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ていぱーく所蔵資料紹介⑬

郵便創業時の東京郵便役所

明治４年の郵便創業時、東京、京都、大阪の３ヶ所に郵便役所が置かれ、３都

市間の街道筋の宿駅に６２ヶ所の郵便取扱所が設置されました。郵便役所の設置さ

れた場所は、東京が日本橋四日市、京都が姉小路車屋町西入、大阪が中ノ島淀屋

橋角でした。

この写真は、創業頃の東京郵便役所で、現在の日本橋郵便局のあたりになりま

す。手前に見えるのは郵便運送馬車、中央門内に駅逓寮がありました。
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これからの通信を考えた場合、遅かれ早かれいわゆる文字情報を主たる媒介手段と

したビジネス通信は、その大部分がインターネットに移行するであろうことは、明白

な事実といえる。また、郵便業務と宅配業者との間で業務の綱引きをすることも、い

わば同じ大きさのパイの切り方の話しであり、大切な議論であることに異論はないと

しても、恐らく大多数の国民から見れば、サービスが良く経済性の優れたところに任

せてくれればそれでいいといったところであろう。

それでは、我々が今後の郵政業務に期待することはなんであろうか。ここでは、以

下の２つの観点をとりあげて見たい。

その一つは郵便局の活用である。コンビニにこそ負けるものの、国の機関としての

数の多さでは、郵便局が随一であることは論を待たない。この「数」を単に郵便物の

受付やお金の支払いの窓口にしか使わないのは、もったいない。是非、国の窓口とし

て、行政サービスの「one―stop―shopping」が受けられるようにして欲しい。忙しい

毎日の間を抜け出してわざわざ遠い「お役所」まででかけなくとも、近所のいつもの

郵便局で仕事を済ますことができるようにならないだろうか。しかも、郵便局では時

間外窓口があり、土日でも受け付けてくれる。同じように、行政サービスにも時間外

窓口を開いて欲しい。最近の郵便局は、銀行に負けないくらいサービスの向上が図ら

れてきている。つっけんどうなお役所の窓口に行かずに、是非このサービスの良い郵

便局に行きたい。

加えて、昨今の郵便局では、簡易保険その他、顧客の各種の相談に懇切丁寧に応じ

てくれるようになってきている。このサービス精神が、各種行政に関する相談、地域

社会に関する相談などに至るまで展開されれば、ここに真の行政の「コンビニ」が実

現されることになる。

書類の取り寄せなどは、昨今のコンピュータ・ネットワーク技術の進歩によって、

簡単に実現できよう。後は省庁間の縦割り行政をどうやって郵政省が突き破るかだけ

心の通う「通心」を

早稲田大学理工学部教授 村岡 洋一

巻 頭 言
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である。霞ヶ関では難しいことでも、国民は大賛成であろう。

２番目は、新しい「郵便」の開発である。単にコスト計算のみで比較されるサービ

ス分野は、民間に任せるのが適当であろう。国のサービスとしては、やはり社会的に

不可欠であるがコスト的には民間では難しい、または先駆的過ぎて民間がすぐには取

り掛かれない、そのような分野に手を伸ばして行って欲しい。

例えば、各家庭に１日１回きちんと回ってきてくれる、しかも信頼できる人は、郵

便配達の人を除いて、誰がいるであろうか。警察官ですら１年に１回も家庭訪問はし

ない。このように、時間的にも人物としても信頼できる訪問者を、これからの高齢化

社会の中で活用しない手はないのではないだろうか。老人家庭を回った時には必要な

ことを聞いて、これを例えばヘルパーさんに伝えるとか、コンビニに伝えて、必要な

商品の配送をしてもらうなどというサービスも考えられる。

宅配業者は、宅配物をとりに来てくれる。それなら、郵便局は上のようなメッセー

ジを集めてくれてもいいはずである。「郵便局」＝「封印された文書または物品の配

送」といった定式を一歩踏み出せば、社会の要望に応える新しいサービスがいくらで

もみつかるであろう。

故郷の名品の販売サービスも昨今の郵便局では熱心である。それでは、これまた一

歩踏み込んで、「一村一品運動」と協力して、村起こし商品を紹介するなど、地域振

興にも力をおおいに発揮できる可能性はある。

繰り返し、１通の封書の配達権を民間と取り合うのもいいけれども、この国をもっ

と住みよくかつ活力あるものにするために、郵政の持っている力を発揮して、これま

でにない画期的なサービスを開発して、現在蔓延している閉塞感を打破してくれるこ

とを心から期待する次第である。そのようなことができる実力とポテンシャルがある

のは、郵政のみである。

３ 郵政研究所月報 ２０００．４



［要約］

本年１月に実施したアンケート調査をもとに、移動体通信の状況を調査した。

�１ 関東の世帯における移動体通信の普及率は、携帯電話が６７．３％、PHSが１４．０％、ペー

ジャーが２．８％であった。また個人普及率は、携帯電話が３６．０％、PHSが５．７％、ペー

ジャーが０．９％であった。いずれも携帯電話が前回に比べて増加、PHSがほぼ横這いで

はあるが、微減から微増に、ページャーは減少となっている。

�２ 男女・年齢別の普及率は、携帯電話が男女とも２０代が最も多く、それぞれ７４．９％、

６５．８％である。ただし伸び幅で見ると、男性が４０代で＋１４．９ポイント、女性が１０代で＋

１４．１ポイントで、最も大きくなっている。PHSは男性が１０代で８．７％、女性が２０代で

９．３％が最も大きく、年齢や性別による普及率の差があまりなくなってきている。ペー

ジャーは男性が３０代で１．５％、女性が３０代で１．７％である。

�３ 非音声系サービスの利用動向については、簡易文字メッセージサービスが最も利用率

が高く１６．３％となっている。

�４ 加入プラン（料金プラン）については、携帯電話についてはローコールプランが３７％

と一番多く、標準プランは２９％であった。PHSは、標準プランが４３％と最も多かったも

のの、前回と同様に比率は大幅に減少している。

�５ 移動電話として携帯電話とPHSとの選択理由としては、携帯電話では「つながりやす

さ」、PHSでは「通話音質の良さ」が最も多い。事業者選択理由では「つながりやすさ」

が最も多かった。しかしながら、料金が上がるのであれば、通話可能エリアの拡大はし

なくても良いという回答が約半分を占めた。

�６ 世帯における平均支出額は、携帯電話が９，０４１円、PHSが５，５００円、ページャーが

１，９２８円であり、携帯電話のみ増加している。また、通話料金の支出額については、普

段はあまり意識をしていないが５６．７％であるが、支出額が増大した場合には、最初に削

減する項目として利用時間の削減をあげているのが３７％であった。

調査・研究

移動体通信の普及動向

通信経済研究部主任研究官 実積 寿也
研究官 安藤 正信
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はじめに

数年前よりはじまった、移動体通信１）の爆発的

普及は今もなお続いており、平成１１年末における

加入数は５，６００万台を超えている。平成１０年度末

時点におけるアナログ加入電話の加入数は約

５，８００万加入であり、その加入数が減少傾向であ

ることから、平成１１年度末には加入数が逆転する

との見方がある。移動体通信の約８５％を占めるの

が、携帯電話である。平成１１年末では、伸び率こ

そ＋２４％と平成１０年末の＋３５％からは減少傾向で

はあるものの、加入数は平成１０年末より約＋９４７

万台と今なお年々増加している。一方、平成７年

に登場したPHSは、初期の段階では爆発的に普及

したが、加入数が１，０００万台になる前の、平成９

年の９月をピークに減少がはじまった。最近の半

年間については、５６０万加入前後で推移しており、

平成１１年末は平成１０年末から約▲３５万台であり、

その伸び率は約▲６％となっている。ページャー

については、携帯電話の普及やPHSの登場に合わ

せて、年々加入数が減少し、平成１１年末は平成１０

年末から約▲２１１万台である。また、ISDNについ

ては、アナログ加入電話の減少傾向とは反対に、

平成８年度、９年度では１００％超、平成１０年度で

も６０％超の大幅な増加になっている。加入数の増

減に連動して、通信量（トラヒック）もそれぞれ

の通信手段において増減している。PHSは、平成

９年度と同様に、加入数は減少しているにもかか

わらず、通話時間は約７％増加し、通話回数は通

話時間をさらに大きく上回る約２５％の増加である。

これは、PHSの利用率（１加入当たり１日の通話

量）が高くなってきていることと、ショートメッ

セージなどと呼ばれる簡易文字メッセージサービ

スの全通話に占める割合が大きくなってきている

影響があることが推測される。この様に同じ移動

電話であっても、携帯電話、PHSとで動向が異

なっている。本稿では過去３年間毎年ほぼ同時期

（１～２月頃）に実施しているアンケート調査を

もとに移動体通信の動向を報告する。また随時、

前回（平成１１年１月）実施したアンケート調査と

の比較を併記していく。なお、本稿中の意見や推

測等は筆者の私見である。

１ アンケートの概要

今回実施したアンケートの概要は以下のとおり

である。

�１ 調査対象

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川県）の単身世帯を含む全世帯

とする。ただし東京都の離島は含まない。

�２ 発送、回収

発送、回収とも郵送による。発送は平成１１年１

月初旬

発送から回収までの期間は約１ヶ月

�３ 配布数、回収数

１２，０００世帯に配布、１，１６８世帯より回収（回収

率：約９．７％）

図表１～３に標本属性を示す。なお、性別及び

年齢に関しては、参考までに「住民基本台帳人口

要覧 平成１１年度」（自治省行政局）に基づく平

成１１年３月３１現在の関東と全国の平均値を併記し

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

図表１ 性別属性

人数（世帯主再掲） シェア 関東平均 全国平均

男性 １，６５５（１，００４） ４９．８％ ５０．３％ ４９．１％

女性 １，６２２（ １５３） ４８．８％ ４９．７％ ５０．９％

不明 ４７（ １１） １．４％

合計 ３，３２４（１，１６８）

５ 郵政研究所月報 ２０００．４
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２ 普及動向

加入数の推移を図表４に示す。この図表からも

わかるように、携帯電話の普及率は増加し、PHS

の普及率は前年度とほぼ同等、ページャーは減少

傾向にある。そこで、この普及率について、アン

ケート結果から、より詳細な分析を行う。

２．１ 移動体通信の都県別普及動向

図表５のとおり、関東の世帯における移動体通

信の普及率は、携帯電話が６７．３％（＋８．５ポイン

ト（ポイント：前回調査からの増減。以下数字の

み記述））、PHSが１４．０％（＋０．６）、ページャーが

２．８％（▲１．６）であった。PHSは前回▲１．０ポイ

ントであったので、マイナスからプラスに転じて

おり、普及率の低下に歯止めがかかった可能性が

ある。

また、移動体通信をいずれか保有している世帯

は７３．６％（＋７．４）であった。一方、携帯電話を

複数台保有する世帯は２７．２％（＋４．９）、PHSを複

図表２ 年齢属性

人数（世帯主再掲） シェア 関東平均 全国平均

１０歳未満 ３６２（ ０）１０．９％ ９．１％ ９．５％

１０代 ４２４（ ０）１２．８％ １０．８％ １１．５％

２０代 ４６６（ １２７）１４．０％ １６．５％ １４．８％

３０代 ５６６（ ２５８）１７．０％ １４．３％ １２．９％

４０代 ５０１（ ２５８）１５．１％ １４．０％ １４．０％

５０代 ４４３（ ２４５）１３．３％ １５．２％ １４．６％

６０代 ３２３（ １８１） ９．７％ １０．９％ １１．６％

７０歳以上 ２２７（ ８７） ６．８％ ９．２％ １１．１％

不明 １２（ １２） ０．４％

合計 ３，３２４（１，６１８）

図表３ 職業属性

人数（世帯主再掲） シ ェ ア

全 体 ３，３２４（１，１６８）

自 営 業 ２５０（ １７１） ７．５％

会社員・公務員 １，１４９（ ７６６） ３４．６％

アルバイト １９０（ ３２） ５．７％

無 職 ８６５（ １７３） ２６．０％

小学生以下 ４５４（ ０） １３．７％

中 学 生 １２８（ ０） ３．９％

高 校 生 １３５（ ０） ４．１％

大学・短大等 １１５（ １１） ３．５％

不 明 ３８（ １５） １．１％

図表４ 移動体通信の加入数の推移

６郵政研究所月報 ２０００．４
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数台保有する世帯は２．１％（＋０．３）となっている。

前回同様、移動電話の同一世帯内における複数保

有率が加入数の増加に伴い、増大していることが

わかる。PHSは、前回▲０．９ポイントであったが、

今回は若干のプラスに転じている。次に都県別の

比較をしてみる。都県の普及率の格差は携帯電話

が最大１２．４ポイント（＋７．５）、PHSが最大１８ポイ

ント（＋１２）となっている。各都県の格差をポイ

ント数だけで見た場合、携帯電話については、前

回と同様格差が拡大する傾向にあるが、PHSでは

前回減少していた格差が、拡大することとなった。

ただし、今回は有効回答数が前回の約半分である

ことと、PHSの普及率が低下していることから、

最も普及率の低い群馬県ではPHS保有世帯数は１

世帯のみとなってしまっている。そこで、PHS保

有世帯数が１０世帯以上の埼玉県、神奈川県、千葉

県、東京都だけで見ると、都県の格差は最大８．９

ポイント（＋２．９）となるが、格差が広がる傾向

自体は変わらない。

移動電話について個人普及率を図表６に示す。

栃木県については、世帯当たりの家族人数が約

３．５人と関東最高であるため、携帯電話の個人普

及率は関東地方の都県の中で、下から２番目と低

迷しているが、世帯普及率では２番目に高くなっ

ている。

２．２ 移動体通信の個人普及動向

移動体通信の個人普及率は、携帯電話が３６．０％

（＋６．０）、PHSが５．７％（＋０．４）、ページャーが

０．９％（▲０．７）であった。ここでも携帯電話増加、

PHS・ページャーの減少という傾向は変わらない。

移動体通信のいずれかを保有しているのは、

４２．１％（＋６．５）であった。また保有者のうち、

移動体通信の複数保有率は１．３％（▲２．８）となっ

ており、前回と同様に低下している。

これは、前回同様にメインで使用する移動体通

信以外の利用頻度が少ないため、複数保有するメ

リットが感じられず、複数保有率が減少した可能

性がある。前回の調査では、通常の通話を携帯電

話で行い、データ通信にはPHSを使用することで、

複数保有率増加の可能性を指摘したが、現在はそ

の傾向は現れていない。理由としては、携帯電話

のデータ通信に関するサービスの向上を受けて、

PHSをデータ通信に利用するために買い足すこと

にメリットを感じないと考える人が多いことが考

えられる。次にこの普及率を個人の属性別に見て

図表５ 移動体通信の世帯普及率

７ 郵政研究所月報 ２０００．４
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みる。

�１ 性別年代別普及率

普及率を性別で見てみると、携帯電話で男性が

４４．３％（＋８．０）、女性が２７．７％（＋４．４）となっ

ている。前回の調査における伸び幅は、男性が＋

７．８ポイントで女性が＋８．７ポイントであり、男女

間の格差は縮まる傾向にあったが、今回の調査で

は格差が広がる傾向にある。PHSは男性が５．８％

（＋０．７）、女性が５．５％（▲０．２）となっている。

いずれも１．０ポイント以下の微少な変化ではある

が、男性の伸び幅がマイナスからプラスに転じて

いる。ページャーについては、男性が１．１％（▲

１．１）、女性が０．７％（▲０．４）とともに減少してお

り、基本料金無料のページャーなども昨年登場し

たが、普及率の回復には至っておらず、減少傾向

に歯止めはかかっていない。

移動体通信いずれかの保有では、男性が４９．２％

（＋７．６）、女性が３３．１％（＋３．９）となっており、

前回と同様に男性の方が高くなっている。

図表６ 移動電話の個人普及率

図表７ 性別普及率

８郵政研究所月報 ２０００．４
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次に図表８で性別、年齢別を合わせて見てみる。

どの移動体通信も前回と傾向は非常に似通ってい

る。携帯電話においては、全体的に普及率が底上

げされた形になっている。その中で伸び率は４０代

の男性の６２．４％（＋１４．９）が最も大きくなってお

り、次に大きいのは１０代の女性で２１．７％（＋１４．１）

となっている。普及率自体では２０代の男女が前回

同様、もっとも高く、それぞれ７４．９％（＋１０．７）、

６５．８％（＋６．８）となっている。また男性の２０代

～５０代の普及率が遂に５０％を超えた。一方、PHS

の普及率はあまり年齢、性別に関係しなくなって

きている。つまり普及率の比較的高かった２０代以

下では男女とも普及率が減少し、逆に３０代以上の

男性と３０代、４０代の女性で普及率がわずかに上昇

している。男性は１０代、女性が２０代でもっとも普

及率が高くなっており、それぞれ８．７％（▲０．５）、

９．３％（▲０．４）であった。ページャーは図表８と

同様あまり特徴が無く、非常に低い水準の普及率

である。もっとも普及率が高いのは、男性が３０代、

４０代で１．５％、女性が３０代で１．７％である。

�２ 職業別普及率

次に職業別の移動体通信普及率を見てみる。な

お、学生については、さらに詳細に小学生以下、

中学生、高校生、大学・短大生等と区分を行った。

まず、学生への普及率を図表９に示す。携帯電

話については、傾向としては前回とあまり変わら

ず、全体的に普及率が上がり、大学・短大生等が

もっとも普及率が高く６５．２％（＋１１．６）である。

PHSについては、高校生がもっとも普及率が高く

１６．３％（▲６．３）であった。携帯電話の伸び率に

ついて見ると、高校生が普及率４１．５％で＋２１．５ポ

イントの大幅成長を示している。これは、高校生

のPHS普及率の減少分をはるかに上回る伸びであ

り、その結果、高校生に最も普及している移動体

通信がPHSから携帯電話に移った。一方、大学・

短大生等では、PHS普及率の伸び幅が▲８．９ポイ

ントであることから、PHSから携帯電話への乗り

換えが、携帯電話の伸び率の大きなウェイトを占

めている可能性がある。ページャーについては、

すべてのグループで普及率が低下しており、もっ

とも高い普及率の高校生でも１．５％（▲５．７）となっ

ている。移動体通信全体で見ると、高校生におい

図表８ 性別年齢別普及率

９ 郵政研究所月報 ２０００．４
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て５８．５％（＋８．５）、大学・短大生等において

７１．３％（＋１．３）の普及率となっている。

次に学生以外の職業別について見てみる。全体

的な傾向は他の図表と同じである。携帯電話にお

いては、前回同様、会社員・公務員が６１．６％（＋

１１．３）と１０ポイント以上の高い伸び幅を示してい

る。一方、自営業は４７．６％（＋０．５）で、前回の

伸び幅も＋２．５ポイントであり普及率は頭打ちの

傾向にある。また、アルバイトも４３．２％（＋７．４）

と前回の伸び幅＋１５．８ポイントからは低下したも

のの、順調に伸びており、仮にこの傾向が継続す

るとすれば、次回の調査時には２年前で最も普及

率の高かった自営業を抜いてしまうことになる。

２．３ 非音声系サービスの利用について

平成１０年頃より、携帯電話やPHSの端末間で、

図表１０ 移動体通信の職業別個人普及率

図表９ 移動体通信の学生への普及率

１０郵政研究所月報 ２０００．４
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3.6％�
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簡単な文字メッセージをやりとりする、簡易文字

メッセージサービス等とよばれるサービスが、利

用されるようになってきた。最近は、インター

ネットの普及効果もあり、e―mailを送受信できる

サービスも提供されている。さらには、インター

ネットのwwwの様に企業や一般の人が作成する

情報提供サイトを閲覧できるサービスも開始され

ており、サイトの中には預貯金の残高照会などの

ネットバンキングや、CDや本などのネット

ショッピングなどの電子商取引が行えるところも

ある。各事業者とも、音声通話だけでは無く、非

音声系サービスを提供することで新たな需要を開

拓しようとしている。そこで非音声系サービスの

利用動向に関する調査項目を、今回新たに追加し

た。まず、非音声系サービス全体の利用動向を図

表１１に示す。母数は移動電話の保有者全員である。

図表１１の中で、コンテンツサービスとは、前述

の文字による情報提供サービスや、ネットバンキ

ング、ネットショッピングなどを提供するサービ

スのことであり、データ通信とは、移動電話をパ

ソコンやPDAに接続し、インターネットサービ

スプロバイダを経由して、ホームページの閲覧や

e―mailのやりとりをすることである。この結果か

ら、簡易文字メッセージサービスがもっとも利用

されていることが分かる。また、データ通信の利

用率が最も低くなっているが、これは他のサービ

スが移動電話単体でサービスを利用することが可

能であるのに対して、パソコンやPDA等に接続

する必要性がある分、手軽さに欠ける事が理由で

ある可能性が推測される。郵政省が平成１１年１１月

に発表した「トラヒックからみた電話等の利用状

況【平成１０年度】」によると、PHSの平成１０年度

における１回当たりの通話時間は、平成９年度か

ら減少しており、通話時間別通話回数では全体の

約４５％が１０秒以下の通話であることがわかる。こ

の１０秒以下の通話において、かなりの割合を簡易

文字メッセージサービスが占める可能性がある。

次に、もっとも利用率の高い簡易文字メッセー

ジサービスに対して、もう少し詳細に見てみる。

まず、性別年齢別の利用率を図表１２に示す。

もっとも利用率が高いのは、男女ともに２０代で

あり、利用率は男性が２９．０％、女性が２６．３％であ

る。１０代、２０代では男性の方が利用率が高く、３０

代から５０代では、女性の方が利用率が高くなって

いることがわかる。全年齢で見ると、男性が

１３．９％、女性が２０．５％と女性の利用率の方が高く

図表１１ 非音声系サービスの利用（N＝１，３５２）

１１ 郵政研究所月報 ２０００．４
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なっている。次に職業別の利用率を見てみる。

この図から、簡易文字メッセージサービスの主

な利用者層は、学生やアルバイターであることが

わかる。利用率はアルバイトが２３．９％、中学生が

２２．２％、高校生が２８．２％、大学生・短大生等が

２７．２％となっている。また、会社員・公務員も

１５．８％と割と高い利用率になっている。

２．４ 加入形態について

現在、ますます加入プランは増えており、加入

時には、どの加入プランにするか、悩むほどであ

る。前回同様ここでは、この加入プランを１）標

準プラン、２）ローコールプラン、３）ハイコー

ルプラン、４）通話料金パックプラン、５）タイ

ムサービスプランの５つに大別してみた。なお、

ローコールプランとは、基本料金を低めに設定す

る代わりに通話料金が標準プランよりも高くなっ

図表１２ 簡易文字メッセージサービスの性別年齢別利用率

図表１３ 簡易文字メッセージサービスの職業別利用率
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ており、通話頻度が少ない人向けのプランである。

ハイコールプランはその逆で、基本料金が高く設

定されている代わりに、通話料金が安くなってい

るプラン、通話料金パックプランとは、あらかじ

め基本料金に一定金額分の通話料金が含まれてい

るプランである。タイムサービスプランとは、基

本料金を低めに設定する代わりに、通話を行う時

間帯が限定されていたり、指定時間帯以外の使用

では割高な通話料金が設定されているプランであ

る。携帯電話とPHSの加入形態を図表１４に示す。

携帯電話について標準プランは２９％であり、前

回と変わっていない。一番多かったのは、ロー

コールプランの３７％（▲２）であった。いずれの

プランも前回と比べて数ポイントの変化しかなく、

これは、現在のプランに満足しているケースと、

どのプランに変更したらよいかわからなかったり、

その手間を惜しんでいるケースがあると推測でき

る。PHSについては、まだ標準プランが一番多く、

割合は４３％（▲１８）である。標準プランの減少分

は、タイムサービスプランが２１％（＋１１）、通話

料金パックプランが１１％（＋５）に振り替えられ

ている可能性がある。PHSは携帯電話よりも標準

プラン以外のプランの登場が遅れたために、今後

も標準プランからのプラン変更が進む可能性があ

ろう。

次に移動電話には、携帯電話とPHSがあるが、

携帯電話を選んだ（PHSを選んだ）その理由を回

答してもらった。その結果を図表１５に示す。まず、

携帯電話を選んだ理由の一番は「つながりやすさ

（エリアの広さ・密度）」で、約８４％と圧倒的で

あった。これは、移動電話にとっては、いつでも

どこでも必ず通話できる事が非常に重要であるこ

とを示している。ちなみに二番目は電話料金の安

さで、約７％であった。一方、PHSの理由の一番

は、「通話音質の良さ」が約６２％であり、これも

過半数以上である。最近は携帯電話も音声品質の

向上のために様々な技術を投入しているものの、

PHSの音声品質には届いていない。二番目は「電

話機の安さ」で１１％である。PHS登場当時の様に、

店頭でタダ同然の価格で端末を販売されることは、

かなり減ってきているものの、携帯電話と比較し

てPHSの店頭における価格はかなり低い。PHS事

業者が力を入れている、データ通信に関しては約

６％にすぎず、前述のデータ通信利用率の結果と

同様、この点に注目している利用者は、現在のと

ころそれほど多くない。

次に、加入事業者を選択した理由について図表

１６に示す。図表における値（％）は、１番目の理

図表１４ 各移動電話のプラン別加入率

１３ 郵政研究所月報 ２０００．４
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 携帯選択理由�
（N＝758）�

つながりやすさ�
84％�

電話料金の安さ�
7％�

データ通信機能に強い�
2％�

通話音質の良さ�
2％�

電話機の大きさ・軽さ�
0％�

その他�
3％�

まわりの意見など�
1％�

電話機の安さ�
1％�

PHS選択理由�
（N＝142）�

その他�
5％�

まわりの意見など�
3％�

つながりやすさ�
2％�

電話料金の安さ�
5％�

電話機の大きさ・軽さ�
6％�

データ通信機能に強い�
6％�

電話機の安さ�
11％�

通話音質の良さ�
62％�

由を回答した世帯数を母数として算出した。

�１ １番目の理由

前回同様に「通話エリアの広さ、つながりやす

さ」が３８％と一番多かった。それ以下も「ブラン

ドイメージ・知名度」、「基本料金および基本料金

に関わる割引サービス」と前回同様になっている。

�２ ２番目の理由

ここも、１番目の理由と全く同じ理由が上位３

つになっている。前回も同様である。

�３ ３番目の理由

「なんとなく」が上位３番目になっている。

以上、加入事業者選択の傾向としては、前回と

若干の違いはあるものの、基本的なところでは、

それほど違いはなかった。

３ 移動体通信への世帯支出額について

３．１ 携帯電話、PHS、ページャーの一ヶ月あ

たり支出額

図表１７に各移動体通信の支出額をを示す。なお、

支出額には基本料金が含まれている。また世帯主

が自営業の場合は、業務に使用している場合が考

えられるので、世帯主が自営業以外の職業の世帯

のみについて集計を行った。

まず携帯電話について見てみると、もっとも多

いのは前回と同様に５，０００円から１０，０００円の間で

４１％になっている。２番目に多いのも前回と同様

に５，０００円未満である。各支出額のランクの割合

も前回とあまり大きな違いはない。最高は９０，０００

図表１５ 携帯電話とPHSとの選択理由

１４郵政研究所月報 ２０００．４
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25％�

8％�
3％� 2％�

100％�

0％� 0％� 0％� 0％�

携帯（N＝616）�

PHS（N＝121）�

ページャー（N＝11）�
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�����
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通話エリアの広さ・つながりやすさ�

ブランドイメージ・知名度�

基本料金及びその割引�

端末の料金�

友人の勧め等�

仕事上のつきあい�

なんとなく�

通話料金及びその割引�

音質�

店員の 勧め�

端末のデザイン・機能�

友人から 端末をもらった�

モバイルで使用したかった�

その他�

付加サービス�

0％� 10％� 20％� 30％� 40％� 50％� 60％� 70％� 80％�

回答比率�

１番目� ２番目� ３番目�

38％� 19％� 11％�

17％� 17％� 11％�

14％� 15％� 9％�

6％� 4％� 6％�

5％� 7％� 9％�

3％�3％�5％�

3％�3％� 10％�

3％� 13％� 9％�

2％� 6％� 7％�

2％�2％�3％�

2％� 6％� 10％�

2％� 1％�1％�

1％�3％�4％�

1％�0％�1％�

0％�2％�3％�

円であった。また平均支出額は、９，０４１円（＋６４３

円）であり、前回は支出額が低下傾向（▲９５３円）

であったが、今回ではプラスに転じている。携帯

電話の基本料金や通話料金は低下傾向にあるにも

関わらず支出額が増大してことは、世帯における

携帯電話の保有率が増加（１世帯で所有する携帯

電話の台数が増加）したことと、世帯全体の通話

時間が増加したこと、そして通話料金の高い遠距

離の通話が増加したこと等が原因として推測され

る。

次にPHSについて見てみると、基本的な傾向は

前回と変わらず、５，０００円未満が一番多かった。

最高は６０，０００円であった。平均支出額は５，５００円

（▲１７３円）であり、前回同様に支出額の若干の

低下が見られる。利用者の通話時間は増加傾向に

あると思われることから、支出額低下の原因は、

図表１７ 移動体通信の世帯支出額

図表１６ 事業者の選択理由（N＝８２４）

１５ 郵政研究所月報 ２０００．４
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通話時間の短い簡易文字メッセージサービスの全

通話量に占める割合が大きくなったことと、料金

の安い近距離の通話の占める割合が大きくなって

いることが推測される。

次にページャーについて見てみると、全ての利

用世帯の支出額が５，０００円以下となり、最高は

４，８００円、平均支出額は１，９２８円（▲３９５円）であっ

た。

ここで、特に携帯電話の通信費支出が総通信費

支出と相関関係があるかを見てみる。

ここから、携帯電話の通信費支出と総通信費支

出との間には、かなりの相関関係が見られる。

３．２ 移動電話の支出について

ここでは、携帯電話・PHSに関する毎月の支出

が加入電話や他の消費へどのような影響を与える

かを見てみる。

まず移動体通信費に対しての意識を図表１９に示

す。これはアンケートにおいて、移動体通信を使

用することによって、日常の生活の中の何か他の

出費や貯金を減らすことを意識しているかどうか

を質問した結果である。こちらの図表も、前回の

結果と基本的な傾向は変わっておらず、「あまり

意識していない」人が最も多く３４．７％である。

次に、移動電話の電話料金が高くなったり、通

話時間が長くなることにより、移動電話に対する

支出が増大した場合、どのように対処するかにつ

いて、対処する金額が多い項目順に回答しても

らった。なお各比率は１番目の回答を行った世帯

数を母数として算出した。先の図表１９で示したよ

うに、意識を少しでもしている人の割合が、

４３．３％と半数以下になっているので、そもそも半

数以上の人は、どの項目で移動電話通信費用の増

加分を削減するかは、特に考えていないと思われ

るが、結果は「携帯電話・PHSの利用時間を減ら

す」が１番目の項目としてもっとも回答多く

（３７％）、「全体的に減らしているのでどの項目と

はいえない」がそれに続いた（１４％）。普段は移

動体通信費に対しての意識はあまり高くないが、

実際に通信費が増大した場合は、まずその増大し

た通信費自体を削減しようとすることがわかる。

このことは、移動電話が主にプライベートに使用

されていることから、その通話量は自分で制御で

きると考えており、また、他の支出項目よりも支

図表１８ 総通信費支出と携帯電話通信費支出

１６郵政研究所月報 ２０００．４
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出の優先順位としては低いと解釈することも可能

である。

３．３ 料金水準

各世帯に電話料金の水準を現在（平成１２年１月

時点）を１００として、加入電話・携帯電話・PHS

の基本料金および通話料金について、どれくらい

の料金水準が理想であるか回答してもらった。そ

の結果を図表２１に示す。

結果は前回とほとんど同じで、加入電話、携帯

電話、PHSの基本料金、通話料金の全ての項目で、

数％の変化しかなかった。

加入電話については、基本料金が４０～５０の回答

が３２％、通話料金が９０～１００の回答が３４％ともっ

とも多かった。なお基本料金の平均は約７２（▲１）、

通話料金の平均は７５（▲１）であった。

図表２０ 各世帯の各支出への影響（N＝８１３）

図表１９ 各世帯の移動体通信費に対しての意識（N＝８２４）

１７ 郵政研究所月報 ２０００．４
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携帯電話については、基本料金、通話料金とも

４０～５０と回答した人が約半数を占めた。基本料金

の平均は約５６（▲２）、通話料金の平均は約５５（▲

１）であった。

PHSについても、基本料金・通話料金とも４０～

５０の回答がもっとも多かった。基本料金の平均は

約６５、通話料金の平均は約６４と、前回と全く同じ

になっている。

３．４ 通話エリアの拡大希望

現在、移動電話の通話エリアは拡大を続けてお

り、通常の行動範囲の中は、だいたいが通話エリ

アになっている。それでも、人口密度の低い地域

の中には通話できない場所がまだ存在する。また、

ビルの中や地下街など三次元的に見ると、都市部

であっても通話できない場所が存在している。そ

こで、今回のアンケートでは、現在の通話エリア

に関して、通話料金や基本料金が上がったとして

も、より通話エリアを拡大して欲しいかどうかを

回答してもらった。その結果を図表２２に示す。

５０％の人は、料金が上がるのであれば、これ以

上通話エリアを充実させることは必要ないという

ことであった。これは、現在の通話エリアにある

程度満足していて、通話料金や基本料金を安くす

る方が、優先順位としては高いことを意味する。

前述の図表１５における、携帯電話選択理由の一番

は「つながりやすさ」であり、図表１６の事業者選

択の理由の一番も「通話エリア・つながりやすさ」

である。つまり約半数の人は、移動電話としてど

の事業者に加入するかは、「つながりやすさ」を

もっとも重要視しているが、利用する際には、

「つながりやすさ」よりも「料金の安さ」を重要

視していると思われる。

４ まとめ

本稿では、２０００年１月に実施したアンケートの

図表２１ 各世帯が理想とする移動電話の料金水準

１８郵政研究所月報 ２０００．４
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料金上がるならこのままで良い�
50％�

結果を用いて、関東地方における移動体通信の普

及状況や利用状況について分析を行なった。９９年

１月に実施した前回の調査では、簡易文字メッ

セージサービスに対する利用増から、PHS普及率

の減少に歯止めがかかることが予想されたが、実

際、加入数の減少スピードは緩やかになってきて

いる。しかしながら、PHSの中心的な利用者層で

あった学生への普及率は減少を続けている一方で、

中高年齢層の普及率に若干の回復傾向が見られる

ことから、PHSの利用層、利用形態が変わりつつ

あることが示唆されている。携帯電話については、

品質の向上や多種多様なサービスの提供、料金体

系の多様化をうたい文句に、各事業者が熾烈な競

争を繰り広げた結果、サービス品質の向上・料金

低廉化が実現し、加入数や普及率の増加が引き続

きもたらされている。

さて、移動体通信の普及率が４２．１％に達してい

る現在、音声通話を中心とした従来型サービスに

固執していては事業の成長がそれほど見こめない

可能性があるため、携帯電話の事業者は、新たな

需要を開拓する手段として、非音声系サービスに

力を入れてきている。高速データ通信の実現が特

徴の一つであるIMT－２０００の登場を視野にいれ

た場合、このことは新規市場の開拓であるととも

に、潜在的ユーザの早期囲い込みとして捉えるこ

ともできよう。そもそも、非音声系のデータ通信

については通信速度の面からPHSが優位性をもつ

分野ではあったが、データ通信に適したパケット

交換方式を採用する携帯電話事業者も現れるなど、

PHSの優位性は徐々に失われつつある。実際、

NTTDoCoMoが提供するiモードサービス（携帯

電話を利用したパケット交換方式によるコンテン

ツサービス）は、平成１２年３月１５日現在で５００万

契約を達成している。他方、PHSにおいてもPHS

の優位性をフルに活かした定額制インターネット

接続サービスなどが提供されつつあり、今後の展

開が期待されよう。

来年度は携帯電話、PHSの両事業者とも前述の

IMT－２０００の登場を見据えたサービス提供が期

待されるが、それに応じて適切な政策決定を行な

うためには、音声系サービスのみならず非音声系

サービスにも注目した普及動向調査が生み出す

データや分析結果が重要なインプットとなろう。

図表２２ 通話エリアの拡大希望（N＝８１４）
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１ はじめに

郵政事業においては、公共的な性格を持つ事業

としての責務等から、障害者、高齢者の福祉に資

するための種々の施策を実施してきた。今後、郵

政事業の公社化を控え、障害者、高齢者施策にど

う取り組んでいくかは、事業に対する国民のイ

メージにも影響を与える重要な問題であると考え

られる。このことにかんがみ、郵便局が今後、地

域における障害者、高齢者福祉においていかなる

役割を果たしていくべきかを検討するため、地域

における障害者、高齢者福祉の担い手である市町

村、社会福祉協議会等を対象とする郵便局への

ニーズ調査を中心とする調査研究を実施した。

２ 郵便局と障害者、高齢者福祉

２．１ 郵政事業が実施している障害者、高齢者向

け施策

郵政事業が実施している障害者、高齢者向け施

策は、次のような分類が可能である。

�１ 事業サービスへのアクセスを容易にするもの

局舎のバリアフリー化、点字による各種サービ

［要約］

介護保険制度の開始や社会福祉基礎構造改革の実施等により、地域における障害者、高

齢者福祉を取り巻く環境は大きく変化している。従来は、行政の措置による「与える福祉」

だったのに対し、今後は利用者が主体的に福祉サービスを選択できるようになり、民間営

利企業も含めた多様な機関が地域福祉に参入することが見込まれている。それに伴い福祉

の供給体制も行政主導の画一的なものから地域のあらゆる資源を活用する方向に変わりつ

つある。

郵政事業においては、従来から様々な障害者、高齢者向け施策を実施してきたが、この

ような環境変化の中で、今後、郵便局が地域の福祉においてどのような役割を果たすべき

か、ニーズに即して在り方を検討するため、地域における障害者、高齢者福祉の担い手で

ある自治体、社会福祉協議会及び民間非営利団体を対象としたニーズ調査を実施した。

調査の結果、郵便局における福祉サービスやボランティア関係の情報提供、郵便局の外

務職員による一人暮らしの高齢者等の安否確認を始めとする援助を必要とする人たちの情

報収集等に関するニーズが高いことが判明した。

今後とも、郵便局が、その有する資源を活用し、地域における福祉関連機関と連携しな

がら、障害者、高齢者福祉に貢献していくことが望まれる。

調査・研究

地域における障害者、高齢者福祉の担い手から見た郵便局

情報通信システム研究室研究官 平野 純夫
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スの案内等郵政事業のサービスへの障害者、高齢

者のアクセスを容易にするもの。

�２ 障害者、高齢者の生活支援

ア 事業サービスに係るもの

（例）

・郵便事業：障害者のための郵便料金の軽減、

青い鳥郵便はがき等

・為替貯金事業：要介護者、障害者のための

金利の優遇、年金配達サービス等

・簡易保険事業：重度障害による保険金の支

払、保険料の払込免除、簡易保険の年金の

居宅払等

・簡易保険の加入者福祉施策：ケアタウン構

想、かんぽ健康増進支援事業等

イ 事業サービス以外のもの

（例）

・郵便配達時における高齢者への励ましの声

かけ

・郵便局における高齢者等のためのパソコン

教室

郵政事業がこのような障害者、高齢者向け施策

を実施する理由としては、主として以下の２点が

挙げられる。

�１ 事業の有する公共性

事業の基本法である、郵便法、郵便貯金法及び

簡易生命保険法においては、「公共の福祉の増進」

（郵便法第１条）や「国民の経済生活の安定を図

り、その福祉を増進する」（郵便貯金法第１条、

簡易生命保険法第１条）ことを目的としており、

郵政事業には高い公共性が求められていること。

�２ 国の機関としての責務

「郵便局ビジョン２０１０」において「高齢者、障

害者福祉等、国の政策課題の実現に必要とされて

いるサービスは、収益性になじまないサービスで

あっても、郵便局では積極的に実施している」と

述べられているように、国の機関として政策課題

の実現に寄与する責務があること。

上記�１の「事業の有する公共性」については、

公社となった後も、事業の法的性格が変わるわけ

ではないため、変化はないと考えられる。

また、�２の「国の機関としての責務」について

は、公社となった後は、国の行政機関としての責

務が公社としての責務に変わることとなり、その

ことにより、政策課題の実現という責務が弱まる

ことはないにしても、国の政策課題との関係は行

政機関に比して、直接的ではなくなると考えられ

る。

従って、公社としての独立性が高まることに対

応して、収益性になじまないサービスの実施につ

いては、国の政策課題の実現（例えば郵便局にお

けるワンストップ行政サービス）という観点とと

もに、公社の社会貢献施策としても位置付けるこ

とが適当と考えられる。

一般の企業にあっても、収益に直接結びつかな

い社会福祉的な行為を社会貢献策として実施して

いる例が多いが、これは、事業の活動基盤である

地域社会との円滑な関係を維持していくことは企

業にとって必要なコストであるという考え方に基

づくものである場合が多い。

従来から、郵政事業にあっても、地域社会の中

での郵政事業・郵便局という位置付けを重視して

きたところであるが、今後、郵便、為替貯金、簡

易保険の各事業が郵政省の部局として存在する状

態から、公社として独立した組織となることに

よって、統一的なポリシーに基づく社会貢献施策

を打ち出し、積極的にアピールしていくことが、

公社の社会的評価を高めるという面からも有益で

あると考えられる。

社会貢献策としてみた場合、上記の施策の分類

のうち�１や�２のアのような事業そのものに係る施

策（受益者が事業サービスの利用者に限られる）

よりも、�２のイのような事業サービスに直接関係
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を有しないものの方が、より社会貢献的な性格が

強い。

また、事業サービスに係るものは郵政事業にお

いてある程度自己完結的に実施が可能であるが、

事業サービスに直接係らない施策については、郵

政事業単独で実施するのみでは効果が薄く、真に

意義のあるものとするためには、地域における福

祉施策との連携が必須となる。（現在、自治体等

と連携して行なっているものに、「ひまわりサー

ビス」（連携先：自治体、社会福祉協議会、JA、

病院、警察等）や「ケア・タウン構想」（連携先：

自治体、社会福祉協議会等）がある。）

２．２ 地域における障害者、高齢者福祉における

郵便局の位置づけ

地域における障害者、高齢者福祉の実施主体と

しては、自治体、社会福祉協議会、社会福祉法人、

医療法人、ボランティア団体等各種の組織が存在

するが、今後、介護保険制度の開始、社会福祉基

礎構造改革等により、さらに多様な主体が福祉分

野に参入することが見込まれている。

現在、政府において検討されている「社会福祉

基礎構造改革」（昭和２６年の社会福祉事業法制定

以来大きな改正の行われていない社会福祉事業、

社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤

制度について、今後増大・多様化が見込まれる国

民の福祉需要に対応するため、見直しを行なうも

の）においては、都道府県及び市町村が新たに「地

域福祉計画」を策定することが計画されている。

厚生省が平成１１年４月に発表した「社会福祉基

礎構造改革について（社会福祉事業法等改正法案

大綱骨子）」において、運用事項として、地方自

治体の地域福祉計画の策定に当たっては、「ボラ

ンティア団体、NPO、郵便局、農協、生協など

の地域における身近な活動にも配慮」することと

されており、各自治体の策定する地域福祉計画に

おいて郵便局が地域福祉の関連機関として位置付

けられる可能性も大きく、これに対応するために

も、地域福祉において、郵便局がいかなる役割を

果たしていくべきか具体的に検討すべき時期が来

ていると考えられる。

全国津々浦々に２万４千６百の郵便局を有する

郵政事業の実施する施策の地域に与える影響力は

一般の企業とは比較にならないくらい大きく、地

域福祉に関係する機関の中での郵便局の位置づけ

を抽象的な「あるべき論」ではなく具体的に明確

にしておく必要がある。

そうでないと、他の機関との競合、摩擦といっ

たことも予想されるため、郵便局の位置付けの明

確化により、地域における公的サービスや民間

サービスと郵便局の施策との補完、共同関係を着

実に構築していくことが必要である。

そのため、本調査研究においては、地域におけ

る障害者、高齢者福祉の担い手である自治体、社

会福祉協議会及び民間非営利団体（自治体、社会

福祉協議会については、地域の実状、ニーズにつ

いて最も詳しいと考えられ、民間非営利団体につ

いては、一般の民間施設や団体に比べて郵便局と

の連携の可能性が高いと考えられる。）を対象に、

障害者、高齢者施策に関し、郵便局に期待する役

割を中心とした調査を実施した。

３ 郵便局と障害者、高齢者福祉に関するアン

ケート調査

３．１ アンケート調査の概要

�１ 実施時期

平成１１年１２月２９日（水）～平成１２年１月２４日（金）

�２ 調査対象

�１ 地方自治体（市区町村）（４３５個所）

ア 都市部（２１１個所）

各道府県人口規模上位４市、東京２３区

イ 農山村地域（２２４個所）
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ひまわりサービス実施自治体及びケア・

タウン指定自治体

（注１） 当該市区町村の福祉担当部署におい

て障害者福祉及び高齢者福祉を担当さ

れている方、又は、福祉施策全般を担

当されている方に記入をお願いした。

（注２） 農山村地域において、ひまわりサー

ビス又はケア・タウン実施自治体を選

定した理由は、当該地域においては既

に郵便局が自治体等と連携して福祉関

連施策を展開しており、郵便局の果た

す役割についての一定の認識が自治体

等において持たれていると思われ、有

意義な回答が得られると予想されたた

めである。

�２ 社会福祉協議会（４３５個所）

上記�１と同一市区町村に所在する市区町村社会

福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉事業法に基づく団

体であり、地域住民が主体となって地域社会にお

ける社会福祉の問題を解決して、その改善向上を

図るため、公私関係者の参加を得て、組織的活動

を行うことを目的とする民間の自主的な組織であ

る。市区町村、都道府県及び中央（全国社会福祉

協議会）の各段階に組織されており、現在ほとん

どが社会福祉法人となっている。

�３ 民間非営利団体（４１２団体）

団体の選定は、都市部については、各都道府県

の区市部に所在する特定非営利活動促進法（NPO

法）に基づく特定非営利活動法人（NPO法人）

であって在宅福祉活動を行っている団体から２１０

団体を選定し、農山村部については各都道府県の

郡部に所在するNPO法人及びその他の在宅福祉

活動を実施している団体から２０１団体を選定した。

アンケート調査先合計：１２８２個所

�３ アンケート項目（本論文に関係するもの）

�１ 地域福祉における郵便局の位置付け

�２ 自治体における民間機関との連携状況

�３ 郵政事業の実施する障害者・高齢者向け施

策の認知状況

�４ 上記③の施策に関し特に充実を希望する施

策

�５ 障害者、高齢者向け施策に関する郵便局の

活用方法

ア 情報の拠点としての活用

郵便局の窓口又は情報端末で提供可能な

情報の内容

イ 行政サービスの拠点としての活用

福祉関係の申請、届け出等の手続のうち

郵便局から申込み等が行えればよいと考え

るもの

ウ 郵便局のスペースの活用

スペースを活用して実施したい事業・行

事等の内容

エ 外務職員の活用

郵便局の外務職員を活用して行うことが

望まれる施策

�６ 郵便局との連携についての考え、郵政事業

（郵便局）に対する要望

�４ アンケートの回収状況

�１ 地方自治体

回収１８１件／発送４３５件（回収率：４１．６％）

（回答の内訳）

・都市部 ８９件

・ひまわりサービス実施地域 ６８件

・ケア・タウン構想地域 ２４件

全 体 １８１件

�２ 社会福祉協議会

回収２３０件／発送４３５件（回収率：５２．９％）

（回答の内訳）

・都市部 １０８件

・ひまわりサービス実施地域 ９５件
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・ケア・タウン構想地域 ２７件

全 体 ２３０件

�３ 民間非営利団体

回収１９６件／発送４１２件（回収率：４７．６％）

（回答の内訳）

・都市部 １１５件 ５８．７％

・農山村地域 ８１件 ４１．３％

全 体 １９６件 １００．０％

全体 回収６０７件／発送１２８２件（回収率：４７．３％）

３．２ アンケート結果の集計及び分析

�１ 郵便局を地域の福祉の推進に必要な機関とし

て位置付けているか否か

（社会福祉協議会への質問）

・位置付けている…… ５４．３％

（都市部、農村部）

・位置付けていない… ４０．０％

・無回答……………… ５．７％

地域の福祉機関のコーディネート役である社会

福祉協議会に対して質問を行なった。回答があっ

た社会福祉協議会の過半数が郵便局を地域の福祉

に必要な機関として位置づけおり、郵便局に対す

る評価（期待）が高いことが伺える。

�２ 自治体における民間機関との連携の状況（自

治体への質問）

社会福祉を事業目的とすると思われる団体（社

会福祉協議会等、福祉サービス事業者、市民団体

等）を除くと、農業協同組合（以下「農協」とい

う。）、電力、ガス、電話等公益事業会社、生活協

同組合（以下「生協」という。）の順で連携先と

なっており、郵便局とともにこれらの団体の地域

福祉における位置付けが重要なものであることが

分かる。（下表参照）

（参考） 生協と農協の福祉事業

前述した「社会福祉事業法等改正法案大綱骨子」

においても、ボランティア団体、NPO及び郵便

局と並んで地域福祉計画において配慮すべき組織

として例示されている農協及び生協については、

介護保険の導入に当たっても、民間企業の参入が

当面見込めない地域において、介護サービスの供

給主体として期待されている。

このうち、生協は、日本生活協同組合連合会に

所属する生協が全国に７３０あり、組合員数は合計

約１，９００万人である。生協の福祉関連サービスに

ついては、平成５年の厚生省通知により、デイ

サービス、在宅介護支援センター、老人保健施設、

訪問看護ステーションの４事業に限り、組合員以

外の利用が認められたことに伴って本格的な実施

が可能となった。

日経流通新聞が平成１１年に実施した調査（第６

回日本の生協調査）によると、高齢者や身体障害

者向けの在宅介護サービス事業への参入予定につ

いて、回答した１４６生協のうち１８生協（１２．３％）

がすでに参入しており、６９生協（４７．３％）が参入

を検討していると回答している。

実際の活動としては、家事援助を中心とするボ

ランティア活動の団体（「助け合いの会」）の結成

や、ホームヘルパー養成講習会の開催、ふれあい

食事会の開催等が主なものであるが、特別養護老

人ホームの施設運営（社会福祉法人を設立）や、

デイケア・センターの開設等を行っている生協も

（連携先の団体名）

連 携 先 件数 割合（％）

・農業協同組合 ２１ １１．６

・生活協同組合 ８ ４．４

・社会福祉協議会、その他社会福祉法人 １６１ ８９．０

・民間の福祉サービス事業者 ５３ ２９．３

・コンビニエンスストア １ ０．６

・電力、ガス、電話等公益事業会社 １０ ５．５

・市民団体・ボランティア団体 ５６ ３０．９

・その他 ２８ １５．５

・無回答 １８ ９．９

全 体 １８１ １１．６

２５ 郵政研究所月報 ２０００．４



ある。また、医療生協により、訪問看護ステー

ションも開設されている。

また、農協は郵便局と同じく全国に組織を持つ

団体であり、全国くまなくサービスの提供が可能

である。農協は、市町村段階の単位農協が約２０００

あり、平成４年度末で正組合員（農地を持ってお

り、年間農業従事日数が一定日数以上のもの）が

５５１万人、準組合員が３３３万人となっている。

農協の福祉関連サービスについては、平成４年

の農協法改正により、農協が高齢者福祉事業に取

り組むことを積極的に位置付け、組合員外の利用

を可能としたことにより本格化した。農村部にお

いては、在宅福祉分野への民間営利企業の参入は

採算性から見て困難であり、農協が福祉サービス

の供給主体として期待されている。

実際の事業としては、ホームヘルパー養成、

「JA助け合い」（ホームヘルパーがボランティア

として参加する互助組織）、福祉相談センター、

独居老人宅巡回訪問（保健婦、看護婦の資格者が

同行）、デイサービスセンターの開設、特別養護

老人ホームの設置・運営（社会福祉法人を設立）

などが行われている。行政からのサービス委託に

ついても、平成９年１２月現在、ホームヘルプサー

ビスを２４農協、食事サービスを１５農協、デイサー

ビスを１０農協が委託を受けている。

また、厚生農業共同組合連合会により、老人保

健施設、訪問看護ステーション、在宅介護支援セ

ンターの設置・運営が行われている。

農協は平成１２年度を目標に、２０００弱の農協を

５３０に整理合併する方針であり、この合併によっ

て生じる農協の本支店や倉庫などの遊休施設は膨

大な数にのぼると予想され、これらの施設を利用

したデイサービスなども比較的簡単にできるだろ

うと見られている。

�３ 郵政事業の実施する障害者、高齢者向け施策

の認知状況

（自治体、社会福祉協議会、民間非営利団体

に質問）

下表の１９施策について知っているか否かを質問。

（各施策の概要資料を添付）

全体的に見ると、自治体及び社会福祉協議会に

おいては、「郵便配達時の高齢者への励ましの声

ア 自治体

順

位

施 策 名
件数

（件）

比率

（％）

（注１）

地域別の内訳（注２）

都市部 ケア・タウウン ひまわり

順位 ％ 順位 ％ 順位 ％

１ 郵便配達時の高齢者への励ましの声かけ ９７ ５３．６ ６ ３２．６ ２ ７５．０ １ ７３．５

２ 障害者のための郵便料金の減免 ９３ ５１．４ １ ６４．０ ８ ２９．２ ４ ４２．６

３ 青い鳥葉書 ８１ ４４．８ ３ ４７．２ ５ ３３．３ ３ ４５．６

４ 要介護者等のための郵便貯金金利優遇 ７８ ４３．１ ２ ５７．３ １１ ２０．８ ８ ３２．４

５ 郵便局舎のバリアフリー化 ７４ ４０．９ ５ ４１．６ ４ ４１．７ ５ ３９．７

６ 郵便ポスト等への点字表示 ６８ ３７．６ ４ ４１．６ ６ ３３．３ ７ ３３．８

７ かんぽ健康増進支援事業 ６１ ３３．７ １０ １９．１ ３ ７５．０ ６ ３８．２

８ ひまわりサービス ５９ ３２．６ １５ １０．１ ９ ２９．２ ２ ６３．２

９ 点字キャッシュカード・視聴覚障害者用ATM等 ５３ ２９．３ ７ ３１．５ ７ ３３．３ ９ ２５．０

１０ ケア・タウン構想 ４４ ２４．３ １７ ９．０ １ ９１．７ １１ ２０．６

１１ みんなの体操 ３７ ２０．４ ８ ２４．７ １０ ２５．０ １３ １３．２

１２ 点字による通知等 ３５ １９．３ ９ ２３．６ １５ ８．３ １２ １７．６

１３ 年金配達サービス ３２ １７．７ １１ １５．７ １４ １２．５ １０ ２２．１

１４ 暮らしの相談センターでの介護相談サービス ２３ １２．７ １２ １４．６ １２ １６．７ １５ ８．８

２６郵政研究所月報 ２０００．４



イ 社会福祉協議会

順

位

施 策 名
件数

（件）

比率

（％）

地域別の内訳

都市部 ケア・タウウン ひまわり

順位 ％ 順位 ％ 順位 ％

１ 郵便配達時の高齢者への励ましの声かけ １４１ ６１．３ ４ ４９．１ ２ ８１．５ ２ ６９．５

２ 障害者のための郵便料金減免 １２３ ５３．５ １ ６９．４ ４ ４８．１ ６ ３６．８

２ かんぽ健康増進支援事業 １２３ ５３．５ ３ ５３．７ ３ ６３．０ ３ ５０．５

４ ひまわりサービス １１５ ５０．０ １２ ２３．１ ８ ２９．６ １ ８６．３

５ 郵便ポスト等への点字表示 １０４ ４５．２ ２ ６０．２ ９ ２５．９ ７ ３３．７

６ 青い鳥葉書 ９５ ４１．３ ７ ３８．９ ６ ４０．７ ４ ４４．２

６ 郵便局舎のバリアフリー化 ９５ ４１．３ ８ ３８．０ ５ ４４．４ ５ ４４．２

８ 要介護者等の為の郵便貯金金利優遇 ８６ ３７．４ ５ ４４．４ ７ ３７．０ １０ ２９．５

９ 点字キャッシュカード・視聴覚障害者用ATM等 ６８ ２９．６ １０ ３１．５ １２ ２２．２ ９ ２９．５

１０ みんなの体操 ６１ ２６．５ １３ ２２．２ １１ ２５．９ ８ ３１．６

１１ 年金配達サービス ６０ ２６．１ １１ ２５．９ １３ １８．５ １１ ２８．４

１２ 暮らしの相談センターでの介護相談サービス ５８ ２５．２ ６ ４０．７ １４ １４．８ １４ １０．５

１３ 点字による通知等 ５２ ２２．６ ９ ３１．５ １６ １１．１ １２ １５．８

１４ ケア・タウン構想 ５２ ２２．６ １７ １０．２ １ ９６．３ １３ １５．８

１５ 電話相談サービスにおける介護相談 ２４ １０．４ １５ １４．８ １７ ７．４ １６ ６．３

１６ 点字・手話のできる窓口職員の養成 ２４ １０．４ １４ １８．５ １９ ０ １７ ４．２

１７ 介護用品の宅配サービス ２０ ８．７ １９ ７．４ １５ １１．１ １５ ９．５

１８ 手話教室、高齢者等向けのパソコン教室 １９ ８．３ １６ １３．０ １８ ７．４ １８ ３．２

１９ 医療・介護関連情報の提供サービス １８ ７．８ １８ ８．３ １０ ２５．９ １９ ２．１

― 無回答 ５ ２．２

全体 ２３０ ―――――

１５ 介護用品の宅配サービス １８ ９．９ １３ １１．２ １９ ０ １４ １１．８

１５ 医療・介護関連情報の提供サービス １８ ９．９ １８ ９．０ １３ １６．７ １６ ８．８

１７ 点字・手話のできる窓口職員の養成 １７ ９．４ １４ １１．２ １８ ４．２ １７ ８．８

１８ 手話教室、高齢者等向けのパソコン教室 １４ ７．７ １６ １０．１ １７ ４．２ １９ ５．９

１９ 電話相談サービスにおける介護相談 １３ ７．２ １９ ６．７ １６ ８．３ １８ ７．４

― 無回答 １５ ８．３

全体 １８１ ―――――

（注１） 件数、比率は、「知っている」と答えた者の件数、割合

（注２）「ケア・タウン」はケア・タウン指定自治体、「ひまわり」はひまわりサービス実施自治体を指す。以下同じ。

ウ 民間非営利団体

順

位

施 策 名
件数

（件）

比率

（％）

地域別の内訳

都市部 農山村地域

順位 ％ 順位 ％

１ 障害者のための郵便料金の減免 ８６ ４３．９ １ ４８．７ ３ ３７．０

２ かんぽ健康増進支援事業 ７７ ３９．３ ２ ３７．４ １ ４２．０

３ 郵便配達時の高齢者への励ましの声かけ ６７ ３４．２ ６ ３０．４ ２ ３９．５

４ 要介護者等のための郵便貯金金利優遇 ６６ ３３．７ ４ ３５．７ ４ ３０．９

５ 郵便ポスト等への点字表示 ６２ ３１．６ ３ ３５．７ ７ ２５．９

６ 郵便局舎のバリアフリー化 ６１ ３１．１ ５ ３３．９ ６ ２７．２

７ 青い鳥葉書 ５３ ２７．０ ７ ２８．７ ８ ２４．７

２７ 郵政研究所月報 ２０００．４



かけ」の認知度が最も高い。地域別の内訳を見る

と都市部においては、認知度がそれほど高くなく、

過疎地において高くなっている。

また、「障害者のための郵便料金の減免」につ

いては、自治体及び社会福祉協議会において認知

度が５０％を超えており、民間非営利法人において

も最も高くなっている。

その他、「青い鳥葉書」、「かんぽ健康増進事業」、

「要介護者のための郵便貯金金利の優遇」、「郵便

局舎のバリアフリー化」、「郵便ポストへの点字表

示」がどの区分においても認知度が比較的高く

なっている。

これに対して、「介護相談」、「介護関連の情報

提供サービス」や「手話教室、パソコン教室」の

認知度は総体的に低い。これは、これらの施策の

イメージが直接郵政事業と結びつかないことに原

因があるのではないかと考えられる。このような

事業と直接結びつかない施策については、ある程

度PRが必要であると考えられる。

これを期待度（今後特に充実してほしい施策）

から見ると

�４ 特に充実してほしいと希望する施策

上記�３の１９施策のうち充実を希望するものを５

つ以内で回答してもらった。（下表参照）

８ 年金配達サービス ５０ ２５．５ ９ ２３．５ ５ ２８．４

９ 点字キャッシュカード・視聴覚障害者用ATM等 ４７ ２４．０ ８ ２６．１ １０ ２１．０

１０ みんなの体操 ４１ ２０．９ １１ ２１．７ １１ １９．８

１１ 暮らしの相談センターでの介護相談サービス ３６ １８．４ １０ ２１．７ １３ １３．６

１２ ひまわりサービス ３４ １７．３ １３ １２．２ ９ ２４．７

１２ 点字による通知等 ３４ １７．３ １２ １８．３ １２ １６．０

１４ 介護用品の宅配サービス ２２ １１．２ １４ １０．４ １５ ９．９

１５ 医療・介護関連情報の提供サービス １９ ９．７ １６ ９．６ １５ ９．９

１６ 電話相談サービスにおける介護相談 １８ ９．２ １５ １０．４ １６ ７．４

１７ ケア・タウン構想 １３ ６．６ １７ ７．０ １７ ６．２

１８ 点字・手話のできる窓口職員の養成 １１ ５．６ １８ ７．０ １９ ３．７

１９ 手話教室、高齢者等向けのパソコン教室 ８ ４．１ １９ ３．５ １８ ４．９

― 無回答 １７ ８．７

全体 １９６ ―――

ア 自治体

順

位

施 策 名

全 体 地域別の内訳

件数

（件）

比率

（％）

都市部 ケア・タウン ひまわり

順位 ％ 順位 ％ 順位 ％

１ 郵便配達時の高齢者への励ましの声かけ １０１ ５５．８ １ ５６．２ １ ６１．８ ３ ３７．５

２ 郵便局舎のバリアフリー化 ６６ ３６．５ ２ ５１．７ ８ ２３．５ ９ １６．７

３ ひまわりサービス ５８ ３２．０ １５ １０．１ ２ ５７．４ １ ４１．７

４ 介護用品の宅配サービス ５２ ２８．７ ４ ２５．８ ３ ３５．３ ６ ２０．８

５ ケア・タウン構想 ５１ ２８．２ ６ ２２．５ ５ ３０．９ ２ ４１．７

６ 点字・手話のできる窓口職員の養成 ４６ ２５．４ ３ ３８．２ １０ １４．７ １３ ８．３

７ 年金配達サービス ４５ ２４．９ ７ ２０．２ ４ ３３．８ ８ １６．７

８ 要介護者等のための郵便貯金金利優遇 ３９ ２１．５ ８ １９．１ ７ ２５．０ ７ ２０．８

９ 医療・介護関連情報の提供サービス ３５ １９．３ １０ １８．０ ９ １６．２ ４ ３３．３

２８郵政研究所月報 ２０００．４



１０ かんぽ健康増進支援事業 ３４ １８．８ １６ １０．１ ６ ２６．５ ５ ２９．２

１１ 暮らしの相談センターでの介護相談サービス ３０ １６．６ １１ １８．０ １１ １４．７ １０ １６．７

１２ 障害者のための郵便料金の減免 ２９ １６．０ １２ １８．０ １３ １３．２ １１ １６．７

１３ 手話教室、高齢者等向けのパソコン教室 ２８ １５．５ ９ １９．１ １２ １３．２ １４ ８．３

１４ 点字による通知等 ２６ １４．４ ５ ２４．７ １４ ２．９ １５ ８．３

１５ 電話相談サービスにおける介護相談 １８ ９．９ １４ １４．６ １８ １．５ １２ １６．７

１６ 点字キャッシュカード・視聴覚障害者用ATM等 １７ ９．４ １３ １５．７ １７ １．５ １６ ８．３

１７ 郵便ポスト等への点字表示 ９ ５．０ １７ ６．７ １５ ２．９ １７ ４．２

１９ みんなの体操 ４ ２．２ １９ １．１ １６ ２．９ １８ ４．２

１８ 青い鳥葉書 ４ ２．２ １８ ３．４ １９ １．５ １９ ０．０

― 無回答 １８ ９．９

全体 １８１ ―――――

イ 社会福祉協議会

順

位

施 策 名

全 体 地域別の内訳

件数

（件）

比率

（％）

都市部 ひまわり ケア・タウン

順位 ％ 順位 ％ 順位 ％

１ 郵便配達時の高齢者への励ましの声かけ １４７ ６３．９ １ ６１．１ １ ６３．２ １ ７７．８

２ ひまわりサービス １００ ４３．５ ６ ２５．０ ２ ６１．１ ２ ５５．６

３ 郵便局舎のバリアフリー化 ８０ ３４．８ ２ ４２．６ ４ ２９．５ ８ ２２．２

４ ケア・タウン構想 ７３ ３１．７ ４ ３２．４ ５ ２８．４ ４ ４０．７

５ 介護用品の宅配サービス ６８ ２９．６ ５ ２９．６ ７ ２６．３ ５ ４０．７

６ 年金配達サービス ５９ ２５．７ ７ ２１．３ ６ ２８．４ ６ ３３．３

７ 点字・手話のできる窓口職員の養成 ５７ ２４．８ ３ ４２．６ １２ ８．４ １０ １１．１

８ かんぽ健康増進支援事業 ５６ ２４．３ １２ １３．０ ３ ３２．６ ３ ４０．７

９ 要介護者等のための郵便貯金金利優遇 ４７ ２０．４ １１ １３．９ ８ ２４．２ ７ ３３．３

１０ 医療・介護関連情報の提供サービス ４１ １７．８ ８ ２０．４ １０ １４．７ ９ １８．５

１１ 暮らしの相談センターでの介護相談サービス ３４ １４．８ ９ ２０．４ １１ １０．５ １３ ７．４

１２ 障害者のための郵便料金の減免 ３０ １３．０ １４ １１．１ ９ １６．８ １２ ７．４

１３ 点字による通知等 ２４ １０．４ １０ １５．７ １４ ６．３ １５ ３．７

１４ 手話教室、高齢者等向けのパソコン教室 ２３ １０．０ １５ １１．１ １３ ８．４ １１ １１．１

１５ 点字キャッシュカード・視聴覚障害者用ATM等 １８ ７．８ １３ １２．０ １５ ５．３ １７ ０．０

１６ 郵便ポスト等への点字表示 １６ ７．０ １６ ８．３ １６ ５．３ １４ ７．４

１７ 電話相談サービスにおける介護相談 １４ ６．１ １７ ７．４ １７ ５．３ １６ ３．７

１８ 青い鳥葉書 ７ ３．０ １８ ２．８ １８ ４．２ １８ ０．０

１９ みんなの体操 ３ １．３ １９ ０．０ １９ ３．２ １９ ０．０

― 無回答 １８ ７．８

全体 ２３０ ―――――

ウ 民間非営利団体

順

位

施 策 名

全 体 地域別の内訳

件数

（件）

比率

（％）

都市部 農山村

順位 ％ 順位 ％

１ 郵便配達時の高齢者への励ましの声かけ ８４ ４２．９ １ ４２．６ １ ４３．２

２ 郵便局舎のバリアフリー化 ６９ ３５．２ ３ ３３．９ ３ ３７．０

３ ひまわりサービス ６３ ３２．１ ５ ２６．１ ２ ４０．７

２９ 郵政研究所月報 ２０００．４



いずれの区分においても、「郵便配達時の高齢

者への励ましの声かけ」が最も高くなっており、

本施策へのニーズの高さを示している。

また、「郵便局舎のバリアフリー化」や「ひま

わりサービス」についても、いずれの区分でも

３０％を超えており、期待が大きいことが分かる。

このうち「ひまわりサービス」については、ケ

アタウン地域の自治体において、「ケアタウン構

想の充実」と並んで要望が高いが、都市部におい

ては低く地域差が現れている。

さらに認知度に比して期待度が顕著に高まった

ものに、「介護用品の宅配サービス」（自治体：

９．９％→２８．７％、社会福祉協議会：８．７％→２９．６％、

非営利団体：１１．２％→２７．６％）及び「点字・手話

のできる窓口職員の養成」（自治体：７．７％→

２５．４％、社会福祉協議会：１０．４→２４．８％、非営利

団体：５．６％→１５．３％）が挙げられる。

逆に「みんなの体操」については、認知度に比

して期待の度合は低くなっている。（各区分とも

に最も低い。）

また、「手話教室、パソコン教室」については、

認知度はいずれの区分においても低かったがそれ

に比して期待度は比較的高くなっている。（自治

体：７．７％→１５．５％、社会福祉協議会：８．３％→

１０．０％、非営利団体：４．１％→１３．８）

�５ 郵便局の活用方策について

既存の施策についての質問の次に、郵便局の人

的・物的資源を活用して今後どのような障害者、

高齢者向け施策を行なっていくべきかという観点

から、次の質問を行なった。

ア 郵便局の窓口又は情報端末で提供可能な情

報について

アンケート先の団体において提供可能な情報の

内容について質問した。（次頁の表参照）

ここで、特徴的なことは、社会福祉協議会及び

民間非営利団体において、ボランティア情報につ

いての要望が高いことである。社会福祉協議会で

はボランティアセンターを設置している場合も多

く、福祉におけるボランティアの重要性について

は言うまでもないが、ボランティアの確保・派遣

等に関する情報提供の場は限られており、郵便局

においてもボランティア関係の情報を提供してい

くことは重要であると考えられる。

また、民間非営利団体においては、自団体の施

４ 障害者のための郵便料金の減免 ５９ ３０．１ ２ ３４．８ ７ ２３．５

５ 介護用品の宅配サービス ５４ ２７．６ ６ ２５．２ ５ ３０．９

６ 要介護者等のための郵便貯金金利優遇 ５３ ２７．０ ４ ２９．６ ８ ２３．５

７ 年金配達サービス ５３ ２７．０ ７ ２３．５ ４ ３２．１

８ 医療・介護関連情報の提供サービス ４４ ２２．４ ８ ２２．６ ９ ２２．２

９ ケア・タウン構想 ４１ ２０．９ １０ １７．４ ６ ２５．９

１０ かんぽ健康増進支援事業 ３６ １８．４ ９ １９．１ １０ １７．３

１１ 点字・手話のできる窓口職員の養成 ３０ １５．３ １１ １７．４ １２ １２．３

１２ 手話教室、高齢者等向けのパソコン教室 ２７ １３．８ １２ １２．２ １１ １６．０

１３ 暮らしの相談センターでの介護相談サービス ２２ １１．２ １４ １１．３ １３ １１．１

１４ 郵便ポスト等への点字表示 ２０ １０．２ １３ １２．２ １５ ７．４

１５ 青い鳥葉書 １８ ９．２ １７ ７．８ １４ １１．１

１６ 点字による通知等 １４ ７．１ １５ ８．７ １６ ４．９

１７ 電話相談サービスにおける介護相談 １３ ６．６ １６ ８．７ １８ ３．７

１８ 点字キャッシュカード・視聴覚障害者用ATM等 １１ ５．６ １８ ６．１ １７ ４．９

１９ みんなの体操 ３ １．５ １９ ０．９ １９ ２．５

― 無回答 ２３ １１．７

全体 １９６ ―――

３０郵政研究所月報 ２０００．４



設に関する情報提供の場が限られていることから、

郵便局において情報提供することが望まれている

と思われる。

ボランティア情報の提供については、全国的な

ものとしては、インターネット上で様々なシステ

ムが運用されている。（公益的な企業が実施又は

協賛している例として、NHKの「NHKボラン

ティアネット」、NTTの「ハローネットボラン

ティア」、東京ガス等が協賛している「ボランティ

ア・アクティビティ・ホットライン」等がある。）

郵便局に期待されているのは、次の行政サービ

スの拠点としての活用方法に関する質問に対する

回答からも伺えるように、当該地域におけるボラ

ンティアの登録、要請及び各種の情報提供を行な

うことが可能なローカルな情報拠点としての存在

であろう。

イ 福祉関係の申請・届出等の手続のうち郵便

局から行えることが望ましいもの（次頁の表

参照）

ボランティアの登録が自治体及び社会福祉協議

会において最も高くなっている。特にボランティ

アの登録・あっせんを実施している場合が多い社

会福祉協議会において高い数値となっている。上

述したように、情報提供が可能な情報の内容に関

しても、社会福祉協議会においては、ボランティ

ア情報がトップとなっており、郵便局が社会福祉

協議会と連携してボランティア関係の情報を提供

することが望まれていることが分かる。ボラン

ティアの関係については後述する。（４．２）

また、福祉施設・サービスの利用申し込みや介

護保険の要介護認定の申請受付についても、いず

れの区分においても高くなっている。

身体障害者手帳交付・内容変更手続は低い数値

となっているが、これはプライバシーが関係する

ことから郵便局で行うことは適当と考えられない

ためと思われる。

福祉関係の申請については、通常、福祉事務所

等の公的機関において受け付けているが、福祉事

務所へは心理的に行きにくいと感じる人も多く、

その点郵便局は、普段から気さくに出入りしてい

�ア 自治体

順
位 情 報 内 容

件数

（件）

比率

（％）

１ 地域の福祉施設・サービスの案内 ９６ ５３．０

２ 貴自治体の福祉施設に関する情報 ７８ ４３．１

３ 福祉用具、機器に関する情報 ４３ ２３．８

４ ボランティア情報 ４０ ２２．１

５ 介護知識、介護方法に関する情報 ３５ １９．３

６ 地域の福祉施設・サービスの空き情報 ２３ １２．７

７ その他 ２ １．１

― 無回答 １ ０．６

― 提供可能な情報なし ５７ ３１．５

全 体 １８１ ――

�イ 社会福祉協議会

順
位 情 報 内 容

件数

（件）

比率

（％）

１ ボランティア情報 １４９ ６４．８

２ 地域の福祉施設・サービスの案内 １００ ４３．５

３ 福祉用具、機器に関する情報 ７５ ３２．６

４ 介護知識、介護方法に関する情報 ５４ ２３．５

５ 自治体の福祉施設に関する情報 ５１ ２２．２

６ 地域の福祉施設・サービスの空き情報 １３ ５．７

７ その他 ６ ２．６

― 無回答 ０ ０．０

― 提供可能な情報なし ５５ ２３．９

全 体 ２３０ ――

�ウ 民間非営利団体

順
位 情 報 内 容

件数

（件）

比率

（％）

１ 貴団体の福祉施設に関する情報 １２３ ６２．８

２ ボランティア情報 ９０ ４５．９

３ 地域の福祉施設・サービスの案内 ７８ ３９．８

４ 介護知識、介護方法に関する情報 ３９ １９．９

５ 福祉用具、機器に関する情報 ３２ １６．３

６ その他 ７ ３．６

― 無回答 １ ０．５

― 提供可能な情報なし ３４ １７．３

全 体 １９６ ――
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�ア 自治体

順

位

手 続 等 の 種 類

全 体 地域別内訳

件数

（件）

比率

（％）

都市部 ひまわり ケア・タウン

順位 ％ 順位 ％ 順位 ％

１ ボランティアの登録 ４６ ２５．４ １ ２２．５ ２ ２２．１ １ ４５．８

２ 敬老祝い金、介護者慰労金等の交付 ３８ ２１．０ ２ １６．９ １ ２３．５ ２ ２９．２

３ 介護保険の要介護認定の申請受付 ３４ １８．８ ３ １５．７ ３ ２０．６ ４ ２５．０

４ 福祉施設・サービスの利用申し込み ３３ １８．２ ４ １３．５ ４ ２０．６ ３ ２９．２

５ 福祉サービス等の利用チケット等の交付 １７ ９．４ ５ ９．０ ６ ８．８ ６ １２．５

６ 身体障害者手帳交付・内容変更手続 １６ ８．８ ７ ３．４ ５ １３．２ ５ １６．７

７ その他 ９ ５．０ ６ ６．７ ７ ２．９ ７ ４．２

― 無回答 ７５ ４１．４ ― ４７．２ ― ３９．７ ― ２５．０

全体 １８１ ―――――

�イ 社会福祉協議会

順

位

手 続 等 の 種 類

全 体 地域別内訳

件数

（件）

比率

（％）

都市部 ひまわり ケア・タウン

順位 ％ 順位 ％ 順位 ％

１ ボランティアの登録 １０１ ４３．９ １ ４３．５ １ ４５．３ １ ４０．７

２ 福祉施設・サービスの利用申し込み ７０ ３０．４ ２ ２２．２ ２ ３６．８ ２ ４０．７

３ 介護保険の要介護認定の申請受付 ５８ ２５．２ ３ ２２．２ ３ ２９．５ ３ ２２．２

４ 敬老祝い金、介護者慰労金等の交付 ４９ ２１．３ ４ ２１．３ ４ ２１．１ ４ ２２．２

５ 福祉サービス等の利用チケット等の交付 ４４ １９．１ ５ １８．５ ５ １８．９ ５ ２２．２

６ 身体障害者手帳交付・内容変更手続 ２９ １２．６ ６ １２．０ ６ １２．６ ６ １４．８

７ その他 １０ ４．３ ７ ５．６ ７ ２．１ ７ ７．４

― 無回答 ５４ ２３．５ ― ２４．１ ２７．４ ― ７．４

全体 ２３０ ―――――

�ウ 民間非営利団体

順

位

手 続 等 の 種 類

全 体 地域別内訳

件数

（件）

比率

（％）

都市部 農山村部

順位 ％ 順位 ％

１ 福祉施設・サービスの利用申し込み ８８ ４４．９ １ ４４．３ １ ４５．７

２ 介護保険の要介護認定の申請受付 ７２ ３６．７ ２ ４２．６ ３ ２８．４

３ ボランティアの登録 ６５ ３３．２ ４ ３４．８ ２ ３０．９

４ 福祉サービス等の利用チケット等の交付 ５７ ２９．１ ３ ３６．５ ５ １８．５

５ 身体障害者手帳交付・内容変更手続 ４９ ２５．０ ６ ２５．２ ４ ２４．７

６ 敬老祝い金、介護者慰労金等の交付 ４６ ２３．５ ５ ２７．０ ６ １８．５

７ その他 ８ ４．１ ７ ６．１ ７ １．２

― 無回答 ４５ ２３．０ ― ２０．０ ― ２７．２

全体 １９６ ―――――

３２郵政研究所月報 ２０００．４



る場所であるので、郵便局において受付けをして

もらえれば非常に助かるという声も聞かれた。

ウ 郵便局のスペース（会議室、ロビー等）の

活用方法について（自由記入）

活用方法として多く見られたものは以下のとお

りである。

�ア 展示スペースとしての活用

・福祉機器、介護用品等の展示（即売）

１３件

・障害者、高齢者の美術作品等の展示

２８件

「知的障害者の作業所の作品の販売」も

数件見られた。

�イ 会議スペースとしての活用 １６件

特に小規模な団体において、郵便局の活

用を望む声が高く、会議スペースが不足し

ていることが伺われる。

�ウ 研修の場としての活用

・介護教室 １３件

・ボランティア養成研修 ６件

・手話・点字教室 ３件

・障害者疑似体験 ３件

�エ 相談の場としての活用

・介護等の在宅福祉の相談ができる場所

５件

�オ ボランティア団体の活動場所としての活

用 ９件

�カ デイサービスの場所の提供 ７件

�キ 高齢者のサロンとしての活用 １０件

�ク 団体（事業）のPRの場としての活用

１０件

特に多いのは、展示、会議・研修の場としての

活用であるが、これは現在でも各郵便局の判断で

業務に支障の生じない限り、イベントスペースや

会議室等の貸出しを行なっているところである。

このうち、展示の内容として、「福祉機器、介

護用品等」が多くなっている。

福祉機器、介護用品（以下「福祉機器等」とい

う。）は、障害者等本人及び介護を担う家族等に

とって極めて有用なものであり、様々な機器・用

品の開発・実用化が図られている。しかし、多品

種少量生産のためコストが高いこと、及び福祉機

器等についての情報が不足していること等から真

に必要とする人に十分利用されているとは言い難

い。国においても、特殊寝台やエアマットなど特

定の品目について補助の対象としているが、「申

請書類が複雑で、認可されるまでに時間がかか

る」、「福祉機器等に関する情報が不足している」

等の理由で十分活用されていない状況である。

都市部においては、デパート等に介護用品売り

場が設けられる例が増えており、福祉機器等の情

報もそこで得られる場合が多いが、地方において

はそのような場が不足している。（介護用品に関

しては在宅介護支援センターにおいて展示及び使

用方法の指導を行っている場合が多い。）

郵政事業においては、「ひまわりゆうパック」

等により、介護用品の提供を行っているが、今後、

福祉機器等の郵便局における展示等の情報提供を

行なうことは地域のニーズに応えることになると

考えられる。

現在、日本商工会議所においても、介護関連事

業者のネットワーク化を通じた安価で良質な福祉

機器の提供を行う環境づくりについて検討されて

いるところであるが、このような団体とも連携し

ながら、福祉機器等に関する情報提供の体制を整

えて行くことが有効であると考えられる。

相談の場としての活用については、介護等の相

談を受け付ける場所が特に地方においては在宅介

護支援センター等極めて限られており、民間非営

利団体からは、郵便局に机を一つ置かせてもれえ

ば、ボランティアで相談員を派遣しても良いとい

う声も聞かれた。郵政事業においても、「暮らし
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の相談センター」等において介護相談を受け付け

ているが、相談所のような場所に出かけていくの

ではなく、もっと身近な場所で何かのついでに相

談ができるようなスペースが望まれており、福祉

専門機関まで出かけることの抵抗感が一般にかな

りあると思われ、普段から親しみのある郵便局の

活用へのニーズは高い。

「高齢者のサロンとしての活用」も多くみられ

たが、現在でも郵便局は病院の待合室と同様にお

年寄りのコミュニケーションの場となっている場

合も多く、従来から、高齢者と限らず、お客様が

気軽に立ち寄り談話していくような郵便局の雰囲

気づくりに努めてきたところであるが、今後とも

このような方向を心がけでいくことが必要であろ

う。

デイサービス（在宅の障害者や寝たきり老人等

を対象とし、日帰りで施設に通って、入浴・食事

の提供、機能訓練等を受けるサービス）への活用

に関しては、このようなサービスを行う場合、特

定の日（毎週○曜日等）に必ず場所を提供するこ

とが必要となり、郵便局の業務遂行との関係で難

しい面がある。

また、農協のように、合併後の空いた施設の活

用が見込めるような場合には、デイサービス等の

恒久的な活用が可能であろうが、郵便局の場合は

スペースが限られていることも難点である。しか

し、ミニデイサービス（民家等を活用して食事会

や親睦行事等を行うもの）であれば、それほどス

ペースを取らないし、不定期の開催とすれば業務

への負担も小さいと考えられる。

スペースを活用する施策の場合、研修等継続し

て何回かの開催が必要なものも多いため、どのよ

うな行事を優先すべきか、自治体や社会福祉協議

会と連携を取りながら各郵便局において判断して

いくことが必要となる。優先度を判断するために

は、福祉団体等の活動に関する情報を普段からあ

る程度得ておく必要があり、その意味でも郵便局

が地域の福祉関係機関との日常的なつながりを

持っておくことが必要と考えられる。

エ 郵便局の外務職員を活用した施策について

（自由記入）

活用方法として多くみられたものは以下のとお

りである。

�ア 一人暮らしの高齢者等の安否確認（７１件）

�イ 高齢者への声かけ （１８件）

�ウ 配達時に得た情報の自治体等への提供

（１８件）

�エ 高齢者等の要望の受け手としての役割

（７件）

�オ ボランティアの要請等や各種福祉関係の

申請の受付け （１５件）

�カ 配食サービス （１３件）

�キ 金銭（財産）管理 （４件）

「安否確認」は都市部においても、農山村部に

おいてもニーズが大きい。

安否確認については後述する。（４．１）

「高齢者への声かけ」については、現在、過疎

地域等において、７０歳以上の一人暮らしの高齢者

又は高齢者夫婦のみの世帯を対象とし、郵便配達

時に励ましの声かけを行っているところであるが、

都市部においてもニーズは大きい（１８件中１０件が

都市部）。都市部においては一般的に隣近所の付

き合いが希薄であり、一人暮らしの高齢者等が全

く孤立してしまう場合も多く、郵便配達時の声か

けは大きな励ましとなると考えられる。しかし、

安否確認とも共通する問題であるが、都市部にお

いては対象となり得る人が集合住宅に居住してい

る場合も多く、郵便を集合受箱に配達する場合が

多いため、本人に対面しての声かけは難しいと思

われる。

「配達時に得た情報の提供」に関しては、例え

ば、徘徊老人を発見した場合の通報、一人暮らし
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の障害者や高齢者の健康状態に関する情報の提供

等が考えられるが、現在広く行われている配達時

に得た道路情報の提供の場合と違って、個人のプ

ライバシーとの関係もあり、配達途中で得た情報

を本人の了解を得ずにどこまで他の機関に提供し

て良いのかの判断は難しい。

郵便局、警察、自治体等の間で結ばれた地域安

全協定において、徘徊老人を見つけたときの通報

や健康状態に関する情報の提供等も対象としてい

る例も見られるが、関係機関との間で、具体的に

情報提供するケースを限定しておくことが必要で

ある。

この点で、「高齢者等の要望の受け手としての

役割」に関しては、障害者、高齢者本人（又は家

族）からの依頼により、関係機関へ情報を提供す

ることとなるので、プライバシーの問題は少なく

なる。

「ボランティアの要請等や各種福祉関係の申請

の受付け」については、申請の受付を外務職員が

出先で行うことは負担が大きいし、制度的にも難

しい点があると思われる。ただし、「ボランティ

アの要請の受付」に関しては、他の質問個所にお

いても要望の見られたものであり、上記の「高齢

者等の要望の受け手としての役割」と同様に前向

きに検討すべき事項であると思われる。

現在、各地の社会福祉協議会等により、援助が

必要な障害者、高齢者等を民生委員を始めとする

地域の関係者・機関が見守っていくため、小学校

区単位で「小地域見守りネットワーク」が結成さ

れつつある。このようなネットワークに郵便局が

参加し、ネットワークのニーズに応じて外務職員

が情報の収集・提供を行なっていくことも有効な

方法であると考えられる。

郵便局は、局数が２４，６９３局（平成１０年３月末現

在）と小学校（２４，３７６校 平成９年５月１日時点）

とほぼ同じ数となっている。このことから見ると、

郵便局は平均すれば概ね小学校区に１局存在し、

高齢者等の利用も多いため、見守りネットワーク

に参加する機関としては好条件を備えていること

になる。この場合、外務職員を有する集配郵便局

と地域に存在する無集配特定郵便局との情報連絡

を緊密に行うことが必要である。（アンケートに

おいて、痴呆高齢者グループホームの関係者から

「痴呆高齢者の徘徊を抑制するのではなく、ゆる

やかに見守るためには、あらゆる町の機関と連携

していく必要がある」という意見が聞かれた）

なお、米国においても、民間企業による高齢者

の援助施策として、「ゲートキーパープログラム」

が実施されている。

１９８３年から、米国ワシントン州のピュージェッ

ト電力会社が、州の老人福祉局と協力し、一般家

庭を訪問した同社の社員が何かの助けが必要な高

齢者を見つけたときには役所に連絡することを始

めた。（最初の冬から１ケ月に約１００件の連絡を地

方の役所に寄せている。）

官民協力によるプログラムが大きな関心を呼ん

だことから、同社では一部連邦政府の補助を受け、

自らもコストの３分の１を拠出し、トレーニング

用の教材とビデオを作製し、希望する企業に提供

した。全米４２州で１００以上の電力・ガス関係の企

業が類似の施策を実施している。

また、１９９０年以降、全米ボーイスカウトと協力

し、「少年少女ゲートキーパープログラム」を実

施、１９９１年以降学校でも実施している。

「配食サービス」は、障害者、高齢者で食事の

調整が困難な人に、自宅に訪問して食事の提供を

行うものであるが、福祉部門以外の事業者が実施

している例として、宅配業者が配食サービスを行

なっている例がある。（全国赤帽軽自動車運送協

同組合連合会が、給食事業者が作った食事を高齢

者の自宅に配達している。担当運転手はホームヘ

ルパー２級の資格を持ち、食事を届ける際に、高
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齢者の安否確認やトイレの後始末などの身の回り

の世話も行なう。サービス販売窓口は在宅分野の

サービスを行なう医療法人に設置している。）

また、企業のボランティア活動として実施して

いる例として、東京都品川区において、東京産業

信用金庫が、品川区役所が実施している一人暮ら

しの老人への給食配達サービスを支店の従業員が

交代で昼休みにボランティアとして担当している

例がある。

このサービスは原則として毎日実施することが

求められるが、郵便局で実施する場合、郵便小包

の配達と一緒に実施することも考えられるが、取

扱方法が小包とは全く異なる（決まった時間帯に

暖かいまま届ける等）ことから専用の取り扱いが

必要となり、郵便局で実施するのに適した施策と

は考えられない。

金銭（財産）管理については、郵便貯金に口座

を持つ人の金銭の出し入れに関して外務職員が代

行するという内容のものである。金銭（財産）管

理の内容及び郵便局との関係については後述する。

（４．３）

�６ 郵便局との連携についての考え、郵政事業

（郵便局）に対する要望

回答の内容は、郵便局の活用方法についての質

問に対する回答と重なるものが多かったが、以下

に特徴的なものを数件紹介する。詳細については、

別途取りまとめる予定の調査研究報告書に掲載す

る予定である。

ア 自治体

「福祉サービスの分野では特に郵便局との連携

が重要と考える。特に外務職員の方々の協力があ

れば、地域住民に与える安心感は計り知れないと

思う。行政サービスの拠点という考えは、役場と

郵便局が同じ場所にあるのであまり効果はなく、

外務職員の申請代行、安否確認、相談サービス等

への期待が大きい。」

イ 社会福祉協議会

「地域に出向いてサービスを提供する社協の各

種事業と郵便局の持つ施設・人材・サービス体制

のネットワーク化が実現すれば、現存サービスの

質的向上が計れるばかりでなく、行政の福祉施策

と協調し、より社会貢献度の高い新たな可能性が

生まれるものと考える。メディア・ネットワーク

等の情報利用の拡大や、現金の保管・収支管理の

支援、声かけによる対面の安否確認等の郵政サー

ビスは「地域社会の中の福祉」を考える時、活用

が大いに期待されるところである。新世紀に向

かって一層の向上が望まれる社会福祉事業と、郵

政事業の協調体制を構築することで、相互に発展

を促せるものと思う。具体的な検討を行いながら、

より豊かな福祉社会を目指せれば好ましい。」

「情報の共有と相談窓口としての郵便局との連

携は今後ますます重要になると思う」

ウ 民間非営利団体

「市街地から離れた地域では、コスト的に、

サービスの提供が難しいので、郵便局を地域のス

テーション化し、在宅サービスを提供できたらい

いと思う」

「高齢者の実際のニーズを知りたいと考えてい

ます。特に一人暮らしや老人介護をしている方の

生活困難や、寂しい方などのネットワーク支援を

していただき、訪問や文通など出来たらと考えて

いますので、ご協力ください。」

４ 個別の施策についての検討

上記アンケート結果により、郵便局での実施が

望まれていると思われる施策のうち、特に要望の

多かった「安否確認」及び「ボランティア活動へ

の支援」並びにアンケート調査実施後に行ったヒ

アリングにおいても要望の多かった「財産管理」

について以下に個別に述べる。
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４．１ 安否確認

�１ 安否確認の概要

アンケート調査において最も多く要望が見られ、

郵便局との連携の考え方についての質問において

も「日々の郵便配達時における高齢者への声掛け

及び安否確認のできる最高の機関として位置付け

ている」（社会福祉協議会）との回答が見られた

安否確認については、従来から様々な機関におい

て取り組まれている。

一人暮らしの障害者、高齢者が、事故や体調の

急変等を起こしたときであっても、本人が外部に

助けを求められないような状況の場合、誰にも気

付かれないまま必要な援助を受けられず、悲惨な

ケースにおいては死亡してから何日も経て発見さ

れるといった事例も少なからず起きている。この

ような事態を予防するため、市町村等において、

地区の民生委員や保健婦等を定期的に派遣して、

一人暮らしの高齢者等の健康状態等を確認するこ

とを施策として行っている事例が多い。

しかし、他に様々な業務を抱える民生委員や保

健婦等行政の担当者が高齢者宅を頻繁に訪問する

ことは困難であり、むしろ仕事の性格上、住宅を

訪問する機会の多い職種に携わる人が、仕事で訪

問した際に高齢者等の安否を確認することができ

れば、効果的である。特に毎日同じ人が特定の地

域の住宅を訪問するような場合はより有効な安否

確認が行える。

�２ 民間企業が実施している例

このような、仕事上の特性を利用して、声か

け・安否確認を実施している民間企業の代表的な

例として、ヤクルトの「愛の訪問活動」がある。

「愛の訪問活動」は、ヤクルトの配達時に一人

暮らしの高齢者の安否を確認するという活動で、

昭和４７年、福島県郡山市の婦人販売員（ヤクルト

レディ）が、自分の担当する地域の中で、一人暮

らしのお年寄りが誰にもみとられずに亡くなった

ことに胸を痛め、一人暮らしのお年寄りに自費で

ヤクルトを配り始めたことをきっかけとして始

まったものである。

この行為を見た民生委員が自治体を動かし、自

治体がヤクルトを買い上げ、ヤクルトの販売員が

一人暮らしの高齢者に配達するとともに安否確認

を行うというシステムができた。これを各地の自

治体が採用し、平成１１年３月末現在で、全国の

４９１の市町村において実施されている。

特徴としては、会社としてトップダウン式に実

施したものではなく、現場において自発的に開始

され、その後も各地のヤクルトの販売会社が自治

体とそれぞれ契約を結んで独自に実施しているこ

とである。

ヤクルト本社のバックアップとしては、「愛の

訪問活動手引書」（「ふれあい手帳」という名称で

販売員が配達の際に携帯するものであり、訪問の

際の心がけ、応急措置の方法等が掲載されてい

る。）を作成し、必要な販売会社に配っているこ

とくらいとのことである。

「愛の訪問活動」の課題としては、以前はヤク

ルトを毎日配達するのが普通であったが、近年は、

効率化のためにブロックごとに曜日を決めて何本

かまとめて配達する方法に変わっており、毎日安

否を確認したいという行政の要望と合致しなく

なっていることである。

販売会社によっては、たとえ１軒だけでも毎日

配達する方針のところもあるが、自治体によって

は民生委員が配達するようにしたところもある。

本来配達経路にないものでも配達しなければな

らないことや声かけ・確認に時間がかかることで、

歩合制で契約している販売員にとっては、配達本

数が減ることによる収入減にもつながりかねない

ことから、販売員のボランティア精神に頼る部分

が大きいこともこの施策の実施の難しい点である。

（以上�株ヤクルト本社からの聞き取り）
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上述した米国の例のように、ガス会社や電力会

社も検針のために定期的に家庭を訪問するため、

安否確認が行ないやすい立場にあるが、我が国に

おいては、検針を社員が行っていない場合も多く、

ガス会社や電力会社が安否確認を行っているとい

う事例は聞かれない。（独居老人宅の訪問活動（関

西電力）や一人暮らしの高齢者宅のガス器具の安

全点検の実施（東京ガス）等の例はある）

�３ 郵便局での実施について

単に「お元気ですか？」と声をかけるのみでは

なく、安否確認まで行うことになれば、助けを必

要とする状態を発見した場合の連絡先をあらかじ

め確保しておくことが必要となり、そのためには

どうしても地元自治体や関係機関との連携が必要

となる。

また、訪問頻度も一定の間隔でしかもなるべく

間隔が短い方が良いことは当然である。

郵便局は�１基本的には毎日全区域を配達するこ

とから、その途上で安否確認がしやすいこと、�２

民間企業の場合は、事業からの撤退や効率化のた

めの支店の統合・廃止等により、サービス自体の

継続性が確実ではないが、郵便局の場合はサービ

スの継続性が確保されることから、安否確認を行

う機関としては適していると考えられる。

現在でも、過疎地域等において７０歳以上の一人

暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯を対象と

し、業務に支障のない範囲内での高齢者に励まし

の声かけが実施されているが、安否確認を本格的

（対象となる世帯全てに毎週決まった回数必ず訪

問して安否を確認する）に実施するとなると、業

務に支障のない範囲で行うことが難しい場合も予

想される。また、アンケート調査の結果にも見ら

れるように、安否確認への要望は過疎地域に限ら

ず都市部においても高くなっている。むしろ都市

部の方が近所付き合いが希薄で一人暮らしの高齢

者が孤立する傾向が高いため、安否確認のニーズ

は高い。しかし、外務職員一人当たりの配達受け

持ち戸数が極めて多い地域やマンション、団地等

集合受箱に配達している場合は、安否確認を実施

することはかなり困難であると考えられる。郵便

局が自治体の要請に応じて安否確認を本格的に実

施するためには、そのための体制整備が必要とな

ることが予想され、安否確認を担う機関のひとつ

として限定的な役割を果たすこと（特に見守りが

必要な人で本人が申し出た場合に限る等）が現実

的な対応であると思われる。

４．２ ボランティアと郵便局

アンケート結果を全体的に見ると、ボランティ

ア活動との関係で、郵便局に期待される役割とし

ては、主として、�１情報拠点（情報提供及び情報

収集の場）としての活用、�２ボランティア活動の

場（会議室等）としての活用、�３郵便局の職員の

ボランティア活動への参加が挙げられる。

このうち、�１については、現在、国際ボラン

ティア貯金の関係で、全国の集配普通郵便局にボ

ランティアコーナーを開設し、ボランティア関係

の情報提供等を行っている。地域によっては、社

会福祉協議会のボランティアセンターが機関誌の

登録ボランティアへの配布場所としてこのコー

ナーを利用している例もある。

社会福祉協議会からは、ボランティア派遣要請

の窓口としての役割を期待する声も聞かれた。ワ

ンストップ行政サービス・高度化実験において、

ホームヘルパーの派遣申込みがメニューに含まれ

ているが、窓口まで来れない人（本当に援助を必

要とする人は関係機関の窓口まで来れない場合が

多い。）のために、郵便局の外務職員がその人の

自宅においてボランティアの派遣要請を受けられ

るようにできれば、ボランティアのニーズの把握

がきめ細かく行なえるようになる。

�２（ボランティア活動の場（会議室）としての
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活用）については、現在でも、業務に支障の出な

い限り、郵便局の会議室をボランティア団体等に

貸し出すことは可能であるが、単に場所を提供す

るのみならず、活動自体に関与していくことに

よって、よりボランティア団体や関係機関との連

携が強化されることとなろう。これは�３の職員の

ボランティア活動への参加とも関係することであ

るが、国の機関としての郵便局が特定の民間団体

と関係を深めることは望ましくない場合もあるが、

社会福祉協議会等の公的な機関と連携しながら、

地域に密着した福祉活動を行なうボランティア団

体を支援していくことはむしろ積極的に推進すべ

きと思われる。

�３の郵便局職員のボランティア活動への参加に

関しては、組織として実施している例として、昨

年から、九州郵政局佐賀県本部が主体となり、県

内の郵便局職員をボランティアとして登録し、電

話により部外からの要請を受け付けて、ボラン

ティアを派遣する取組みが実施されている。

活動内容は「災害対策」「自然保護」、「福祉施

設慰問」「イベント支援」「青少年育成」等であり、

これらの部門別に、昨年１２月１日現在で約７００名

の職員が登録している。

組織として職員のボランティア活動に取り組む

場合の課題として、職員が自分の休日を利用して

活動を行なうため、継続的な活動を行うことが難

しいこと（佐賀県本部において、施設への障害者

の送迎サービスを依頼された例があるが、毎週確

実に実施しなければならないため、対応が困難で

あった）が挙げらる。

職員が個人的に自分の都合に合わせて活動に取

組む場合は継続的な実行が可能であるが、組織と

して要請を受けて職員を派遣する方法だと、要請

と職員の都合とのマッチングが難しくなる。民間

企業においては、ボランティア休暇等の制度を設

けて社員のボランティア活動を積極的に支援して

いる例も少なくないが、ボランティア活動はあく

まで社員が自発的に行なうものであって、企業と

してどう関わるかについては難しい面があり、ま

た、公務員のボランティア活動の在り方について

は特に職務との関係で公平性等が求められること

となるので、組織的に実施することに関しては、

佐賀県本部における先駆的な取組みも参考にしな

がら、在り方を検討していく必要があると思われ

る。

４．３ 財産管理

財産管理サービスについては、過去に、「郵便

局が、老後を安心して暮らせるための生活設計、

資産運用などの相談サービスを行なうとともに、

痴呆性老人等の財産管理や権利擁護等を内容とす

る成年後見制度との連携を図る」、「郵便局の金融

的機能を活用して、動産・不動産に関する保全・

管理あるいは融資サービスを総合的に行なう」な

どの提案が出されたことがある。

民法の改正により、本年４月から「成年後見制

度」が導入されることとなり、従来、痴呆老人な

ど判断能力が十分ではない人たちが「禁治産者」

として法律上の権利が奪われていたことを改め、

判断能力が十分なうちに後見人を選ぶことができ

る「任意後見制度」（家族以外の第三者や法人も

任意後見人になることが可能）等により、お年寄

りや知的障害者の権利と財産を守り、できる限り

その意思が活かせるようになった。

従来は、高齢者の財産管理を行う場合、本人が

痴呆等で判断能力がなくなった場合にサービスの

継続が困難となるという問題があったが、任意後

見人を立てることによりこの問題が解決でき、財

産管理サービスが実施しやすくなった。

介護保険をはじめ福祉サービスが、行政の措置

から利用者の選択による契約方式に変わりつつあ

り、高齢者等にも自己判断と自己責任が求められ
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るようになっており、財産管理等に関するサポー

トの重要性が高まっている。

現在、自治体や社会福祉協議会等において、財

産管理・保全サービスを行う例が増えており（例

えば、大阪市財産管理支援センターにおいては、

通帳や有価証券などを保管する「財産保全」、職

員が定期的に訪問して預貯金の出し入れや医療費

の支払いを代行する「金銭管理」などのサービス

を実施）、昨年１０月からは、都道府県の社会福祉

協議会等を実施主体とする「地域福祉権利擁護事

業」が開始され、市区町村の社会福祉協議会が窓

口となり、介護保険の導入を見越した契約支援や

金銭管理などのサービスが実施されている。

この「地域福祉権利擁護事業」は、福祉サービ

スの利用援助を目的とするもので、この事業のメ

ニューの一つである「日常的金銭サービス」は福

祉サービスの利用料の支払いのほか医療費、日用

品等の金銭を支払う手続、及び税金や社会保険料、

公共料金を支払う手続等の支出、年金や手当等の

収入の手続を援助し、それに伴う預金の払戻・解

約・預入等の手続を援助するものであり、財産管

理の法律行為や、公費補助のない民間福祉サービ

スの契約代理・利用料の支払いや日常生活以外の

高額な金銭を取り扱うことは想定されていない。

「地域福祉権利擁護事業」については、これを

実施する社会福祉協議会に金銭管理等に関するノ

ウハウがなく、担う人材がいないという声も聞か

れる。

郵便局においては、高齢者等が年金の受取り等

に利用することも多い郵便貯金の口座を管理して

いること、貯金や保険の外務職員が個人の資金の

運用のアドバイス等を行なっておりノウハウがあ

ること、公的機関としての信用があることなどか

ら、財産管理サービスを実施するのに適当な機関

ということが言える。

今回のアンケートにおいても、「郵便局に貯金

がある利用者の個人的金銭の出し入れを施設職員

が行なっているが、郵便局職員が行ってくれたら

と希望している」という声が聞かれた。

福祉関係の有識者からも、「郵便局が金銭管理

を行い、地域における金庫機能を果たすべき」、

「高齢者の財産管理は重要な問題であり、郵貯、

簡保で代行業務や何らかのサポートができないか。

例えば、外務職員が金銭の出し入れを代行する等、

生活の財布代わりとしての貯金口座の機能を発揮

すべき。」、「郵便局は、生保、損保等とは違う高

齢者の健全な財産運用のアドバイスが可能」等郵

便局において財産管理サービスを実施することへ

の期待が聞かれた。

郵便局がこのサービスを実施することについて

は、様々な制度的課題があると考えられ、実施の

可否については、今後慎重に検討すべき事項であ

る。

５ 終わりに

今回調査を行った地域における福祉を担う機関

から郵便局において実施が期待される施策には

様々な性格のものがある。

社会貢献的な施策（事業に直接関係せず、営利

性もない（無償又は実費での実施）施策）であっ

ても、その内容によっては新たな人材や予算の確

保が必要となるものがあるが、社会貢献策を実施

するための定員や予算の増加が認められることは

あり得ず、また、いくら要望があるからといって

も、本来業務に支障のでるような施策を実施すべ

きでないことは当然である。現在有する郵便局の

資源をいかに有効に活用し、地域のニーズに合っ

た施策を実施していくかが課題となる。

本調査によって、福祉の提供側からの郵便局に

対するニーズの傾向がある程度明らかになったと

思えるが（障害者、高齢者の側から郵便局へ期待

する施策にはまた違ったものがあると考えられ
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る。）、これらのニーズをもとにどのような施策を

推進していくかについては、個別の施策に促して

具体的に検討していくことが必要である。

２において、地域福祉に関係する機関の中での

郵便局の位置付けを具体的に明確にしておく必要

があると述べたが、地域福祉の中に明確に位置付

けるためには、施策の継続性が重要となり、担当

者が変わったら施策も立ち消えになったというこ

とでは地域の信頼は得られない。民間企業はリス

トラ等により地域の拠点そのものがなくなってし

まう可能性もあるが、郵便局の場合はそのような

ことが基本的にはないのがメリットである。

最初から継続して実施可能な無理のない施策を

実施することが必要である。

その場合留意すべきことは、各郵便局の独自の

判断によって実施すべきものと、全国一律に（あ

るいは地方ブロック単位で）実施すべきものとの

区別である。

民間企業においては、社会貢献施策のうち文化

支援（メセナ）的なものや環境保全的なものにつ

いては、本社が企画して全社的に取組み、障害者、

高齢者施策を含む地域貢献的なものに関しては支

社・支店独自の対応にまかせるというところが多

いように思われる。

郵便局の場合は、その公共的な性格に鑑みて、

ある地域の郵便局では実施するが、他の地域では

実施しないということが事業のイメージから見て

望ましくない場合もあると考えられる。

今回の調査を通じて感じられた郵便局の最大の

長所は高齢者等にとって入りやすい親しみのある

機関であるということ及びお客様の自宅に直接伺

う外務職員の存在である。

障害者、高齢者福祉に関して郵便局に期待され

る役割は大きいことが、アンケート調査及びヒア

リングを通じて強く感じられる。

この期待にいかに応えていくかは、新たな公社

についての国民のイメージにも影響を与えるもの

であると考えられる。
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はじめに

本稿は、米国通信法に関する第２回目の解説で

あり、今回取り上げるテーマは、長距離通信事業

者が地域電話会社に接続する際に支払うアクセス

チャージの問題である。１９９６年の通信法改正にお

ける接続問題でまず思い浮かぶのは、同法第２５１

条及び第２５２条、すなわち、地域通信市場に新た

に参入し、既存の地域電話会社と接続する際の接

続条件及び接続料金規定であろう１）。この条項は、

従来から独占的状態と考えられてきた地域通信市

場における競争条件整備を目的としていること、

料金算定に当たってこれまでの会計データの完全

配賦費用方式から、経済的費用による長期増分費

用方式に変更したこと、その一方で、この通信法

の規定を具体化するFCC規則の適否をめぐって

最高裁判所で争われたこともあって、現在でも注

目を集めている規定の一つである２）。これに対し、

長距離通信事業者が地域電話会社に支払うアクセ

スチャージに関しては、従前から制度として存在

し、また、今回の法改正自体で直接明記されたも

のではないため、注目の度合いという点では、地

域通信市場における接続問題のかげに隠れた状況

となっている。しかし、種々の制度設計に関して

１９９６年の通信法改正で直接的には触れられていな

いものの、同法がすべての市場における競争政策

［要約］

本稿は、第２回目の米国通信法の解説であり、今回のテーマはアクセスチャージである。

FCCは、アクセスチャージ改革、接続問題、ユニバーサル・サービス問題は三部作であ

るとし、１９９６年の通信法改正を契機にこれらの問題の解決に対して積極的に取り組む姿勢

を明らかにした。アクセスチャージに関しては、これまでの不透明な補助制度の見直しに

よる資源の効率的配分の実現に加え、ベル系地域電話会社が長距離通信サービスを提供す

るに当たってのベル系地域電話会社と長距離通信事業者との競争条件整備、地域通信市場

の接続料金との整合性確保の観点から見直しが求められている。しかし、この問題に関し

ては、ベル・システム時代からの経緯もあり、FCCのアクセスチャージ改革は順調に進

展しているとは言い難い。

調査・研究

米国のアクセスチャージとその改革の意義

岐阜経済大学専任講師（郵政研究所客員研究官） 浅井 澄子

１）FCCは、長距離通信事業者が地域電話会社に支払う接続の対価をアクセスチャージ（access charge）、通信法第２５１条に規定す
る地域通信市場に参入し、既存の地域電話会社と接続する際の対価を接続料金（price for interconnection）と区別している。
本稿でも、前者をアクセスチャージ、後者を接続料金と区別して使うこととする。

２）１９９９年１月に連邦最高裁判所は、FCCの主張を概ね支持する判決を下した。裁判所がFCCに再検討を要請した通信法第２５１条
a項æ”のアンバンドルについては、FCCは１９９９年９月に検討結果を提示している（FCC９９―２３８）。
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を顕示した結果、再構築を求められているシステ

ムが存在し、アクセスチャージ問題もその中の一

つである。このため、FCCは、通信法改正以降、

この問題に対して「アクセスチャージ改革」と称

して積極的に取り組んでおり、このことが、本稿

のテーマとして取り上げる第一の理由である。

また、アクセスチャージには、１９９１年よりプラ

イスキャップ規制方式が適用されているが、１９９７

年に決定されたX値の適否を巡っては裁判所で争

われ、１９９９年にFCCに対して再検討を命じる判

決が下されている。プライスキャップ規制は、米

国の電気通信事業では、１９８９年から１９９５年までの

間、AT＆Tのエンド・ユーザー料金に対して適

用されてきた歴史があるが、他の公益事業におい

ても、従来の公正報酬率規制に代わるインセン

ティブ規制として導入されている実態がある。ど

のような方法でX値が決定され、何が問題として

指摘されたのかについては、電気通信事業に限ら

ず公益事業一般において共通する問題であると思

われる。このため、米国通信法の解説としては、

多少、テクニカルな問題を取り上げることにはな

るが、プライスキャップ規制方式の他の事業への

応用の点から、X値の設定方式の問題を取り上げ

ることとする。米国の電気通信事業におけるX値

決定の議論をたどることが、本稿でアクセス

チャージ問題を取り上げる第２の理由であると言

える。

米国のアクセスチャージは、これまでの歴史的

経緯もあり、複雑な制度である。まず、第１節で

アクセスチャージ改革の意義を筆者なりの視点で

明らかにした上で、第２節でこれまでの歴史的経

緯を簡単に概観する。第３節は１９９６年以降のアク

セスチャージ改革の議論の動向であり、ここで

FCCが目指していた改革と現実との乖離が示さ

れる。第４節は、アクセスチャージ改革で問題と

なったプライスキャップ規制のX値設定に限定し

た議論を行う。

なお、本稿のアクセスチャージの対象は、州際

通信、国際通信を提供する長距離通信事業者が自

己のサービスを完了させるため、地域電話会社に

支払うFCC所管の料金であり、長距離通信事業

者が、州政府の管轄である州内LATA間通信

サービスを提供するために地域電話会社に支払う

料金については、本稿の対象外である。

１ アクセスチャージ改革の意義

１９９６年の通信法改正を契機に進められているア

クセスチャージ改革は、次の３点を目的にすると

考えることができる。第１の目的は、資源の効率

的配分の実現である。現在のアクセスチャージは、

長距離通信と地域通信が一体的、かつ、ほぼ独占

的状態で提供されてきたベル・システム時代の制

度を継承し、アクセスチャージの過大な算定を通

じて実現される加入者回線の通信量に比例せず発

図１ 長距離・地域通信市場における料金のリバランシング

４３ 郵政研究所月報 ２０００．４



生する費用（Non―Traffic Sensitive Cost以下、

「NTS費用」という。）に対する長距離通信市場

からの暗黙的な（implicit）補助であると言われ

ている。

図１は、資源の効率的配分を実現する価格（PLE

及びPSE）、１９８４年のFCC決定以前の価格（PLA及び

PSA）、１９８４年のFCC規則の改正における価格（PLB

及びPSB）体系を単純化して示したものである。

歴史的経緯については、第２節で概説するが、

AT＆T分割以前では長距離通信サービスには補

助の原資として費用を上回る料金PLAが設定され、

一方、地域通信市場では、NTS費用に対する補

助を通じて、ユニバーサル・サービスとしての

PSAという低廉な地域通信サービスが提供されて

きた３）。これに対し、FCCは、AT＆T分割という

垂直分離を契機に、補助制度の全面的な見直しを

試みたが、結果的には、利用者の費用一部負担、

長距離通信事業者が地域電話会社に支払うアクセ

スチャージの減額という部分的な改善にとどまっ

ている。このときの価格水準が、PLB及びPSBであ

る。しかし、この水準であっても、長距離通信市

場から地域通信市場への補助は続いており、

FCCのアクセスチャージ改革としての今回の試

みは、長距離通信市場から地域通信市場への補助

を廃止し、PLE及びPSEの価格水準を実現することに

ある。

さらに、NTS費用は、その定義上、通信量に

は依存しない費用であるが、加入者への定額料金

のほか、長距離通信事業者に対しては、提供する

サービスの通信量に応じて課金される仕組みがと

られている。長距離通信事業者に割り当てられた

費用は、最終的に長距離通信サービス料金に転嫁

されるため、従量制のアクセスチャージ制度の下

では、長距離通信サービスの大口利用者が、小口

利用者に比べより多くのNTS費用を負担し、不

公平感が生じる。このように１９８４年に決定された

アクセスチャージ制度は、長距離通信市場から地

域通信市場、長距離通信サービスの大口利用者か

ら小口利用者への補助を含んでいるが、補助対象

はいずれもNTS費用であるので、ここでの論点

は、NTS費用の負担分を、今後、どのような形

で利用者から回収するのかという問題であると要

約することができる。

第２の目的は、通信法第２５１条及び第２５２条の地

域通信市場における接続規定との整合性確保であ

る。１９９６年に改正された通信法は、地域通信市場

における競争条件整備の一環として、新たに地域

通信市場に参入する地域通信事業者が、既存の地

域電話会社のネットワークに接続する際の接続条

件を規定した。一方、長距離通信事業者は、自己

のサービスを完結するため、大口ユーザーにエン

ド・ツー・エンドでサービスを提供する場合を除

き、既存の地域電話会社のネットワークに接続す

る形態をとる。この場合、既存の地域電話会社か

ら見れば、自己のネットワークに接続する相手が、

新たに地域通信市場に参入する地域通信事業者の

場合は競争者、長距離通信事業者の場合は補完者

という異なる意味合いを持つことになる。しかし、

通信法第２５１条は、すべての電気通信事業者に対

し、接続義務を課していることから、たとえ自己

の競争者であっても接続を拒否することができず、

競争者か補完者かの区別は実際上、意味をなさな

くなる。さらに、既存の地域電話会社が、一定の

対価で自己のネットワーク設備を提供するという

点では、提供相手が地域通信事業者であるか、長

距離通信事業者であるかの別を問わず、同じ経済

的行為をとっていることになる４）。このため、既

存の地域電話会社のネットワークへの接続料と考

３）ただし、米国では現在でも、市内料金について定額料金制、あるいは、定額料金と二部料金制の自己選択制がとられていると
ころが多い。詳細な情報は、http：／／www.fcc.govから入手することができる。
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えれば、長距離通信事業者が支払うアクセス

チャージと、新規に参入する地域通信事業者との

接続料金を区別する必然性はなく、従来のアクセ

スチャージと新たに提起された地域通信市場にお

ける総要素長期増分費用方式（Total Element

Long―Run Incremental Cost：以下、「TELRIC」

という。）による接続料金とは、将来的には統合

化されていくことが合理的であると考えられる。

一方の地域通信市場における接続料金も、司法の

場で争われ、その制度設計は着実に進展している

とは言い難いが、両者の整合性をどのように確保

するのかという問題が生じることになる。

第３の目的は、長距離通信市場における競争条

件の同一性確保である。米国通信法は、１９９６年の

改正で新たに設けられた第２７１条で、ベル系地域

電話会社に対し条件付きでLATA（Local Access

and Transportation Area）間通信の提供を認め

た。この結果、ベル系地域電話会社は、一定の要

件を満たす場合に限られるが、地域通信サービス

と長距離通信サービスの双方を提供する垂直統合

された形態をとることになる５）。この場合、AT

＆T等の長距離通信事業者とベル系地域電話会社

が、長距離通信市場において競争関係に立つこと

になるが、ベル系地域電話会社は地域通信から長

距離通信までエンド・ツー・エンドでサービスを

提供する一方、長距離通信事業者は、補助支払い

を含めたアクセスチャージを地域電話会社に支払

いつつ、長距離通信市場で地域電話会社と競争す

る形態は、イコール・フッティングな状態である

とは判断しがたい。現時点のところ、ベル系地域

電話会社の長距離通信サービスの提供については、

ベル・アトランティックのニューヨーク州での

サービスという一例が認められたに過ぎないが６）、

今後、他のベル系地域電話会社、あるいは、ベ

ル・アトランティックに他の州での長距離通信

サービスの提供が認められる状況を想定すると、

長距離通信市場における競争条件確保の観点から、

アクセスチャージの早急な見直しが求められるこ

とになる。

以上のとおり、アクセスチャージは、ベル系地

域電話会社に業務制約が課されていた段階では、

資源の効率的配分を阻害する問題として位置づけ

られてきたが、１９９６年の通信法改正で、地域通信

市場における競争政策が明記されたことと、ベル

系地域電話会社の垂直統合形態への道が開かれた

ことによって、競争条件の公平性の問題が新たに

付け加わったと考えることができる。

さらに、長距離通信事業者が支払うアクセス

チャージには、高費用地域の地域電話会社に対す

る補助原資であるユニバーサル・サービス・

チャージ及び低所得者層に対する補助原資である

ライフライン・アシスタンス・チャージも含まれ

ている。ユニバーサル・サービスについては、

１９９６年の通信法改正でユニバーサル・サービスの

対象範囲、補助原資の拠出方法等も改められてお

り、これに伴ってユニバーサル・サービスを実現

するための原資としてのアクセスチャージも見直

されることになる。

FCCは、１９９６年８月に、１９９６年の通信法改正

に基づき、地域通信市場における接続問題に関す

４）ネットワーク設備の提供に関しての相違点としては、我が国の長距離通信事業者がNTTのネットワークとZC接続し、他事業
者がGC接続しているように、相手事業者によって接続対象のネットワーク領域に差が生じることがある。しかし、ネットワー
クがアンバンドルされ、適正な料金が設定されている限り、接続対象に差異はあっても、必要なネットワーク部分のみを対価
を払って接続するという経済的行為自体には変わりはない。

５）通信法第２７２条でLATA間通信の提供が認められたベル系地域電話会社は、開始後３年間は分離子会社による提供が義務付け
られている。したがって、完全な垂直統合形態は、最も早いと想定されるベル・アトランティックの場合でも、２００３年以降で
ある。

６）ベル・アトランティックは、ニューヨーク州での提供に関して、１９９７年２月に申請を行い、FCCとの協議の末、１９９９年１２月２１
日に提供が認められた。詳細については、FCC９９―４０４参照。

４５ 郵政研究所月報 ２０００．４



る規則を制定した。FCCはその文書の中で、地

域通信市場の接続問題、ユニバーサル・サービス、

アクセスチャージの問題は「３部作」であると称

し、この３点を併せて改革する方針を明言した。

地域通信市場の接続料金と長距離通信事業者が既

存の地域電話会社に支払うアクセスチャージ間で

は整合性をとる必要性があることは前述の通りで

あり、また、ユニバーサル・サービスの枠組みの

変更は、ユニバーサル・サービス実現のための資

金源としてのアクセスチャージ制度の見直しを伴

うことになる７）。この意味で、地域通信市場の接

続料金、ユニバーサル・サービス、アクセス

チャージの問題は、まさに三位一体の関係にある

と考えられる。

２ アクセスチャージの概要

２．１ これまでの経緯

米国におけるアクセスチャージの歴史は、大別

すると、ベル・システムの費用分収の時代、長距

離通信市場における新規参入事業者の登場から

AT＆T分割までの時代、イコール・アクセス実

施以降の３つに区分することができる。

第１期目は、分割前のベルシステムが長距離通

信、地域通信を通して事実上の独占的状態でサー

ビスを提供していた時代である。この時期のベ

ル・システムは、垂直統合形態ではあるものの、

規制機関が連邦と州で分かれているため、料金算

定上、どの費用を州際又は州内の費用として配賦

するかが規制上の議論の焦点であった。具体的に

は、料金算定に当たって、地域通信サービスと長

距離通信サービスのいずれのサービス提供にも必

要不可欠なNTS費用の負担問題である。この

NTS費用については、１９３０年のイリノイ州公益

事業委員会対イリノイ・ベルとの判決以降、

FCC規則の改定によって、州際部分がNTS費用

をより多く負担するように連邦側の負担比率が、

徐々に高められていった（表１参照）。具体的に

１９８１年の時点では、総通信時間に占める州際通信

の比率は８％であったのに対し、NTS費用の

２６％が連邦の費用として長距離通信事業者に割り

当てられている。すなわち、第１期の問題は、独

占的な垂直統合事業者であるベル・システム内部

で、長距離通信サービスと地域通信サービスの費

用配賦をどのようにして行うのか、また、技術進

歩による費用の低下が相対的に小さい地域通信

サービスの料金値上げをどのように抑制するのか、

その抑制手段としての内部補助をどのようにルー

ル化するのかという点にあったと要約することが

できる。

第２期目は、１９６９年のMCIの専用サービス提供、

１９７８年のエグゼキュネット判決によるMCIの電話

サービス市場への参入に端を発する。これまで既

存の地域電話会社、とりわけ、ベル系地域電話会

社は、ベル・システム内部の分収という形態で地

域通信と長距離通信間の精算を行っていたが、長

距離通信市場に新規参入が生じたことによって、

これら競争事業者に接続サービスを提供する際の

料金設定の必要性が生じてきた。この時期の一つ

の決定事項が、MCI等の参入事業者全般を対象と

する暫定的かつ包括的取り決めとしてのENFIA

協定（Exchange Network Facility for Interstate

Access）である。ENFIA料金は、�１地域電話会

社の市内交換局から新規参入事業者の接続点まで

の回線料金（定額料金）、�２市内交換機の利用料

金（従量料金）、�３NTS費用の負担分の３つから

構成される。このうち、MCI等の新規参入事業者

７）アクセスチャージがNTS費用の補助、ユニバーサル・サービス・ファンド、ライフライン・アシスタンスの資金源となってい
るほか、アクセスチャージにおける地域別の費用差を反映したゾーン制の見直しは、料金の平準化、価格差異化の問題として、
ユニバーサル・サービスの問題とも関連する。

４６郵政研究所月報 ２０００．４



が支払うNTS費用に関しては、新規参入当時の

ベル・システムのネットワークが、他事業者との

接続を前提に設計、構築されていなかったため、

MCIに接続する場合の利用者は２０～２７桁のダイヤ

ル桁数を回す必要性があり煩雑であったこと、接

続によって品質が劣化するという理由から、AT

＆TのNTS費用負担の５５％割引とすることとされ

た。このことは、イコール・アクセス実施までの

技術的競争条件の未整備を、アクセスチャージの

一部を割り引くことでひとまず解決したと解釈す

ることができるが、技術的劣化の損失がNTS費

用の負担を約半分にすることで均衡するのか、否

かという問題を惹起させることになる８）。

第３期目は、AT＆T分割を定めた１９８２年の修

正同意判決が、ベル系地域電話会社に対し、イ

コール・アクセスの実施を義務づけたことを契機

とする。この技術上の競争条件の同一性確保によ

り、ENFIA協定における料金割引の根拠が失わ

れ、１９８３年のFCCの統一アクセスチャージ・

ルールで、AT＆T、新規参入の長距離通信事業

者の別を問わず、同一水準のアクセスチャージが

適用されることとなった。ベル系地域電話会社に

対し、交換機の更改を義務付けたことで、不透明

なENFIA料金は終了することになる。

また、FCCは、垂直分離でもあるAT＆T分割

の実施を契機に、従来のアクセスチャージによる

NTS費用負担の見直しもこの時期に試みた。し

かし、１９８２年のFCC原案では、住宅用利用者の

市内料金が最終的に倍増することが見込まれたた

め、消費者団体及び議会から反対が起こり、加入

者は新たに費用の一部を定額料金で負担し、残り

を長距離通信事業者が従量制で負担することで妥

協が図られた。したがって、１９８４年のFCC決定

によって、NTS費用の負担問題は部分的には解

決したものの、資源の効率的配分の点では、今な

お解決すべき課題として残されている９）。この

AT＆T分割を契機に定められたアクセスチャー

ジ制度が、基本的には今回のアクセスチャージ改

革まで適用され、その概要は、次の�２項のとおり

である。

２．２ 現行制度の概要

最初にアクセスチャージの構成と算定方式、次

にアクセスチャージに対する規制方式について説

明する。FCCが所管する州際アクセスチャージ

は、長距離通信事業者が、州際通信及び国際通信

サービスを提供するために、ベル系又は独立系の

地域電話会社のネットワークに接続する際の対価

であり、次の手順で設定される。

�１FCC規則第３２部の統一会計システム（Uni-

form System of Accounts：USOA）に従って、

地域電話会社の支出及び投資費用を帳簿として記

録する。

�２FCC規則第６４部により、�１の会計データを

規制サービスと非規制サービスに分計する。

�３FCC規則第３６部により、�２の会計データを

州際・州内通信部分に分計する。

�４地域電話会社は、FCC規則第６９部により、

規制サービスの州際アクセスサービスの費用を長

距離通信事業者と加入者から徴収する１０）。この際、

プライスキャップ規制を導入する地域電話会社は、

FCC規則第６１部の適用を受ける。

８）AT＆T分割前のMCIの高い利潤率及び市場占有率の上昇は、NTS費用の負担軽減が大きく寄与しているとする見解もある。具
体的には、Brock（１９９４、PP．１４２―１４３）参照。

９）図１は、１９８４年に長距離通信サービス料金がPLAからPLBに、地域通信サービス料金がPSAからPSBに移行したことを示している
が、資源の効率的配分を実現するPLEとPSEとは異なっている。

１０）加入者からの徴収とは、NTS費用の一部を加入者回線料として課している部分である。アクセスチャージは、長距離通信事業
者が地域電話会社のネットワークに接続する際の対価であるが、これまでの経緯から、加入者が支払うNTS費用についても、
アクセスチャージの中に含められている。
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�４のプライスキャップ規制は、１９９１年より大規

模な地域電話会社を対象に適用されており、この

プライスキャップ規制におけるX値設定を巡って

は、第４節の議論を引き起こすことになる。�４で

は、プライスキャップ規制を選択するか、個々の

サービス毎にアクセスチャージを設定するかで分

かれるが、�１から�３では、会計データの配賦が実

施されており、地域通信市場で導入が試みられて

いる経済的費用データによる長期増分費用方式と

は異なる算定方式がとられている。

このアクセスチャージをネットワーク構成でみ

たものが、図２である。長距離通信事業者が、あ

る地域電話会社と接続するには、接続点から直接、

地域電話会社の端局に専用回線で接続するケース

Ａと、地域電話会社のタンデム局に専用回線で接

続し、タンデム局から端局までは、複数の長距離

通信事業者間でネットワークを共有するケースＢ

に大別される。専用回線の接続は定額料金で徴収

され、共用回線の伝送及び交換局の利用量に応じ

て変化する費用は、分単位の従量制で課金される

仕組みとなっている。

また、アクセスチャージには、上記以外にユニ

バーサル・サービス・ファンド及びライフライ

ン・アシスタンスの運営に必要な収入を確保する

ための課金も含まれる。とりわけ、高費用地域の

地域電話会社に対する補助であるユニバーサル・

サービス・ファンドについては、そのコスト算定

の適否及び費用削減インセンティブが十分に機能

しない補助システムであるという問題が指摘され

ている。現在、これらの問題点を解決するための

モデル構築が進められているが、一連の作業は、

FCCの当初の予定より遅延している状況にある。

以上のとおり、長距離通信事業は従来から技術

進歩と需要増大の双方の観点から、費用負担能力

が相対的に大きいと考えられ、この結果、NTS

費用をはじめ、高費用地域の地域電話会社、さら

には、特定の個人に対する補助制度の原資の供給

先と位置づけられ、この仕組みがFCC規則とし

てルール化されてきたことになる。

さらに、現在のアクセスチャージの料金は、会

計上のデータに基づき算定され、費用配賦の適正

性の問題に加え、地域電話会社の非効率性が含ま

図２ ネットワーク構成とアクセスチャージ

POP ：長距離通信事業者との接続点
ケースＡ ケースＢ

エントランス設備：定額料金

地域電話会社のワイヤー・センター（SWC）
専用回線：定額料金

専用回線
定額料金 地域電話会社のタンデム局

タンデム交換料：従量料金

共用回線
伝送料金：従量料金

地域電話会社の端局（EO）

加入者回線 ローカル交換：従量料金（１９９７年に一部定額料金に変更）
事業者共用回線料：１９９７年に従量料金から定額料金

に変更
加入者回線料：加入者に定額料金

加入者

FCC９６―４８８（１９９６，１２，２３）図１一部修正

１１）AT＆Tは、アクセスチャージ改革に対する意見として、現行のアクセスチャージの水準は、経済的費用に基づき算定された水
準のほぼ７倍に匹敵すると主張している。FCC９７―１５８，para.１１参照。
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れること、費用削減インセンティブが作用しない

ことが、従来から問題として指摘されてきた１１）。

米国では、支配的事業者であったAT＆Tに対し、

１９８９年から１９９５年までの間、規制コストの削減と

効率化インセンティブ付与の観点から、インセン

ティブ規制の一つとしてプライスキャップ規制が

適用されてきた。一方、FCCは、地域電話会社

が提供するアクセスサービスに対しても、効率化

促進のため、プライスキャップ規制を導入するこ

とを１９９０年９月に決定し、現在、大規模な地域電

話会社の提供する州際アクセスチャージに対し、

プライスキャップ規制が適用されている。

このアクセスチャージにおけるプライスキャッ

プ規制方式についても、３段階の変遷を遂げてい

る。まず、第１段階は、プライスキャップ規制が

初めて導入された１９９０年９月の「報告及び命令」

である。ここでは、X値は３．３％と４．３％の２種類

が設けられ、かつ、事後的に達成された報酬率を

計算し、規定以上の報酬率を得ている場合には、

その一部を還元する仕組みが設けられている。こ

れは、利潤分配方式と称されるもので、設定され

たX値の信頼性に対する是正措置を予め組み込ん

でいる。

第２段階は、１９９５年３月の「報告及び命令」で

あり、ここでは、Xの値として４．０％、４．７％、

５．３％とX値が引き上げられ、かつ、５．３％を選択

した地域電話会社にはインセンティブ効果を高め

るため、利潤分配方式の適用が廃止され、プライ

スキャップ規制方式のみを適用するというもので

ある。

第３段階は、１９９７年５月の「報告及び命令」で

あり、X値を６．５％に一本化し、かつ、利潤分配

方式を解除することを主たる変更点とする。しか

し、このX値の引き上げに対し、地域電話会社の

団体であるUSTA（United States Telephone As-

sociation）は、６．５％の根拠が明確ではないこと

を理由に、本件に関し、FCCをコロンビア特別

区巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the

District of Columbia Circuit）に提訴した。この

裁判では、AT＆Tも第３者として加わる形で審

表１ 州際アクセスチャージに関する主たる動き

１９３０年 イリノイ州公益事業委員会とイリノイ・ベル判決

１９４３～１９５２年 州内、州際通信時間を１：１として、NTS費用を配賦

１９５２～１９６５年 州内、州際通信時間を１：１．８として、NTS費用を配賦（チャールストン方式）

１９６５～１９６９年 州内、州際通信時間を１：２．５として、NTS費用を配賦（デンバー方式）

１９６９～１９７０年 州内、州際通信時間を１：３．２として、NTS費用を配賦（FCC方式）

１９７０～１９８４年 州内、州際通信時間を１：３．２５として、NTS費用を配賦（オザーク方式）

１９７８～１９８４年 ENFIA料金の適用

１９８２年１２月 FCCアクセスチャージ裁定（反対により見直し）

１９８３年７月 FCC修正アクセスチャージ裁定

１９９０年９月 FCC決定（州際アクセスチャージに対する利潤分配方式を加えたプライスキャップ規制の適用）

１９９５年３月 FCC報告及び命令（９４―１）

（上記プライスキャップ規制のX値の見直し）

１９９７年５月 FCC第１回報告及び命令（９７―１５８）

（NTS費用の見直し）

１９９７年５月 FCC第４回報告及び命令（９７―１５９）

（複数X値の一本化、利潤分配方式の廃止）

１９９９年５月 FCC対USTAの判決（FCC再検討命令）

１９９９年８月 FCC第５回報告、命令及び規則制定案告示（９９―２０６）

（規制の簡素化）

１９９９年１１月 FCC規則制定案告示（９９―３４５）（X値の見直し）
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議が進められ、１９９９年５月２１日に下された判決の

結論は、FCCにX値としての６．５％の設定を再検

討するよう命じるというものである。この判決の

結果、FCCは次節で述べる規則制定案に対する

公告を行うことになる。以上、これまでのアクセ

スチャージに関する主たる動向を一覧にしたもの

が、表１である。

３ アクセスチャージ改革の概要

前節の状況に対するFCCのアクセスチャージ

改革は、大別して３つの側面から実施されている。

一つ目は、アクセスチャージ改革の第一の目的に

対応するNTS費用の負担方法の見直しである。

具体的には、加入者回線料の引き上げと、これに

よる長距離通信事業者の負担軽減及び長距離通信

事業者への課金方法の見直しである。２点目は、

アクセスチャージ方式の柔軟化、規制の簡素化の

観点からの見直しである。これは、通信法第１０条

の競争促進、規制緩和の規定に基づく措置である。

３点目は、より効率化を促進するためのプライス

キャップ規制方式のX値の見直しであり、これに

より、アクセスチャージがTELRICの水準に近づ

くことが期待される。

まず、最初のNTS費用の負担方法の問題であ

るが、これは、１９９７年５月のFCC決定（FCC

９７―１５８）で具現化され、これまでの住宅用加入者

の月額負担額の上限３．５ドルを、複数回線利用者

に限定しているが、１９９８年に上限を５ドル、１９９９

年からは上限を６．０７ドルに引き上げるというもの

である。一回線契約の住宅用加入者及び事務用加

入者の負担額３．５ドルを維持したのは、月額固定

料金の一律の引き上げによる利用者の負担増に

よって、利用者のネットワークからの離脱を防止

する措置である１２）。また、複数回線契約の事務用

利用者の月額加入者回線料（Subsriber Line

Charge：SLC）も引き上げられ、平均で６．９２ド

ルから９ドルになることが見込まれている。この

決定は、長距離通信事業者から加入者にNTS費

用の負担比率の移行が図られたという点で、一つ

の前進ではある。しかし、住宅用単一回線利用者

のNTS費用の負担額である月額３．５ドルでは、

NTS費用をカバーしていないとFCCは記してお

り、１９８４年の決定時と同様に、資源の効率的配分

の達成の観点では、今回も全面的な解決には至っ

ていない。

また、FCCは、これまでNTS費用に関して、

加入者回線料で賄いきれない部分については、長

距離通信事業者から通信量に応じて事業者共用回

線料（Carrier Common Line Charge：CCLC）

として徴収することを認めてきた。しかし、この

方式では、各加入者に一律に発生する費用負担の

程度が、長距離通信サービスの利用の多寡で異な

ることから、長距離通信事業者に対しても、費用

の発生を反映するよう利用者数に比例して負担さ

せる仕組みに変更した。この方式は、優先接続指

定事業者料金（Primary Interexchange Carrier

Charge：PICC）と称し、利用者が特定の長距離

通信事業者を自己の主たる事業者として予め登録

する優先接続制度を利用し、優先接続した加入者

数に比例して加入者単位に月額定額料金で徴収す

るというものである。優先接続指定事業者料金は、

具体的には、以下の事項から構成され、その料金

水準は表２のとおりである。また、加入者回線料

の引き上げ及び優先接続指定事業者料金の導入に

より、長距離通信事業者が従量制で支払う州際ア

クセスチャージの料金水準は、着実に低下してい

る（表３参照）。

�１ 優先接続に指定した単一回線の住宅用利用

１２）通信法第２５４条のユニバーサル・サービスで、良質なサービスが、公正、妥当かつ低廉な料金で利用可能でなければならない
と規定している。
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者及び事務用利用者には、１９９８年には一加入者当

たり月額０．５３ドルの負担額とし、１９９９年以降にそ

の引き上げを認める。ここでの０．５３ドルとは、ユ

ニバーサル・サービス・ファンド及びライフライ

ン・アシスタンスのために長距離通信事業者に課

せられた一加入当たりの負担額にほぼ等しい額で

ある。

�２ ２回線以上の住宅用利用者には１９９８年では

１．５ドル、事務用利用者には２．７５ドルとし、１９９９

年以降も引き上げを認める。

�３ 優先接続指定事業者料金は段階的に引き上

げを予定しているが、州際に係るNTS費用に関

して、加入者回線料と優先接続指定事業者料金で

賄えない部分については、従来の従量制課金であ

る事業者共用回線料での徴収を認める。しかし、

これは過渡的措置であり、NTS費用を加入者回

線料と優先接続指定事業者料金でカバーできた段

階で事業者共用回線料は廃止する。

今回の加入者回線料の引き上げと優先接続指定

事業者料金制度の設置により、長距離通信市場か

ら地域通信市場への補助及び長距離通信市場にお

ける大口利用者から小口利用者への補助は段階的

に軽減の方向に向かっている。しかし、事業者共

用回線料制度は存続され、FCCも１９９７年５月の

決定文書の中で認めているとおり、今回の改正で

これまでの暗黙的な補助が即座に解消されたとい

うものではない。１９００年代前半からNTS費用を

負担能力のあるところに課してきたこれまでの方

式に対し、FCCは１９８０年代からこの是正に取り

組んではいるが、２０年を経過した現在でも改善す

べき課題として残っている。このことは、いった

ん作り上げられ、運営されているシステムが既得

権益化した場合、その更改が、いかに困難である

かを象徴していると言えよう。

表２ 州際NTS費用負担の推移（全米平均一回線月額料金）
（単位 ドル）

加入回線料 優先接続指定事業者料１）

単 一 回 線 複数回線住宅 複数回線事務 単 一 回 線 複数回線住宅 複数回線事務

１９９８，１，１～１９９８，６，３０ ３．５０ ４．９８ ６．９２ ０．４９ １．５０ ２．５２

１９９８，７，１～１９９８，１２，３１ ３．５０ ４．９９ ７．１１ ０．４９ １．３８ ２．３８

１９９９，１，１～１９９９，６，３０ ３．５０ ５．８８ ７．０５ ０．４９ １．３８ ２．２２

１９９９，７，１～１９９９，１２，３１ ３．５０ ５．８４ ６．９４ ０．９５ １．７７ ２．７８

１）表２の料金水準は、全米平均であり、PICC単一回線の料金は、１９９９，７，１から１２，３１までの間、ベル系地域電話会社は各社

１．０４ドルで共通であるが、住宅用利用者の複数回線については、０．０３～２．５３ドルの格差がある。複数回線の事務用利用者に

関しても、０．０４～４．３１ドルの差が存在する。

出典：FCC（１９９９）Trends in Telephone Service 表１．１の抜粋

表３ 州際従量部分のアクセスチャージの推移（全米平均１分当たり）
（単位 セント）

CCLC（発信） CCLC（着信） 従量（TS）

１９８４，５，２６～１９８５，１，１４ ５．２４ ５．２４ ３．１０

１９９８，１，１～１９９８，６，３０ ０．６８ ０．２３ １．２９

１９９８，７，１～１９９８，１２，３１ ０．９１ ０．２０ ０．９９

１９９９，１，１～１９９９，６，３０ ０．８２ ０．１６ ０．９８

１９９９，７，１～１９９９，１２，３１ ０．３７ ０．１０ ０．８６

出典：FCC（１９９９）Trends in Telephone Service 表１．２の抜粋

～ ～ ～ ～～
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なお、今回の長距離通信事業者に対するNTS

費用の定額課金に加え、１９９７年５月の決定では、

市内交換に際して加入数に比例して発生する費用

のうち、これまで従量制で課金していた部分につ

いては、加入数に応じた定額料金制に変更され、

費用の実態を反映する方式に改められている。

アクセスチャージ改革の２点目は、１９９９年８月

に出された「第５回報告及び規則制定手続きの告

示」（FCC９９―２０６）である。１９９６年に改正され

た通信法は、新たに第１０条を設け、�１料金やサー

ビス提供が正当かつ合理的で、不当に差別的では

ないことを確保するための規制が必要ではない場

合、�２消費者保護のために規制を実施する必要性

がない場合、�３規制を差し控えることが公共の利

益に資する場合には、規制を差し控えることを明

記した。１９９９年８月に下されたFCCの決定は、

規制差控えの規定に沿うもので、具体的には、�１

プライスキャップ規制における新サービス導入時

の内部補助テストの実施省略、�２従来の需要密度

を反映した地域別料金格差を認めるゾーン制の拡

大、�３州際LATA内長距離通信サービス１３）に対す

るプライスキャップ規制の適用除外等が盛り込ま

れている。

また、FCCは、１９９６年１２月のアクセスチャー

ジに関する規則制定案告示において、現行のアク

セスチャージの水準を経済的費用に近づけるため

の方法として、市場ベースのアプローチと規定的

（prescriptive）アプローチの２つを提案した。

２つのアプローチの目標は、市場の競争を促進し、

料金規制が廃止される市場の生成をめざすことで

共通ではあるが、後者の方がFCCの規制への関

与の程度は大きい。この２つのアプローチに関し

て、FCCは１９９７年５月の決定において、規定的

アプローチも競争メカニズムが機能しない状況で

は採用の可能性を否定しないものの、市場ベース

のアプローチを中心に適用する方針を明記した。

今回のアクセスチャージ制度の簡素化、柔軟性の

確保は、規制を緩和することにより市場メカニズ

ムが機能する領域を拡大させる、すなわち、

FCCの市場ベースのアプローチによる競争促進

政策の一つと位置づけることができる。

３点目が、プライスキャップ規制方式のX値算

定の再検討である。FCCは、１９９７年に、これま

での利潤分配方式を併用したプライスキャップ規

制は、インセンティブ効果を減じることになり、

より効率化を促進する方式に改める必要性がある

こと、プライスキャップ規制に移行し６年が経過

し、データとノウハウの蓄積が図られたことに

よって、信頼性のある生産性の計測が可能になっ

たとして、前述のとおりX値を６．５％とし、さら

に、利潤分配方式を廃止する旨の決定を下した。

しかし、USTAの提訴の結果、１９９９年５月にFCC

に再検討を命じる判決が下されたことを受けて、

FCCは１９９９年１１月に本件に関する規則制定案の

告示を発出した（FCC９９―３４５）。FCCは、ここ

で、以下の３つの選択肢を含む原案を提示し、現

在、意見のとりまとめの最中にある。具体的なX

値の算定方法については、次節で取り上げるが、

ここで挙げられた選択肢とは、以下のとおりであ

る。

�１ １９９７年のX値の決定は、FCCのTFP研究ス

タッフによるものであるが、この結果のみを利用

するのか、あるいは、他の方式も利用すべきか否

か。

�２ １９９７年のFCCのスタッフ・ペーパーの改

善を図り、再度計測を行った値を使用するか、否

か。また、１９９７年のレポートを見直した１９９９年の

FCCのTFPスタッフ・ペーパーについての意見

１３）一つのLATAが複数の州をまたぐ事例である。
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も要請する。なお、１９９９年のTFP計測上の主た

る変更点とは、生産量指数の作成において、生産

量の一つとして利用した地域通話回数を、より利

用実態を反映した通話時間に変更したこと、資本

サービス費用の作成方法の変更等である。

�３ TFPの計測によらず、地域電話会社が競

争環境にあったならば得ていたであろう報酬から、

X値を算出する方法を採用するか否か。また、

FCCは、この方法についての意見も求めている。

選択肢�１及び�２が、従来のTFP値を根拠とす

る方針であるのに対し、選択肢�３は、収入と費用

からX値をいわば逆算しようとするもので、FCC

の本文書のみでは詳細は明らかではないが、

OFTELがBTの利用者向け料金に対して適用して

いるプライスキャップ規制方式におけるXの算定

に近いものと思われる。FCCは、現在、上記に

関しての意見提出を要請しており、今後改めてプ

ライスキャップ規制のX値の決定を行うことにな

る。

４ X値の決定問題

本節では、裁判所で争われた１９９７年のプライス

キャップ規制のX値の決定問題を取り扱う。まず、

生産性の計測について、�１項で基本的事項の整理、

�２項で電気通信事業における生産性の計測事例を

サーベイし、�３項でプライスキャップ規制のX値

決定のために行われたFCC等のTFPの計測事例

を取り扱うこととする。

４．１ 生産性の計測

電気通信事業におけるプライスキャップ規制方

式は、様々な外生的要因を考慮する等の補正が加

えられているが、価格引き上げの上限は、基本的

には、物価指数変化率から、当該事業者の生産性

上昇率を差し引いて設定される。

まず、生産性は、大別して偏生産性と総生産性

に分けることができる。偏生産性は、一種類の生

産要素投入量に対する生産量の比率で表され、従

業員一人当たりの生産高は、一般に利用される偏

生産性指標の一つである。しかし、この場合、資

本設備の拡張によって、労働一単位当たりに投下

された資本設備が高くなる場合にも労働生産性は

上昇するため、この偏生産性の推移が、労働資源

の効率性向上によるものか、他の要因によるもの

かの判別がつかないことになる。

このため、実務的には偏生産性指標を見ること

は多いが、プライスキャップ規制のX値の設定を

はじめとする生産性計測に用いられるのが、全要

素生産性（Total Factor Productivity：以下、「TFP」

という。）である。TFPは、複数の生産物と生産

要素のそれぞれについて集計指数を作成し、集計

された生産量指数を生産要素投入量指数で除した

ものとして定義される。

また、生産性の計測方法にはさまざまな方式が

あるが、これまで電気通信分野で行われてきたも

のとしては、Törnqvist生産性指数やMalmquist

生産性指数を計測する方法等が挙げられる。

Törnqvist生産性指数でTFPを計測する方法は、

企業が費用最小化行動、すなわち技術非効率性及

び配分非効率性の双方が存在しないことを前提と

する。一方、Malmquist生産性指数は、その生産

性を技術効率性の変化と生産フロンティアのシフ

ト、すなわち、技術進歩率に分けることができる

点で、前提条件を異にする。また、Malmquist生

産性指数は、Data Envelopment Analysisと称さ

れる一種の線形計画法で計測が行われる一方、

Törnqvist生産性指数は、�１式に基づき算定され

る。�１式から示されるとおり、Törnqvist生産性

指数は生産量指数び生産要素投入量指数を作成す

るためのデータが入手できれば、比較的容易に

TFPの計測ができるという利点を有するととも

に、Diewertの定義する最良指数（superlativein-
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dex）の一つであることから、TFP計測にはしば

しば用いられている１４）。

ln（TFP１／TFP０）＝Σ（sm１+sm０）／２・ln(ym１／ym０）

－Σ（vi１+vi０）／２・ln（xi1／xi0） �１

ここで、yは生産量、xは生産要素投入量、pは

生産物価格、wは生産要素価格

sm及びviは、m生産物の生産物収入シェア、ｉ

生産投入要素の生産要素費用シェアである。

sm＝pmym／Σpmym

vi＝wixi／Σwixi

また、�１式は生産物市場が競争状況にあること

を前提に、収入シェアをウエイトに生産量を集計

している。しかし、その仮定を緩め、収入シェア

を生産量に対する費用弾力性に置き換え、これを

ウエイトに生産量指数を作成する方法もある。こ

の場合、予め費用関数を推定し、生産量に対する

費用弾力性（＝∂lnC／∂lny：Cは費用を示す）

を計測する必要があるが、この弾力性をウエイト

に用いることによって、TFP計測後の要因分解

で、価格と限界費用との乖離の程度、すなわち、

マークアップ率を計測することが可能となる。

Norsworthy and Tsai（１９９９）は、１１の大規模

な地域電話会社のTFPについて、収入シェアと

限界費用でウエイト付けしたTörnqvist指数に

よってTFPをそれぞれ計測している。ここでの

１１の地域電話会社のTFP年平均成長率は、表４

のとおりであるが、ウエイトの取り方によって生

産性の値が異なること、収入シェアをウエイトに

用いた集計の方が、生産性成長率が高いという結

果が示されている。

４．２ TFPの計測事例

電気通信事業をはじめとする公益事業では、

１９８０年代より多方面で生産性の計測が行われるよ

うになった。プライスキャップ規制におけるX値

の設定問題では、TFPの計測で事足りるが、こ

れらの分析では、どのような要因によって生産性

が変動するのか、とりわけ、技術進歩がどの程度、

生産性向上に寄与しているのかの点に関心が寄せ

られており、費用関数を推定し、予め計測した

TFPの要因を分解するという研究事例が多い。

米国及び我が国の電気通信事業者を対象に、

TFPを計測した研究事例の概要は、表５のとお

りである。Törnqvist指数でTFPを計測し、総費

用関数、あるいは、資本が調整されているという

仮定を緩めて、可変費用関数を推定し、この費用

関数のパラメータを利用して、規模に関して収穫

一定ではない状況下で生産量変化の生産性に与え

る影響、資本量が最適に調整されていない状況下

で資本量の変化の生産性に与える影響及び技術進

歩率等に分解するというのが、これまでのところ

一般的であると言える。

表５には掲載しなかった電気通信分野における

計測事例としては、Nadiri and Schankerman

（１９８１）、Resende（１９９９）、伊 藤・今 川（１９９３）、

経済企画庁（１９９８）等があるが、これらを含めて

も生産量指数には通話分数、加入者回線数、専用

回線数等を集計し、投入量指数には労働、原材料、

資本を利用し、�１式、あるいは、�１式のウエイト

を収入比ではなく、生産量に対する費用弾力性に

１４）Diewertは、基準時点０期から比較時点１期で、生産価格p，生産量yとするとき、数量指数Q（p０，p１，x０，x１）＝f（x１）／f（x０）を
満たすとき、数量指数Qはf（X）に対しエグザクトな指数であると定義した。さらに、一次同次関数に対し２次近似可能な関数
をフレキシブルな関数とし、このフレキシブルな関数に対応するエグザクトな指数を最良指数と定義した。

表４ 大手地域電話会社のTFP年平均変化率
（単位 ％）

１９８１―１９９０年 １９８４―１９９０年

収入シェア ６．１９５２ ３．８１２２

限 界 費 用 ２．３５３６ ２．３４６７

Norsworthy and Tsai（１９９９）表２の一部抜粋
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代えて算定する方法が、これら研究事例の概ね共

通するところである。

また、要因分解の結果として、Nadiri and

Nandi（１９９９）の結果を示すならば、１９３８～１９８７

年のTFP年平均成長率３．８７％の内訳として、技

術進歩率が２．０６％、価格と限界費用との乖離の程

度を示すマークアップ率が０．９９％、生産量変化の

影響が０．８３％である。一方、１９７５～１９８３年では生

産性変化率が５．３５％、技術進歩率１．７４％、１９８５～

１９８７年では、生産性変化率２．４０％のうち、技術進

歩率０．３８％であり、一般に電気通信分野は技術進

歩が著しいと言われるが、近年の生産性変化率の

寄与の点では、必ずしもその役割は大きいもので

はないという結論となっている１５）。

４．３ FCCの計測

以下では、判決で再検討を求められた1997年5

月のX値設定問題を取り扱う。FCCは、当初のア

クセスチャージに対するプライスキャップ規制の

X値を一定の調整を加えたTFP変化率にプライス

キャップ規制導入による便益の消費者還元分

０．５％の合計として設定している。X値決定で問

１５）生産要素が可変であり、規模に関して収穫一定、生産物市場及び生産要素市場が完全競争市場であるならば、TFP変化率は、
技術進歩率を示すと見なされるが、Nadiri and Nandi（１９９９）の結果は、このような前提にたつ場合、技術進歩率を過大に評
価する可能性があることを示している。

表５ 電気通信事業における生産性の計測とその要因分解

Denny, Fuss and

Waverman（１９８１）

Nadiri and Nandi

（１９９９）

Norsworthy and

Tsai（１９９９）
Oniki et al.（１９９４）

対象事業者
ベル・カナダ 分割前・分割後の

AT＆T

米国の大手地域電話

会社

電電公社・NTT

計 測 期 間 １９５２―１９７６年 １９３５―１９８７年 １９８１―１９９０年 １９５８―１９８７年

生 産 指 数

長距離通信サービ

ス、WATS

専用サービス

地域通信サービス

その他

地域通信サービス

長距離通信サービス

地域通話分数

長距離通話分数

加入者回線数

基本料金、地域・長

距離、専用線、電報

・テレックス、雑収

入

投 入 指 数

労働

原材料

資本

労働

原材料

R＆D資本

R＆D以外の資本

労働

原材料

資本

労働

原材料

資本

TFP 年

平均成長率

規模弾性で集計

３．３５％

規模弾性で集計

３．８７４％

規模弾性で集計

２．３５３％

収入比で集計

６．１９５％

収入比で集計

３．２１％

要 因 分 解

総費用関数

技術進歩率

生産量変化

マークアップ率

可変費用関数の推定

（需要関数も推定）

技術進歩率

生産量変化

マークアップ率

資本量変化

可変費用関数の推定

マークアップ率

可変費用関数の推定

技術進歩率

生産量変化

資本量変化

制度変更の効果

（ダミー変数）

１）参考文献に掲げる文献により作成

２）総生産性変化率の水準が明記され、かつ、要因分解が行われている事例を取り上げた。
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題となるのは、どのようにしてTFP変化率を計

測するのかという問題と、計測されたTFP変化

率を含め、どのような算式でX値を設定するのか

という問題がある。

まず、TFP変化率の計測に関してFCCの計測

が前項の事例と異なる点は、Törnqvist生産指数

を利用するのではなく、フィッシャーの理想指数

で生産性変化率を計測していることである。

フィッシャーの理想生産量指数Fyは、ラスパイレ

ス生産量指数Lyとパーシェ生産量指数Pyの幾何平

均であり、生産量y、生産物価格p、生産要素投

入量x、基準時点０期、比較時点１期とすると、

�２式及び�３式から、�４式のとおり求められる。

ラスパイレス生産量指数

Ly＝
Σpi０yi１

Σpi０yi０
＝Σsi０

yi１

yi０
�２

ここで、si０＝
pi０yi０

Σpi０yi０

パーシェ生産量指数

Py=
Σpi１yi１

Σpi１yi０
=

１
Σsi１（yi０／yi１）

�３

ここで、si１=
pi１yi１

Σpi１yi１

�２式及び�３式から、フィッシャーの理想生産量

指数

Fy＝（Ly・Py）１／２＝｛Σsi０yi
１

yi０
×

１
Σsi１（yi０／yi１）｝

１／２

�４

生産要素投入量に関しても、生産量と同様にし

て、ラスパイレス投入量指数

Lx=
Σwi０xi１

Σwi０xi０
=Σvi０

xi１

xi０
�５

ここで、vi０=
wi０xi０

Σwi０xi０

パーシェ投入量指数

Px＝
Σwi１xi１

Σwi１xi０
＝

１
Σvi１（xi0／xi１）

�６

ここで、vi１=
wi１xi１

Σwi１xi１

�５式及び�６式から、フィッシャー理想投入量指数

Fx＝（Lx・Px）１／２＝｛Σvi０xi
１

xi０
×

１
Σvi１（xi０／xi１）｝

１／２

�７

�１式は、Törnqvist指数によるTFP変化率の算

式であったが、フィッシャー理想指数を用いた

TFP変化率は、�４式及び�７式を用い、�８式によ

り求めることができる。

ln（TFP１／TFP０）＝ln｛Σsiyi
１

yi０
×

１
Σs１（yi０／y１）｝

１／２

－ln｛Σvixi
１

xi０
×

１
Σvi１(xi０／xi１）｝

１／２

�８

Törnqvist指数及びフィッシャーの理想指数は、

Diewertが定義する最良指数であるが、FCCが、

Törnqvist生産指数ではなく、フィッシャーの理

想指数を利用している根拠も、Diewertに依る。

Diewert（１９９２）は、望ましい指数の公準として、

時点転逆テスト等の２０個のテストを用意し、ラス

パイレス指数、パーシェ指数、フィッシャーの理

想指数、Törnqvist指数等が、どのテストを満た

すか、それぞれテストを行っている。この結果、

フィッシャーの理想指数は、２０のテストすべてを

満たす一方、Törnqvist指数は、数量転逆テスト、

比較時、基準時の価格･数量の単調性のテストを

満たしていないことを理由に、フィッシャーの理

想指数が優れた指数であると結論付けている１６）。

１６）Diewertが行った価格と生産量を独立変数として取り扱う原子論的アプローチ（atomistic approach）は、どのテストが適切な
テストであるのかに関してコンセンサスに欠ける等の問題があることをDiewertも認知している。Diewertのこの論文における
主張は、フィッシャーの理想指数が、原子論的アプローチと経済学的アプローチ（又は関数論的アプローチ）の双方において
優れているということにある。なお、筆者が数値例を用いて、TFP変化率をTörnqvist指数とフィッシャーの理想指数の双方
で計算したところ、両者の差は１０－４から１０－６のレベルにあり、ほとんど差は見られず、どちらの指数を選択しても、計測結果
への影響はほとんどない。
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次に問題となるのは、X値設定の算式である。

FCCはX値を前述の方式で算定されたTFP変化率

そのものではなく、地域電話会社のTFPを

TFPLEC、農業部門を除く経済全体のTFPをTFPUS、

地域電話会社の生産要素価格をwLEC、農業部門を

除く経済全体の生産要素価格をwUSとすると、�９

式でX値を設定している１７）。
� � � �

X＝TFPLEC＋wUS－TFPUS－wLEC

＋便益消費者還元分（０．５％） �９

FCCが用いた�９式は、地域電話会社のTFPだ

けではなく、農業部門を除く経済全体のTFP、

ならびに農業部門を除く米国全体及び地域電話会

社の生産要素価格の変化率を必要とし、FCCは

そのそれぞれについて計測を行っている。これは

地域電話会社の生産要素価格変化率が、必ずしも

経済全体の生産要素価格の変化率と一致しないこ

とを考慮した上での調整である。しかし、このこ

とは、本来、費用情報の非対称性の下で規制コス

トを軽減しつつ、かつ、被規制事業者に費用削減

インセンティブを付与するというプライスキャッ

プ規制の基本的な考え方とはかい離するものとな

る１８）。さらに、単純なプライスキャップ規制方式

である「GNP･PI変化率－TFPLEC変化率」方式と

比べ、計測項目が1箇所から4箇所に増えることか

ら、計測上の誤差も大きくなる可能性が高まる１９）。

また、FCCは�９式で示されるとおり、プライ

スキャップ規制を適用することによる便益の消費

者還元分として、０．５％をX値に加えている。こ

の消費者還元とは、１９８９年に決定したAT＆T

サービスに対するプライスキャップ規制から導入

されているもので、地域電話会社のアクセス

チャージに対する規制でもそのまま継承されてい

る。１９８９年の決定時点の消費者還元の根拠は、

TFPがこれまでの公正報酬率規制下の事業者の

１７）�９式の導出は、次のとおりである。プライスキャップ規制の対象となる生産物価格pLEC、生産量yLEC、地域電話会社の生産要
素価格wLEC、生産要素投入量xLEC、農業部門を除く経済全体の生産要素価格wUSで表す。規制当局は地域電話会社のサービス
の価格を収入＝費用と収支均衡するように設定するため、
pLEC＝xLEC×wLEC／yLEC （n１）

また、TFPLEC＝yLEC／xLECと定義されることから、（n１）式は（n２）式と表すことができる。
pLEC＝wLEC／TFPLEC （n２）

（n２）式を変化率（・）で示すと（n３）式となる。
� �

�

pLEC＝wLEC－TFPLEC （n３）
（n３）式より、プライスキャップ規制における価格変化率の上限は、地域電話会社の生産要素価格の変化率とTFP変化率の差
として設定される。このとき、米国でプライスキャップ規制を既に適用していたAT＆Tのサービスの事例では、wLECに代え
てGNP・PIが用いられ、また、英国のOFTELのBTに対するプライスキャップ規制ではRPI（Retail Price Index）が用いられ
ており、地域電話会社に対する規制でもGNP・PIが準用される。
プライスキャップ方式は、最も単純なケースでは、（n３）式より、GN

�

P・PI－T
�

FPLECとして定式化され、
X値＝TFPLEC変化率 （n４）

とされる。しかし、電気通信事業では技術進歩によって生産要素価格がGNP・PIと乖離することも想定され、その乖離を調整
�

�するため、X値に調整項D＝GNP・PI－wLECを加えることとした。これにより、（n４）式のX値は、
� � �

�X＝TFPLEC＋GNP・PI－wLEC （n５）
一方、GNP・PIは、経済全体が競争市場であると仮定すると、

�
�

�

GNP・PI＝wUS－TFPUS （n６）
（n５）式及び（n６）式から、（n７）式のとおり、消費者還元分を除く本文中の�９式が得られる。

� �
�

�
�X＝TFPLEC＋wUS－TFPUS－wLEC （n７）

１８）しかし、１９９７年のFCCの決定以前のアクセスチャージに対するプライスキャップ規制では、公正報酬率規制による利潤分配方
式が加えられていたことから、当初から情報の非対称性や規制コストの問題については、あまり意識されてこなかったとも言
える。

１９）アクセスチャージに対するプライスキャップ規制では、AT＆Tに対する規制方式で採用したGNP・PI変化率の利用を踏襲して
いるが、GNP・PI変化率に当該事業者の総生産性変化率を差し引くという基本形に対し、既存の地域電話会社に特有の調整を
加えていくのであれば、�９式を用いずとも、（n３）式で料金値上げの上限を設定する方法も考えられる。FCCが公表したX値
計算過程の値（１９９７年５月のFCC９７―１５９のFCCスタッフ・ペーパーの図D１）を利用すると、�９式を利用して計算した価格上
限と、（n３）式による上限とでは、�９式の導出方法からも推測されるとおり大差のない値が得られる。ただし、FCCの検討過
程では、wUS及びTFPUSの計算に関しては、ほとんど問題なくコンセンサスが得られているようである。
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生産性を反映したものであり、インセンティブ規

制導入によって、今後の効率化促進が期待できる

こと、その便益をまず消費者のために確保するこ

とであると記されている。さらに、０．５％という

水準については、利用者と株主とのバランスを

図った結果であるとしているが、消費者還元とそ

の水準についての根拠は、必ずしも明確に示され

ているとは言い難い。

一方、FCCのX値設定如何で、大きな影響を受

けるのが、アクセスチャージの支払い側である長

距離通信事業者と受け取り側である地域電話会社

であり、FCCの決定に際しての意見要請で、具

体的な計測結果を含めて意見を提出しているのが、

AT＆Tと地域電話会社の団体であるUSTAであ

る。このため、FCCがX値６．５％を決定した１９９７

年の文書においても、FCC、AT＆T及びUSTA

の計測方法が対比される形で記述されている。計

測に用いたデータと指数の作成方法を一覧にした

ものが表６であり、また、３者の計測したX値は、

表７のとおりである。この表７の値は、地域電話

会社のTFP変化率そのものではなく、消費者還

元分を除く�９式により算定された値である。一方、

参考に掲げている最も右の欄の数値は、１９９７年

FCC文書（No. ９７―１５９）の補論Dで示されたFCC

スタッフが計測した生産要素価格等の調整前のベ

ル系地域電話会社の総生産性TFPLECの値であり、

これは表５のTFP年平均変化率に対応する。

アクセスチャージの引き下げを目指す長距離通

信事業者の算定したX値が、地域電話会社の主張

するX値より高めになることは、予想されるとこ

ろであるが、FCCの値は、表６に示されるとお

りAT＆T方式を準用した結果、比較的AT＆Tの

提案に近い水準となっている。FCCは、１９９７年

に公表された決定文書において、AT＆Tと

USTAの数値の相違点について、それぞれのリプ

ライ･コメントから、その要点を記している。乖

離をもたらす大きな要因としては、AT＆Tが生

産量を物理的な通信量単位でとらえているのに対

し、USTAは通信量では実態を反映しない点につ

いて、一部収入データを使っており、このことが、

０．９％の違いを発生させるとしている。また、

AT＆Tは生産量として雑収入を対象外としてい

るが、USTAはこれを加えており、その違いが

０．４％の相違を生むとされている２０）。

また、生産量指数の作成において、収入比を利

用するか、生産量に対する費用弾力性を利用する

かによって、TFPの値が異なることは表４で示

したところである。AT＆Tは限界費用の利用を

提案したが、AT＆Tはその提案の中で、FCCの

文書からではその詳細は明らかではないが、限界

費用を費用関数の推定からではなく、会計データ

から算出された数値で代用させるとしている。こ

れに対し、ベルサウスは、会計データから算出す

ることの不合理性を主張し、結果的にAT＆Tも

収入比をウエイトに集計することに同意したとい

う経緯がある２１）。

さらに、X値は、数年間のTFP変化率の数値の

どの部分を採用するのか、あるいは、どの期間の

平均値を利用するのかによっても左右される。表

７のX値は、消費者還元分を合計する前段階の値

であり、1997年のX値６．５％の決定のうちの６．０％

部分に相当する値である。表７のX値は、１９９２年

以降、毎年上昇しているが、数年間の平均で

６．０％以上の値が得られているのは１９８８―１９９５年、

２０）生産量の計測対象の違いのほか、対象事業者にも相違がある（表６参照）。すなわち、AT＆Tはベル系地域電話会社、USTA
はこれに大手独立系電話会社を計測対象に加えているが、対象事業者の差による１９８９年から１９９４年のTFPの差は、０．１％であ
り、大きな差異はここからは生じていない。このため、FCCは、ベル系地域電話会社のみを計測対象とすることを決定した。

２１）生産量に対する費用弾力性をウエイトに用いる場合には、適切な費用関数の推定が必要となる。このことは、頑健な弾性値計
測の困難性の問題に加え、生産量及び生産要素投入量データで生産性を計測するという簡便性を失わせることになる。
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１９８９―１９９５年の２箇所であり、プライスキャップ

規制が適用された１９９１年以降の年平均変化率は

５．２％と、６．０％とはやや乖離している２２）。この点、

１９９９年の判決でも指摘されるとおり、１９９７年の

FCCの文書からでは、６．０％設定の根拠は必ずし

も明確ではない。むしろ、１９９７年のFCC文書に

は、「地域電話会社が、この目標に合致できるこ

とを期待する。…プライスキャップ規制方式は競

争市場のインセンティブを複写する（replicate）

ものではあるが、明らかに競争の代替ではない。」

（FCC９７―１５９. para.１４２）とし、以下の政策的配

慮を加味して設定したとも受け取られる記述が含

表６ プライスキャップ規制のためのTFP計測概要（１９９７年）

項 目 FCC１９９７年スタッフ・ペーパー USTA AT＆T

計 測 対 象 ７つのRBOC ７つ のRBOC及 びGTE, SNET,

Lincoln

７つのRBOC

計 測 期 間 １９８５年―１９９５年 １９８８年―１９９５年 １９８５年―１９９５年

生 産 指 数 ３つのカテゴリー（地域サービ

ス・州内長距離及び州内アクセス

サービス・州際サービス）

通話分数、加入者回線数、専用回

線数を用い、フィッシャーの理想

算式で数量指数作成

各生産量は、収入比でウエイト付

けし、集計

７つのカテゴリー（６つは、FCC

あるいはAT＆Tの３つのカテゴ

リーを細分化したもの。残り一つ

は、その他サービス）

専用サービスについては、回線

種別の集計の問題から、パーシェ

価格指数で実質化した専用収入を

生産量とする

各生産量は、収入比でウエイト付

けし、集計

３つのカテゴリー（地域サービ

ス・州内長距離及び州内アクセス

サービス・州際サービス）

通話分数、加入者回線数、専用回

線数を用い、フィッシャーの理想

算式で数量指数作成

各生産量は、収入比でウエイト付

けし、集計

投 入 指 数 労働・資本・原材料の３つのカテ

ゴリー

それぞれ総支出額に占める比率を

ウエイトとして集計

労働・資本・原材料の３つのカテ

ゴリー

それぞれ総支出額に占める比率を

ウエイトにして集計

労働・資本・原材料の３つのカテ

ゴリー

それぞれ総支出額に占める比率を

ウエイトにして集計

労 働 量

労 働 価 格

従業員数（ARMISデータ）

人件費／従業員数

従業員数

人件費／従業員数

従業員数（フルタイム・パートタ

イムの別）

人件費／従業員数

資 本 量

資 本 価 格

PI 法 （ Perpetual Inventory

Method）

BEA （Bureau of Economic

Analysis）表７．８から、該当する

通信関係の価格で資本量を実質化

する

収入－人件費－原材料費

（AT＆Tの提案を支持）

PI 法 （ Perpetual Inventory

Method）

BEA （Bureau of Economic

Analysis）表７．８から、該当する

通信関係の価格で資本量を実質化

する

Jorgensonの方式で算定

PI 法 （ Perpetual Inventory

Method）

BEA （Bureau of Economic

Analysis）表７．８から、該当する

通信関係の価格で資本量を実質化

する

収入－人件費－原材料費

原 材 料

原材料価格

原材料費（＝運用費－人件費－減

価償却費）／原材料価格
AT＆Tの価格指数を利用（一部

修正）

原材料費（＝運用費－人件費－減

価償却費）／原材料価格
GNP・PIを代理変数とする

原材料費（＝運用費－人件費―減

価償却費）／原材料価格
Bureau of Labor Statistics（BLS）

データを用い、Törnquist価格指

数を算定

FCC（１９９９，９７―１５９）より作成

２２）FCCは過去において６．０％を下回っても、将来はより高い生産性向上が期待できるとしているが、これまでの歴史的なTFP水
準の変化が将来のTFPと異なる場合、その調整は定義上、消費者還元分でなされることが適当と思われる。
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まれている。１９９６年に改正された通信法は、地域

通信市場への競争政策を打ち出した。しかし、設

備ベースの競争が生じているのは、大都市の大口

利用者の間であって、ほとんどの地域ではベル系

又は独立系の既存の地域電話会社の独占的状態に

ある。このため、長距離通信事業者は接続相手先

を選択する状況にはなく、既存の地域電話会社の

ネットワークに接続せざる得ない。FCCが、地

域通信市場の接続料金の算定方式に関してTEL-

RICを採用したのは、現実には独占的市場ではあ

るが、競争メカニズムが機能しているならば実現

されるであろう料金を設定することによって、物

理的には代替事業者が存在していなくとも、競争

市場と同じ市場成果を達成することにある。

FCCが、州際アクセスチャージに関してプライ

スキャップ規制を導入したのも、本来は独占事業

者が費用削減を行うことが期待できない市場にお

いて、競争市場であれば達成するであろう効率的

な事業展開の実現を意図したからであると考えら

れる。一方、TELRICで算定した接続料金と現行

アクセスチャージの乖離の大きさは、TELRICで

算定された値の信頼性に関しての議論は残されて

いるものの、既存の地域電話会社の効率化を図る

余地が大きいことを示唆している。この場合、ア

クセスチャージをTELRICの水準に近づける、す

なわち、将来的にアクセスチャージとTELRICに

よる接続料金との統合を図るには、アクセス

チャージに対し、市場ベースのアプローチでプラ

イスキャップ規制を継続する限り、X値の値を大

きくし、毎年段階的にアクセスチャージを引き下

げるという方法をとらざる得ない２３）。

さらに、Norsworthy and Tsai（１９９９）は、こ

れまで利潤分配方式が組み合わされたプライス

キャップ規制方式の下で、7つのベル系地域電話

２３）図１のアクセスチャージ全体の収入は、地域電話会社の総収入の約２５％に相当する。また、地域電話会社は１９９９年の裁判所の
審議において、X値の０．１％の変動が、米国全体ではアクセスチャージの２，３００億ドルの変化をもたらすと主張しており、X値
の設定は、アクセスチャージ全体の水準及び地域電話会社の経営状況に大きな影響を与える。

表７ １９９７年決定時点の各機関の算定したX値
（単位 ％） （参考）

１９９７年FCC AT＆T USTA FCC TFPLEC

１９８６年 －０．５ ０．２ ― ２．５８

１９８７ ５．０ ４．１ ― ２．９７

１９８８ ５．０ ６．４ ― ０．１２

１９８９ ７．９ ８．８ ２．１ １．９４

１９９０ ８．８ １１．０ ４．０ ６．８５

１９９１ ５．８ ６．０ ３．０ ２．０３

１９９２ ３．４ ４．１ ２．０ ４．３２

１９９３ ４．７ ６．０ ３．１ ３．８１

１９９４ ５．４ ５．９ １．８ ２．２１

１９９５ ６．８ ９．４ ３．５ ５．２０

１９８６―９５平均 ５．２ ６．２ ― ３．２０

１９８７―９５平均 ５．９ ６．９ ― ３．２７

１９８８―９５平均 ６．０ ７．２ ― ３．３１

１９８９―９５平均 ６．１ ７．３ ２．８ ３．７７

１９９０―９５平均 ５．８ ７．１ ２．９ ４．０７

１９９１―９５平均 ５．２ ６．３ ２．７ ３．５１

出典：FCC Docket No.９７―１５９の表及びその補論Dの表D１の抜粋
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会社のうち５社が、利潤分配方式が課されない最

も高いX値の５．３％を自主的に選択していると記

している。X値を複数用意し、地域電話会社に自

主的にX値を選択させる方式は、情報の非対称性

下の自己選択料金の一種である。最も高いX値を

選択した地域電話会社には、利潤分配方式が適用

されないということを考慮する必要はあるものの、

多くの地域電話会社が最も高い生産性変化率を自

ら選択したという行動は、地域電話会社の生産性

変化率が想像以上に高い可能性を示唆している。

アクセスチャージの支払い側である長距離通信

事業者が、プライスキャップ規制のX値に関して

高めの値、受け取り側の地域電話会社が低めの値

を主張し、意見が相違することは容易に想像でき

る。利害が対立し、しかも、その利害がX値に集

約される状況では、どのような値を決定したにせ

よ、関係者の不満、ひいては今回のように裁判所

への提訴に結びつく事態の発生も生じることにな

ろう２４）。

しかし、X値の決定に関してのコンセンサスを

得ることが容易ではないという理由で、プライス

キャップ規制方式の適用が現実的ではないと結論

付けるのは、早計であると思われる。プライス

キャップ規制適用以前、あるいは、現行のプライ

スキャップ規制の下でも、この手続きに入る前の

段階では地域電話会社の費用配賦で料金が算定さ

れている。地域電話会社とFCC間の費用情報の

非対称性が存在する状況下で完全配賦費用方式を

用いて料金を算定する場合、算定された料金が適

切であるのか否か、規制当局、さらには、第3者

が、自主的な判断を下せる状況にはない。換言す

れば、完全配賦費用の段階では、提訴の理由自体

を見いだすことも困難であると言えよう。米国の

料金算定においては、これまでも膨大な費用情報

の提出が求められ、かつ、公聴会等の場も設定さ

れ、透明性には以前から配慮された形で議論は行

われてきた。しかし、既存事業者の費用情報のみ

から判断し、料金を設定する方式では、実質的な

情報公開、透明性確保には限界がある。X値に関

して、AT＆TやUSTAのほか、様々な機関が意

見を提出しているのは、費用情報から比較的離れ

た立場であっても議論に参画できるという証であ

る。NTS費用の負担問題のように過去の不透明

な決定を現在でも引きずっているケースを考えれ

ば、長期的にどちらが規制コストが少ないかは現

時点では定かではない。一方、アクセスチャージ

に関しては、X値の決定に議論が集中している傾

向があるが、プライスキャップ規制を適用する以

前の費用配賦の段階（第２節�２項の�１から�３の手

順)の適正性の問題が存在することは留意してお

く必要がある２５）。

おわりに

FCCが三部作と称した新たなシステムの鳥瞰

図が、実際にはどこまで実現されるのかという現

実問題はあるものの、地域通信市場の接続問題、

長距離通信事業者が支払うアクセスチャージ問題、

ユニバーサル･サービス確保のための費用負担の

問題が一体として解決されるならば、AT＆T分

割時に温存されていた課題の多くが解消すること

２４）FCCが１９８９年にAT＆Tのサービスに対してプライスキャップ規制を導入することを決定した際には、地域電話会社のアクセス
チャージほど詳細なTFPの計測を行ったことは記されていない。AT＆Tのプライスキャップ規制は、１９９５年に終了したことも
あるが、精緻化をしていないケースでは問題に取り上げられず、労力を費やしたケースで差戻し判決で再検討が命じられたこ
とは皮肉な感がある。ただし、今回の判決の争点は、TFPの計測自体ということよりも、TFP計測後の消費者還元を含めたX
値の設定の問題であり、また、この点についてFCCは十分な説明を行っていないと思われる。

２５）既存の地域電話会社とAT＆Tは、１９９６年１２月のFCCのアクセスチャージに関する規則制定案告示（FCC９６―４８８）の議論にお
いて、現行の州際アクセスチャージ収入は州際費用を上回り、一方、州内アクセスチャージ収入は費用を下回っていること、
すなわち、州際と州内の費用の配賦方法に問題があることを指摘している。FCCも、その文書において、費用配賦に関しての
検討の必要性を記している（FCC９６―４８８ para.４５）。
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になる。このことは、地域通信市場を含めた競争

市場の生成へと大きな一歩を踏み出すことになる

し、また、当初の通信法の改正趣旨にかなうもの

である。

しかし、１９９６年の通信法改正を受けての制度変

更全般は、必ずしも順調には進んでいない。地域

通信市場に競争政策を導入し、かつ、ベル系地域

電話会社に長距離通信サービスの提供を認めるに

は、AT＆T分割の際に全面的な問題解決ができ

なかった長距離通信サービスから地域通信サービ

スへの暗黙的な補助制度の変更が必要となるが、

これは1997年の改正でも部分的な改善にとどまっ

ている。また、資金の流れの点では外部補助制度

が実現されているユニバーサル･サービスに関し

ても、コスト算定方法等の改善が求められてはい

るものの、現時点のところ改正の全体像が固まっ

ている段階ではない。

競争市場の生成、あるいは、物理的な競争が生

じていない場合に規制手段を通じて擬似的な競争

市場を創出することは、これまで少数の関係者が

保有していた独占レントを消費者に還元しようと

する試みである。しかし、アクセスチャージの問

題に限らず、いったん何らかのレントを獲得した

者から、これを取り上げることは容易なことでは

ないし、一定の制度変更には摩擦が生じることは

想像に難くない。

一方、米国では、規制設計に関して、裁判所の

果たす役割が、我が国やヨーロッパ諸国と比べて

高い。このことは、客観的な判断、決定の透明性

の面では有効であり、一定の意味を持つ。しかし、

通信法改正後のシステム設計の進捗が必ずしも順

調ではなく、その要因に、レントを保有する側が

そのレントの消滅を遅らせる手段として提訴を

使っているように筆者には感じられてならない。
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はじめに

本号では、公共の場でのマナーの一つとして、

携帯電話利用マナーの現状を分析し、その問題点

と課題を検討してみたいと思う。

最近は、日本人の公衆マナーが低下していると

いう声があちこちで聞かれるようになった。たと

えば、次に引用するのは、数年前に朝日新聞の

「天声人語」欄に載った記事である。

「……車内で化粧する女性は珍しくない。若

い層に多いような気がする。なかには、ひざの

化粧バッグを開けて、一から本格的に取り組む

人もいる。他人の目など、まったく気にしてい

ない。下校時の電車で、身をくねらせて、制服

の上着を脱ぎ替える女子高校生を見た同僚もい

る。座った彼もしくは彼女の前に、かりに疲れ

た老人が立っていても、彼らの目には映らない。

だから、席も譲らない。……この間まで、日本

には以下のことばが存在したように思う。〈人

目がうるさい。人目を忍ぶ。人目をはばかる…

…〉そして、人目を引いたり人目に付いたりす

ることは、人目がうるさいからと戒める風が

あった。人目ばかりを気にしなければならない

社会は、むろん息苦しい。といって、人目に余

る振る舞いが横行する社会も、もう少し何とか

したいと思う」（１９９７年６月６日）

お茶の水女子大学・牧野カツコ教授の研究グ

ループが１９９７年に首都圏で実施した「公共の場で

のマナーについての調査」（１０代から５０代までの

１６６７名を対象）によれば、公共の場で他人がして

いると不快に感じる行動として回答率が上位にあ

がったものとしては、「並んでいる列を無視して

入り込んでくる」（７３．７％）、「ガムやつばを吐く」

（７３．７％）、「他の乗客の前で着替える、靴下を脱

ぐ」（６４．２％）、「こどもが他人の迷惑になってい

るのに親が注意しない」（６２．２％）、「バスや電車

の入り口に立って、乗降客の邪魔になっているの

に動こうとしない」（５８．５％）などがあった。ま

た、マナー意識には性差が大きく、一般に女性の

方が男性よりもマナーに敏感であること、年代に

よる差も大きく、全体として１０代はマナー意識が

低く、年代が高くなるにつれてマナー意識も高く

なること、などの傾向を指摘している（牧野、

１９９８）。

最近問題になっている携帯電話利用に伴う迷惑

は、その他の公衆マナー違反行為にくらべてどの

ような位置づけをされているのだろうか。また、

一般的な公衆マナー意識は、携帯電話利用マナー

とどのような関連をもっているのだろうか。これ

らの点を検討するために、筆者らは、１９９９年１月

に首都圏で実施した意識調査（三上他、１９９９；以

下では９９年調査と略記）の中で、牧野教授らの調

査を参考に、公衆マナー意識に関する設問を入れ、

視 点

社会的規範としての携帯電話利用マナー

東洋大学社会学部教授 三上 俊治
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携帯電話利用マナー意識やマナー行動との関連性

を分析した。その結果、両者の間には密接な関連

があることがわかった。そこで、以下では分析の

結果を紹介し、社会的規範としての携帯電話マ

ナーについて若干の考察を加えたいと思う。

携帯電話の相対的迷惑度

電車やバスなど公共交通機関の車内では、しば

しば携帯電話の利用自粛を呼びかけるアナウンス

が流されるが、車内での化粧や大声をあげての会

話に対する注意のアナウンスが行われることはな

い。実際には、どちらも公衆マナー違反であり、

まわりへの迷惑度という点では、同じだと思われ

るが、一般の人々はこれについてどう感じている

のだろうか。そこで、９９年調査では、一般に電車

の中での迷惑行為と考えられている項目を９つと

りあげて、それぞれの行為と、車内での携帯電話

利用の迷惑とを比べて、どちらがより迷惑かを３

段階の相対的尺度で評価してもらった。回答結果

は、表１に示すとおりである。

全体としてみると、ほとんどの項目で「同じく

らい迷惑だ」という回答がもっとも多いことがわ

かる。回答率が５０％以上の項目をみると、「乗客

同士が大声で話をする」（６３．７％）、「ウォークマ

ンの音が漏れる」（５１．０％）については、携帯電

話・PHSと同じ程度の迷惑だと感じている人が多

い。どちらも音に関する迷惑だという点が共通し

ている。

「携帯電話の方が迷惑だ」と「携帯電話の方が

迷惑でない」とを比較してみると、「ウォークマ

ンの音漏れ」をのぞくすべての項目で、「携帯電

話の方が迷惑でない」という回答が上回っている

ことがわかる。

これをみる限り、車内での携帯電話による迷惑

の程度は、ウォークマンの音漏れと乗客同士の大

声の会話の中間に位置しているように思われる。

「お化粧などでまき散らす匂い」や「眠り込んで

隣りの人にもたれかかる」など他の車内迷惑と比

べると、携帯電話・PHSによって迷惑を受ける程

度は相対的に低いという結果が示されている。

公衆マナー意識と携帯電話利用マナーとの関連性

次に、一般的な公衆マナー意識と携帯電話利用

マナーとの関連性を検討してみよう。

９９年調査では、車内を中心として公共の場で問

題となりそうな１３種類の行為について、どの程度

迷惑だと感じるかをたずねた。回答にスコアを与

えて因子分析にかけたところ、「人目を気にしな

表１ 車内での携帯電話・PHS迷惑度と他の行為の迷惑度の相対的比較

携帯電話の方が

迷惑だ

携帯電話の方が

迷惑でない

同じくらい

迷惑だ
無回答

A．乗客同士が大声で話をする １２．０ ２４．０ ６３．７ ０．３

B．ウォークマンの音が漏れる ３０．５ １７．８ ５１．０ ０．７

C．酔っぱらいの臭い匂い ８．９ ４４．７ ４６．１ ０．３

D．お化粧などでまき散らす匂い ２０．５ ３５．９ ４３．０ ０．６

E．足を拡げたり、前に伸ばして坐る １０．２ ４１．９ ４７．３ ０．６

F．混んでいるのに、座席を二人分占領する ５．８ ４９．６ ４４．２ ０．４

G．眠り込んで隣りの人にもたれかかる １８．２ ４０．７ ４０．６ ０．５

H．高齢者・身障者に席を譲らない ９．７ ４５．１ ４４．６ ０．６

I．酔っ払いが車内でおう吐する ２．６ ６７．０ ３０．２ ０．２
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いはしたなさ」「周囲への被害、迷惑」「礼儀の欠

如、不作法」と呼ぶことのできる３つの因子が抽

出された（表２）。第１因子は、以前は誰にも見

られない場所で行うものだと考えられていた行為

を公衆の面前で人目はばからずにすることに対す

る不快感をあらわす因子、第２因子は公共の場所

で騒音や異臭などで周囲に被害、迷惑を与えるこ

とによる不快感をあらわす因子、第３因子は礼儀

作法を失した行為のもたらす不快感をあらわす因

子と考えられる。

３つの因子に含まれる項目をそれぞれ合成して

スケール化した変数をもとに、クラスター分析に

かけたところ、どの項目に対しても迷惑意識を強

くもつ「厳格型」、満員電車で新聞を広げるなど

直接被害を与える行為にはうるさいが、それ以外

の行為には比較的許容的な「被害回避型」、どの

ような行為にも比較的許容的であるような「寛容

型」という３つのタイプのグループに回答者が分

かれることがわかった。厳格型は男性よりも女性

に多く、寛容型は女性よりも男性の方に多い。ま

た、年齢的には年輩の人ほど「厳格型」が多く、

逆に若い人ほど「寛容型」が多いという傾向がはっ

きりとみられる。

携帯電話利用マナー意識との関連をみると、厳

格型の人は周囲の人の携帯電話で迷惑を受けたと

感じる程度がもっとも高く、寛容型の人は迷惑受

け度がもっとも低いという関連性がみられる。ま

た、厳格型の人は携帯電話を使う人のマナーに大

きな問題があると感じる割合が高く、自らの携帯

電話の利用マナーを守る率が他のタイプよりも高

くなっている。このように、一般的な公衆マナー

意識の高い人ほど携帯電話利用マナーについても

厳格になるという密接な関連性がみられる。

おわりに

以上の調査データからも明らかなように、携帯

電話利用マナーをめぐる意識や行動の背後には、

一般的な公衆マナー意識があり、それが携帯電話

マナーに大きな影響を及ぼしていると考えられる。

公衆マナーに関する社会的規範は時代とともに次

表２ 公共の場での迷惑意識に関する因子分析の結果

因

子
項 目

回 答

（％）

因 子 負 荷 量

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性

は

し

た

な

さ

ホームや電車内で着替える、靴下を脱ぐ

電車内でお化粧したり、髪をとかす

電車内で膝にパソコンを置いて操作する

電車内でヌード写真の載った新聞・雑誌を拡げる

駅や電車の中でキスしたり、抱き合ったりする

マンガを読みながら車を運転する

５９．３

４８．６

１２．０

３４．４

４３．８

７５．０

．８０７

．７６４

．５４１

．５０４

．４２６

．３７５

．１１９

．１５４

．０６２

．２３６

．１５９

．２９５

．０８３

．０３６

．３１３

．２８７

．２３６

．１５８

．６７２

．６０９

．３９５

．３９２

．２６２

．２５３

被

害

満員の電車内で新聞を読む

電車内でウォークマンから音が漏れている

電車内できつい香水のにおいをさせる

電車内で大きな声でおしゃべりに熱中する

６４．５

５１．８

７２．１

７２．９

．１７３

．０２８

．３７１

．１７８

．７３５

．６３５

．６３３

．４８５

．０４９

．２５９

－．１０２

．３１６

．５７０

．４７２

．５５０

．３６６

不
作
法

街頭で知人にあっても挨拶をしない

街頭で、地べたに座り込んで話をする

空き缶、煙草のすいがらを路上に捨てる

２９．４

４２．９

８６．２

．２３６

．２９７

．０６５

．０６９

．１２２

．３１２

．６７４

．６５０

．６１７

．５１５

．５２６

．４７８

固有値

寄与率（％）

２．４４９

１８．８３５

１．９０７

１４．６６７

１．７０４

１３．１０９

６．０６

４６．６
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第に変化しているが、性別、年代などの属性に

よっても大きく異なっており、それが携帯マナー

をめぐる社会的軋轢をも引き起こす原因ともなっ

ている。携帯電話が今後さらに普及した段階で、

どのような利用マナーが社会的規範として定着し、

受け入れられるかを予測し、適切な対策を考える

ためには、こうした広い意味での公衆マナーのあ

り方の中で検討を進めることが必要だと思われる。
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月例経済・金融概観�

日 本 経 済 �

○国民所得統計速報･･･10－12月期の実質ＧＤＰは､前期比－1.4％と２四半期連続のマイナス成長に�
実質ＧＤＰ成長率（季調済み前期比､％）と需要項目別寄与度� 実質ＧＤＰ需要項目別伸び率（寄与度）の推移�

 

                        
（注）括弧内の数字は寄与度。年度の伸び率は前年度比。�

《ポイント》�
・「四半期別国民所得統計速報」によると､平成11年10－12月期の実質ＧＤＰは季節調整済み前期比で－1.4�
％（年率－5.5％）と､２四半期連続のマイナス成長となった｡�

・10－12月期の伸びを需要項目別の寄与度でみると､設備投資は､３四半期ぶりにプラスに転じた｡しかし､消�
費が冬のボーナスなど所得の減少が響き落ち込んだほか､住宅投資も政策効果の息切れがみられ､国内民需�
は前期比－0.4％ポイントとなった｡公的需要は､公的固定資本形成が今年度二次補正予算執行との端境期と�
なった影響等から同－0.6％ポイントとなり､民需と公需をあわせた「内需」は同－1.0％ポイントのマイナ�
ス寄与となった｡外需は､輸入の増加などを反映して同－0.5％ポイントと２か月ぶりにマイナス寄与となっ�
た｡�

（出所：経済企画庁　３月13日発表）�

【概　要】�
全体�
・景気は緩やかな改善を継続。各種政策効果の浸透やアジア経済の回復等の影響に加え､企業活動に積極性�
もみられる等､自律的回復に向けた動きが徐々に現れている｡消費は収入の低迷等から改善傾向の定着には�
至らず｡住宅建設は一時的要因もあり高水準｡設備投資は持ち直しの動き｡公共投資は着工等には二次補正�
の効果も｡在庫調整がほぼ終了し､鉱工業生産は緩やかに増加｡雇用情勢は依然厳しい｡�

内需面�
・１月の実質家計消費支出：前年同月比－3.2％（５か月連続の減少）。�

・１月の新設住宅着工戸数：年率換算値で135.2万戸（７か月ぶりに130万戸台を回復）。�

・１月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比＋0.8％。�

・１月の公共工事着工総工事費：前年同月比－12.6％（２か月ぶりの減少）。�

外需面�
・１月の通関貿易黒字：前年同月比－30.9％（10か月連続の縮小）。�

生産面�
・１月の鉱工業生産指数：前月比＋0.9％（２か月ぶりに上昇）。�

・１月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比＋0.6％（２か月連続の上昇）。�

雇用面�
・１月の完全失業率：4.7％（前月と同水準）。�

・１月の有効求人倍率：0.52倍（３か月連続の改善）。�

物価面�

・１月の全国消費者物価（生鮮食品を除く総合）：前年同月比－0.3％。２月の国内卸売物価：同－0.1％。�

景 気 の 現 状 � 

-4�

-3�

-2�

-1�

0�

1�

2�

3�

4�

7 8 9 10 11 (年度)

外需�
公的需要�
民間投資�
民間最終消費支出�
実質ＧＤＰ成長率�

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

実質国内総生産� 前期比� ▲1.5 ▲2.2 1.5� 1.0� ▲1.0 ▲1.4
国内民需� 寄与度� (▲1.0) (▲2.4) (1.1)� (0.9)� (▲0.6) (▲0.4)

民間最終消費� 前期比� ▲1.2 0.1� 0.9� 1.1� ▲0.2 ▲1.6

民間住宅� 前期比� ▲21.4 ▲10.7 1.4� 12.9� ▲3.2 ▲5.8
民間企業設備� 前期比� 2.1� ▲12.4 2.3� ▲2.1 ▲1.6 4.6�

民間在庫� 寄与度� (0.1)� (▲0.6) (0.1)� (0.1)� (0.1)� (1.1)�

公的需要� 寄与度� (▲0.4) (0.2)� (0.7)� (0.2)� (▲0.7) (▲0.6)
政府最終消費� 前期比� 2.0� 0.4� 0.8� ▲1.3 0.9� ▲0.1

公的固定資本� 前期比� ▲7.1 6.1� 6.2� 2.8� ▲8.5 ▲5.4
政府在庫� 寄与度� (0.0)� (▲0.0) (0.1)� (0.0)� (▲0.0) (▲0.1)

外需� 寄与度� (1.4)� (0.3)� (▲0.3) (▲0.1) (0.4)� (▲0.5)

輸出� 前期比� 9.1� ▲3.7 0.0� ▲1.5 5.0� 0.4�
輸入� 前期比� ▲2.0 ▲7.5 2.4� 2.6� 2.8� 4.4�
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○実質家計消費支出･････１月は前年同月比－3.2％と５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》�
・１月の実質家計消費支出は､前年同月比－3.2�
％と５か月連続で減少した｡｢光熱・水道｣､�
｢保健医療｣､｢教育｣でプラス寄与となったが､�
｢家具・家事用品」､｢交通・通信｣等７費目で�
マイナス寄与となった｡�

・１月の小売業販売額は､同－2.2％と34か月連�
続で減少し､前月に比べて減少幅も拡大した｡�
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�
業種で前年同月を下回った｡�

（出所：総　務　庁　３月６日発表�
　　　　通商産業省　２月24日発表）�
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○鉱工業生産･････１月の鉱工業生産指数は前月比＋0.9％と２か月ぶりに上昇�
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（注）シャドーは景気後退期を示す。12年２月、３月の点は予測値。�

企�業�部�門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比＋2.3％と２か月ぶりに上昇�
した。在庫指数は同＋1.1％と２か月連続で�
上昇した。この結果、在庫率指数は前月比�
＋0.6％と２か月連続で上昇した。�
・生産予測指数は、２月が前月比＋2.7％、３月�
が同－3.2％と見込まれている。�

・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、前月からの総括判断�
を継続した。�

（出所：通商産業省　２月29日発表）�

鉱工業生産指数�

○通関貿易収支･･････１月の通関貿易黒字は前年同月比－30.9％と10か月連続の縮小�
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海�外�部�門�

《ポイント》�
・輸出は米国向け及びＥＵ向けが前年同月比�
マイナスとなったものの､アジア向けが３�
か月連続で二桁のプラスとなったことから､�
全体でも同＋1.8％と３か月連続のプラスと�
なった｡�
・輸入は対米国が前年同月比マイナスとなっ�
たものの､対ＥＵが３か月連続､対アジアも�
４か月連続のプラスとなったことから､全�
体でも同＋10.9％と３か月連続のプラスと�
なった｡�
・この結果､通関貿易黒字は5,212億円、前年�
同月比－30.9％と10か月連続の縮小となっ�
た。� （出所：大蔵省２月28日発表）�
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〇雇用の現状･･･２月の非農業部門雇用者数は、前月差＋4.3万人の増加�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）シャドーは景気後退期を示す。� 

《ポイント》�

・２月の非農業部門雇用者数は、前月差＋4.3万人と、99年５月以来の低い増加数となった。12月から１月�
にかけて、30万人を上回る増加をしていたことの反動もあり、低い伸びに留まったが、３ヶ月平均では�
24.5万人増と、堅調な推移である。内訳をみると、天候要因などから建設業が同－2.6万人と減少したも�
のの、製造業は同＋0.5万人、サービス生産部門全体では同＋6.2万人の増加となっている。�
・前月に4.0％に低下した失業率は、4.1％となり、99年６月以来の上昇となった。インフレ関連指標とさ�
れる平均時給は、前月比＋0.3％の上昇となった。� （出所：労働省　３月３日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�
・10－12月期の実質ＧＤＰ（改定値）：前期比年率＋6.9％。�

・１月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：56.9（13か月連続で50を上回る）。�

内需面�
・１月の小売売上高：季節調整済み前月比＋0.3％（自動車を除くベースは同－0.3％）。�

・１月の住宅着工件数：季節調整済み前月比＋1.5％。�

・１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�
・12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－5.7％の255.5億ドル�
　　（輸出同＋3.2％、輸入同＋1.0％。４か月ぶりに減少）。�

・12月の対日貿易赤字：69.7億ドル（前月より6.0億ドルの増加）。�

生産面�
・１月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋1.0％（製造業は同＋0.9％）。�

物価面�
・１月の生産者物価：前年同月比＋2.5％（コアは＋0.8％）。�

・１月の消費者物価：前年同月比＋2.7％（コアは＋1.9％）。�

金融政策�
・ＦＦ（ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ）金利誘導目標…5.75％。公定歩合…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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〇小売売上高（１月）…季節調整済み前月比＋0.3％の増加�
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《ポイント》�
・自動車が前月比＋2.3％の増加。変動の大�
きい自動車を除くと同－0.3％と、97年12�
月以来の減少となった。自動車の増加も�
あり、耐久財は同＋1.4％と増加したが、�
非耐久財は、食品・外食・医薬品が減少�
し、同－0.5％と、自動車を除く全体と同�
様に97年12月以来の減少となった。�

・２月の消費者信頼感指数は141.8と、前月�
より2.9ポイントの低下となった。�
（出所：商　務　省　２月11日発表）�
　　　　ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ　２月29日発表）�

〇鉱工業生産指数（１月）…季節調整済み前月比＋1.0％�
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《ポイント》�
・鉱工業生産は、前月比+1.0%と、98年８月�
以来の高い伸びとなった。製造業は同＋�
0.9％の伸びとなった他、公益が同＋1.8%�
の高い伸びとなっている。�
・鉱工業設備稼働率は、81.6%となり、前月�
より0.5％ポイント上昇した。�

・生産・出荷等の先行指標とされる耐久財新�
規受注は、前月比－1.3％、輸送機器を除く�
ベースでは同－0.5％の減少となった。�

（出所：ＦＲＢ　２月15日発表）�
　　　　商務省　２月24日発表）�

〇貿易・サービス収支（12月）…国際収支ベース（季節調整値）の赤字は、255.5億ドル�
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《ポイント》�
・貿易・サービス赤字は、前月比－5.7％減�
少し、４か月ぶりに赤字幅が縮小した。�
輸入は、同＋1.0％の増加となったものの、�
輸出が同＋3.2％と、輸入を上回る勢いで�
増加し、赤字の縮小に繋がった。�

・中国やメキシコに対する赤字額が縮小した�
中、対日貿易赤字は、季節調整前で69.7億�
ドルとなり、前月より６億ドル増加し、10�
月に次ぐ大幅な赤字額となった。�

（出所：商務省２月18日発表）�
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欧州主要国の実質ＧＤＰ成長率（前期比）�
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○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》�

　99年第４四半期の実質ＧＤＰ成長率は、３か国とも前年同期比の成長率が前期よりさらに改善。需要�
項目別には、個人消費が成長に大きく寄与。�  
【ド イ ツ】�  
・実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.7％、前年同期比＋2.3％と改善。�  

【フランス】�  
・実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.9％、前年同期比＋3.2％と景気拡大ペースを高める。�  

【イギリス】�  
・実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.8％、前年同期比＋2.7％と景気拡大。�  

（出所：独連邦統計庁､仏国立統計経済研究所､英中央統計局）�  

【概要：欧州経済】�
全体�
・欧州全域で景気改善。ドイツ、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］１月の国内資本財新規受注：前月比－0.9％、前年同月比＋3.4％。�
　　　　　　　１月の製造業新規受注：前月比－0.4％、前年同月比＋7.8％。�
　　　　　　　12月の小売売上数量：前月比－1.9％、前年同月比－0.6％。�
・［フランス］１月の工業品家計消費：前月比＋1.3％、前年同月比では＋3.1％。�
・［イギリス］１月の小売売上数量：前月比＋1.5％、前年同月比＋6.1％。�
外需面�
・［ド イ ツ］12月の貿易収支：82億マルクの黒字、前年同月比＋40.0％と拡大（輸出は同＋10.8％、輸�
　　　　　　　　　　　　　　入は同＋8.3％）。�
　　　　　　　１月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋14.8％。�
・［フランス］12月の貿易収支：63億フランの黒字、前年同月比－55.0％と縮小。�
・［イギリス］12月の貿易収支：27億ポンドの赤字、前年同月比＋25.4％と拡大。�
生産面�
・［ド イ ツ］１月の鉱工業生産指数：前月比＋0.5％、前年同月比＋2.9％。�
・［フランス］12月の鉱工業生産指数（除く建設）：前月比－0.1％、前年同月比＋5.2％。�
・［イギリス］１月の鉱工業生産指数：前月比－0.1％、前年同月比＋2.1％。�
雇用面�
・［ド イ ツ］２月の失業率：10.0％（前月比－0.1％ポイント､４か月連続低下。3.4万人減の392万人）｡�
・［フランス］１月の失業率：10.5％（前月比－0.1％ポイント､５か月連続低下。1.9万人減の257万人）。�
・［イギリス］１月の失業率：４.0％（前月比－0.1％ポイント､２か月ぶり低下。1.0万人減の116万人）。�
物価面�
・［ド イ ツ］１月の消費者物価：前年同月比＋1.5％、１月の生産者物価：前年同月比＋2.0％｡�
金融政策�
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策金利：３月16日に、3.25％から3.50％へ（0.25％引き上げ）｡�
・イングランド銀行の政策金利：２月10日以降、6.00％のまま据え置き｡�

景� 気� の� 現� 状�

欧　州　経　済�
★�

★�★�

★�
★�

★�
★� ★�

★�

★�
★�

★�
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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 �

　12月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､北海道等３管内で前月比上昇､９管内で同下降となった｡有効�
求人倍率（季節調整値）は､６管内で改善､５管内で横ばい､沖縄管内で悪化となった｡大型小売店販売額�
（店舗調整済）は､沖縄を除く11管内で前年比減少となった｡建設関連の指標のうち新設住宅着工戸数は､�
沖縄、北海道等８管内で前年比増加､４管内で減少となった｡建築着工床面積は､東京､沖縄等７管内で前年�
比増加､５管内で減少となった｡新車販売台数は､北陸､東北等６管内で前年比増加､関東管内が同横ばい､そ�
の他５管内で同減少となった｡実質家計消費支出は、北陸と九州を除く10管内で前年比減少となった｡�

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

主 要 経 済 指 標 の 動 き � 

《�12月の動き》�

・上昇傾向の管内�：東北、東京、信越、北陸、�

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

※�以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（ＣＩ）を作�
成し、３か月移動平均後の前月比増減をもとに傾向を判断する。�

一致指標…鉱工業生産�(季節調整値�)、有効求人倍率�(季節調整�

値�)、大型小売店販売額�(店舗調整済�)、入域観光客数�

(沖縄のみ�)

先行指標…新設住宅着工戸数、建築着工床面積�(商工業・�

サービス用�)、新車販売台数�(乗用車�)

遅行指標…実質家計消費支出�

※�景気判断には３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。�

地 域 経 済 �

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

2.9� -0.3� -2.1� -0.8� -1.0� -0.7� -1.8� -2.1� 1.6� 1.6� -1.0� -4.1� -1.2�

0.01� 0.01� 0.01� 0.01� 0.01� 0.01� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00� 0.00� -0.01� 0.01�

-5.8� -4.6� -5.4� -3.0� -8.2� -3.6� -6.0� -5.5� -2.5� -2.0� -2.1� 0.5� -4.7�

18.6� 4.5� -4.0� -2.8� 12.0� 3.0� 6.4� -6.6� 7.4� 5.9� -11.4� 30.4� -0.8�

7.8� -35.6� 27.5� 152.5� -28.0� -7.4� 5.3� 37.1� -25.0� 21.2� -47.1� 74.3� 7.2�

-0.6� 1.8� 0.0� 0.1� 0.9� 5.1� -2.9� -1.1� 1.1� -4.1� 1.8� -30.2� -0.5�
-7.8� -5.0� -9.2� -3.1� -6.5� 14.2� -3.3� -9.3� -14.0� -6.2� 1.7� -6.4� -4.6�

75.2� 75.2� 65.7� 62.8� 60.3� 63.3� 57.6� 73.6� 68.5� 71.5� 75.5� 92.4� 66.2�

0.8� 0.9� -1.5� 0.8� 0.3� 2.3� 0.5� 0.1� 1.2� 1.0� 0.8� 0.3� 0.8�

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

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

ＣＩ(平成３年＝100、３か月移動平均)
ＣＩ(平成３年＝100、３か月移動平均、前月比)
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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月以降は再び上昇基�

調に転じており､12月も前月比＋0.8％の75.2となっている｡しかし､総合的な判断は横ばい傾向を継続｡�

◎　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�

月以降再び上昇しており､12月も前月比＋0.9％の75.2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､11年５月に一旦下降する場面もあったものの､11年２月以降は上昇基調で推移して�

いた｡しかし､12月は新設住宅着工戸数の減少等から前月比－1.5％の65.7となり､総合的な判断も上昇傾向�

から下降傾向に転じた｡�

◎　東京管内�

　地域経済総合指標は､11年１月以降は概ね上昇基調で推移している｡12月も建築着工床面積の増加等から�

前月比＋0.8％の62.8となっており､総合的な判断も横ばい傾向から上昇傾向に転じた｡�

◎　信越管内�

　地域経済総合指標は､11年３月以降概ね上昇基調で推移している｡12月も前月比＋0.3％の60.3となり､�

総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎　北陸管内�

　地域経済総合指標は､11年２月以降上昇基調で推移している｡12月も前月比＋2.3％の63.3となり､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､11年度に入ってしばらくは下落基調で推移していた｡しかし､11年７月以降再び上�

昇基調で推移しており､12月も前月比＋0.5％の57.6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､11年に入ってほぼ横ばい基調で推移していたものの､11年７月以降はほぼ上昇基調�

で推移している｡12月も前月比＋0.1％の73.6となっており､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､10年12月以降下落基調で推移していたが､11年８月以降再び緩やかな上昇基調と�

なっている｡12月も前月比＋1.2％の68.5となったが､総合的な判断は横ばい傾向を継続｡�

◎　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月以降再び上昇基調となっている｡12�

月も前月比＋1.0％の71.5となったが､総合的な判断は横ばい傾向を継続｡�

◎　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ている｡12�

月も前月比＋0.8％の75.5となっており､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月に再び上昇基�

調に転じた｡12月も前月比＋0.3％の92.4となっており､総合的な判断も上昇傾向を継続｡�
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・２月の無担保コール翌日物金利は、25日までは連日0.02％での取引。28日は、うるう日を控えて金融機関�
　の資金調達意欲が高まり、加重平均で0.28％まで跳ね上がった。29日は、日銀が積み上幅を11兆4000億円�
　まで拡大し、0.05％まで急低下した。� （無担保コール翌日物加重平均金利：0.05％　２月29日現在）�

・２月のＣＤ３か月物金利は、上旬に0.07％、下旬に0.06％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：0.06％　２月29日現在）�

・２月上旬の10年最長国債利回り（業者間）は、蔵相が「現在の長期金利が1.7％程度というのは正常な状態�
　ではない」と発言したこと、機械受注統計の発表を10日に控えて買いづらかったこと、日経平均株価が堅調�
　に推移したこと、円安が進行したことなどを受けて1.900％まで上昇した。�
　　中旬は、日経平均株価の下落や上場企業の相次ぐ経営破綻によるゼロ金利政策長期化の思惑から1.785％ま�
　で低下した後、格付け会社が日本国債を格下げ方向で検討と発表したことを受けて1.860％まで上昇した。�
　　下旬は、国債格下げを材料に売られた反動から買い戻しが入り1.800％まで低下した後、22日の10年債の�
　入札結果が低調だったことから、地合いが悪くなり1.885％まで上昇した。�

（10年最長国債業者間利回り終値：1.835％　２月29日現在）�

（％）�

金　融　市　場　（２月期）�

国　内　金　利 

日経平均株価�
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国　内　株　式�

・２月上旬は、東京都が銀行に対する外形標準課税導入�
の意思を表明したことから銀行株が売られ、持合解消や�
決算対策の売りも出て、値下がりする銘柄が多かった。�
しかし一方では、米国の利上げ後も米ナスダックが連日�
最高値を更新したことや大型の株式投信設定、円安の進�
行を受けて安心感が広がり、情報通信関連・ハイテク株�
を中心にバイオ関連なども買われ、２年半ぶりに20000�
円台を回復した。�
・中旬は、上場企業の相次ぐ経営破綻などを嫌気して幅�
広い銘柄で売られ19300円台まで下落した後、110円を�
超える円安の進行、一部銀行の格付け引き上げなどを受�
けて19700円台まで上昇した。�
・下旬は、米国株の急落や持合解消売りへの警戒感から�
19300円台まで下落した後、米ナスダック高や25日の株�
式投信設定を見込んだ買い安心感から幅広い銘柄で買�
いが入り19900円台まで上昇した。�

（日経平均株価終値：19959.52円　２月29日現在）�

　10年最長国債業者間利回り�
　（日足チャート）�
�

（週足･終値ﾍﾞｰｽ）�

（円）�

（週足）�

10年最長国債業者間�
利回り�

　利付金融債利回り�
（５年､店頭基準気配）�

公定歩合� 

　ＣＤ３か月物金利�
（気配値､仲値）�
�

無担保コール翌日物金利（加重平均）�

（％）�

（日足）� 
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ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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米　国　金　融�

・２月上旬の30年物国債利回りは、ＦＯＭＣで利上げされた�
　ものの、事前の予想通りの結果であったことから、金利は�
　逆に低下した。その後は、強めの雇用統計や低調な国債入�
　札を受けて金利が上昇する場面も見られた。中旬は、ＦＲ�
　Ｂ議長の議会証言が利上げを示唆する内容と受け止められ�
　たにもかかわらず、長期金利は低下した。下旬は、株価を�
　睨みながらの展開となり、金利は小動きとなった。�
　（30年物国債利回り終値：6.13％　２月29日現在）�
・２月上旬のＮＹダウは、ハイテク株が総じて堅調に推移す�
　る中、小幅な値動きとなった。中旬は、利食い売りに加え、�
　ＦＲＢ議長の議会証言などから利上げ懸念が高まり、下げ�
　足を早めた。下旬は、ＧＤＰの大幅上方改定から景気過熱�
　感が高まり、一時99年４月以来の１万ドル割れまで下落し�
　た。その中で、ハイテク株は堅調に推移し、ハイテク株の�
　多いナスダック指数は史上最高値を更新した。�
　（ＮＹダウ終値：10128.31ドル　２月29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�

・２月上旬は、ＦＯＭＣでの利上げは予想通りとして反応�
　せず、経企庁長官の99年10-12月期ＧＤＰマイナス成長�
　発言や米労働生産性の好調な指標を受けて日米景況感格�
　差の拡大観測が広がり109円台まで上昇した。�
・中旬は、17日のＦＲＢ議長の議会証言を控えて109円を�
　挟んで模様眺めとなったが、日本国債の格下げ検討の発�
　表、99年度成長率が政府見通し0.6％を下回る可能性も�
　あるとの経企庁長官発言等を受けて円売りが進み、約５�
　か月ぶりに海外市場で一時111円台まで上昇した。�
・下旬は、日本経済の先行き懸念の広がりやナスダックの�
　連日の高値更新を受けて111円を挟んだ高値圏で推移し�
　た。月末にかけてダウの1万ドル割れやユーロの安値更�
　新から一時108円台まで下落した後、鉱工業生産指数等�
　の弱い数字を受けて110円前後でもみ合った。�
（ドル･円レート東京終値：110.25/28円　２月29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）�

・２月上旬は、ＯＰＥＣの増産の可能性に関する思惑で高下�
　する場面があったが、暖房油在庫の大幅減や米北東部での�
　寒波による暖房油の急騰、ＯＰＥＣ増産の可能性が不透明�
　なことを嫌気して29ドル半ばまで上昇した。�
・中旬は、14日にＯＰＥＣ幹部の4月以降も減産体制継続と�
　のコメントから需給逼迫懸念が深まり30ドル台に上昇し�
　た。その後、サウジやベネズエラから価格高騰を是正して�
　安定的供給を目指すべしとの発言が出て供給拡大の観測か�
　ら30ドル割れとなった。�
・下旬は、23日に開催された湾岸産油国会議で市場安定に向�
　けて協力するとの声明が出されたが増産には触れられなか�
　ったこと、サウジがＯＰＥＣの増産時期は7月以降とコメ�
　ントしたこと等により30ドル半ばまで続伸した。�
　（ＷＴＩ原油期近物終値：30.43ドル　２月29日現在）�

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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国内経済指標�
9年度� 10年度� 11年� 11年� 12年�

 4-6月期�  7-9月期� 10-12月期� 11月� 12月� 1月�

実質ＧＤＰ（1990年価格）� -0.1� -1.9� 1.0� -1.0� -1.4� ---� ---� ---�

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯� -2.1� -1.3� 0.5� -0.4� -3.1� -2.9� -4.0� -3.2�
　勤労者世帯� -2.3� -0.9� -0.8� -0.7� -3.2� -2.4� -4.7� -3.0�
　勤労者以外の世帯� -1.7� -1.8� 3.4� -0.2� -2.8� -3.5� -2.5� -3.4�
小売業販売額� -3.9� -3.8� -2.5� -2.0� -1.5� -2.9� -1.3� -2.2�

住宅着工�
新設住宅着工戸数� -17.7� -12.1� 2.5� 6.9� 2.1� 8.1� -0.8� 16.8�

労　働�
完全失業率　　　　　（季調済）� 3.5� 4.3� 4.7� 4.7� 4.6� 4.6� 4.7� 4.7�
有効求人倍率　　　　（季調済）� 0.69� 0.50� 0.47� 0.47� 0.49� 0.49� 0.50� 0.52�

生　産       
鉱工業生産指数　　　（季調済前期［年･月］比）� 1.2� -7.1� -1.0� 3.9� 0.8� 4.5� -1.2� 0.9�
　　　出荷指数　　　（季調済前期［年･月］比）� 1.0� -6.3� -1.9� 4.1� 1.4� 4.0� -1.0� 2.3�
　　　在庫指数　　　（季調済前期［年･月］比）� 9.6� -9.6� -1.0� -1.2� -2.3� 0.9� -1.5� 1.1�
製造工業稼働率指数　（季調済前期［年･月］比）� 0.3� -7.8� -2.8� 4.7� 0.2� 5.6� -2.2� ---�

設備投資�
機械受注　　　　　　（船舶･電力を除く民需）� -3.9� -18.6� -9.9� -6.3� -6.1� -1.8� 14.7� 0.8�
建築着工床面積　　　（民間非居住用）� -2.6� -17.0� -15.4� -14.6� 6.2� 10.0� 6.2� 33.7�

物　価�
国内卸売物価指数� 1.0� -2.1� -1.8� -1.4� -0.7� -0.6� -0.6� -0.3�
輸出物価指数� 1.5� -0.9� -9.5� -13.9� -8.1� -8.0� -7.7� -4.8�
輸入物価指数� 2.4� -6.6� -9.9� -11.0� -2.7� -2.8� -1.0� 3.4�
全国消費者物価指数� 2.0� 0.2� -0.3� 0.0� -1.0� -1.2� -1.1� -0.9�
東京都区部消費者物価指数� 1.8� 0.3� -0.4� 0.0� -1.2� -1.3� -1.4� -1.1�
企業向サービス価格指数� 1.6� -0.6� -1.5� -1.5� -1.0� -1.0� -0.9� -0.8�

国際収支(億円）�  
経常収支� 129,491� 151,698� 32,525� 32,436� 27,660� 8,097� 8,715� 6,109�
　貿易・サービス収支� 72,769� 95,630� 19,243� 20,232� 18,643� 3,991� 7,574� 2,409�
　　貿易収支� 136,340� 159,820� 34,607� 37,338� 34,040� 8,194� 12,799� 6,626�
　　　輸出� 498,886� 476,441� 112,416� 118,075� 117,853� 37,309� 40,949� 33,653�
　　　　　　　　　　（前年比）� 11.3� -4.5� -8.5� -6.8� 0.2� 4.7� 2.9� 0.9�
　　　輸入� 362,546� 316,622� 77,809� 80,737� 83,813� 29,115� 28,150� 27,027�
                  　　　　（前年比）� 0.6� -12.7� -4.7� -4.0� 10.1� 16.2� 16.4� 11.9�
　　サービス収支� -63,572� -64,119� -15,365� -17,106� -15,397� -4,203� -5,225� -4,217�
　所得収支� 67,066� 70,656� 15,414� 14,823� 11,496� 4,754� 2,049� 4,498�
　経常移転収支� -10,343� -14,589� -2,131� -2,618� -2,479� -648� -908� -798�
貿易収支（通関統計）　（億円）� 114,497� 140,556� 30,194� 33,145� 29,570� 6,633� 11,247� 5,212�
　　　　　　　　　　（前年比）� 79.8� 22.8� -17.4� -11.4� -19.4� -25.5� -20.4� -30.9�
　輸出� 514,112� 494,493� 116,715� 122,272� 122,994� 38,895� 42,772� 35,117�
　　　　　　　　　　（前年比）� 11.7� -3.8� -8.4� -7.2� 0.9� 5.7� 3.5� 1.8�
　輸入� 399,615� 353,938� 86,521� 89,126� 93,424� 32,262� 31,525� 29,905�
　　　　　　　　　　（前年比）� 0.7� -11.4� -4.7� -5.5� 9.6� 15.7� 16.0� 10.9�

マネーサプライ�
Ｍ２＋ＣＤ� 3.1� 4.0� 4.1� 3.6� 3.0� 2.9� 2.6� 2.6�
広義流動性� 3.5� 3.1� 4.2� 3.3� 3.0� 3.1� 2.4� 2.5�
（注1）特に、指定のない限り前年度比、前年同期比、又は、前年同月比。�
（注2）なお、各指標値は前月10日までに発表されたもの。�
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海外経済指標�
98年� 99年� 99年� 99年�

4-6月� 7-9月� 10-12月期� 11月� 12月� 1月�

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　　　（前期比年率）� 4.3� 4.1� 1.9� 5.7� 6.9� ---� ---� ---�
小売売上高　 　　　� 4.9� 8.9� 1.7� 2.2� 2.2� 1.3� 1.7� 0.3�
住宅着工件数� 9.9� 3.3� -9.6� 4.5� 1.2� 1.7� 5.1� 1.5�
鉱工業生産指数� 4.2� 3.6� 1.1� 1.2� 1.3� 0.3� 0.4� 1.0�
製造業新規受注　� 2.0� 6.1� 0.2� 3.9� 1.9� 1.4� 3.8� -1.1�
失業率　　　　　　　　（％）� 4.5� 4.2� 4.3� 4.2� 4.1� 4.1� 4.1� 4.0�

（2月）�

（2月）�

4.1�
非農業部門雇用者数　　（前月比増加数､千人）� 244� 226� 210� 202� 283� 257� 309� 384�

43�
生産者物価指数　　　　（最終財・前年比）� -0.9� 1.8� 1.4� 2.3� 2.9� 3.1� 3.0� 2.5�
消費者物価指数　　　　（総合・前年比）� 1.6� 2.7� 2.1� 2.3� 2.6� 2.6� 2.7� 2.7�
貿易･ｻｰﾋﾞｽ収支（国際収支ﾍﾞｰｽ季調値･億ド

ル）� -1,642.8� -2,713.1� -652.6� -736.2� -782.7� -271.0� -255.5� ---�
対日貿易収支　　（通関ベース原数値･億ド

ル）� -640.9� -739.2� -171.8� -198.1� -205.1� -63.7� -69.7� ---�

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　　（前期比％）� ---� ---� 0.1� 0.9� 0.7� ---� ---� ---�
　　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 1.9� 1.4� 0.9� 1.5� 2.3� ---� ---� ---�
鉱工業生産指数　　　　（前期比％）� 3.5� 0.8� 0.5� 1.6� 1.5� 0.0� 0.3� 0.5�
製造業新規受注　　　　（前期比％）� 3.1� 2.9� 3.0� 4.8� 2.2� 1.6� -2.8� 0.4�
設備稼働率　　　　　　（％）� 86.6� ---� 85.1� 86.0� ---� ---� ---� ---�
小売売上数量　　　　　（前年同期比％）� 0.4� 0.6� 0.4� -0.4� 0.4� -1.8� -0.6� ---�
新車登録台数　　　　　（前年同期比％）� 5.9� 1.3� 10.9� 3.1� -7.2� -10.5� -3.2� ---�
貿易収支            　　　（億マルク）� 1,275� 1,219� 297� 307� 295� 115� 82� ---�
消費者物価指数　　　　（前年同期比％）� 1.0� 0.6� 0.6� 0.7� 1.0� 1.0� 1.1� 1.5�
生産者物価指数　　　　（前年同期比％）� -0.4� -1.0� -1.7� -0.7� 0.6� 0.7� 1.1� 2.0�
失業率　　　　　　　　（％）　　　　　　　� 10.7� 10.2� 10.5� 10.5� 10.2� 10.4� 10.2� 10.1�
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 8.2� 8.7� 10.8� 10.4� 8.7� 10.5� 8.7� 8.3�

フランス�
実質ＧＤＰ成長率　　　（前期比％）� ---� ---� 0.8� 1.0� 0.9� ---� ---� ---�
　　　　 　 　 　　　　（前年同期比％）� 3.4� 2.7� 2.4� 2.9� 3.2� ---� ---� ---�
鉱工業生産指数     　 　（前期比％）� 4.5� 2.2� 1.1� 1.9� 1.4� 1.7� 0.0� ---�
設備稼働率　　　　　　（％）� 85.8� ---� 85.9� ---� ---� ---� ---� ---�
工業品家計消費　　　　（前期比％）� 5.8� 4.2� 0.3� 1.6� 0.5� 0.4� 0.2� 1.3�
新車登録台数　　　　　（前年同期比％）� 14.5� 8.9� 6.5� 8.3� 7.5� 3.4� 4.6� 1.1�
貿易収支            　　　（億フラン）� 1,438� 1,244� 237� 435� 314� 105� 63� ---�
消費者物価指数      　　（前年同期比％）� 0.6� 0.5� 0.4� 0.5� 1.0� 0.9� 1.3� 1.6�
失業率　　　　　　　　（％）　　　　　　　� 11.8� 11.2� 11.3� 11.2� 10.8� 10.8� 10.6� 10.5�
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 1.1� 9.4� 4.1� 6.0� 9.4� 6.9� 9.4� ---�

イギリス�
実質ＧＤＰ成長率　　　（前期比％）� ---� ---� 0.7� 1.0� 0.8� ---� ---� ---�
　　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 2.2� 1.9� 1.6� 2.1� 2.7� ---� ---� ---�
鉱工業生産指数      　　（前期比％）� 0.6� 0.5� 0.7� 1.4� 0.1� 0.1� -0.5� -0.1�
小売売上数量指数   　　（前期比％）� 2.9� 3.1� 1.1� 1.3� 1.4� 0.3� 0.6� 1.5�
貿易収支           　　　 （億ポンド）� -205� -265� -62� -54� -75� -25� -27� ---�
消費者物価指数      　　（前年同期比％）� 3.4� 1.6� 1.4� 1.2� 1.5� 1.4� 1.8� 2.0�
失業率　　　　　　　　（％）　　　　　　　� 4.7� 4.3� 4.5� 4.2� 4.1� 4.1� 4.1� 4.0�
マネーサプライ（Ｍ４）（前年同期比％）� 8.3� 3.4� 5.5� 3.1� 3.4� 2.9� 3.4� 2.7�
（注1）米国：指定のない限り季調済前期比、又は、季調済前月比。非農業部門雇用者数の年、四半期計数は月平均。�
（注2）欧州：ドイツ、フランスの鉱工業生産指数は建設を除くベース。�
（注3）イギリスのマネーサプライは末残ベース。�
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金融経済指標�
98年� 99年� 99年� 2000年�

 4-6月期�  7-9月期� 10-12月期� １月� ２月�

為　替�
ドル／円　　　　　　� 130.90 113.91 120.94 113.61 104.54 105.16 109.34

国内金利�
公定歩合　　　　　　（期末値) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
（括弧内は改定日）�
無担保コール翌日物　（加重平均金利）� 0.37 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
ＣＤ３か月物　　　　（気配値仲値）� 0.72 0.25 0.14 0.11 0.28 0.15 0.15
10年最長国債業者間利回り� 1.29 1.74 1.54 1.78 1.78 1.72 1.84

国内株式�
日経平均２２５　　　（期末値）� 13,842.17 18934.34 17,529.74 17,605.46 18934.34 19539.70 19959.52

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　　（期末値）� 191.22 205.14 191.54 205.19 205.14 210.46
NY原油WTI期近物　 （期末値）� 12.05 25.60 19.29 24.51 25.60 27.64

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　　（流通金利<買い>）� 4.78 4.64 4.45 4.65 5.04 5.32 5.55
３０年国債� 5.57 5.86 5.79 6.03 6.25 6.62 6.23
ＮＹダウ工業株30種　（期末値）� 9,181.43 11497.12 10,773.19 10,336.95 11497.12 10940.53 10128.31
（注）特に指定のない限り、平均値。�

208.78
30.43
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１ はじめに

最近、我が国の官公庁、関連団体のコンピュー

タシステムが不法侵入を受ける被害が多発してい

る。ホームページが何者かの手で書き換えられた

り、データを消去されたりと情報セキュリティ管

理体制の甘さを露呈するものであった。

コンピュータやインターネットの急速な普及に

伴い、金融機関におけるコンピュータの不正操作

等のコンピュータ犯罪も近年では、外部からの不

正侵入やメール爆弾、コンピュータウイルスなど

ネットワークを利用したものが目立つようになっ

てきた。また、その犯行も多様化すると共に、被

害額も年々増加する傾向にある。このため、政府

や地方自治体、金融機関、電力・ガス・通信・交

通といった公共機関はもとより、プラントなどの

大規模な工業設備を有する企業や、一般企業もプ

ライバシー保護をはじめ、情報セキュリティに対

する関心が急速に高まっている。

そこで、本稿では、最近とみに関心が高まって

いる「ISO（International Organization for Stan-

dardization：国際標準化機構）１５４０８ 情報セ

キュリティ評価基準」（以下、「ISO１５４０８」とい

う）について、簡単に紹介してみたい。

２においては、この基準の制定の沿革について

述べ、３においては、この基準による評価・認証、

４においては、セキュリティポリシーの概要につ

いて述べることとする。

２ セキュリティ評価基準制定の沿革

ISO１５４０８は、情報セキュリティの観点から、

情報通信システム及び関連製品が適切に設計され、

セキュリティ機能が確実に実現されているかどう

かを評価するためのものである。１９９９年６月に

ISO規格として承認された。この規格により、情

報通信に関連したシステムや製品のセキュリティ

の度合いを様々な観点から系統的に評価できるよ

うになる。ユーザは、導入を検討している情報通

信システム・製品を共通の基準で比較することが

可能となり、やみくもにシステムを導入するので

はなく、必要なセキュリティレベルに応じた適正

でしかも最低限のコストで、運用や管理まで考慮

されたセキュリティ効果のあるシステム・製品を

導入することが可能になる。

米国では１９８５年に、国防総省が軍事システム向

けに調達する情報通信製品に対する情報セキュリ

ティ評価基準書TCSEC（Trusted Computer Sys-

tem Evaluation Criteria：通称「オレンジブッ

ク」）を作成した。同時にこの基準を基に情報通

信製品等を評価、認証する制度も発足させた。こ

の基準ではレベルの低いものから、Ｄ，Ｃ１，Ｃ

２，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ａ１の７つのセキュリ

ティレベルに分離し、各レベル毎にセキュリティ

の機能と品質が満たすべき要件を規定した。情報

通信システム・製品の評価と認証は、国防総省の

NCSC（National Computer Security Center）が

トピックス

情報セキュリティ評価基準について

情報通信システム研究室主任研究官 進藤 文夫
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行ってきた。これは軍事関連のセキュリティ機能

を対象としていたため、１９９２年末にNIST（Na-

tional Institute of Standards and Technology）

とNSA（National Security Agency）が中心とな

り、幅広いユーザが使えるセキュリティ機能を目

指した新連邦基準としてFC（Federal Criteria）

を公開した。

EC加盟国では、政府（軍事）用システムに係

る評価基準を、商用システムまで含め、ECの統

一的な評価基準としてITSEC（Information Tech-

nology Security Evaluation Criteria）を１９９１年に

発表している。また、カナダでは、TCSECとIT-

SEC両者の考えを取り入れて、独自の評価基準と

し てCTCPEC（Canadian Trusted Computer

Product Evaluation Criteria）を１９９１年に作成し

ている。

この結果、評価基準の国際協調の必要性が認識

され、米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、

オランダによって共通の基準であるCommon Cri-

teria（CC）を作成するための共同作業の場とし

てセキュリティ共同検討会議Common Criteria

Editorial Board（CCEB）が作られ、作業を開始

した。CCの第１版は１９９６年１月、第２版は１９９８

年５月に発刊された。

また、同時に各国での動向を踏まえて、評価基

準の国際標準化がISOにおいても取り上げられ検

討された結果、１９９９年６月にISO１５４０８として国

際規格化されたのである。これは１９９８年５月に発

刊されたCC第２版が基になっている。

３ セキュリティ評価基準による評価・認証

情報通信システム・製品がISO１５４０８に準拠し

て作成されていることを第三者が検査し、確認が

終わると「認証書」を発行して公表するという制

度を運用することが重要である。既に欧米では、

ISO１５４０８の基になっている情報セキュリティ評

価基準のもとで、このような評価・認証制度が運

用されている。米国では１９８５年から、英国では

１９９１年から運用が開始された。英国の場合、この

「認証書」を取得した情報通信関連製品のリスト

は、政府の刊行物として公開されている。情報通

信関連製品の利用者は、当該製品を選ぶ場合の判

断材料として、このリストを参照する。この「認

証書」の発行には、「セキュリティ評価」と「セ

キュリティ認証」の二つの作業が必要になる。

「セキュリティ評価」は、通常は民間の中立機

関（評価機関）が情報通信関連製品の製造者や情

報通信システムの管理者からの依頼を受け、ISO

１５４０８の要件に基づいて検査を行う。検査結果は、

「評価報告書」に取りまとめられ認証機関に渡さ

れる。

「セキュリティ認証」は、欧米では政府関連の

機関が実施している。評価作業が手続き的にも技

術的にも問題なく実施されていることを確認後、

「認証報告書」と「認証書」が認証機関によって

作成され、「認証書」はセキュリティ評価の依頼

者に渡される。依頼者は、この「認証書」の取得

により、必要なセキュリティ対策が実施されてい

ることを広く関係者に知ってもらうことができ、

企業の信頼性の向上やイメージアップにつながる。

１９９８年１０月、米国、カナダ、英国、フランス、

ドイツの５か国は相互認証協定に合意した。これ

により、それぞれの国内で認証を受けた情報通信

システムや関連製品は、他の国でもその認証書が

有効になる。情報セキュリティ評価・認証制度の

概要を図表１に示す。我が国においても今後、情

報セキュリティ評価・認証制度を早期に実施する

ことが望まれる。

なお、ISO１５４０８では、情報通信システム・関

連製品がセキュリティ機能をどこまで保証してい

るかを表す尺度として、７段階の保証レベル

（EAL：Evaluation Assurance Level）でレベル
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評価基準� 評　価�

製品または�
システム�

セキュリティ�
評価基準�

機能要件�

利用者認識と認証�

構成管理�

アクセス制御�

開発環境�

実装�

ガイド文書�

保証要件�

セキュリティ�
基本設計書�
（セキュリティ�
ポリシー）�

認　証�
認証書�

合
格�

―評価―�
セキュリティ評価基
準に適合しているこ
とを検証する�

―認証―�
適合していることを
認める�

認証書を各国が相互
に認め合う�

1998年10月５日に米、加、英、仏、独が相互認証締結�

分けしている。上位（番号の大きい方）レベルは

下位レベルの要件を含んでいる。対象とする情報

通信システム・製品の性格、使用形態等によって、

そのレベルを選択する。EAL１からEAL４まで

は商用システム・製品が備えるべきレベル、

EAL５以上は現状では軍事用あるいはそれに準

じる用途向きと言われているが、商用レベルでも

金融など、高度なセキュリティを必要とする分野

においてはEAL５あるいはそれ以上が適用され

る。情報セキュリティ保証レベルの概要は図表２

のとおりである。

４ セキュリティポリシーの策定

インターネットとの接続等により、企業や組織

の情報通信システムは高度にネットワーク化され

てきた。これにより、ユーザも含めたセキュリ

ティ対策とともに、セキュリティ対策に関して企

業や組織全体としての意思統一を図るためのセ

キュリティポリシーの策定が必要となってきてい

る。

セキュリティポリシーとは、このようなセキュ

リティ対策を進める上で、「企業や組織の情報セ

キュリティに対するルール・要件を文章化した規

則集」であり、企業の就業規則等と同様、職員に

対し強制力を持つとともに、具体的に実施される

情報セキュリティ対策とその理由付けを提供する

ものである。記載項目例としては図表３のとおり

である。

このようなセキュリティポリシー策定の効果と

しては、「企業や組織の情報セキュリティ対策の

方針と要件の明確化」による安全対策の徹底、「企

業や組織の情報セキュリティ対策の過不足点抽

出」によるバランスのとれた安全対策の実施等が

挙げられる。

図表１ 情報セキュリティ評価・認証制度の概要

（出所）「国際セキュリティ標準ISO１５４０８のすべて」田淵治樹、日経BP社、１９９９年
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情報セキュリティ対策の基本方針であるセキュ

リティポリシーの策定に当たっては、情報セキュ

リティの国際評価基準である「ISO１５４０８」、FISC

（金融情報システムセンター）が定めた「金融機

関等コンピュータシステムの安全対策基準」、

OECD（経済協力開発機構）が定めた「情報シス

テムセキュリティガイドライン」等が参考になる。

５ おわりに

国民にあまねく公平なサービスを提供している

郵政事業に不可欠な情報通信システムについても、

そのシステムに障害等が発生した場合には、郵便

図表２ 情報セキュリティ保証レベルの概要

保証レベル 特 徴 適 用 環 境 条 件

EAL１ 一般向け機能のテスト
閉じられた環境での運用であり、安全な利用や運用が保証

されている。

EAL２ プログラム構造の検証
利用者や開発者が限定されており、安全な運用を脅かす重

大な脅威は存在しない。

EAL３ 開発者実施テストの検証
不特定な利用者が利用できる環境であるため、不正対策が

要求される。

EAL４ プログラムの処理内容の検証
コマーシャル向けの一般的なシステム・製品として、必要

なセキュリティ確保が要求される。

EAL５ ソースコードの検証
コマーシャル向けのシステム・製品として、最大限のセ

キュリティ確保が要求される。

EAL６
ソフトウェアエンジニアリング工学による

検証

多大なコストを負担しても保護しなければならない情報を

処理するため、高いレベルのセキュリティを必要とする。

EAL７ 公式言語使用による作成 最高レベルのセキュリティ確保を必要とする。

（出所）「国際セキュリティ標準ISO１５４０８のすべて」田淵治樹、日経BP社、１９９９年

図表３ セキュリティポリシーの記載項目例

・目的

セキュリティポリシーの必要性と役割について記載する。

・適用範囲

セキュリティポリシーの適用対象となる人やシステムについて記載する。

・保護対象資産

企業・組織にとって重要と判断される情報資産を明らかにする。情報資源には、情報と情報通信システム並びに、

それらが正当に保護され機能するために必要な要件を含む。

・資産の価値と機密レベル定義

資産の重要性基準を明記する。

・準拠すべき法律、規則、標準

考慮すべき法律、規則、標準を明記する。

・組織

組織全体、部門単位ごとのセキュリティ管理について、組織や人、それぞれの責任や規則を明記する。

・脅威への対策

脅威への対策として、情報管理、物理管理、運用管理、開発管理、監査管理、人員管理等について定める。

・処罰規定

セキュリティポリシーに違反した場合の罰則等を記載する。

（出所）「情報セキュリティ」山口英・鈴木裕信編、共立出版、２０００年
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局の事務のみならず、国民生活等に多大な影響を

与える恐れがある。そこで、郵便小包追跡システ

ム、為替貯金・簡易保険の総合機械化システム等

の郵政事業における情報通信システムについて適

切な情報セキュリティ対策を実施することにより、

その安全性・信頼性を確保することは重要な課題

となっている。１９９９年７月には、行政情報システ

ムの安全対策の充実・強化を図るため、行政情報

システム各省庁連絡会議幹事会により「行政情報

システムの安全対策指針」が策定されている。

２０００年１月２１日、情報セキュリティ関係省庁局

長等会議が「ハッカー対策等の基盤整備に係る行

動計画」を策定した。その具体的措置の中で情報

通信システム・機器等の政府調達において、ISO

１５４０８を活用しつつセキュリティ水準の高い製品

等を利用することとしている。

「Ⅳ取組強化のための具体的措置

１．政府部内における取組の強化

�１ セキュリティに関する信頼性の高い政府シ

ステムの構築

【概要】略

【具体的措置】

�１ セキュリティ水準の高い製品や技術等の

利用

・各省庁は、新たなコンピュータシステム

を構築する際、それぞれのシステムに応

じた十分なセキュリティ水準の製品や技

術等を利用するよう留意する。

・通商産業省は、情報機器等の政府調達に

おけるセキュリティ関連国際規格（ISO

１５４０８）の活用等の方針について、関係

省庁と連携し、２００１年５月までを目途に

検討を行う。検討の結果については、行

政情報システム各省庁連絡会議（総務庁

を事務局とする各省庁会議）の場で提示

し、同連絡会議において「各省庁の調達

におけるセキュリティ水準の高い製品等

の利用方針」の合意を目指す。

―略―

」

新聞報道によれば、通商産業省では２０００年夏を

目途にISO１５４０８をJIS（Japanese Industrial Stan-

dards：日本工業規格）として採用するとしてい

る。今後、郵政事業における情報通信システムに

おいても、新しいシステム・製品を購入する場合

は、ISO１５４０８に規定された情報セキュリティ水

準を満たすことを条件づけられるものと予想され

る。

また、上記行動計画においては、２０００年１２月ま

でを目途に策定された各省庁向けの「情報セキュ

リティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ、

各省庁は２００２年度中を目途に、情報セキュリティ

ポリシーを策定し、これに基づく総合的・体系的

な対策推進を図ることとされている。従って、郵

政事業の情報通信システムにおける情報セキュリ

ティポリシーを策定するに当たっても、上記ガイ

ドラインのほかISO１５４０８等の国際標準を参考に

することが求められるものと考える。

結局、今後は郵政事業の情報通信システムのセ

キュリティ対策を検討する場合には、ISO１５４０８

の概要を少しでも理解し活用することが必要に

なってくるものと思われる。

参考文献

・「国際セキュリティ標準ISO１５４０８のすべて」 田淵治樹 日経BP社 １９９９年

・「情報セキュリティ」 山口英、鈴木裕信編 共立出版 ２０００年

・「情報システムの安全対策に関する中間報告書」 警察庁『情報システム安全対策研究会』１９９６年
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・「ISO／IEC１５４０８『情報技術セキュリティ評価基準』のご紹介」 情報処理振興事業協会セキュリティ

センター １９９９年
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１ はじめに

近年、わが国においては個人金融（リテール）

業務が再び注目を集めている。金融自由化以前の

１９８０年代後半には、エクイティファイナンスなど

大企業の直接金融へのシフトを背景に、大手金融

機関が中小金融機関の本来得意とする領域へ進出

することによるリテール市場での競争が話題と

なったが、最近の傾向としては次のような２つの

大きな流れがあるものと思われる。

１つは、さくら銀行と富士通によるインター

ネット専業銀行設立、ソニーの銀行業務進出にみ

られるように、インターネットの普及がこれまで

の個人金融業務を大きく変えつつあり、ネットを

活用した個人金融業務への参入が相次いでいるこ

とである。平成１１年版通信白書によれば９８年度に

おけるインターネットの利用人口は約１，７００万人、

世帯普及率は１１％まで上昇している。このような

ネットの普及により、誰もが自宅で金融取引を行

えるようになれば、金融機関がコストの高い駅前

の一等地に店舗を出店しなくても金融サービスを

提供することができるのではないかという考え方

が出てきている。

もう１つは都市銀行のコンビニへのATM展開、

地方銀行のショッピングンセンターやスーパーへ

の小型店舗設置にみられるように、個人向けの金

融業務を営む店舗の形態が多様化していることで

ある。都市部の金融機関は有人店舗の統廃合を進

める一方で、店舗外ATMまたは「無人店舗」と

よばれる店舗を増加させているほか、地方銀行の

なかには「ドライブスルーATM」やトラックに

ATMを搭載した「移動店舗」などで個人顧客の

金融取引ニーズに応えている事例もみられる。

本稿においては、このように環境変化の著しい

個人金融業務に着目し、金融機関と個人顧客の接

点（デリバリーチャネル）の現状をとらえ、チャ

ネルのなかでも最も伝統的かつ重要なチャネルで

ある「店舗」はどのような要因により出店されて

いるのかという点を明らかにすることを目的とす

る。以下の構成としては、第２節で民間銀行の有

人店舗とデリバリーチャネルに関する最近の動向

を外国の事例や論調を参考にしながらまとめてい

る。第３節ではインターネット、電話、ATM／

CDといった個人金融業務におけるデリバリー

チャネルと店舗の設置（または撤廃）との関係を

明らかにするための分析を行う。第４節はまとめ

と今後の課題である。

２ 民間銀行の店舗とデリバリーチャネル

２．１ 民間銀行の店舗

�１ 有人店舗に関する最近の動向

全国銀行（長期信用銀行、都市銀行、地方銀行、

トピックス

個人金融業務におけるデリバリーチャネルの動向１）

第二経営経済研究部主任研究官 丸山 昭治

１）本稿作成にあたっては成城大学経済学部村本孜教授から貴重な御指導をいただきました。ここに記して感謝申し上げます。
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第二地方銀行）の店舗としては、大きく有人店舗

（本支店、出張所）と無人店舗（店舗外ATM／CD

設置店舗）に分けられる。このうち、わが国全国

銀行の有人店舗数の推移をまとめたものが図表１

である。各業態別に８１年を１００とする指数で表し

ている。なお、９８年における店舗数の内訳（構成

比）は長期信用銀行・信託銀行４８９（３．１％）、都

市銀行３，００５（１９．１％）、地方銀行７，９３６（５０．４％）、

第二地方銀行４，３０８（２７．４％）である。図表１を

みると、９２年までの１０年間は各業態で僅かな格差

はあるものの右肩上がりで増加を続けてきたが、

９３年以降地方銀行を除く業態で減少傾向が目立つ

ようになり、９７年から９８年にかけてこれらの業態

では減少傾向がさらに顕著になっている。図表１

にある期間には協和銀行と埼玉銀行、三井銀行と

太陽神戸銀行、東京銀行と三菱銀行の合併が含ま

れており、都市銀行による重複店舗の統廃合によ

る減少もみられるが、近年では銀行の経営破綻と

いうこれまでにない要因を考慮する必要がある。

経営破綻銀行の扱いについては、営業譲渡された

銀行は譲渡先の店舗数として計上されるが、９８年

度の計数には破綻が認定された日本長期信用銀行、

日本債券信用銀行、国民銀行、東京相和銀行、幸

福銀行、なみはや銀行の店舗数は計上されていな

い。

�２ 地方銀行の有人店舗

図表１においては、地方銀行の店舗だけが９０年

代に入ってからもほぼ横ばいで推移しており、他

の業態の動向とは傾向が異なっている。８０年代か

ら９０年代を通して地方銀行の経営破綻や合併の例

がないことも背景にあるが、業態別に店舗戦略が

同一でない可能性を示唆している。ここでは詳し

く立ち入らないが都道府県別データを利用して銀

行の店舗数を人口と可住地面積、大都市を表すダ

ミー変数で説明する推計を試みたところ、都市銀

行や第二地方銀行などでは自由度修正済み決定係

数が０．９以上となり、これらの変数でほぼ店舗配

置を説明できるのに対し、地方銀行の同決定係数

は０．２５程度と人口、面積要因では十分説明できな

いことを示す結果となった。そこで、地方銀行の

中には都道府県の指定金融機関に指定されている

機関が多いことに着目し、地方銀行が指定金融機

関となっている都道府県２）を１とするダミー変数

図表１ 民間銀行有人店舗数の推移

（注） 本支店および出張所の合計。ただし出張所には店舗外現金自動設備を含まない。
（出所） 日本銀行「経済統計年報」
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を加えて再推計したところ、同ダミー変数はプラ

スで有意となり推計式の当てはまりも向上した。

指定金融機関とは、地方自治法に基づいて地方

自治体の公金の収納や支払いの事務を取り扱うこ

とを指定された金融機関のことであり、市町村の

指定金融機関も金融機関の店舗がないなどの場合

を除いて都道府県の指定金と同一であることが多

い。近年では地方自治体の財政事情が悪化してい

ることから優良貸出先であるはずの自治体との取

引も環境が変化しているが、一方で指定金として

できるだけ多くの店舗を出店することにより、或

いは他の金融機関が店舗を閉鎖するような場所に

おいても引き続き店舗での取引を継続することに

より地域経済における存在を維持する必要がある

という、他機関にはみられない戦略で店舗を配置

していることが考えられる。

�３ 今後の店舗動向について

今後の有人店舗数については、大手行を中心に

ある程度の方向性を予測することが可能である。

都市銀行を中心とする一部の銀行は、不良債権処

理に対応するための充分な資本増強を図るために

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関す

る法律（９８年１０月成立）」に基づき公的資金を申

請し、資金を受入れている。９９年中に公的資金を

受け入れた銀行とその時期は、日本興業、第一勧

業、さくら、富士、住友、大和、三和、東海、あ

さひ、横浜、三井信託、三菱信託、住友信託、東

洋信託、中央信託（３月）、足利、北陸、広島総

合、琉球（１１月）、熊本ファミリー（１２月）の計

２０行である。これらの銀行は経営合理化のための

方策として今後数年間にわたって人員、店舗を削

減することとしている。

さらに、外資系金融機関との競合に対抗するた

め、或いは地域におけるトップバンクを目指すた

めなどの理由により合併、業務提携、持株会社方

式による事業統合が相次いでいる。９９年中に合併

や統合が発表された主な銀行と合併・統合時期は、

大阪・近畿（２０００年４月）、北洋・札幌（２００１年

春）、住友・さくら（２００２年４月まで）、東海・あ

さひ（２０００年１０月）、庄内・殖産（２０００年１０月）、

日本興業・第一勧業・富士（２００２年）である。マ

ネーセンターバンクを目指す大手銀行の事例とは

異なり、地域の金融機関では同一府県内を本拠と

する地方銀行の合併・統合となっていることから

重複する店舗の割合も高いものと思われ、これら

の銀行においても店舗統廃合が進むものとみられ

る。

２．２ 民間銀行のデリバリーチャネル

�１ デリバリーチャネルとは

銀行が個人顧客に対して金融サービスを提供す

る手段は有人店舗だけに限られない。個人金融業

務において、「銀行の金融サービスを顧客に伝達

する手段、ツール」はデリバリーチャネルとよば

れる。木村（１９９９）では、デリバリーチャネルを

顧客来店型のフィジカル・チャネル、顧客在住型

のリモート・チャネル、顧客携帯型のポータブ

ル・チャネルに３分類しており、図表２にはこの

うちフィジカルとリモートのチャネルをまとめた

ものを掲載している。

フィジカル・チャネルの中でも比較的一般的な

のは支店内外のATM／CDであろう。CDとよばれ

るオンラインの現金自動支払設備が導入されたの

は７１年のことであり歴史は比較的浅いものである

が、９１年には都市銀行、地方銀行による休日稼動、

２）９８年度において、４７都道府県の中で地方銀行が指定金融機関でないのは、北海道（北海道拓殖銀行の経営破綻後、第二地銀の
北洋銀行）、埼玉県（あさひ銀行）、東京都（富士銀行）、愛知県（東海銀行）、大阪府（大和銀行）、兵庫県（さくら銀行）の
６都道府県である。なお、長崎県は十八銀行と親和銀行、沖縄県は琉球銀行と沖縄銀行が１年交代で指定されている。また、
山陰合同銀行は鳥取県と島根県両県の指定金となっている。
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９４年には国内で初めて２４時間稼動させる金融機関

が現れており、国民当りのATM／CD数では世界

に例がないほどの高い水準にある。リモート・

チャネルのなかでは郵便と電話によるサービス提

供が広く実施されている。『平成１０年度通信利用

動向調査（郵政省）』によれば、金融業のDM利

用率は平成１０年において５３．６％と、サービス業

（２３．３％）、卸・小売業（２２．１％）などより高く、

金融機関によるDMの平均発送回数は１５．６回、１

回あたりのDM発送通数は１，１５６通となっている。

顧客のなかでも富裕層に対してDMを送付して金

融商品の宣伝をするだけでなく、店舗にメール

オーダーの申込書を配置するなどの形態で郵便が

用いられている。電話に関しては、これも比較的

富裕層を対象として電話で金融商品の販売促進を

する（いわゆるテレマーケティング）ほか、顧客

から電話・FAXで問い合わせに応じられるよう

コールセンターを設置している銀行もみられる。

�２ インターネットバンキング

リモート・チャネルの中で現在最も注目されて

いるのがパソコンやインターネットを使って金融

サービスを提供する、いわゆるインターネットバ

ンキングであろう。インターネットバンキングが

従来までの郵便や電話を使ったサービスと異なる

側面は、顧客に関する情報生産の機能であると思

われる。金融仲介における情報生産とは顧客に関

する情報を収集・分析・保管することである。イ

ンターネット取引の場合、対象となる顧客はイン

ターネットを利用している顧客に限られており取

引の継続性が期待できるほか、取引記録もデータ

として蓄積可能なことから、情報を統合・分析す

るシステムを構築していれば情報の分析・保管も

可能となる３）。これは他のリモート・チャネルに

ないインターネットの特徴であり、ネット専業銀

行が生まれる背景であるものと思われる。

その他に注目すべきことはインターネットを利

用している年齢層である。図表３は米国における

デリバリーチャネル別にみた利用者の年齢層と利

用頻度を表しているものである。これによると、

店舗に関しては高年齢層は支店を訪問するのに対

して若年層ではATMの利用が中心である。イン

ターネットや電話等リモート・ツールを利用する

顧客はATMの利用者層と近いものがある。また、

図表２ デリバリーチャネルの種類

（出所） 木村（１９９９）より作成

３）インターネットバンキングの導入を含めて、金融機関にとって新規事業への進出や顧客管理の充実のためには大掛かりな情報
システム投資が必要となるため、主に地方銀行を中心に同系統のシステムを構築している複数の金融機関がシステム統合に取
り組む事例が多くなっている。しかし、システムを構築するのは金融機関ではなくネットワーク事業者であるため、顧客から
の情報を実質的に収集するのはシステム構築者であり、顧客との「直接の」接点を放棄してしまった銀行は対個人のマーケティ
ングには手を出しにくい仕組みになっているという指摘もある。福井他（１９９７）参照。
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インターネットバンキングの若年層の利用者は年

を経ても依然としてリモート手段による金融取引

を行うことに支障がないことが予想されるため、

２０年後、３０年後には若年、壮年層だけでなく高年

齢層においてもリモート手段の利用頻度が上昇し

ている可能性が高い。

�３ 欧米諸国のデリバリーチャネル

わが国の銀行の中でインターネットバンキング

を導入する事例は増えてきているが、ネットバン

キングが最も盛んなのが米国である。全米でネッ

トによる金融サービスを利用している人は６００万

人といわれるが２００３年には２，０００万人を突破する

という予測もある。最大級のネット顧客をもつ

ウェルズ・ファーゴやシティグループ、バンクオ

ブアメリカはすでに１００万口座を達成している。

また、営業店舗網をもたないネット専業銀行

（バーチャルバンクともよばれる）としては９９年

時点で８社が免許を受けており、保有口座は１社

あたり数万件の水準であるが高金利預金等で地理

的な制約を超えて顧客を集めている。英国では

HSBCが衛星通信と受信機を利用したTVバンキ

ングを開始しており、クレジットカード残高や入

出金照会、住宅ローンなどの個人向け融資、公共

料金の振込などが可能である。人口密度が低く、

店舗の設置・運営コストが高いオーストラリアや

スカンジナビア諸国では有力携帯電話会社と提携

した携帯電話による金融サービス（モバイル・バ

ンキング）が注目を集めている。

�４ デリバリーチャネルのコスト

それでは銀行がデリバリーチャネルを選択する

にあたって重視する要素であるコストにはどのよ

うな違いがみられるのであろうか。米国における

チャネル別にみた１件当りの取引コストを表した

のが図表４である。これによると、電話による取

引の単位当り取引コストは有人店舗での取引の

１／２、ATMは１／４、インターネットバンキン

グは１００分の１にすぎないことがわかる。わが国

の銀行の中にも電話やインターネットを使って取

引を始めた場合、預金・貸出金利や取扱手数料を

優遇するケースがみられるが、小口・大量で定型

的な取引の場合、このようなコスト構造がATM／

CDや店舗を介さないリモート・チャネルに顧客

を誘導する背景となっているものと思われる。

店舗の設置コストに関しては、店舗形態別にフ

図表３ デリバリーチャネルの利用年齢層と利用頻度の関係

（出所） James Essinger［１９９９］
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ルラインを取扱業務とする店舗から、限定された

業務だけを運営する小型店舗では大きく異なり、

L.J. Radecki、J. Wenninger、D.K. Ortow［１９９６］

によれば、米国においてインストアブランチとよ

ばれる小売業内店舗の設立コストは２０万ドルから

３０万ドルと、有人店舗の１００万ドルと比較して

１／３から１／５程度となっているという４）。わが

国においてもショッピングセンター（SC）など

で地域金融機関がインストアブランチを出店する

事例が増えてきている。９９年４月時点で信用金庫

や信用組合を含めた民間金融機関全体でも５０店舗

程度と米国の５，０００店以上と比べてまだ一般的な

店舗形態としての地位を確立していない状況にあ

るが、同店舗の出店コストはフルラインの３億円

に対してその１０分の１程度ともいわれており、低

コストで効率的により多くの顧客に対してアプ

ローチする手段として注目を集めている５）。

２．３ デリバリーチャネル多様化の意義

わが国においても今後インターネットやテレビ、

携帯電話などリモート・チャネルが多様化してい

く可能性が高いと思われるが、この動きは既存の

有人店舗に代替できる程の機能を有するものであ

ろうか。デリバリーチャネルの多様化については、

F.S. Mishikin、P.E. Strahen［１９９９］において、

コールセンター、ATM／CD、ホームバンキング

などの手段は取引コストを削減し、顧客の利便性

を高めるとしており、こうしたリテール業務にお

けるチャネルの多様化は、地理的なマーケットの

サイズと競合を拡大させる一方、フルサービスを

実施する店舗はスーパーマーケット店舗に代替さ

れる、としている。確かに、顧客のニーズに応じ

たチャネルが提供され、金融業界以外からもサー

ビスが提供されるようになれば、既存の銀行およ

びその店舗網のもつ役割も変化が余儀なくされる

かもしれない。しかし、A. Bird［１９９８］が述べ

図表４ デリバリーチャネル別の取引コスト

（出所） American Banker

４）L.J. Radeckiらがこの論文の中で紹介している「スーパーマーケット・ブランチ」とよばれる小型店舗の概要は次の通り。店舗
面積は４００～６００m２で、６人程度の行員がおり、２か所の窓口、１～２台のATM、コールセンターに直接つながる端末、テレ
ビ電話、自動与信機が設置され、コンサルティング用の応接コーナーが１つある。これに対して比較対象であるフルブランチ
は面積５，０００m２で従業員１２人の店舗である。

５）同論文では低コストの小型店舗の出現は銀行サービスへの参入障壁を低下させることから、営業コストを引き下げることが可
能となり、経営の効率性向上を通じて消費者に利益を還元させることができるという意義を強調している。しかし、一方でイ
ンストアブランチなどの手段により、消費者の間に広く銀行の名前が知れわたることになれば、そのような出店競争に立ち遅
れた銀行や中小の金融機関は取引基盤を失うことになりかねず、銀行間の競争が激しくなることもあり得るとしている。
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るように、「リモート手段が重要になってきてい

るものの、銀行店舗の役割が消滅してしまったわ

けではない。銀行店舗のコストは高いが、店舗は

多大な収益をもたらす一手段である。金融サービ

ス、特に顧客の意思決定場面においては顧客と銀

行員の対人取引は依然として重要」なのであり、

デリバリーチャネルの多様化が有人店舗のもつ機

能の一部を代替することはあっても、店舗におい

て金融サービスを提供することは顧客にとって金

融機関の存在を確認できる最も有力かつ確実な方

法であり、リモート・チャネルに全て置き換える

ことはできないものと思われる６）。

３ デリバリーチャネルと店舗配置に関する分析

３．１ リモート・チャネルによる金融サービスの

分類

以下では、デリバリーチャネルの多様化が銀行

の店舗に対する考え方にどのような影響を与えて

いるのかという問題意識からテレホンバンキング、

インターネットバンキングというリモート・チャ

ネルやATM／CDというより簡易なフィジカル・

チャネルを活用したサービスの実施と店舗の設置

動向の関係を捉えることにする。

まず、テレホンバンキング（以下、TB）とイ

ンターネットバンキング（以下、IB）のサービ

ス実施状況について概観することにする。サービ

ス実施の有無は９９年１２月時点において、各金融機

関が提供しているホームページを確認する作業に

よった。以下にあるtel １、tel２、net１、net２

の内容は以下の通り。

�tel１（テレホンバンキング１）：加入電話ま

たは携帯電話によるサービスによって、顧客から

の注文・問い合わせをオペレータまたは自動応答

機能により整備していること。このうち金融取引

に対する問い合わせ、口座の残高照会を実施して

いる銀行。

�tel２（テレホンバンキング２）：tel１と同様

の方式で電話による振込・振替など資金移動サー

ビスを実施している銀行。

�net１（インターネットバンキング１）：銀行

の開設しているホームページにおいて、WEB上

で金融取引に対する問い合わせ、口座の残高照会

ができる銀行。

�net２（インターネットバンキング２）：銀行

の開設しているホームページにおいて、WEB上

で振込・振替など資金移動サービスを実施してい

る銀行。

TBおよびIBについて、「問い合わせ・残高照

会」と「資金移動」という２つの分類を行ったの

は、資金移動サービスを提供するためには不正使

用を防止する観点からパスワード管理、口座確認

など厳重なセキュリティ管理が必要であり、より

多くのシステム投資が求められることから、問い

合わせや残高照会のみのサービスを行う場合に比

べてTBやIBを実施する銀行のリモート・チャネ

ルに対する問題意識がより強いものと考えられる

ためである。

３．２ テレホンバンキングとインターネットバン

キングの関係

TBとIBを実施している銀行の相関関係を求め

ると、TBについては、Tel１とTel２の相関係数

は＋０．８６と、他のどのツールの組み合わせよりも

高く、TBを導入している銀行の多くは資金移動

６）米国において、従来型の店舗によるサービス提供とインターネットによる取引を行うことにより店舗という物理的なチャネル
とリモート・チャネルの融合に成功している企業は、従来型の店舗による営業をおこなっている企業の代名詞である‘Bricks
and Mortar（れんがとモルタル）’をもじって‘Clicks―and―Mortar’といわれる。これまでバーチャルな手段のみで商品を販売
することに成功してきたネット専業企業であっても、目にみえる店舗を持ち、複数の手段で顧客にアプローチする方が自社の
商品を認識させるためのコストを安くすることで収益に貢献できるという見方がある。９９年末号のTIME誌参照。
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サービスまで提供している状況にあるといえる。

TelとNet間の相関係数はそれぞれ＋０．３程度と正

の関係にあるが水準自体はそれほど高くない。そ

の他で相関の高い組み合わせはNet１とNet２で

＋０．５４程度である。IBについてサービス実施機

関を確認すると、Net１を実施している機関が

Net２を実施するという組み合わせが比較的多く

なっている。

個人金融業務におけるリモート・チャネルの選

択については、特に電話とインターネットに限れ

ば一方のサービスを提供することが他方のサービ

スを同時に実施していることを意味するものでは

なく、比較的独立して選択されていることが伺わ

れる。ただし、銀行までのアクセスコストが高く

容易に銀行へ出向けない顧客にとっては、残高照

会サービスも現在取引できる金額を確認するため

には欠くことのできないサービスではあるが、そ

れだけでは取引ができる金額を確認するだけにと

どまるため、顧客がTBやIBだけで金融取引を完

結させるためには、現金を預け入れたり、引き出

すことが出きるサービスや取引のしやすい金融機

関に資金を移動させる必要がある。したがって、

例えばNet１のサービスを立ち上げてから利用者

数、利用件数をみながらより顧客にとってより利

便性の高いNet２の導入を検討するという傾向が

あるのかもしれない。

３．３ デリバリーチャネルの選択と銀行店舗設置

に関する分析

�１ 金融仲介業務における情報生産

これまでは電話とインターネットという２つの

リモート・チャネルによる金融サービス提供につ

いての現状をみてきたが、これらのチャネルと店

舗設置の関係についての分析を以下で行うことに

する。銀行は店舗を出店、撤廃するにあたっては

ATM／CD、TB、IBなど店舗以外のデリバリー

チャネルの存在から影響を受けることが予想され

る。店舗で可能なサービスを提供することができ

るチャネルについては、そのチャネルにより店舗

の機能を代替させることが予想される。以下では

店舗の機能を代替する手段として注目されている

ATM／CD、電話、インターネットによるサービ

ス提供と店舗数の増減との関係を調べることにす

る。

また、店舗の設置に関しては金融仲介業務の増

減、あるいは預貸業務からの情報量の変化にも影

響を受けるため、情報生産量の代理変数として預

貸業務に関する金額を説明要因として加えること

にする。金融機関の機能としては大きく資金仲介

と決済手段提供に大別され、資金仲介機能はさら

に情報生産と資産変換という機能に分けられる

（岡部（１９９９））。このうち情報生産とは顧客に関

する情報を収集・加工・保管することであり、現

実の預貸業務との関係では貸出を行うにあたって

の貸出先の事前審査、貸出を実行してからのモニ

タリングが典型的な情報生産であるとされるが、

貸出の実行は預金取引があることを前提としてい

ることもあり、顧客に関連して生み出される情報

の源泉は貸出業務のみならず預金業務にもあるも

のと思われる。そこで預金と貸出業務から得られ

る情報をそれぞれの金額の合計として、預金と貸

出を合計した金額を求めることにより、預貸金額

に代表される情報生産量と店舗配置の関係をみて

いくことにする。貸出に関する情報のなかには、

預金に関する情報から派生的に生産される情報が

含まれていることが予想され、このような考え方

によれば顧客情報の代理変数として貸出金額と預

金金額を合算することには問題が残されているが、

近似的な変数として用いることにする。

金融仲介を行う銀行の情報生産には、従業員、

店舗・ATMネットワークをはじめとして固定費

が大きく、複数の業務に共通の生産要素を用いる
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ことから規模の経済性、範囲の経済性が働くとさ

れているが、預金や貸出などの形で業務を拡大す

る金融機関ほど収益や費用の面で経済性を発揮す

ることが可能となり、店舗・人員に対する投資を

増加させることが可能になるものと思われる。そ

こで、以下の分析では預金量にくらべて貸出量が

相対的に少ない個人金融業務７）に関しても同様の

ことがいえるのかという点について比較検討する

行うことにする。

�２ 使用データ

推計で使用するデータの対象は長期信用銀行、

信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行の

うち、経営破綻その他の理由で９７年から９９年まで

に利用不能なデータがない全国銀行１３８行である。

データは預貸金額、個人預貸金額、店舗・ATM

／CD関連の計数については『ニッキン資料年報』

各年版、リモート・チャネルよるサービス関連の

変数は前節で使用したデータを利用している。記

述統計量は図表５のとおりである。銀行店舗数お

よびATM／CD台数、個人預金量、個人貸出量は

９９年３月期の計数を掲載しているが、今回の分析

で使用するのは９７年３月期から９９年３月期までの

変化分である。預貸金額も対象時期は９７年から９９

年までであるが、この計数からは個人向け預貸金

額を除いているため、「企業向け預貸金額」と捉

えることができる。TBについては、Tel１とTel

２の相関が高いことを考慮して、どちらかのTB

サービスを実施していれば１とするTBダミーを

新たに追加しているが、IBに関しては前節の定

義によるサービスを実施していればそれぞれ１と

するダミー変数を採用している。

公的資金ダミーとは、９９年以降に公的資金を申

請し、資金注入がなされた金融機関を１とするダ

ミー変数である。公的資金を受け入れた銀行は第

２章でみたように経営資源を効率化することを

「公約」しているが、公的資金注入以前にも経費

削減策として人員と店舗を大幅に減少させている

ことが予想される。さらに図表５には掲載してい

ないが、中央信託銀行と北洋銀行を１とする変数

を営業譲渡ダミーとして分析に加えている。これ

は、１９９７年の北海道拓殖銀行の経営破綻に伴い、

同銀行のもつ営業資産を両行に譲渡したことから、

中央信託銀行では本州の旧拓銀支店、北洋銀行は

北海道の支店を引き継いだことにより、対象とな

る期間中に店舗数が急増していることを考慮した

７）貸出と預金の比率である預貸率は業態別で８０％から１００％の水準にあるが、これを個人向け業務に限定して個人貸出と個人預
金の比である「個人向け預貸率」を業態別に計算すると、９８年度では金融債を発行しているため預金の割合が低い長期信用銀
行（１８７．４％）を除いて、都市銀行（３５．５％）、第二地方銀行（２７．０％）、地方銀行（１８．９％）、信託銀行（５．５％）と企業向け
取引を考慮した全体の預貸率を大きく下回っている。

図表５ 記述統計量

Mean Maximum Minimum Std. Dev. Sample

銀行店舗数

銀行ATM／CD数
個人預金・貸出金額

個人預金額

個人貸出金額

TBダミー

IB１ダミー

IB２ダミー

公的資金ダミー

１１０．９３４８

５５７．３９８６

２，２４３，３９２

１，７１５，２６８

５２８，１２４

０．３７６８

０．４７１０

０．２０２９

０．１３７７

４８２．００００

４，５５９．００００

２３，３４８，３００

１６，８７３，３００

７，２７９，５００

１．００００

１．００００

１．００００

１．００００

１９．００００

２９．００００

１２５，８８６

４６，９４１

２１，１１６

０．００００

０．００００

０．００００

０．００００

７５．５３０８

７５１．７４５５

３，８１１，７４３

２，６７４，１９３

１，１５８，４７８

０．４８６４

０．５０１０

０．４０３６

０．３４５８

１３８

１３８

１３８

１３８

１３８

１３８

１３８

１３８

１３８
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ものである。

�３ 分析方法

分析の方法はOLSを用いた。したがって推計す

る式は以下の通り。

△Branchi＝αi＋β１＊△tradei＋β２＊△Ind-

tradei＋β３＊△ATM／CDi＋β４＊Teli＋β５＊

Net１i＋β６＊Net２i＋β７＊Publici＋β８＊

Salei＋ui

（Branch：銀行店舗数、trade：企業向け預貸

金額、Indtrade：個人向け預貸金額、ATM／

CD：ATM／CD台数、Tel：テレホンバンキング

ダミー、Net１およびNet２：インターネットバ

ンキングダミー、Public：公的資金ダミー、

Sale：営業譲渡ダミー）

ここで△は２決算期間の変化分を表している。

デリバリーチャネルのダミーであるTel、Net１、

Net２についてはどの組み合わせでも変数間の相

関が高くないことを確認しているほか、水準でみ

ると相関が高い預貸金額（trade）と個人預貸金

額（Indtrade）についても、前年との階差を計算

した上で、同時に説明変数として推計している。

�４ 推計結果

推計結果は図表６のとおりである。推計式�１で

はダミー変数を除いた説明変数で推計しているが、

預貸金額の変化分とATM・CDの変化分が有意に

プラスとなっている一方で個人預貸金額の変化分

が有意にマイナスとなっている。企業向けの預貸

取引を増加させた銀行ほど情報生産に関する経済

性を背景として店舗網を拡大することが可能に

なっていることを示唆しているものと思われる。

図表６ 銀行店舗数増減に関する要因分析�１

Branch

�１ �２ �３

C

Trade

Indtrade

ATM／CD

Tel

Net １

Net ２

Public

Sale

R̄
2

F–Stat

－３．８５３２０２＊＊

（－５．４５８）

４．３３E―０６＊＊

（５．８６７）

－３．８７E―０６＊＊

（－２．１１９）

０．１２６２７２＊＊

（１５．８１７）

０．７１２１８８

１１４．００１５

－０．４６７８４６

（－０．６５０）

３．８４E―０６＊＊

（６．２７７）

－２．３３E―０６＊

（－１．７１９）

０．０５４６７９＊＊

（５．９６２）

－１．１７０７８７

（－１．２０６）

－１．０７７６３３

（－１．００９）

－２．５７５１９＊

（－１．８９８）

－４．２０６０６＊＊

（－２．７４３）

５８．９０４８３＊＊

（１０．０５０）

０．８４８３２

９６．７７７３９

３．７７E―０６＊＊

（６．１０３）

－２．７４E―０６＊＊

（－２．０１５）

０．０４５６１＊＊

（５．５６６）

－４．３４３８１３＊＊

（－３．９００）

－４．９６２３８６＊＊

（－３．３３７）

６２．９５８８＊＊

（１１．２１３）

０．８４７０９２

１２７．４９４４

（注） カッコ内はt値。表中の＊＊は有意水準５％、＊は同１０％で有意

であることを示している。
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しかし、個人向け金融業務の影響に関しては企業

向けの場合とは逆の影響を持ち、個人向け預貸業

務の拡大は逆に店舗網の効率化を促す性格を持っ

ていること、ATM／CDと店舗は個人顧客との接

点という意味では補完的な関係にあることが分か

る。特に後者に関しては、ATM／CDの設置が有

人店舗に関する経営戦略と密接に関係しているこ

とを示す結果となっており、ATM／CDの設置と

有人店舗の設置は一方が他方を補完する意味合い

を持っていることを示している。

推計式�２では推計式�１にリモート・チャネルに

関するダミー変数のほか、公的資金を申請した銀

行、北海道拓殖銀行の経営破綻により店舗数が急

増した銀行を反映するためのダミー変数を追加し

て推計している。説明力は推計式�１に比べて向上

している上、預貸金額関係、ATM／CDについて

の符号は推計式�１と同様である。リモート・チャ

ネルに関する変数のなかでは資金移動を伴うサー

ビスを提供していることを示すNet２のみが有意

にマイナスの結果となっているが、その他のチャ

ネルの変数であるTel、Net１についてはマイナ

スという符合条件は満たしているものの有意な結

果が得られていない。公的資金と営業譲渡のダ

ミー変数についてはいずれも期待通りの結果が得

られている。

推計式�３は推計式�２において有意でなかった説

明変数を落して推計したものであるが、各変数の

符号条件および有意性は推計式�２の場合と大きく

異なることがない。これらの結果、預貸金額で代

表される情報生産量の店舗設置への影響について

は対企業取引と対個人取引とでは効果が異なり、

前者における業務の拡大は店舗の設置に対して正

の効果を持つことが分かった。一方、デリバリー

チャネルとよばれる有人店舗とATM／CD、TB、

IBの関係については、有人店舗とATM／CDは補

完的、店舗と資金移動サービスを伴うIBは代替

的な関係にあり、TBおよび残高照会・問い合わ

せのみをサービス内容とするIBについては概ね

代替的な関係にあるものとみられるが、その効果

については統計的に有意ではないことが判明した。

３．４ 業態別にみた推計結果

前節で推計の対象としたのは全国銀行のクロス

セクションデータであったため、業態毎の属性に

ついては明らかにすることはできなかった。そこ

で以下では銀行の店舗数の増減を決める要因を業

態別に推計することとする。ただし、都市銀行や

長期信用銀行などはサンプル数が過少であるため、

個人・中小企業向けの金融機関としての設立経緯

をもつ第二地方銀行とその他の銀行という区分を

設け、銀行の店舗数への影響を業務上の性格の違

いから明らかにする。金融仲介業務の指標として

再び預貸金額を取り上げるが、公的資金ダミーは

それぞれの業態で対象となる銀行が少ないためこ

こでは加えていない。

推計結果は図表７の通りとなっている。推計式

（Ⅰ）の推計結果は第二地銀を除く全国銀行を対象

としているが、これによれば、リモート・チャネ

ルに関するダミー変数および企業向け預貸業務に

関する影響は全銀行を対象とした推計と比べてそ

れ程変化がないものの、ATM／CD増減分の係数

と個人向け預貸業務の係数が有意でなくなってい

ることが注目される。長期信用銀行をはじめこの

業態においては個人顧客の割合が低いため、個人

金融業務の動向が店舗配置への意思決定につなが

りにくいことを示しているものと思われる。また

ATM／CDについては統計的に有意ではないもの

の、ATM／CDネットワークの整備は店舗の設置

に対して負の影響を持つという意味で店舗と代替

的な役割を果たしており、大手機関を中心に経営

効率化を目指して有人店舗の廃止と無人店舗の増

設を進めている動向を表しているとみることがで

９７ 郵政研究所月報 ２０００．４



きる。

一方、推計式（Ⅱ）で表される第二地銀の推計式

の説明力は向上している。顧客基盤が個人および

中小企業に比較的限定されている第二地方銀行に

ついてみると、個人預貸金額とATM／CD台数に

ついては前節までの推計結果と同様の傾向にある

といえる。ところがリモート・チャネルに関連す

る変数の影響についてはこれまでマイナスで有意

な結果を示していたNet２の有意性が大きく低下

している。このことは第二地銀でインターネット

バンキングを導入している銀行が店舗数を変化さ

せないという仮説を棄却することができないこと

を表しており、リモート・チャネルを採用するこ

とによる店舗設置への影響は中小金融機関ではほ

とんどみられないことを示唆している。第二地銀

の顧客基盤としての個人の占めるウェイトは他業

態に比べて高くなっており８）、取引先がマス層と

いう多種多様な顧客層を保有する中小金融機関の

場合は複数のデリバリーチャネルを少なくとも代

替的に捉えるのではなく、それぞれを顧客に関す

る情報生産手段として幅広く活用していることを

裏付けているものと思われる。

４ まとめと今後の課題

４．１ まとめ

これまで全国銀行の個人金融業務に関連して、

銀行と顧客の接点であるデリバリーチャネルにつ

いて、フィジカル、リモート・ツールについてま

とめてきた。わが国の銀行は経営環境の変化、不

良債権問題の拡大を背景に近年になって各業態に

おいて有人店舗数の削減を進めてきている一方で、

ATM／CDを増設するほか、小型店舗に注目が集

まっている。また、店舗以外の手段として電話、

インターネットなどリモート・チャネルは海外の

みならずわが国金融機関においても一般的な個人

顧客へのアプローチ手法となりつつある。

全国銀行のクロスセクションデータを使った分

析の結果、店舗とATM／CDとは補完的な関係に

ありATM／CDを増加させている銀行は有人店舗

も増加させていること、リモート・チャネルに関

しては資金移動を内容とするインターネットバン

キングには店舗と代替的な関係がみられるものの、

テレホンバンキング、残高照会・問い合わせだけ

のインターネットバンキングとは店舗設置との有

意な関係がみられなかった。特にインターネット

を使った金融サービスは情報の蓄積が比較的容易

で、顧客からの継続的な取引が期待できるという

点でその他の手段とは異なる機能を有していると

８）９９年３月期における各業態の預貸総額に占める個人向け預貸金額の割合は長期信用銀行（８．７％）、信託銀行（２３．４％）、都市
銀行（３５．５％）、地方銀行（４０．９％）、第二地方銀行（４５．６％）となっている。第二地方銀行の総預金全体に占める個人預金の
割合は６８．４％、個人貸出の比率は２２．８％といずれも他の業態に比べて高くなっている。

図表７ 銀行店舗数増減に関する要因分析�２

Branch

（Ⅰ） （Ⅱ）

C

Trade

Indtrade

ATM／CD

Tel

Net１

Net２

Sale

R̄
2

F–Stat

０．４８５３２

（０．３５９）

４．８３E―０６＊＊

（７．２７７）

－１．５７E―０６

（－０．９９１）

－０．００４４７７

（－０．１６５）

－１．０６４７３４

（－０．７５７）

－０．６２４３０２

（－０．３７９）

－３．２８８７３４＊

（－１．７４２）

６０．１９９４５＊＊

（８．６８４）

０．７２０１４２

３０．４０８４１

－１．６９５１４２＊＊

（－２．２８３）

６．４１E―０６

（０．６８５）

－２．５４E―０５＊＊

（－２．０５０）

０．１１１６４５＊＊

（４．６０８）

－１．２０９８６

（－１．０３３）

０．４００４９９

（０．３６３）

－０．４１５０７７

（－０．２４０）

２０．６１４４９

（０．９３２）

０．９５００２９

１５３．０９１４

（注） カッコ内はt値。表中の＊＊は有意水準５％、＊は同

１０％で有意であることを示している。
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いえるが、業態別に分析したところインターネッ

トバンキングの店舗設置への影響は、特に顧客基

盤が小口で取扱件数が多い中小金融機関において

はリモート手段と店舗との有意な代替関係がみら

れなかったことから、これらの手段も店舗と一体

的な手段として顧客への利便性を向上させるため

に利用されていることが窺われ、リモートツール

の採用が既存の店舗を代替してしまうものではな

いことを示す結果となった。

４．２ 今後の課題

今後の個人金融業務における店舗の役割を考え

るにあたっては、わが国でもようやく法制度が整

備されつつある「証券化Securitization」を考慮

に入れる必要があるように思われる。証券化の機

能には、銀行にとって自らの貸出債権を市場に売

却することで信用リスクの負担を投資家に移転す

る一方で、審査・債権管理という情報生産に関わ

る機能に特化できるという機能を有しており、こ

の手法が定着すれば預金・貸出金額の多い金融機

関ほどより多くの情報生産機能を発揮していると

いう従来からの考え方自体が成り立たなくなるこ

とになる。

わが国においては今年度初めて住宅金融公庫に

よる住宅貸付債権の証券化が行われる計画がある

など注目を集めてはいるが、民間銀行による住宅

ローンの証券化は未だに数件のレベルにとどまっ

ている。しかし、特性の異なる複数の小口債権を

プールすることによりリスク分散を図ることがで

きるという証券化の特性を考えれば、キャッシュ

フロー（原債務者からの弁済金等）の見通しが立

てやすく、信用リスクの属性が一様でない個人金

融業務（住宅ローン、クレジットカードローン、

自動車ローンなど）の証券化市場が米国と同様に

わが国でも拡大していく可能性が高い。証券化を

始めとする金融技術革新の進展により、各金融機

関は個人金融業務において専門化・細分化された

業務分野に店舗、人員といった経営資源を集中さ

せていくことになろう。この時、銀行のデリバ

リーチャネルも経営戦略に応じて形態・機能とも

に一層多様化していくことが予想されるが、こう

した観点からの分析については今後の課題とした

い。
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クス」が現実的」日経デジタルマネーシステムズ

福井和夫編（１９９７）『ネットワーク時代の銀行経営』富士通ブックス

堀内昭義（１９９２）『金融論』東京大学出版会

松浦克己、コリン・マッケンジー（１９９９―２０００）「シリーズ・応用計量経済学」郵政研究所月報各号

村本孜（１９９４）『制度改革とリテール金融』有斐閣

吉野直行・和田良子（２０００）「家計の金融資産選択行動のパネルデータ分析」松浦克己・吉野直行・米

澤康博編『変革期の金融資本市場』日本評論社

金融情報システムセンター（１９９９）「金融情報システム白書（平成１１年版）」

金融通信社『ニッキン資料年報』各号

日本銀行『経済統計年報』、『都道府県別経済統計（平成８年版）』
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郵貯振興会『個人金融年報』各号

日本経済新聞、日経金融新聞

G・S・マダラ（１９９６）『計量経済分析の方法（第２版）』和合肇訳 シーエーピー出版

Anat Bird［１９９８］“In increasingly Virtual World, Branches Still Have a Role”American Banker

October １，１９９８

Kenneth Cline［１９９９］“Superstars or Shooting Stars？”Banking Strategy July／August １９９９

James Essinger［１９９９］“The Virtual Banking Revolution”International Thomson Business Press

Douglas D. Evanoff［１９８８］“Branch Banking and Service Accessibility”Journal of Money, Credit and

Banking, Vol .２０, No .２（May １９８８）

Karl T. Greenfeld［１９９９］“Clicks and Bricks”TIME December２７,１９９９

Fredric S. Mishikin, Philip E.Strahan［１９９９］“What Will Technology Do to Financial Structure？”

NBER Working Paper No. W６８９２

Lawrence J. Radecki, John Wenninger, and Daniel K. Orlow［１９９６］“Bank Branches in Supermarkets”

FRBNY Current Issues in Economics and Finance
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１ 刊行物等の発行

�１ 郵政研究所研究叢書の発行

「変革期の金融資本市場」（２月）

「インターネットの進化と日本の情報通信政策」（３月）

�２ 金融・経済解説紙等の発行

「NEWS BRIEF（経済指標解説）」（随時発行）

「IPTPトピックス（金融経済解説）」（適宜発行）

「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

「月例経済・金融概観の解説」（２月）

「月例経済・金融概観の解説」（３月）

「大型郵便物の機械化」（３月）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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）

「構造的失業」かんぽ資金（３月号）

「１１月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（３月号）

「前島一代記（前編）」郵政（３月号）

「ていぱーく１２０％活用術�２」郵政研究（３月号）

３ 学会・大学・講演会等での発表

「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）

「経済の仕組みと最近の経済情勢について」中国郵政研修所（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）

郵政研究所通信
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「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）

「Contributions of ICT to sustainable information society―Managerial, macroeconomic, and en-

vironmental impacts in Japan―」Conference on a Sustainable Information Society for the２１st

Century（２月２１、２２日）

「経済の仕組み」近畿郵政研修所（２月２２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）

「９８年家計における金融資産選択に関する調査等について」近畿郵政局（２月２９日）

「ていぱーく１２０％活用術―郵便局における展示活動―」北海道郵政研修所（３月２日）

「電子調査における課題」ネットワーキング情報交換会（３月７日）

「企業における知的資産管理の現状と課題」日本ナレッジ・マネジメント学会第１研究部会３月

定例研究会（３月９日）

「知的障害者・要介護高齢者における情報通信の利用状況」東海電監（３月１０日）

「平成１２年度経済・金融見通し」中国郵政局（３月１３日）

「最近の経済・金融情勢」中央郵政研修所（３月１４日）

「郵便事業の動向等」北陸郵政監察局（３月１６日）

「平成１２年度経済・金融見通し」近畿郵政局（３月１６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」沖縄管理事務所（３月１７日）

「多様化・競合時代の放送」東海情報通信懇談会・デジタル放送セミナー（３月１７日）

「郵便局に関する調査」の結果概要」経済動向説明会（３月２３日）

「郵便局施設と人員の最適配置に関する数理計画モデル分析」日本オペレーションズ・リサーチ

学会（３月２７日）

４ 第１２回国際コンファレンスの開催

「デジタル・ミレニアム時代の生活者像」経団連会館（３月３日）

５ ていぱーくの特別展

・春休みこども大会「コミックボンボン・スーパーキャラクターフェスティバル」

（３月２４日�金～４月４日�火）

・第２３回「手作りの絵はがき」コンクール入賞作品展 （４月７日�金～４月１１日�火）

・全日本切手展２０００ （４月１５日�土～４月２０日�木）
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・切手クラフト展 （４月２２日�土～４月２３日�日）

・情報通信月間展 （４月２８日�金～５月１４日�日）

◆ Opinion―読者の声― ◆

本号に掲載した論文等について、皆様からのご意見をお寄せください。本誌の中で随時取り上げ

ていく予定です。宛て先は下記まで、所属先及び氏名を明記の上、お送り願います。

なお、郵政研究所では大学・研究機関等のホームページと積極的にリンクを設定していきたいと

考えております。リンクをお考えの方は下記までE―mailにてお知らせ下さい。

【御意見等の宛て先】

〒１０６―８７９８ 東京都港区麻布台１―６―１９ 郵政省郵政研究所 研究交流課

TEL：０３―３２２４―７３１０ FAX：０３―３２２４―７３８２

E―mail：www―admin@iptp.go.jp
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編集後記

新年度に入りました。今年度は省庁再編を控え、郵政研究所もどうなることやら。ど

んな形になっても研究官一同今後もがんばっていきますので、暖かく見守っていただき

たいと思います。

さて、新年度を迎えるにあたり、弊誌の送付について見直しをさせていただくことに

なりました。ご住所等変更のあった方や送付を希望されない方等の確認をするため、同

封の葉書に必要事項を御記入の上、４月２６日までにご返送願います。ご意見等の記入欄

を設けましたので、あわせてご利用いただければと思います。ご協力よろしくお願い致

します。

去る３月３日、経団連会館にて国際コンファレンスを開催致しました。多くの皆様に

ご出席いただき、一時は立ち見も出るほどで、大盛況のうちに幕を閉じました。ご出席

くださった皆様、ありがとうございました。

私事ですが、一年の育児休業を終えて、また月報の編集を担当することになりました。

よろしくお願いします。

現在は、毎朝起きて出勤することの大変さを改めて実感している次第です。と同時に、

外出して大人の世界にいることのなんと楽しいこと！赤ちゃんはとってもかわいいです

けど、とっても自己中心なので、世話をする者には、自分の時間がなくなります。主婦

とサラリーマンとどっちが大変か、と良く言いますが、どっちもそれなりに大変だと思

います。たまに、役割交換をしてみると面白いのではないでしょうか。

郵政研究所研究交流課のFAX番号が変わりました。今後は以下の番号あてご連絡等お

願いいたします。（倉澤）

FAX：０３―３２２４―７３８２

郵 政 研 究 所 月 報
第１３巻 第４号 通巻１３９号
２０００年３月２７日 発 行
発行所 郵政省郵政研究所
編 集 郵政省郵政研究所
〒１０６―８７９８
東京都港区麻布台１―６―１９
電話 ０３（３２２４）７３１０

＊本誌の無断転用、複写を禁じます。
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社会的規範としての携帯電話利用マナー 三上 俊治

移動体通信の普及動向 実積 寿也

安藤 正信
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平野 純夫

米国のアクセスチャージとその改革の意義 浅井 澄子
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