命的である。入れ子型で

あれば、t検定やF検定で定式化の選択が行われ

た。

次のような非入れ子型であれば、

yt＝a０＋b０xt＋c０zt＋et １２．４）

yt＝a１＋b１xt＋d１wt＋ut １２．５）

ＪテストやEncompassingテストが行われた。

はなはだ面倒なようであるが、定式化の選択は、

得られた推定結果が頑健であるかどうかをチェッ

クする上で重要である。多少の定式化の変更に

よって結果が大きく替わるのであれば、政策的な

判断を誤るからである１０）。

（構造変化）

十年一昔とはよく言われることである。８０年代

に当てはまったモデル（定式化）が、９０年代にも

該当するとは限らない。８０年代の経済構造（経済

モデル）が９０年代も続くと判断したとき、何が起

きたかということを我々はいやというほど経験し

た。高度成長期はGDPの期待値は時間と共に増

加していた可能性がある（GDPの期待値が時間

と共に上昇することが成長期の定義だともいえ

る）。安定成長期、ゼロ成長期はその期待値が時

間を通じて変わらない時期だとも言える１１）。

このようにモデルの定式化も、その基礎にある

データの性質も時間と共に変わることがある。

我々は推計に当たっては、この構造変化の問題を

検定する必要がある。

３ 実 例

１） 労働調整速度

ここでは、経済白書平成１１年版に掲載されたわ

が国の雇用調整速度を推計した雇用調整関数を取

り上げたい。以下のような推計結果が示されてい

る（経済白書平成１１年版、p.２７４）。

８）第９章でIIPはI（１）変数であったことを思い出してほしい。
９）R２が意味を持つのはOLSのみであったことも思い出してほしい。OLSの目的関数は基本的にR２を最大化することと同様である。

いくつかのモデルを比較するためにR２を利用する際、OLSの場合でも被説明変数が同一である必要がある。
１０）たとえば多重共線関係が存在するとき、複数の推計結果を報告するのは判断を過たないための予防策ともいえる。
１１）かつて右肩上がりの成長ということがマクロ経済や資産市場についていわれたが、これを計量経済学の観点からいえば、デー

タの定常性を疑えということである。OLS等の古典的計量分析を行う前に、単位根検定等のプロセスが必要な典型例である。
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Lt＝７４４．７４１
（７．７４６４）

＋０．６３４２Lt－１
（１３．０９７５）

＋２．５８８E－０３
（７．７０４０）

GDPt＋ u^ t

１２．６）

AdjR２＝０．９９８３ 推計期間１９７４～９８年度

Lt＝４８６．０７２
（１．６０３７）

＋０．７４０４Lt－１
（５．５３０１）

＋２．０６１E－０３
（２．５８３３）

GDPt＋ u^ 1t

１２．７）

AdjR２＝０．９９３０ 推計期間１９７４～８４年度

Lt＝７３７．４１６
（６．６５７７）

＋０．５６８９Lt－１
（８．６３８７）

＋３．３３３１E－０３
（５．９２１７）

GDPt＋u2t

１２．８）

AdjR２=０．９９５２ 推計期間１９８５～９８年度

L…雇用者数 GDP…実質GDP

カッコ内はｔ値

白書には上記掲載以上の推計プロセスやデータの

性質、各種統計量や検定結果は報告されていない。

またデータの期間（年次、または四半期）につ

いては説明が加えられていない。推計期間が１９７４

～９８年度とあることからすれば年次データ（年度）

なのであろう１２）。そうであればサンプル数は、全

期間（１２．６）式）で２５、自由度は２２である。前半

（１２．７）式）についてはサンプル数１１、自由度は

８である。後半（１２．８）式）はサンプル数１４、自

由度は１１である。前半、後半に分けた推計は自由

度が極めて少なくなっている。この場合安定した

推計結果は得にくいであろうことが予想される。

一般的にいって自由度は３０以上あることが望まし

いとよく言われている。

データの定常性に関する単位根検定の結果が報

告されていないところからすれば、経済白書では

データは全て定常であると暗黙のうちに仮定して

いると判断される。

また誤差項（残差）に関する統計検定量が報告

されていないことからすれば、A．１～A．５の仮定

を満たしていると判断された（又は仮定された）

のであろう。

経済白書本文によれば、Chowテ ス トや

CUSUMテストの結果は報告されていないが、雇

用調整速度は速くなったと明示してある（p. ３３）。

これからすれば、経済白書では、雇用調整に関し

て構造変化が起きたと判断している。期間を７４～

８４年度、８５～９８年度と区分しているので、８５年度

に構造変化が起きたと判断しているとみられる。

この構造変化が起きたということが、白書の分析

のポイントである。

そこでまず、経済白書と同様に、データは定常

であるという仮定の下に、OLSで次のような推計

を試みた。

equation eq１．ls L C L（－１）GDP

eq１．auto（２，p）

eq１．white（c，p）

eq１．auto（２，p）は推計式eq１に関してBreusch―

Godfrey LMテストをラグの次数２（２がそのオ

プション）で行い、印刷する（ｐがそのオプショ

ン）というコマンドである。

eq１. white（c，p）は推計式eq１に関しWhiteテ

ストを、交差項を含め（ｃがそのオプション）て

行い、印刷するというコマンドである。いずれも

View／Residual Tests／Serial Correlation LM

Test．．．

View／Residual Tests／White Heteroscedas-

ticity（cross terms）

と同じ機能を持つものである。

結果は次のようであった１３）。

Lt＝７５０．８６１
（７．７７）

＋０．６３１２Lt－１
（１２．９８）

＋２．６０７E
（７．７３）

－０３GDPt＋ u^ t

１２．９）

AdjR２＝０．９９８３ Breusch―Godfrey LMテスト

＝１０．０４７（p値＝０．００６６、ラグの次数は２）White

テスト＝５．５０９（p値＝０．３５７）RESETテスト＝０．０３

（p値＝０．９７６）

１２）確認したところ年度データとのことであった。
１３）１２．９）式の推定結果は経済白書の１２．６）式の推定結果と多少異なることに注意して下さい。
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N＝２５ 推計期間１９７４～９８年度

Breusch―Godfrey LMテストの結果から系列相

関があることが分かる。したがって仮定のA．３は

満たされていない。Whiteテストからは分散は均

一であるという帰無仮説は棄却されない１４）。

次に白書がポイントとする、構造変化があった

のかどうかを検定してみよう。

eq１．rls（q，p）

eq１．rls（v，p）

eq１．chow（p）８５

こ こ でrlsはView／Stability Tests／Recursive

Estimates（OLS only）．．．に相当するコマンドで

ある。

eq１．rls（q，p）は、推計式eq１に関しCUSUM

テスト（ｑがそのオプション）を実施し、結果を

印刷する（ｐがそのオプション）コマンドである。

eq１．rls（v，p）は、推計式eq１に関しCUSUMSQ

テスト（ｖがそのオプション）を実施し、結果を

印刷するコマンドである。

chowはView／Stability Tests／Chow Break

Point Test．．．あるいはChow Forecast Test．．

に相当するコマンドである（既定値はBreak Point

Testである。Forecast Testを行うのであれば、

カッコ内にオプションfを加えればよい）。

eq１．chow（p）８５は、推計式eq１に関し、８５年度

で構造変化がみられるかどうかのchowテストを

行い、結果を印刷するコマンドである。

CUSUMテストとCUSUMSQテストの結果は図

１２．１、１２．２に示すとおりである。いずれも、推

計全期間を通じて構造変化はないことが分かる１５）。

１４）しかしBreusch―Godfrey LMテストとWhiteテストは漸近理論によるとχ自乗分布に従うが、標本数が２５の場合χ自乗分布の臨
界値を利用すると、テストの第１種と第２種の誤りの確率はどのようなものなのかを真剣に考える必要がある。

１５）１２．９）式の説明変数にはラグ付き被説明変数があるので、CUSUMテストの図とCUSUMSQテストの図にある臨界線はあくま
でも目安として見た方が良い。

図１２．１ CUSUMテスト
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Chow Break Point テスト（８５年度）のF値は

１．６３４（p値０．２１５）である。したがってChowテ

ストによっても８５年度で構造変化はないといえ

る１６）。

経済白書ではLt－１の推定係数が１２．７）式の

０．７４０４から１２．８）式の０．５６８９まで低下したので、

構造変化があると判断されたようである。しかし

経済白書のフレームに従って分析する限り、７４～

９８年度において雇用調整速度に構造変化があると

いえない。これは構造変化があったという白書の

報告とは全く逆の結果である。ここでの白書の問

題は、系列相関の問題をおいたとしても、経済白

書で構造変化を主張する前提であるChowテスト

やCUSUMテストを行わなかったことにある１７）。

そもそもOLSを適用できるかどうかをみるため

に、単位根の検定を行ってみよう。ADFテスト、

図１２．２CUSUM SQテスト

１６）標本数が極めて少ないのでCUSUMテスト、CUSUMSQテストとChow Break Pointテストの検出力はかなり低いと考えられる。
１７）労働白書平成１１年版（p. ２８４）でも、労働調整速度に関し以下のような推計が行われ、調整速度が早まったと報告されている。

LogLt＝０．２９１
（１．６４５）

＋０．１１０
（３．２５４）

LogGDPt －０．０２６
（－１．７１５）

Log（W／R）t＋ ０．８０９
（１２．９０１）

LogLt－１＋e^ 1t D.W=２．２２６推計期間
１９７５年Ⅰ期～８６年Ⅳ期

LogLt＝０．１２１
（０．４００）

＋０．１１３
（４．４４７）

LogGDPt＋０．０７０
（１．１０４）

Log（W／R）t＋ ０．７８２
（１１．９５６）

LogLt－１+e^ 2t D.W=２．６６５推計期間
１９８６年Ⅳ期～９３年Ⅳ期

LogLt= １．６４３
（２．２６０）

＋０．１１６
（３．０７５）

LogGDPt＋０．０３８
（０．７４０）

Log（W／R）t＋０．６１４
（５．２８２）

LogLt－１＋e^ 3t D.W=２．２８７推計期間
１９９３年Ⅳ期～９８年Ⅳ期

Ｗ…現金給与総額指数 Ｒ…国内卸売物価指数総平均 カッコ内はｔ値
物価を除き季節調整値
白書ではD.W統計量が報告されている。しかし説明変数にラグ付き被説明変数を含む場合には、D.W統計量は系列相関がな
いという帰無仮説を採択するバイアスを持つ。この場合、Durbin’s hかBreusch―GodfreyのLM検定によるべきことは第５章で
説明したとおりである。そもそもChowテストやCUSUMテストなどの検定を行っていない等の、経済白書と同様の問題を抱え
ている。また構造変化をみるとしながら、推計期間が重複（８６年第Ⅳ期、９３年第Ⅳ期）しているという問題もある。なお労働
白書と経済白書の推定したモデルを比較すると前者ではLtとGDPtの対数を取ってあることが分かる。
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PPテストの結果は次の通りであった。

表１２．１によるとGDPはI（２）変数であるような

結果である。LについてはADFテストの結果（△２

Lの結果を参照）は分かれるが、PPテストからす

ればI（２）変数のように判断される。この単位根

検定の結果から、レベルで行った先の回帰は見せ

かけの回帰と判断される。言い換えれば、表

１２．１の検定結果が正しいとすれば、年度データ

を用いたレベルでの労働需要の調整関数は、デー

タの定常性を満たしていないので、推計そのもの

を行うことができない。ただし標本数が極めて少

ないのでADF検定とPP検定の検出力もかなり低

いはずである。この場合経済白書のように暗黙に

仮定するよりは、最初から全ての変数が定常であ

ると明確に仮定するのが妥当な考え方の一つであ

る。

もしGDPもLもI（２）変数であれば共和分検定

を行う必要があることになる。第８章で説明した

Engle―Grangerの共和分検定方法はI（１）変数に

関するものであったので、それによることはでき

ない。Johansen―Juseliusのアプローチを取るこ

とが考えられる（LとGDPの２変数であるから、

共和分は存在しても１個である）。しかしI（２）変

数間の共和分検定や共和分ベクトルの推計は、本

書の程度をはるかに超える１８）。

２）為替レートと合理的期待形成

為替レートに関して合理的期待形成（rational

expectations）が成立しているか否かの例を通じ

て、定式化や検定の方法を、実際にみてみよう。

１９８７年１月８日から１９９１年９月３０日の間に収集

した実際の為替レートと市場参加者による為替

レート予測の週次データを利用し１９）、観測された

市場参加者２０）による為替レート予測を為替レート

の合理的期待としてみて良いかどうかを分析する。

具体的にはCURは円・米ドル為替レート、

EXP１は現時点での１期先（１週間先）の円・

米ドル為替レート予測値、EXP４は現時点で４

期先（４週間先）の円・米ドル為替レート予測値

とする。１期の予測誤差と４期の予測誤差は、そ

れぞれ

DIFF１t＝CURt－EXP１t－１ １２．１０）

表１２．１ GDPとLの単位根検定

ADF PP

変 数 名 定 数 項 定数項とトレンド 定 数 項 定数項とトレンド

GDP －０．７２９ －１．３１０ －０．６５９ －１．５９４

△GDP －２．０８８ －１．９８２ －２．２５５ －２．１２１

△２GDP －３．２７０＊＊ －３．３０８＊ －４．６６８＊＊＊ －４．７０３＊＊＊

L －０．３７６ －２．８９５ －０．０５６ －２．０３３

△L －１．５８８ －１．４８０ －２．３７９ －２．３０７

△２L －２．８１１＊ －３．０３９ －５．５２８＊＊＊ －５．４５１＊＊＊

ラグの次数は２。

＊＊＊は１％水準で、＊＊は５％水準で、＊は１０％水準で単位根が存在するという帰無仮説は棄
却されることを示す（臨界値はMacKinnon［１９９１］による）。

１８）経済変数でI（２）変数は希であることを、第８章で指摘した。実際にもI（２）変数に関する分析は乏しい。GDP、LがI（２）変数
とされたのはサンプル数が少ないことに起因していると考えられる。四半期データによるか、もしくはGDPに替わる月次デー
タ（労働力データは月次データである）によって定式化を行わない限り、この問題は解決しないであろう。

１９）祝日等のために予測データが収集できない場合は、前週のデータを用いている。祝日のため国内為替市場が閉鎖されるとその
日の為替レートがないので別の市場（ニューヨーク又はロンドン）の円ドル為替レートを用いている。

２０）この場合オーストラリアの為替市場に参加者を対象にした調査による予測である。
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DIFF４t＝CURt－EXP４t－４ １２．１１）

として表記する。

Itをｔ時点での市場参加者の持っている情報の

情報空間とすると、合理的期待形成仮説によると、

E（CURt｜It－１）＝EXP１t－１ １２．１２）

E（CURt｜It－４）＝EXP４t－４ １２．１３）

である。１２．１２）式と１２．１３）式が成立しているか

どうかをみるために、

CURt＝a＋bEXP１t－１＋ut １２．１４）

CURt＝c＋dEXP４t－４＋vt １２．１５）

を推計する。合理的期待形成仮説が成立している

ならば

�a １２．１４）式においてa＝０、b＝１

�b １２．１４）式のutは互いに相関しない

�ｃ １２．１５）式においてc＝０、d＝１

�ｄ １２．１５）式のvtはMA（３）過程に従う

ことが期待される。

まず１２．１４）式と１２．１５）式を推定する前に各変

数の定常性を確認するために、単位根の検定を行

うことにする。結果は表１２．２に示すとおりであ

る２１）。

CURは単位根を持つが、EXP１とEXP４の結

果はADFテストとPPテストの統計量に依存する。

CURはI（１）変数と判断されるが、EXP１（又は

EXP４）をI（０）変数とすれば１２．１４）式（又は１２．１５

式）はアンバランスになる。その場合、合理的期

待形成仮説が成り立たないと判断される。なぜな

らば�bと�ｄによるとutとvtは定常な変数（それぞ

れホワイトノイズとMA（３））になるからである。

CURがI（１）変数でEXP１とEXP４がI（０）変数で

あればutとvtはI（１）変数となる。そこでCUR、

EXP１とEXP４はI（１）変数とみなすことにする。

そうすると１２．１４）式と１２．１５）式は共和分関係を

表していることになる。また上記の�bと�ｄは、

１２．１４）式と１２．１５）式の誤差項が定常であること

を意味している。

１２．１４）式をOLSで推定し、その残差について

単位根の検定を行ってみよう。

equation eq０．ls CUR C EXP１（－１）

eq０．makeresid res０

uroot（c，ｐ，４）res０

eq０．makeresid res０は、推計式eq０の残差を

作り（makeresid）、それをres０と名付けるコマ

ンドである。uroot（c，ｐ，４）res０は、変数res０

２１）この場合標本数はかなりある（２５０弱）が、データの期間（４年９ヶ月間弱）が十分かどうかということは問題として残る。
計量経済学者の間にその点に関して様々な意見がある。なお為替レートに関する他の研究では、為替レートがI（１）変数である
ことがよく報告されている。

表１２．２ CUR、EXP１、EXP４の単位根検定

ADF PP

定 数 項 定数項とトレンド 定 数 項 定数項とトレンド

CUR －２．４３２ －２．４５１ －２．５３６ －２．５３６

△CUR －６．２６３＊＊＊ －６．２７０＊＊＊ －１５．８０２＊＊＊ －１５．７８３＊＊＊

EXP１ －２．４４８ －２．４６５ －２．６２３＊ －２．６２２＊

△EXP１ －６．５５８＊＊＊ －６．５６１＊＊＊ －１６．４３１＊＊＊ －１６．３９９＊＊＊

EXP４ －２．４４８ －２．５９９ －２．６２７＊ －２．６３９＊

△EXP４ －６．７３０＊＊＊ －６．７２９＊＊＊ －１６．８５１＊＊＊ －１６．８２０＊＊＊

DIFF１ －６．７７３＊＊＊ －６．８１４＊＊＊ －１６．１７７＊＊＊ －１６．１５８＊＊＊

DIFF４ －５．３４１＊＊＊ －５．３２９＊＊＊ －６．４６６＊＊＊ －６．４５２＊＊＊

ラグの次数は４。

＊＊＊は１％水準で、＊＊は５％水準で、＊は１０％水準で単位根が存在するという帰無仮説は棄
却されることを示す（臨界値はMacKinnon［１９９１］による）。
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に関して定数項、ラグ４のADF単位根検定を行

い、結果を印刷するコマンドである。

OLSの結果は以下のようである。

CURt＝５．６２９
（２．８３）

＋０．９５９
（６６．７７）

EXP１t－１＋Ut

１２．１６）

念のために推定値のｔ値を（ ）中に提示して

あるが、CURとEXP１は単位根を持つので、こ

の式の推定結果を使ってａ又はｂに関するｔ検定

（又はF検定）により仮説検定を行うことはでき

ない。単位根問題を無視し、１２．１６）式の推定結

果を使うとａ＝０という帰無仮説とb＝１という

帰無仮説が一応棄却される（t値がそれぞれ２．８３

と２．８４である）。

次に１２．１４）式のutが定常であるかどうかを検

定するために、Engle―Granger検定を実施（ラグ

＝４）する。その結果統計値は－６．４５３となるの

で、単位根があるという帰無仮説は１％水準で棄

却される。

合理的期待形成仮説が正しければ、�a と�bが共

に成立するので、DIFF１はI（０）変数になる。表

１２．２から分かるようにDIFF１に単位根があると

いう帰無仮説は明らかに棄却される。

この場合ある変数（情報）XtがItに含まれてい

れば、１２．１２）式の成立を確認するために

DIFF１t＝e＋fXt－１＋wt １２．１７）

において、下記の二つのことを検定すれば良い

（時点tで利用可能な全ての情報が用いられて合

理的に期待が形成されていれば、その予測は最適

予測であるので、それ以前の情報は予想誤差に説

明力を持たないはずである）。

�ｅ １２．１７）式においてｅ＝０、f＝０。

�ｆ １２．１７）式のutは互いに相関しない。

DIFF１はI（０）変数なので、次数をバランスさ

せるために適切なXもI（０）変数に限定される。

いくつかのXを利用し、１２．１７）式を推定する。

次の推定結果が得られた。

DIFF１t＝－０．０１５
（－０．１２）

＋Wt １２．１８）

AdjR２＝０．０００、Breusch―Godfrey LM検定（ラ

グ＝１）＝０．１２５（ｐ値＝０．７２３）

DIFF１t＝－０．０１５
（－０．１１）

＋Wt Wt＝Et－０．０２３１
（－０．３６）

Et－１

MA（１）プロセスを仮定 １２．１９）

AdjR２＝－０．００３６、Breusch―Godfrey LM検定

（ラグ＝１）＝０．３３７（ｐ値＝０．５６１）

DIFF１t＝０．００７
（０．０５）

－０．０２２５
（０．３６）

DIFF１t－１＋Wt

１２．２０）

AdjR２＝－０．００３６、Breusch―Godfrey LM検定

（ラグ＝１）＝１．０１４（ｐ値＝０．３１４）

DIFF１t＝－０．００１８
（－０．０１）

－０．０１１９
（－０．１８）

DIFF１t－１＋０．００９
（０．１４３）

DIFF１t－２＋Wt

１２．２１）

AdjR２＝－０．００８、Breusch―Godfrey LM検 定

（ラグ＝１）＝１．３８（p値＝０．２４１）

DIFF１t＝ －０．００２
（－０．０１７）

－０．０９３
（－１．６６）

△EXP１t－１＋Wt

１２．２２）

AdjR２＝０．００７２、Breusch―Godfrey LM検定

（ラグ＝１）＝１０．７８（ｐ値＝０．００１）

DIFF１t＝－０．０４７
（－０．３６）

－０．６２８
（－３．９６）

△EXP１t－１＋０．６４３
（３．６０）

DIFF１t－１＋Wt

１２．２３）

AdjR２＝－０．０５３５、Breusch―Godfrey LM検定

（ラグ＝１）＝１．２３１（ｐ値＝０．２６７）

１２．１８）式―１２．２１）式をみる限り、合理的に期

待が形成されているならば予測誤差に関しては予

測形成時点やそれ以前の情報は相関を持たない

（有意に影響しない）はずであるから、EXP１

は合理的期待形成仮説を満たすようにみえる。し

かし１２．２２）式と１２．２３）式の結果では、予測を作

成した時点で手に入るデータ（たとえば、１２．２３）

式の△EXP１t－１）は統計的に有意であり、予測

誤差を説明するために役に立つことが分かるので、

これは合理的期待形成仮説に反する結果となって

いる。
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さらに１２．１５）式をOLSで推定すると以下のよ

うである。

CURt＝２０．９９０
（４．９６）

＋０．８４７
（２７．７８）

EXP４t－４＋Yt

１２．２４）

CURとEXP４は単位根をもっているので、こ

の式の推定結果を使ってｃ又はｄに関するｔ検定

（又はＦ検定）で仮説検定を行うことはやはりで

きない。ここでも単位根問題を無視して、１２．２４）

式の推定結果を使うとｃ＝０という帰無仮説とｄ

＝１という帰無仮説が一応棄却される（t値がそ

れぞれ４．９６と５．００である）。

１２．１５）式のvtが定常であるかどうかを検定す

るために、Engle―Granger検定を実施（ラグ＝４）

する。その統計値は－５．２０５であったから、単位

根があるという帰無仮説は１％水準で棄却される。

合理的期待形成仮説が正しければ、�a と�bが成

立しているので、DIFF４はMA（３）過程となり

I（０）変数である。表１２．２に示されるように、

DIFF４に単位根があるという帰無仮説は明らか

に棄却される。

DIFF１tと同じように、XtがItに含まれていれ

ば１２．１３）式の成立を確認するためには

DIFF４t＝g＋hXt－４＋wt １２．２５）

において下記の二つのことを検定すれば良い。

�ｇ １２．２５）式においてｇ＝０、ｈ＝０。

�ｈ １２．２５）式のwtはMA（３）過程に従う。

DIFF４はI（０）変数なので、適切なＸもやはり

I（０）変数に限定されてくる。いくつかのＸを利

用し、１２．２５）式を推定し、次のような推定結果

が得られた。

DIFF４t＝－０．０３８０
（－０．７１）

＋Wt

Wt＝Et＋０．６５３
（１３．９５）

Et－１＋０．６８６
（１５．１１）

Et－２＋０．５８２３
（１１．６８）

Et－３

MA（３）を仮定２２） １２．２６）

AdjR２＝０．６１７

DIFF４t＝－０．３２８
（－０．６２）

＋Wt

Wt＝Et＋０．６４６
（１３．３４）

Et－１＋０．６７６
（１３．６３）

Et－２＋０．５７４
（１０．６８）

Et－３

－０．０２５
（－０．４７）

Et－４

MA（４）を仮定 １２．２７）

AdjR２＝０．６１６

１２．２７）式を見るとEt－４は有意になっていない

ので、１２．２６）式と１２．２７）式から判断する限り合

理的期待形成仮説が成り立っているようにみえる。

更に検証を進めよう。誤差項がMA（３）過程に

従うことを前提にして分析するので、以下に表示

されているt値はNewey―West修正によって計算

されたものである２３）。

DIFF４t＝－０．０１５９
（－０．３０）

－０．０２５
（－０．２６）

DIFF４t－４＋Wt

１２．２８）

AdjR２＝－０．００３６

DIFF４t＝ －１６８
（－０．３２）

－０．０４３
（－０．４６）

DIFF４t－４

－０．０９２
（－１．０７）

DIFF４t－５＋Wt

１２．２９）

AdjR２＝－０．００４

DIFF４t＝－０．１５１－０．０５２
（－０．２９）（－０．５１）

DIFF４t－４

２２）Eviewsでは
equation eqma３．ls DIFF４C MA（１）MA（２）MA（３）
で推計されることは、第６章で示したとおりである。

２３）Newey―Westの修正を行う場合のオプションは、たとえば
equation eqn.ls（n）DIFF４C DIFF４（－４）

である（第５章参照）。
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－０．３３２
（２．４０）

△EXP１t－４

＋ ０．４５２
（－２．８７）

△EXP４t－４＋Wt

１２．３０）

AdjR２＝０．００２７

EXP１のケースとよく類似した結果となって

いる。すなわち使用するＸによって結果が異なっ

ている。１２．３０）式では予測を作成した時点で手

に入るデータ（例えば、△EXP１t－４）が統計的

に有意であり、予測誤差を説明するために役に立

つことが分かる。これは合理的期待形成仮説に反

する。

以上の結果からすると、円ドル為替レートに関

しては、合理的な期待形成が成立しているとは必

ずしも言えないようである。

３） 教育費の分析

国民生活白書平成１０年版は、９４年の全国消費実

態調査の個票を用い中年世代の二人以上世帯につ

いて、「こづかい」、「外食」、「教育」を分析して

いる（p. ２３６）。そこでは計量方法としてOLSを

用いた旨が記載されている。OLSの使用が許され

のは、それぞれの費目について支出ゼロのサンプ

ルがない場合である。白書には記述統計量がない

ので、支出ゼロのサンプルが存在したか否かは不

明である。しかしこれらの３費目についてゼロ支

出サンプルがないとは考えられない２４）。

家計調査の９４年９―１１月の調査対象世帯で、世

帯主年齢４０歳以上５０歳以下のものについて、教育

費を取り上げてみてみよう（全国消費実態調査の

対象時期は９―１１月である）。サンプルは２，４０４世

帯である。

教育費の記述統計量は次のとおりである２５）。

平均
３０８１１

メディアン
１３０００

最大
１２４８７００

最小
０

標準偏差
７２８３６

歪度
７．１８３

尖度
７６．９８８

最小は０であるから、明らかにゼロ支出サンプ

ルがある。そこで教育費がゼロという世帯の割合

を計算してみたところ、３０．７％、７３８サンプルで

あった。これはOLSを適用できないケースであ

る２６）。

教育費と年収を都道府県別物価指数で実質化し

た（各々RKYOUIKU、RNENSHUと表記する）。

資産の影響をみるために純資産／年収を取り上げ

る（WEANEN）。大学生の数（UNI）、高校生の

数（HIGH）、小中学生の数（JYUNIOR）、未就

学児の数（YOUJI）を取り上げる。なお教育費

は円単位、年収、純資産は万円単位である。国民

生活白書はレベルで推計しているが、レベルで推

２４）９４年の全国消費実態調査でゼロ支出サンプルがないのは大費目の食料支出だけである。
２５）単位は円である。
２６）もちろん教育費を説明するモデルをOLSで推定することが可能だが、教育費はゼロという世帯が多い場合にはOLSは不偏性と

一致性を持たないことが問題である。

表１２．３ 記述統計

平 均 最 大 最 小 標 準 偏 差 歪 度 尖 度

LKYOUKU ６．９２４ １４．０３７ ０．０００ ４．７２０ －０．６９６ １．６６３

LNENSHU ６．５７２ ９．０８０ ４．９３１ ０．４７６ －０．０２８ ４．９９１

WEANEN ６．５７９ ８０．５８４ －６．３７６ ８．５９４ ３．２１７ １８．２１０

UNI ０．０９５ ２ ０ ０．３２５ ３．５６１ １５．９５９

HIGH ０．３９４ ２ ０ ０．５７９ １．１６７ ３．３５８

JYUNIOR ０．９３８ ４ ０ ０．９５５ ０．６１４ ２．４３１

YOUJI ０．１８８ ４ ０ ２．９７１ ２．９７１ １２．４８０

サンプル数 ２４０４
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計した場合分散不均一の問題が深刻となる。分散

不均一が存在するときはトービット・モデルの推

計結果は一致性を持たない。そこで分散不均一の

問題を避けるために、実質教育費と実質年収につ

いては対数を取る（各々LKYOUIKU、LNENSHU

と表記する）２７）。

これらの変数の記述統計量は表１２．３の通りであ

る。なお論文では被説明変数、説明変数について

は記述統計量が報告されるのが通例である（ただ

し歪度、尖度は省略されることがある）。

次にOLSとトービットモデルの双方を推計して

みよう。

equation eq１．ls LKYOUIKU C LNENSHU

WEANEN UNI HIGH JYUNIOR YOUJI

eq１．hist（p）

eq１．white（c，p）

equation eq２．censored LKYOUIKU C

LNENSHU WEANEN UNI HIGH JYUNIOR

YOUJI

ここでeq１．hist（p）は推計式eq１に関し、その

残差のヒストグラムとJarque―Beraの正規性の検

定を行い、印刷するコマンドである。OLSの結果

は次の通りであった。

LKYOUIKUi＝－３．３８６＋
（－３．２０）

０．８６３
（５．４２）

NENSHUi－０．００４WEANENi
（－０．４４）

＋１．５８７
（６．６６）

UNIi＋４．０２９１
（２９．４５）

HIGHi＋２．６８０JYUNIORi
（３２．３６）

＋２．１９９YOUJIi
（１４．４７）

＋ u^ i

１２．３１）

AdjR２＝０．４０３ Jarque―Beraの正規性の検定＝

１７４．８４（ｐ値＝０．０００）

Whiteのラグランジュ乗数テスト＝７０．０３（ｐ

値＝０．０００） N＝２４０４

（ ）内はｔ値

Jarque―Beraの正規性の検定結果から、残差は

正規分布にしたがっていないことが分かる。

次にトービット・モデルの推計結果は次のよう

であった。

LKYOUIKUi＝ －８．０９
（－５．２７）

＋１．１２
（４．８７）

LNENSHUi

－０．００７
（－０．５８）

WEANENi＋２．３３
（６．７４）

UNIi

＋ ５．６０
（２７．７８）

HIGHi＋ ３．８５
（３０．５３）

JYUNIORi

＋ ３．１６
（１４．６６）

YOUJIi＋ e^ i

１２．３２）

σ^＝４．９６（５２．９２）

対数尤度＝－５６４７．２ N＝２４０４ positive sam-

ple １６６６（ ）内は漸近的ｔ値

トービット・モデルは誤差項が正規分布にした

がうという仮定に決定的に依存している。その検

定方法としてPaganとVellaはトリミング法を提

案している。

これは

�１ yi＊＝bxi＋eiのトービット・モデルを推計す

る。

�２ トービット・モデルの推計からindex関数

＾ ＾の予測値（bxi）と残差( e^ i＝yi＊－ bx^ i）を求

める。

＾�３ bxi＜０となるサンプルを除く
～�４ トリミングされた残差（ei）を

～ ＾ei＝ e^ i if yi＊－２＊bxi≦0

２７）RKYOUIKUがゼロになる場合、対数が取れないのでLKYOUIKUを下記のように定義した。
LKYOUIK Ui＝log（RKYOUIKUi） RKYOUIKUi＞１

＝０ RKYOUIKUi≦１
２８）この作業では

＾ ＾ ＾yi＊＞２＊bxiの時、yi＊の実現値の代わりに被説明変数の値として２＊ b^ xiを使うが、結果的に残差としてyi＊－bxiの代わりにbxiを
使うことになる。
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～ ＾ ＾ei＝ bxi if yi＊－２＊bxi＞０

に置き換える28)。
～�５ eiの正規性を確認するためにJarque―Bera

の検定を行う。

というものである。元の分布が正規分布にしたが

えば、除かれるサンプルは比較的少なく、�５の検

定も受容されることが期待される。

Eviewsではこれを以下のように行うことがで

きる。

equation eq３．censored lkyouiku c

lnenshu weanen uni high jyunior youji

eq３．fit（i）index

series res_t＝（lkyouiku＜＝２＊index）＊（lky-

ouiku―index）＋（lkyouiku＞２＊index）＊index

smpl if index＜０

series res_t＝na

smpl @all

hist（p）res_t

結果は図１２．３の通りである。除かれたサンプ

ルは比較的少ない（３９３）ものの、正規分布にし

たがうという帰無仮説は棄却されている（Jarque

―Bera検定＝６３２．９９ ｐ値＝０．０００）。

トービット・モデルの消費するか否かに影響す

る効果と消費支出に影響する効果が同一であると

いう仮定に問題があるのかもしれない。そこで

Craggの検定のために、教育費の支出の有無

（positive）に関するプロビット・モデルと切断

分布モデルの推計を行った。教育費の支出が正で

あればpositiveを１とし、教育費の支出がゼロで

あればpositiveを０とした。

equation eq５．binary positive c lnenshu

weanen uni high jyunior youji

smpl if positive＞０

equation eq６．censored（t）lkyouiku c lnen-

shu weanen uni high jyunior youji

POSITIVEi＝ －２．６６
（－５．８７）

＋０．２６
（３．８３）

LNENSHUi

－０．００４
（－１．００）

WEANENi＋０．４３
（４．５８）

UNIi

＋ １．３９
（１９．８１）

HIGHi＋ １．０３
（２４．２０）

JYUNIORi

＋ ０．７５
（１１．０６）

YOUJIi＋ e^ i

１２．３３）

対数尤度＝－９４６．５ N=２４０４ positive sample

１６６６（ ）内は漸近的ｔ値

LKYOUIKUi＝ ６．３９
（１５．７５）

＋０．４３
（７．１５）

LNENSHUi

図１２．３ PaganとVellaの検定
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＋０．００４
（１．１６）

WEANENi＋０．８７
（８．８９）

UNIi

＋ ０．７４
（１３．１１）

HIGHi＋０．１８
（４．７８）

JYUNIORi

＋０．３７
（６．６２）

YOUJIi＋ u^ i

σ^＝ １．１１
（５７．７２）

１２．３４）

対数尤度＝－２５４１．５ N＝１６６６（ ）内は漸

近的ｔ値

尤度比検定統計量は－２＊（－５６４７．２＋（９４６．５＋

２５４１．５））＝４３１８．４である。自由度７の５％でのχ

自乗統計量は１４．０６７であるから帰無仮説は明らか

に棄却される。

支出の有無にかかる影響と支出額（対数値）に

かかる影響が異なる。ここでは影響が異なること

に配慮してHeckmanの二段階推計法として知ら

れる簡便法を用いることにする。

これは以下による。

�１ pi＊＝bxi＋ei １２．３５）

のプロビット・モデルを推計する。

pi＊＝１ if bxi＋ei＞０ すなわちbxi＞－ei

pi＊＝０ if bxi＋ei≦０ である。

�２ wi＝czi＋ui １２．３６）

の回帰式を考える。このwiが観測されるのはpi＊

＝１のサンプルのみである。なおeiとuiが二変量

正規分布であるとする。

E（wi｜xi,pi＊＝１）＝czi＋E（ui｜ei＞－bxi）

＝czi＋σ
φ（bxi）
Φ（bxi）

１２．３７）

wi＝czi＋σ
φ（bxi）
Φ（bxi）

＋vi，E（vi）＝０ １２．３８）

φ（bxi）／Φ（bxi）をミルズの比率の逆数という。

これをプロビットモデルから推計する。また

１３．３８）式にこの第２項があるために１２．３６）式を

OLSで推計するとOLS推定量は不偏性と一致性を

持たない。pi＊＝１のサンプルに関して１２．３８）式

をOLSで推計する２９）。なおσ＝０であれば１２．３５）

式のeiと１２．３６）式のuiは相関しなく１２．３８）式のvi

はuiとなるので３０）、１２．３６）式をOLSで推定すると

OLS推定量は不偏性と一致性をもつ。

これをEviewsで行う場合は以下の通りである。

equation eq７．binary（d＝n）positive c

lnenshu weanen uni high jyunior youji

ミルズの比率の逆数

eq７．fit（i）xbhat

series imills＝＠dnorm（xbhat）／＠cnorm

（xbhat）

smpl if positive＝１

equation eq８．ls（h）lkyouiku c lnenshu

weanen uni high jyunior youji imills

結果は次の通りである。

LKYOUIKUi＝ ６．２２
（１０．６０）

＋０．４４
（６．６７）

LNENSHUi

＋０．００４
（０．９７）

WEANENi＋０．８８
（６．０３）

UNIi

＋０．７９
（６．７０）

HIGHi＋０．２１
（２．３７）

JYUNIORi

＋０．４０YOUJIi
（５．２２）

＋０．１１IMILLSi
（０．３８）

＋ v^ i

１２．３９）

AdjR２＝０．１６２（ ）内はWhiteの修正による

ｔ値 N＝１６６６

２９）Heckmanの二段階推計法では、回帰式の誤差項は分散均一にしたがわないことが知られているので、Whiteによる修正を行っ
た。しかしこの修正自体が十分かどうかということが論点の一つである。なぜならばφ（bxi）／Φ（bxi）の代わりにφ（bxi）／Φ
（bxi）を使うので、bの推定量を用いることによって誤差項は特殊な系列相関を持つようになるからである。この意味でHeck-
manの二段階推計法は計算が簡単であることから利用される簡便法である。

３０）１２．３８）式の右辺第二項が除去される。
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４ おわりに

三つの例をみて読者は煩瑣と感じられただろう

か。労働需要の調整関数の分析は年度データでは、

かなり無理があるとされた。為替レートの合理的

期待形成は、定式化によっては支持されないとさ

れた。教育費支出は初期のOLSからは全く別な形

で推計されることになった。こういう方法は迂遠

だと思われる人もいるだろう。

計量経済学は経済主体の行動を分析し、その意

味するところを数量で示すところに特徴がある。

純粋な知的関心のみで行われることもあるが、多

くは政府、地方自治体、企業、家計や個人という

経済主体の行動に数量的な指針を与えるために行

われる。定式化や仮説の検証を省けば、誤った指

針を与えることになる。医者が面倒だといって検

査を省略すれば、患者の容態は悪化する場合があ

る。建築家が構造力学の計算を過てば、建物は危

険建築物となる可能性がある。計量経済学におい

ても定式化、データの収集・加工、計量方法の選

択、仮説の検証をフィードバックしながら行うし

か方法はない。

同時に認識されるべきことは、計量分析の限界

である。第一に我々は数量化できるもののみを取

り上げている。数量化できないものは直接の視野

には入ってこない。それはせいぜい誤差項に含ま

れるだけである。第二には限定された世界を取り

上げているということである。モデルの前提、

データの前提、推計方法の前提に制約されている。

その前提の上に経済行動を理解しているのである。

この煩瑣さに耐えて限界を認識するならば、計

量経済学は実りある指針を提供することができる。

第１章で述べたように、計量経済学はその必要性

は認識されながら、わが国では余り普及していな

い。しかし最大の障害の一つであったプログラミ

ングは、Eviews等の計量コンピュータ･ソフトの

発達で大きく取り除かれた。データの入手もイン

ターネットやCDロム等により、かなり容易に

なった。立ち止まるべき理由はない。読者は、自

分の興味のある分野のテーマを取り上げて、実地

に試してほしい。それが計量経済学を身につける

唯一の方法だからである。
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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」（１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」（１月）

�２ 郵政研究所研究叢書の発行

「変革期の金融資本市場」（２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）

「IPTP ECONOMIC WEEKLY（週単位の経済・金融分析）」（毎週金曜日発行）

「IPTP ECONOMIC MONTHLY（月単位の経済・金融見通し）」（毎月上旬発行）

２ 広報活動

�１ P―sat放映

「平成１２年度経済・金融見通し」（１月）

「月例経済・金融概観の解説」（１月）

「２０世紀デザイン切手原画展・関東絵手紙展」（１月）

「月例経済・金融概観の解説」（２月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「デリバティブ」 かんぽ資金（１月号）

「９月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（１月号）

「拡大を続けるインターネットコンテンツ」 通信文化新報（１月）

「技術標準化と知的財産権」 情報通信ジャーナル（１月号）

「お正月の双六」 郵政（１月号）

「ていぱーく１２０％活用術�１」 郵政研究（１月号）

「インターネット・コミュニティが生む顧客・企業間のパートナーシップ」 日本工業新聞（１月

３１日）

「重要文化財エンボッシングモールス電信機甦る」 逓信新報（１月１日）

「我が国における環境会計導入の状況」 通信文化新報（２月）

「WTO（世界貿易機関）」 かんぽ資金（２月号）

「１０月の地域経済指標の総合的な動き」 かんぽ資金（２月号）

「まぼろしの絵巻 東海道絵巻」 郵政（２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

「経済を見るポイントについて」 熊谷特定局長会議講演（１月１１日）

「最近の経済動向」 西遠江連絡会拡大役員会議講演（１月１１日）

「郵便事業の動向等」 東海郵政局管内中尾張全局長研修会（１月１４日）

「ダイレクト・メールの動向」 近畿郵政局郵便関係課長等会議（１月２０日、２１日）

「最近の経済情勢について」 東海郵政局管内普通局長会議（１月２１日）

「情報通信の発展と規制緩和」 信越電監講演（１月２４日）

「デジタル時代の放送経済分析」 九州電監（九州テレコム振興センター）講演（１月２５日）

「最近の経済情勢について」 西駿河連絡会特定郵便局長教養講座（１月２８日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 郵政本省会議等での報告（１月１１、１３、１７、１８、２５、２８日）

「高度情報通信社会に向けたデジタルコンテンツ流通のあり方」 近畿電監講演（２月１日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 四国郵政局（２月２日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 沖縄郵政管理事務所（２月２日）

「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―」 NTTデータ経営

研究所との研究交流会（２月２日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 北陸郵政局（２月３日）

「アンケート調査から見た情報通信の利用動向」 東北電監講演（２月８日）

「郵便事業の動向等」 北海道研修所（２月９日）

「情報通信の発展と規制緩和」 北陸電監講演（２月１６日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 東北郵政局（２月１７日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 信越郵政局（２月１７日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 北海道郵政局（２月２５日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 東京郵政局（２月２５日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 東海郵政局（２月２５日）

「平成１２年度経済・金融見通し」 九州郵政局（２月２８日）

「最近の経済情勢について」 郵政本省会議等での報告（２月１６、２９日）

「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―」 郵政本省（２月２９

日）

４ ていぱーくの特別展

「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

今年は花粉の飛散量が例年になく多く、当研究所でも花粉症に苦しんでいる研究官が

多いようです。インターネットの花粉症に関するサイトをのぞいてみると、いろいろな

対処方法が紹介されていて、例えば、「禁酒禁煙・睡眠６時間以上を心がける」「いつも

以上に栄養をとる（特にカルシウム）」だけでも、だいぶ症状が軽くなるそうです。花

粉症で苦しんでいる方は一度アクセスしてみたらいかがでしょうか。

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―７３８２）
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満期郵便貯金の動向の研究 溝口 敏行

携帯電話の利用状況とマナー意識 三上 俊治

家計の金融資産選択行動とライフサイクル 春日 教測

岩本 志保

金融市場の変動と個人の金融資産選択 堀 保浩

１３８

郵政省 郵政研究所
Institute for

Posts and Telecommunications Policy
Ministry of

Posts and Telecommunications №１３８


	表紙１
	表紙２
	目次
	巻頭言
	調査・研究
	家計の金融資産選択行動とライフサイクル
	金融市場の変動と個人の金融資産選択

	視点
	携帯電話の利用状況とマナー意識

	月例経済･金融概観
	日本経済
	米国経済
	欧州経済
	地域経済
	地域経済の動向
	金融市場
	国内経済指標
	海外経済指標
	金融経済指標

	トピックス
	金融機関ATMをめぐる最近の動向
	ゼロ金利政策の軌跡と今後の展望
	金融流通関連の店舗施設をめぐる最近の動向

	シリーズ
	応用計量経済学（12）

	郵政研究所通信
	編集後記
	表紙４

