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ていぱーく所蔵資料紹介⑭

榎本武揚のジニエー電信機

この電信機は、榎本武揚が幕府の留学生としてオランダに渡った折りに、江戸

横浜間に電信を開設しようと持ち帰ったもので、フランスのジニエー社製のモー

ルス電信機です。

榎本武揚は、明治維新の混乱の中でこの電信機を失ってしまいますが、新政府

に出仕し逓信大臣となった後に、再び巡り合うことになります。

明治２１年の電気学会において、逓信省の技師吉田正秀が、講演の中で、沖牙太

郎（沖電気の創立者）が愛宕山下の古道具屋で手に入れた古い電信機を紹介しま

した。電気学会会長として出席していた榎本は、よく見るとそれが自分が持ち

帰った電信機であることに気付き、講演後の席でこの事情を語りました。これを

聞いた列席者一同は驚き、感動した沖牙太郎は、この電信機を逓信省に寄贈しま

した。

このような電気通信黎明期の逸話を秘めたジニエー電信機は、少し修理すれば

通信できる状態で当館に保存されています。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内 品川 諸侯出立

東海道最初の宿場、品川宿の入口付近を通り過ぎる大名行列を描いている。この「諸侯

出立」は初版「日之出」の後版で、初版にはない鉄砲、槍持ちの姿がある。
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日本とオランダの国際交流４００周年を祝う催しが双方で行われている。１６００年４月

１９日にオランダ船リーフデ号が豊後に到着したのが交流の端緒だったという。しかし、

日本がその後２００年に及ぶ鎖国時代に突入したことを考えると、日本にとって西洋の

先進国との開かれた交流の期間はおよそ２００年にしかならないことになる。

国際交流の進化段階を次のように捉えてみよう。その第１段階では、国内向けに製

造された物や情報、人等が国境を越えて行き交う。第２段階の「国際化」では、外国

での消費をねらいとする製品の開発と販売、外国向けの情報の提供等が行われる。そ

して第３段階の「グローバル化」では国境の存在をほとんど無視し世界市場を相手と

する製品・サービス等の提供が行われる。第３段階において企業は世界規模の競争に

さらされることになる。この意味で、日本はグローバル化の波に大きく揺り動かされ

ている。

日本の製造業が世界市場を相手に商品を開発し提供してきた実績から見て、日本企

業にとってのグローバル化は今に始まったことではない。しかし、金融、保険、情報

通信等のサービス業分野における本格的な国際競争は初めての経験である。現在の為

替レートは製造業の実力比較に対応しているとしても、サービス業の実力に対応する

とはいい難い。

郵便事業や電気通信事業はサービス業の中では特に早くから国際化していたといえ

る。外国送金、旅行小切手の購入、クレジットカード決済等のサービスを含めて、郵

便局の窓口は国際的な金融機間としての性格も備えている。しかし、インターネット

の世界拡大によって到来した本格的グローバル化時代に対する準備は十分とはいえな

い。

例えば、電子メールやファクシミリはほとんど国境を意識せず送信できるのに対し

て、郵便番号は国毎に別々に定められた独自の形態で記載しなければならない。旅行

案内は国内外を問わず多数出版されており、またインターネットのURLは国内外を

グローバル化時代に対処するために

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 苗村 憲司

巻 頭 言

郵政研究所月報 ２０００．６ ２



問わず容易に検索できるのに対して、外国の郵便番号簿や電話番号簿は主要都市のも

のでも簡単には入手できない。携帯電話を外国に持っていって自由に使えるようにな

るまで、少なくとも数年はかかりそうだ。

グローバル化時代には、さまざまなリスクが伴うのも事実だろう。インターネット

上での電子商取引における詐欺、悪徳商法を始め、違法・有害コンテントの存在、コ

ンピュータウィルス等の情報セキュリティ問題等、対処すべき課題は多い。これらは、

国内の取引に限っても存在するリスクがグローバル化によって増大した例である。

これに対して、グローバル化時代の電子商取引に固有の問題もある。取引に関わる

税の問題が一例である。インターネットのドメイン名には「jp」のように国に対応す

るものもあるが、それは必ずしも取引の行われる国を意味していないからだ。税制度

が世界規模で統一されない限り、取引の行われる国を表示する方法を定める必要があ

ろう。それは、消費者保護と個人情報保護を含む適用法制を明確化するためにも役立

つに違いない。

民間放送の広告収入がインターネットのポータルサイトに移行する可能性が現実の

ものとなりつつある。それは、広告ビジネスが一気にグローバル化することを意味す

る。平均視聴時間の長さに支えられてきた日本の広告業界はインターネット上でのグ

ローバル競争に勝てるだろうか。その結果が日本の放送業界に与える影響は重大であ

ろう。

電子商取引に関するビジネスモデル特許の存在もリスクとなり得る。特許権は国別

に出願・審査され登録されるのが原則であるから、一つの国に閉じる取引に対する権

利行使には意味があるとしても、グローバル化時代においてビジネスモデル特許がど

のような意味を持つのか、分析が必要である。コンテント取引に関わる著作権につい

ても同様の課題がある。

取引に関わる為替リスクも問題となる。欧州連合の通貨統一、南米における米国通

３ 郵政研究所月報 ２０００．６



貨の導入等の動向に対して、円の国際化は順調に進展していない。米国の高金利と日

本のゼロ金利がいずれも永久には続かないことを考えれば、今後大幅な為替変動の可

能性があり、円の信用を確保することは容易ではない。当面の対処としては、基軸通

貨のバスケット方式による取引単位の導入を検討する必要があるのではないだろうか。

例えば「（１米ドル＋１ユーロ＋１００円）／３」を単位とする案を検討したらどうか。

４００年前の日本で細々と開始された第１段階の国際交流から鎖国時代を含めて３５０年

後、ようやく第２段階の国際化が始まった。そして、今、インターネットの拡大に

よって第３段階のグローバル化時代の幕が開かれた。課題は数多く存在するが、現実

に発生した問題の解決策を検討するだけでなく、将来の方向を予想して積極的な対処

策を検討することが重要と考える。

郵政研究所月報 ２０００．６ ４



［要約］

１．銀行の店外ATMは銀行と顧客をつなぐ重要なチャネルとしてこれまで安定した発展

を遂げてきている。地銀の店外ATM設置箇所数は最近１０年間で年間約１，０００ヶ所のス

ピードで増加しており、１９９９年３月には１６，６２５ヶ所に達している。また、地銀の有人店

舗数に対する店外ATM設置箇所数の比率は１９９９年３月には約１３３％となっており、地銀

が積極的に店外ATMを展開してきたことが伺える。

２．地銀の店外ATMの展開に影響を与える要因として銀行の有人店舗数に焦点を当てて

分析を行った。その結果、地銀全体では�１預金残高に対する有人店舗数の比率が低い銀

行ほど店外ATM比率が高い、�２可住地面積に対する地銀有人店舗数の比率が低い地域

の銀行ほど店外ATM比率が高い、�３地域内の地銀有人店舗数に対する自行有人店舗数

の比率が低い銀行ほど店外ATM比率が高い、�４地域内の地銀有人店舗数に対する大手

行有人店舗数の比率が高い地域の銀行ほど店外ATM比率が低いことが示された。

３．最近では銀行が異業種との提携を通してATM網を広げていく動きが活発になってき

ている。このうち郵貯ATMとの提携については２万４千以上という郵便局の広大な

ネットワークもさることながら、それが全国にくまなく展開されていることが大きな特

徴であり、地域を問わずどの地銀にとってもネットワーク拡大のメリットが期待できる。

４．コンビニATMについては、家の近くで気軽に立ち寄れるという身近さと多くの店が

年中無休で２４時間営業という点が大きな魅力となっており、郵政研究所のアンケートで

もATMがあったらいいと思う場所のトップはコンビニとなっている。既にサービスを

開始しているイーネットは、２００１年３月にはATM設置店舗を５，０００に拡大する予定であ

る。

５．今後の地銀の店外ATM展開は、これまで以上に効率を重視した配置を行う傾向が強

まると思われる。一方コンビニATMは今後さらに活発な展開が予想されるが、銀行に

とってはコストが低い反面、銀行とコンビニという異業種間の利害が一致しない場合も

想定され、自前の店外ATMと比較して若干不安定な要素があることも否定できない。

したがって、コンビニATMに参加する銀行にとって、今後は自前の店外ATM網の効

調査・研究

地方銀行の店舗外ATM・CD展開１）

第二経営経済研究部研究官 奥田 健一

１）本稿の作成にあたっては、成城大学経済学部村本孜教授より貴重なご指導、ご助言をいただきました。ここに記して感謝申し
上げます。

５ 郵政研究所月報 ２０００．６



１ はじめに

１９７３年に日本で初めて銀行の店舗外CDが導入

されて以来、店舗外CD・ATM（以下、「店外

ATM」）は銀行と顧客をつなぐ重要なチャネルと

して安定した発展を遂げてきている。ATMでの

現金の入出金や残高照会は顧客が銀行で行う手続

きで最も頻度が高いものであり、その手続きを有

人店舗だけでなく、ショッピングセンターや繁華

街など方々に設置された店外ATMで手軽に行え

ることが顧客の利便性向上に大きく貢献している

ことは言うまでもない。また店外ATMは有人店

舗を開設するよりもはるかに安いコストで多数の

拠点を作り上げることができる点で銀行にとって

も非常に重要な役割を果たしている。本稿の対象

となっている地方銀行においても、地元の顧客に

密着したサービスを提供するべく、各銀行がそれ

ぞれの営業地域の状況や戦略に応じて店外ATM

の展開を進めてきている。

しかしながら、最近ではインターネットバンキ

ングやテレホンバンキングに代表される顧客チャ

ネルの多様化やイトーヨーカ堂、ソニー、トヨタ

といった異業種からの銀行業参入等の動きにより、

銀行の経営環境に大きな変化が起こり始めている。

その中でも特にコンビニエンスストア（以下、「コ

ンビニ」）内に設置されたATM（以下、「コンビ

ニATM」）を中心としたこれまでにはなかったタ

イプのATMの出現は今後の地方銀行の店外

ATMの展開動向に大きな影響を与えるものと思

われる。

このような状況をふまえ、本稿では、まず地方

銀行全体のこれまでの店外ATMの展開状況につ

いて概観した後、地方銀行の店外ATMの展開に

影響を与えてきた要因について、主な銀行の有人

店舗数に焦点を当てて分析を行う。その後、最近

の店外ATMの展開に関連する動きとして、郵貯

ATMとの提携やコンビニATMの現状について

触れ、最後に今後の展望を述べることとしたい。

２ 地方銀行の店舗外ATM・CD展開状況

２．１ 店外ATM設置箇所数と店外ATM比率の推

移

第二地方銀行（以下、「第二地銀」）を含めた地

方銀行（以下特に断りのない限り、第二地銀を含

めて「地銀」と呼ぶこととする）全体の店外ATM

の最近１０年間の設置箇所数の推移を見てみると、

年間約１，０００ヶ所のスピードで増え続けており、

１９９９年３月には１６，６２５ヶ所に達している。同時期

の都市銀行は４，９７７ヶ所、信用金庫は５，４６２ヶ所で

あり、台数では地銀は他業態を圧倒している。一

方、地銀の国内有人店舗数に対する店外ATM設

置箇所数の比率（以下、「店外ATM比率」）は、

国内有人店舗数が最近１０年間は１２，０００～１３，０００で

安定していることから、設置箇所数と同様に一貫

して増加を続けている。１９９６年には店外ATM設

置箇所数が有人店舗数を上回ることとなり、１９９３

年３月の店外ATM比率は約１３３％となっている

（図表１）。同時期の都市銀行は約１６６％、信用金

庫は約６３％となっており、大都市圏で集中的に店

外ATMを展開している都市銀行よりは比率は低

いものの、地銀も積極的に店外ATMを展開して

きたことが伺える。

なお、本稿においては店外ATM設置箇所数は、

企業内に設置されたATM・CDも含んだものと

なっている。企業内ATM・CDについては基本的

にその企業に勤める人しか利用することはなく、

率化と同時にコンビニATMと自前のATM網とをどのように効率的にバランスさせて

いくかが課題になると思われる。

６郵政研究所月報 ２０００．６



一般の店外ATMとは若干性格が違う面もあるが、

ここでは広い意味での店外ATMに含めることと

する２）。

２．２ 業態別推移

上で見た店外ATM設置箇所数と店外ATM比率

の推移を第二地銀以外の地銀（以下、「地銀６４行」）

図表１ 店外ATM設置箇所数と店外ATM比率の推移

出所：ニッキン資料年報より作成

図表２ 店外ATM設置箇所数と店外ATM比率の推移（地銀６４行）

出所：ニッキン資料年報より作成

２）ニッキン資料年報の１９９６年版（１９９５年３月のデータを収録）までは、店外ATMのうち企業内ATMを区別して表示していたが
１９９７年版からはその区別がなくなったため把握が困難となった。なお参考までに１９９５年３月の地銀の店外ATM総数に占める
企業内ATMの割合は約１２．７％となっている。

７ 郵政研究所月報 ２０００．６
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と第二地銀とに分けると（図表２）（図表３）の

通りである。

まず、地銀６４行については、１９９９年３月の店外

ATM設置箇所数は１１，４９６ヶ所、店外ATM比率

は約１４６％となっており、１９９５年には店外ATM設

置箇所数が有人店舗数を上回っている。個別行で

見ると、店外ATM設置箇所数が最も多いのは福

岡銀行で３５１ヶ所、最も少ないのは大阪銀行で１７

ヶ所となっている３）。また店外ATM比率が最も

高いのは大垣共立銀行で２２３．７％、最も低いのは

図表３ 店外ATM設置箇所数と店外ATM比率の推移（第二地銀）

出所：ニッキン資料年報より作成

図表４ 地銀店外ATM比率の都道府県別分布（銀行所在地ベース）

出所：ニッキン資料年報より作成

８郵政研究所月報 ２０００．６



東京都民銀行で２２．８％となっている。

次に第二地銀については、１９９３年３月の店外

ATM設置箇所数は５，１２９ヶ所、店外ATM比率は

約１１１％となっており、この年初めて店外ATM設

置箇所数が有人店舗数を上回ることとなった。個

別の銀行で見ると店外ATM設置箇所数が最も多

いのは北洋銀行で４２４ヶ所、最も少ないのがわか

しお銀行で１ヶ所となっている４）。また店外

ATM比率が最も高いのは福岡シティ銀行で

２３５．２％最も低いのはわかしお銀行で２．９％となっ

ている。

地銀６４ヶ所と第二地銀を比較すると、店外

ATM設置箇所数、店外ATM比率ともに１０年間

一貫して地銀６４行が第二地銀を上回っているが、

増加の割合で見ると箇所数、比率ともに第二地銀

の方が高くなっている。

２．３ 店外ATM比率の都道府県別分布

次に、地銀全体の１９９９年３月の店外ATM比率

の都道府県別分布をみると（図表４）の通りであ

る。但しここでいう都道府県とは、店外ATMや

有人店舗そのものが所在している都道府県ではな

く、店外ATMや有人店舗を置いている銀行の本

店が所在する都道府県ベースのため、実際の分布

状況とは若干異なっている点、留意する必要があ

る５）。

店外ATM比率の分布を見ると、全体的には東

高西低の傾向が見てとれる。また東京や大阪と

いった大都市圏の地域では特に比率が低く、最も

比率が低い東京都では約２１％となっている。逆に

最も比率が高いのは青森県で約２１０％となってい

る。

３ 店外ATM展開に影響を与える要因の分析

３．１ 分析方法

ここでは、前節で概観した店外ATM比率に影

響を与えている要因として銀行の有人店舗数に焦

点を当てて分析を行う。具体的には９９年３月期の

個別銀行の店外ATM比率６）を被説明変数に置き、

説明変数には各行個別の要因と、各行の本店が所

在する都道府県（以下「本拠地」）の地域特性に

関する要因として以下の項目を置いて最小二乗法

による推計を試みる。

まず各行個別の要因として、各行の預金残高に

対する有人店舗数の比率を考える。これは、一般

に店外ATMは有人店舗の補完的役割を果たして

いると考えられているが、預金残高に対する有人

店舗数の比率の大小がそのような役割に対して与

えている影響を見るものである。

次に本拠地の地域特性に関する要因として、�１

本拠地の可住地面積に対する（他行を含む）地銀

有人店舗数の比率、�２本拠地の人口に対する地銀

有人店舗数の比率、�３本拠地の地銀有人店舗数に

対する自行有人店舗数の比率、�４本拠地の地銀有

人店舗数に対する大手行（都市銀行、長期信用銀

行、信託銀行）有人店舗数の比率、�５本拠地の地

銀有人店舗数に対する信用金庫有人店舗数の比率

を考える。�１については、可住地面積をベースに

した地銀有人店舗の密度が店外ATMの展開に与

える影響を見るものであり、�２については、人口

をベースにした地銀有人店舗の密度が店外ATM

の展開に与える影響を見るものである。�３につい

ては、地銀有人店舗数に対する自行有人店舗数の

３）但し大阪銀行は２０００年４月に第二地銀の近畿銀行と合併して近畿大阪銀行となった。
４）北洋銀行の数が多いのは、１９９７年に経営破綻した北海道拓殖銀行の道内の資産等を引き継いだ特殊要因によるものであり、
１９９８年３月末では１８７ヶ所である。

５）たとえば、横浜銀行の店外ATMであれば、それが東京都内に設置されたものであっても神奈川県の店外ATMにカウントされ
ることになる。

６）但し北洋銀行については脚注４で述べた特殊要因があるため、１９９８年３月のデータを使用する。
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比率を置くことにより、本拠地内における自行と

他地銀との勢力関係が店外ATM展開に与える影

響を見るものである。また、�４と�５については地

銀有人店舗数に対する大手行有人店舗数比率と信

用金庫有人店舗数比率を置くことにより、本拠地

内における他業態の金融機関の勢力の強さが地銀

の店外ATM展開に与える影響を見るものである。

なお、地銀の中には本拠地以外にも隣接県を中心

に強固な営業基盤を有する銀行もあり、そのよう

な場合は厳密には本拠地以外の地域も含めて上述

の要因分析を行うべきと思われるが、全体的には

本拠地が地銀各行の営業基盤として圧倒的な割合

を占めていることに鑑み７）、ここでは本拠地以外

の事情は無視することとする。

３．２ 使用データ

推計の対象銀行については、９９年３月の時点で

経営が破綻している地銀及びその受け皿となって

いる銀行を除く１２２行（地方銀行６４行、第二地銀

５８行）である。また、データは預金残高について

は日経NEEDSのデータ、国内有人店舗数や店外

ATM設置箇所数についてはニッキン資料年報の

各年版を利用した。なお、各説明変数においては、

１９９５年～１９９９年の５年間の平均値を採用してお

り８）、各項目の記述統計量は（図表５）の通りで

ある。

３．３ 推計結果

推計結果は（図表６）の通りである。各説明変

数の符号を見ると、預金残高に対する有人店舗数

図表５ 各変数の記述統計量

Mean Maximum Minimum Std. Dev. Sample

TENGAI １．２７２４８ ２．３５２１１ ０．０３８９６１ ０．５２２２４ １２２

BR／DEPO ０．０７３９８８ ０．１６８０９ ０．０２１６２６ ０．０３１２０９ １２２

BK／KAJU ０．１６２２８ ０．５６８４５ ０．０１５９８４ ０．１２２１４ １２２

BK／POPU ０．１３１１６ ０．２１８８９ ０．０３４５５８ ０．０４７５７４ １２２

JIKOU ０．３０９３０ ０．９２３７４ ０．０２２３０５ ０．１７３２６ １２２

OTEBK ０．２６４９０ ２．９０４６５ ０．００４９７１２ ０．６００７４ １２２

SHINKIN ０．６３０５５ ２．１００１２ ０．１０６８３ ０．４６３１０ １２２

TENGAI ：１９９９年３月の各行の店外ATM比率

BR／DEPO ：各行の預金残高（単位１０億円）に対する有人店舗数の比率（過去５年間平均）
BK／KAJU ：本拠地の可住地面積に対する地銀有人店舗数比率（過去５年間平均）
BK／POPU ：本拠地の人口（単位千人）に対する地銀有人店舗数比率（過去５年間平均）
JIKOU ：本拠地の地銀有人店舗数に対する自行有人店舗数比率（過去５年間平均）

OTEBK ：本拠地の地銀有人店舗数に対する大手行有人店舗数比率（過去５年間平均）

SHINKIN ：本拠地の地銀有人店舗数に対する信用金庫有人店舗数比率（過去５年間平均）

図表６ 推計結果

推 計 値 ｔ 値

C ２．１７６８０＊＊＊ ７．８８９５２

BR／DEPO －７．３５８４９＊＊＊ －４．８９８９６

BK／KAJU －２．０５７９０＊＊＊ －５．３３０２４

BK／POPU １．８４４６８＊＊＊ １．６２２８９

JIKOU －０．６３４９３７＊＊＊ －２．２１７７５

OTEBK －０．３３９２３８＊＊＊ －３．０４５９２

SHINKIN ０．０２９１４４＊＊＊ ０．１９４７７７

AdjR２ ０．４９６６４７＊＊＊

＊＊＊…１％水準で有意 ＊＊…５％水準で有意 ＊…１０％

水準で有意

７）特に最近では、本拠地以外の支店を閉鎖したり地元の銀行に営業譲渡する等、本拠地回帰の姿勢を鮮明にする銀行が増えてき
ている。
８）但し北洋銀行と北海道については、脚注４で述べた特殊要因があるため９５～９８年までの４年間平均としている。
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の比率、可住地面積に対する地銀有人店舗数の比

率、地銀有人店舗数に対する自行有人店舗数の比

率、地銀有人店舗数に対する大手行有人店舗数の

比率の４つが有意にマイナスであった。これは、

�１預金残高に対する有人店舗数比率が低い銀行ほ

ど店外ATM比率が高く、預金の入出金や振込と

いった銀行の日常的な取引において店外ATMが

有人店舗の補完的役割を果たしている、�２可住地

面積ベースでみた本拠地の地銀有人店舗の密度が

低い地域の銀行ほど店外ATM比率が高く、店外

ATMが有人店舗ではカバーしきれない地域の隙

間を埋める働きをしている、�３本拠地内において

自行の有人店舗数が他の地銀より少ない銀行ほど

店外ATM比率が高く、積極的な展開を行ってい

る、�４大手行の勢力が強い地域では店外ATMの

展開も大手行が集中して行っている影響で地銀は

店外ATMを積極的に展開していないことを示し

ている。

一方、人口に対する地銀有人店舗数の比率と地

銀有人店舗数に対する信用金庫有人店舗数の比率

の符号はプラスであるが有意ではなく、人口ベー

スでみた本拠地の地銀有人店舗の密度と本拠地に

おける信用金庫の勢力の強さは店外ATMの展開

に対して有意な影響を及ぼしていないことを示し

ている。

次に各変数はそのままで対象行を地銀６４行と第

二地銀に分けて推計を行った結果は（図表７）の

通りである。地銀６４行では各説明変数の符号等は

地銀全体で行った場合とほぼ同じであるが、第二

地銀では一部の変数の符号が入れ替わっているほ

か、預金残高に対する有人店舗数の比率と可住地

面積に対する地銀有人店舗数の比率以外の変数は

有意ではなくなっている。

４ 最近の展開

４．１ 他業種との提携の動き

前節で地銀各行の店外ATM展開に影響を与え

る要因についての検討を行ったが、これは基本的

に従来から行われてきた自前の店外ATMの展開

に関するものであった。しかしながら、最近では

郵貯ATMとの提携やコンビニATMに代表され

るように、銀行が異業種との提携を通してATM

網を広げていく動きが活発になってきている。そ

の背景としては、リテール分野においていかに低

コストで顧客との接点を増やし利便性を高めるこ

とができるかが銀行の大きな課題になっているな

かで、幅広いネットワークで顧客の生活に密着し

た郵便局やコンビニといった店舗のスペースを利

用することによって自前の店外ATMを展開する

よりもさらに安いコストで効率的にネットワーク

図表７ 地銀６４行と第二地銀に分けた場合の推計結果

＊＊＊…１％水準で有意 ＊＊…５％水準で有意 ＊…１０％水準で有意
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の拡大が図れることが挙げられる。但し、同じ異

業種との提携と言っても、郵貯ATMとの提携に

ついては、預貯金を扱う機関の既存のATM網を

利用するという意味で、これまでの銀行間のオン

ライン提携と共通する面があり、この点コンビニ

ATMとは性格が大きく異なっている。以下では

最近の両者の動向について概観することとしたい。

４．２ 郵貯ATMとの提携

郵貯ATMと民間金融機関のATMの提携サー

ビスは１９９９年１月に開始された。当初５８であった

提携金融機関の数は２０００年５月には１，６００以上に

のぼる見込みであり、その業態も銀行や信用金庫

といった預金業務を扱うものから保険会社、証券

会社、信販会社等多岐にわたっている。地銀では

２０００年４月現在で（図表８）の６０行が郵貯ATM

図表８ 郵貯ATMとの提携を実施済の銀行（２０００年４月現在）

地方銀行（１３行） 第二地方銀行（４７行）

北 海 道 銀 行 北洋銀行 大光銀行 和歌山銀行 長崎銀行

荘 内 銀 行 札幌銀行 長野銀行 島根銀行 九州銀行

武 蔵 野 銀 行 福島銀行 福邦銀行 トマト銀行 熊本ファミリー銀行

千 葉 興 業 銀 行 東和銀行 静岡中央銀行 せとうち銀行 豊和銀行

東 京 都 民 銀 行 栃木銀行 中部銀行 広島総合銀行 宮崎太陽銀行

北 越 銀 行 茨城銀行 岐阜銀行 西京銀行 南日本銀行

ス ル ガ 銀 行 つくば銀行 愛知銀行 徳島銀行 沖縄海邦銀行

大 垣 共 立 銀 行 京葉銀行 中京銀行 香川銀行 八千代銀行

泉 州 銀 行 東日本銀行 第三銀行 愛媛銀行

肥 後 銀 行 東京相和銀行 びわこ銀行 高知銀行

琉 球 銀 行 わかしお銀行 大正銀行 福岡シティ銀行

沖 縄 銀 行 神奈川銀行 なみはや銀行 福岡中央銀行

近 畿 大 阪 銀 行 新潟中央銀行 奈良銀行 佐賀共栄銀行

出所：郵便貯金ホームページより作成

図表９ 郵便局数の都道府県別分布

出所：ニッキン資料年報より作成
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との提携を実施済である。

サービス内容は基本的には現金の引き出しと残

高照会であるが、一部の銀行では現金の入金も可

能となっている。利用可能時間は銀行によって若

干の違いはあるが、平日は午前８時から午後９時

まで、土日祝は午前９時から午後５時までという

パターンが最も多くなっている。

郵便局は２万４千以上という広大なネットワー

クもさることながら、それが全国にくまなく展開

されていることが大きな特徴である。（図表９）

は郵便局数の都道府県別分布であるが、最も多い

北海道では１，５５６、最も少ない沖縄県でも１９２の郵

便局が存在しており、地域を問わずどの地銀に

とってもネットワーク拡大のメリットが期待でき

ることが示されている。郵貯ATMとの提携はこ

れまでは第二地銀が先行していたが、今後はそれ

以外の地銀においても提携を行う動きが広まって

いくものと思われる。

４．３ コンビニATM

銀行とコンビニとの提携は９８年１１月に三和銀行

がローソンと提携したのが最初とされている。こ

れは、ローソンの約２５０店舗に設置してあるダイ

エーOMCのCDから現金が引き出せるというもの

で、地銀では大垣共立銀行が９９年７月に、大阪銀

行とスルガ銀行が９９年１１月に参加している（ただ

し、現在のところ現金の入金はできない）。郵政

研究所が行っている「金融機関利用に関する意識

調査」のアンケート（平成１１年１１月実施）の結果

によると、ATM・CDがあったらよいと思う場所

のトップは「コンビニ」（４１．８％）となっており、

２位の「スーパー・ディスカウントストア」

（２５．４％）や３位の「駅・空港等交通施設」

（２２．８％）を引き離しており、顧客のニーズの高

さが伺える。コンビニは家の近くでちょっとした

買い物で気軽に立ち寄れるという身近さと、多く

の店が年中無休で２４時間営業しているという点で

顧客の生活との密着度は抜群であり、銀行にとっ

てもその点が大きな魅力となっている。ローソン

以降も都市銀行のさくら銀行とam／pmの提携や

イーネットの稼働開始、或いはイトーヨーカ堂に

よる決済専門銀行設立の構想等、コンビニATM

展開の動きは加速してきている。この中で、既に

サービスが開始されており、地銀が参加している

のはイーネットであるが、以下はその（２０００年４

月時点での）概要である。

（イーネットの概要）

イーネットは１９９９年９月に東京三菱銀行、第一

勧業銀行、さくら銀行、三菱信託銀行、ファミ

リーマート、日本IBMなど２５社の出資により設立

された。地銀では当初６行が参加したが、その後

追加参加の募集が行われ、２０００年４月現在で第二

地銀４行を含む３１の地銀が参加している（図表１０）。

また参加コンビニは当初ファミリーマート、サン

クス、サークルK、ミニストップ、スリーエフの

５社であったが、その後コミュニティーストアと

ポプラが参加して７社となった。

サービス内容は当初は現金の入出金（但し両方

とも紙幣のみ）と残高照会のみであったが今春以

降カード振込、定期預金作成、クレジットカード

キャッシングの機能が追加され、２４時間サービス

にも対応可能となった９）。このほかイーネットの

特徴としては、顧客がキャッシュカードを差し込

むと、提携銀行の画面が呼び出されてそれぞれの

銀行の取引操作を行う仕組みとなっていること、

営業時間や顧客から徴収する利用手数料等につい

ては提携銀行がそれぞれ独自に設定できること等

９）イーネット参加地銀の中では、千葉銀行が２０００年４月に２４時間営業を開始している。
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が挙げられる。

ネットワークについてみると、イーネット参加

コンビニ７社の９９年２月時点での店舗数の合計は

全国で１３，０００以上に及び、その分布状況を都道府

県別にみると（図表１１）のようになる。この中で

イーネット参加コンビニの店舗が全くない新潟県

を除いて最も店舗数が多いのは東京都で２，０５０店、

最も少ないのは和歌山県で１０店となっている。

イーネットは２０００年５月には５００のコンビニ店舗

にATMを設置し、さらに２００１年３月にはATM

設置店舗を５，０００に拡大する予定である。但し、

１３，０００以上のコンビニ店舗のうち、どの店舗に

ATMが設置されるかは今のところ不明である。

５ 今後の展望

地銀の店外ATMは第２節で見たようにこれま

で一貫してハイペースで増加を続けてきており、

銀行によっては有人店舗の倍以上の店外ATMを

展開するまでに至っているが、次の２つの要因か

ら今後は増加のペースは緩くなるものと思われる。

まず店外ATM網の効率性の問題である。店外

ATMは顧客の利便性の向上に大きく貢献するも

のではあるが、必要以上に数が増えればそれだけ

全体の効率性が低下するため、店外ATM網の拡

図表１１ イーネット参加コンビニ店舗数分布

出所：刀禰［１９９９］より作成

図表１０ イーネットへの参加を表明している銀行

地 方 銀 行（２７行） 第二地方銀行（４行）

青森銀行 武蔵野銀行 十六銀行 福岡銀行 京 葉 銀 行

みちのく銀行 千葉銀行 百五銀行 親和銀行 愛 知 銀 行

荘内銀行 横浜銀行 南都銀行 肥後銀行 名 古 屋 銀 行

山形銀行 北陸銀行 中国銀行 宮崎銀行 福岡シティ銀行

群馬銀行 北国銀行 広島銀行 鹿児島銀行

足利銀行 福井銀行 山口銀行 琉球銀行

常陽銀行 スルガ銀行 百十四銀行

出所：イーネットホームページより作成
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大の際には顧客の利便性と銀行の効率性のバラン

スが重要になる。実際これまで積極的な展開によ

り自前の店外ATMネットワークを充実させてき

た銀行の中には、新たに店外ATMを設置する代

わりに既存の稼働状態の悪い店外ATMを廃止す

るといったスクラップアンドビルト方式を強化し

て店外ATMの増加を抑える動きも見られる。し

たがって今後は、店外ATM比率の高い銀行を中

心にこれまで以上に効率を重視した配置を行う傾

向が強まっていくものと思われる。

次にコンビニATMの普及がある。コンビニ

ATMについては、身近な場所で何時でもATM

を使いたいという顧客のニーズと低コストによる

ネットワークの拡大という銀行のニーズに合致し

たものであり、今後さらに活発な展開が予想され

る。地域によってはコンビニの店舗がない、或い

は店舗数が非常に少ないところもあり、そのよう

な地域の銀行は参加のメリットが少ない場合も考

えられるが、全体的には参加銀行は今後も増えて

いくと思われる。そしてこのような動きは参加銀

行に重複する既存の店外ATMの整理を促す可能

性があると考えられる。

しかしながら、コンビニATMは銀行にとって

コストが安い半面、銀行とコンビニというこれま

でにはなかった異業種間の事業であり、ATM設

置店舗の選定等、運営の段階で両者の利害が一致

しない場合も想定される。また銀行にとって自前

の店外ATMと比較して若干不安定な要素がある

ことは否定できない。したがって、コンビニ

ATMが拡大しても銀行にとって自前の店外

ATM網が重要であることに変わりはなく、コン

ビニATMに参加する銀行にとって今後は自前の

店外ATM網の効率化を進めると同時に、コンビ

ニATMと自前の店外ATM網とをどのように効

率的にバランスさせていくかが課題となっていく

ものと思われる。
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５）経済・金融面からの後押し

６ PE投資の隆盛は何をもたらすのか

１）資金調達手段の多様化

２）銀行機能の地盤沈下

７ 銀行とリスクキャピタル・ファイナンス

１）銀行とベンチャー・キャピタル

２）望ましい枠組み

８ 残された課題

９ おわりに

［要約］

１．プライベート・エクイティー投資（以下PE投資）と呼ばれる投資手法が注目を集め

ている。その主なものには、ベンチャーキャピタル、バイアウト、破綻証券などがある

が、いずれもこれまでの我が国のファイナンスの主流であった銀行融資などの間接金融

にはないメリットを有し、新たなファイナンス手法としての重要性が高まっている。

調査・研究

ファイナンスの新潮流と銀行の営業戦略
～プライベート・エクイティーにどう取り組むか～

第三経営経済研究部研究官 山崎 知洋
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１ はじめに

２年連続のマイナス成長という未曾有の不況を

経験した我が国経済であるが、各種の政策効果の

下支えにより、緩やかながら改善傾向にある。し

かし、政府自身が指摘しているように、未だ厳し

い状況を脱してはいない。

民間部門に目を転じれば、企業部門はバブル期

に膨れ上がったバランスシートの健全化に今なお

苦しめられ、同時に金融機関も不良債権処理を進

め、経営健全化を急務としている。

これらのいわゆるリストラクチャリングは、負

の遺産の処理として最優先させる必要があるが、

ともすると「人員削減＝リストラ」とする向きが

少なくない。よりダイナミックなリストラクチャ

リングを進め、一刻も早く、前向きな経済活動に

踏み出すことが強く求められている。

しかしながら、リストラクチャリングだけでは

日本経済の力強い回復への十分条件たり得ない。

高い技術水準、独創的なビジネス・モデルなどを

備えた中小企業群が、新たなフロンティアを切り

開き、経済を活性化させるような産業構造を築く

ことが特に重要な課題である。

米国では、１９６０～７０年代に事業の多角化を進め

た企業はいたずらに肥大化し、８０年代の株価低迷

期には、株式の時価総額がその資産価値を下回る

企業が続出した。この結果、資産や事業の売却、

統合を通じて株主価値を高めるという行動が定着

することになった。また、９０年代前半における景

気回復の過程にあっては、ベンチャー企業群の果

たした役割が大きかったといわれている。

同様の動きが、日本においても既に一部で始

まっており、今後更に拡大していくものと思われ

る。しかし、それを支えるファイナンス手法は、

米国のそれと比較して未だ十分な発達を見てはい

ない。企業の合併、買収やベンチャー企業などへ

のファイナンスは、欧米において既に８０年代から

発達しており、なかでも未公開の株式を通じたプ

ライベート・エクイティー投資（以下PE投資）

と呼ばれる手法が、大きな位置を占めている。

これまで日本では、周知の通り銀行等の間接金

融主体であり、融資という形態でのファイナンス

が主流となっていた。しかし、今次の不況におい

ては、いわゆる「貸し渋り」が景気の後退に拍車

をかけたとされており、今なお貸出金残高の減少

が続いている。一方で、日本の銀行は大企業から

２．また、最近になってインターネットの普及、新規株式公開市場（IPO市場）の創設、

株式交換によるM&Aの解禁や投資信託の普及など、様々な変化が生じているが、これ

らはいずれもPE投資の普及促進に資するものである。

３．PE投資の普及により、これまで金融市場から直接資金を調達することが困難であっ

た未公開企業が、銀行融資に代わる資金調達手段を持つことになる。この結果、間接金

融における付加価値は低下するとともに、銀行の持つ機能を金融市場が代行する動きが

広がり、銀行は直接金融と間接金融の垣根を越えた厳しい競争にさらされることになる。

４．銀行は、系列のベンチャーキャピタル子会社を通じて既にプライベート・エクイ

ティー・ファイナンスに参入しているが、これまでは必ずしも積極的にリスク・キャピ

タルを供給してきたわけではないと思われる。今後は、銀行のグループ力を生かし、外

部企業との提携などを通じて、ベンチャー・キャピタル子会社を強化し、企業へのファ

イナンス手段を多様化することが必要になってくるのではないだろうか。
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中小企業に至るまで顧客基盤が大きく、そのため

に自身の経営健全化と中小企業向け融資の拡大と

いう一見相容れない目標を掲げざるを得なくなっ

ている。

そこで本稿では、日本にはまだ馴染みの薄いこ

のPE投資とはどのようなファイナンス手法であ

るのかを概観するとともに、それがどのような変

化をもたらすのか、またそれに銀行はどのように

対応するべきかなどを論じることとする。

２ プライベート・エクイティーとは何か

プライベート・エクイティーとは、日本語では

未公開株と呼ばれ、一般に市場では流通していな

い株式のことである。PE投資とはつまり、未公

開株式を通じたファイナンス手法の総称である。

１９８０年代に米国で発達したこの手法は、欧米にお

いては既に一般的となっており、日本においても

新しい投資対象として注目されている。

PE投資の主なものには、ベンチャー・キャピ

タル、バイアウト、破綻証券などが挙げられる

（図１参照）。日本では１９９４年頃からの第三次ベ

ンチャーブームを経て、特に未公開株投資という

名称で、９７年頃から特に注目されてきている（図

２参照）。

以下で、それぞれを概観してみよう。

２．１ ベンチャー・キャピタル（VC）

PE投資における代表的な投資形態であるVCと

は、一言で言うならば、高い成長性が見込まれる

発展初期段階の企業に、資本を投下すると共に経

営を支援し、その企業の成長段階で投下資本を回

収することにより、大きなキャピタルゲインを得

ようとする投資のことである。

日本でも既に１９９４年頃から第三次ベンチャー

ブームを迎えていると言われ、ベンチャー企業投

資を行うVCも数多く設立されている。また、そ

の設立母体も多様であり、銀行系、証券系、保険

系、独立系、事業会社系、政府系など様々な背景

を持ったVCが活躍している。

これらのVCは、一般的には企業の設立期であ

るシード期や、立ち上げ期であるスタートアップ

期などの、いわゆるアーリーステージにある企業

に対して、その卓越した技術・独創的なビジネス

モデルなどを評価し、投資を行うことが多い。

しかしこれは、アーリーステージ企業への投資

であるがゆえに、極めてリスクの高い投資となら

ざるを得ない。アーリーステージ企業には、企業

のVintageにかかわらず普遍的に存在する、財務、

人材やマクロ経済環境などに起因する事業リスク

の他に、技術開発リスクや、開発した技術の商業

化リスクなども内在する。また、キャッシュフ

図１ PE投資の種類

図２ 日経四紙における「未公開株」という単語

を含む記事の数

（出所） 日本経済新聞社
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ローが不安定であることに加えて、創業後数年間

は赤字決算が続くため、黒字化して投資を回収す

るまでにかなりの長期間を要する。しかも、未公

開株への投資であるので、途中で換金することが

難しく、流動性が低くならざるを得ない。さらに、

企業規模も小さく、担保に乏しいため、投資の保

全も困難である。

この様に極めてハイリスクである一方で、投資

に成功した場合のリターンも極めて高い。VC投

資の価値実現は、上の図４にあるように主に株式

公開やM&Aを通じた売却によるが、この過程で

投資金額の１０倍（１０００％）を超える利回りをあげ

ることも少なくない。なかでも、米国においては、

アップル・コンピュータ、ディジタル・イクイッ

プメントなどからマイクロソフト、ヤフーといっ

たそれぞれの時代のベンチャー企業群が投資家に

莫大な利益をもたらしてきた。これらは“スー

パー・ディール”と呼ばれ、特にパフォーマンス

の高い例であるが、総じてVC投資はハイリスク

＝ハイリターンである。

２．２ バイアウト（Buyout、BO）

バイアウトとは企業買収による投資手法のこと

であるが、その手法はバラエティーに富んでいる。

前述のVCの手法は、いわば種をまいて水をやり、

肥料を与えて育て、果実を収穫するといった農耕

的な性格を有する。これに対して、バイアウトの

手法は、キャッシュフローや資産価格などを詳細

に分析し、利益の狙いを定めた上で買収をかける

という、いわば狩猟的な性格を有する。PE投資

におけるバイアウトには、大きく分けると以下の

２つのタイプが挙げられる。

図４ ベンチャー・キャピタルの投資プロセス

図３ ベンチャー企業の成長過程とその特徴
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�１ 分離・分割型

米国においてよく見られる手法であるが、最近

では欧州においても定着している。前述のように、

事業の多角化により肥大化した企業が、資産や事

業の売却、統合を通じて企業価値を高める行動に

伴って発達したものである。当時は、企業を買収

し、その資産を切り売りすることで利益をあげる、

いわゆる解体屋などと呼ばれる投資家が出現した。

しかし、現在では主に企業のリストラクチャリン

グに用いられることが多い。

例えば、会社の非オーナーの現経営陣が、自社

株式を取得し、経営上の自由を手に入れるMBO

（マネジメント・バイアウト）の手法などはその

代表例である。これは、事業多角化の一環として

設立した子会社を、リストラクチャリングに伴っ

て売却する場合などに、現経営陣に株式を売却す

ることで経営の一貫性を確保し、ノウハウや技術

を外部に漏らすことなく売却できるなどのメリッ

トがある。

他にも、経営不振の企業を買収し、外部から経

営陣を送り込んで再建し、売却や株式公開によっ

て利益をあげるMBI（マネジメント・バイイン）

などの手法もある。こうした分離・分割型のバイ

アウト手法は、資産効率を高めることを目標とし

ている日本企業にとっても有効なツールとなると

思われる。

�２ 統合・再編型

これは、零細で株価の低い未公開企業をいくつ

も買収し、これを合併させることで株式公開可能

な規模に拡大することによって価値を高めようと

する手法であり、ロールアップなどと呼ばれてい

る。売上高を拡大することでスケールメリットが

享受できるうえ、重複する間接部門などを合理化

でき、更なる高資産効率の実現が可能となる。

これらのバイアウト手法は、企業の買収を通じ

て経営権を取得し、大幅なリストラクチャリング

を通じてその投資価値を実現するため、企業の

乗っ取りや解体というマイナスイメージが付きま

とう。しかし、成長期を過ぎて成熟期に入り、停

滞している企業を活性化させ、付加価値を高める

という点では、社会全体にとっても極めて有益な

投資手法である。

また、ある程度成熟した企業を買収するという

点で、バイアウトはVCに比べて一件あたりの投

資額は大きくなる傾向にある。一方、キャッシュ

フローの予測や財務分析などの高度な企業分析を

行うことが求められ、緻密な計算が可能であるこ

とから、投資に際してはVCほどのリスクはなく、

相対的にリターンも低いものとなる傾向にある。

２．３ 破綻証券

これは文字どおり、経営破綻を来して上場廃止

となった企業などの株式や債券を取得し、経営再

建後に売却する手法である。先ごろ、国有化され

特別公的管理下におかれていた銀行を取得し、経

営再建を目指す米国の投資会社などは、この投資

手法の代表的な例といえよう。

これまで日本では、企業倒産における再建型の

法的整理には、様々な制約が課せられ、必ずしも

破綻企業の再建がスムーズに進められてきたわけ

ではなかった。しかし、２０００年４月に和議法に代

わって施行された民事再生法では、企業の経営破

綻を待たず、早期に再建を申し立てる道が開けた

ほか、財産の散逸を防ぐための保全処分が強化さ

れており、この点で企業の経営再建を支援する環

境が整ってきている。

東京商工リサーチ社によれば、１９９９年の企業の

総倒産件数は、１５４６０件であるが、そのうち５９９件

は資本金が５０００万円以上の比較的規模の大きな企

業であった。また、負債総額１０億円以上の大型倒

産も約１１３７件と多数にのぼっており、今後はビジ

２０郵政研究所月報 ２０００．６
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ネスとしての企業再建、投資対象としての破綻証

券の比重が高まっていくものと思われる。

既に第三次ブームを迎えているVCは、我が国

にも定着した感があるものの、バイアウトや破綻

証券などについては一部に動きが出始めてはいる

ものの、その発展はまだ今後に委ねられている。

これらは、欧米におけるインベストメント・バン

キングの発展とともにもたらされた、金融技術の

高度化に負うところが大きい。そして、こうした

多様性がゆえに、PE投資は企業の成長ステージ

に応じたファイナンスを可能にする重要なツール

となっているのである。すなわち、金融機関は、

企業の設立、初期段階にはVCを通じたリスクマ

ネーの供給、企業の成熟期においてはバイアウト

を用いたリストラクチャリング、企業の倒産時に

は破綻証券の手法による経営再建、といったよう

に企業のライフサイクルすべてにわたってファイ

ナンスというサービスを提供できることになる。

３ 資金調達企業から見たPE投資

しかし、資金提供だけがPE投資の役割ではな

い。資金だけであれば、企業は銀行等の金融機関

から借り入れればすむ。にもかかわらず、何故エ

クイティーを通じて、企業の所有権の移転を伴う

形態でのファイナンスが選択されるのか。そこに

は当然、資金プラスアルファの価値が存在するた

めである。PE投資を利用するメリットとしては、

以下の３点が主に挙げられる。

３．１ 企業価値を高めるサービスの提供

投資家は、株式の取得により企業の所有権を得

る。このため、投資家は自己の保有する株価を高

めるインセンティブが働く。この点において、融

資による資金提供の際には、投資家たる債権者と

調達企業との利害が対立していることとは対照的

である。債権者の主たる目的は債権の保全であり、

第一義的には企業価値の最大化ではない。PE投

資においては企業価値を高める点で、調達企業と

投資家の利害が一致し、投資家は株主として積極

的に経営に関心を払うことになる。

PE投資であれば、どのような形態であっても、

それぞれ高度な知識やスキルが要求され、付帯

サービスによって「色をつけた」資金を提供しな

ければ成り立たない。例えば図６はアーリース

テージ期の米国のベンチャー企業の経営者へのア

ンケート調査であるが、これによると起業家はベ

ンチャー・キャピタルに対し実に様々な要望を抱

いていることがわかる。同時に資金提供は要望の

トップではなく、むしろ経営のサポートといった

ニーズが強いことがわかる。

VCに限らず、バイアウト、破綻証券などはむ

しろ資金提供の比重が小さく、サービス提供が重

要な位置を占めていることは容易に理解できよう。

図５ 企業の成長ステージに応じたPE投資

図６ 起業家がベンチャー・キャピタルに望むこと

２１ 郵政研究所月報 ２０００．６



総じてPE投資とは、資金提供と経営サービスが

結合したリスクキャピタル・ファイナンス手法で

あるといえる。

３．２ 自由度の高い資金が得られること

PE投資を通じて供給される資金は、基本的に

長期投資であり、キャピタルゲインによる投資価

値実現を志向する。そもそもPE投資の対象が、

ベンチャー企業や経営不振企業などであるため、

キャッシュフローが不安定となりがちである。そ

こで、調達企業は基本的に配当を求められること

はない。

このため、調達企業にとっては資本コストなど

から解放された、極めて自由度の高い資金が得ら

れることになる。ただし、これは企業収益を社外

に流出させることなく、将来時点における企業価

値を高めるような投資にあてることを前提にする

ものであり、その意味でその資金の使途は限定さ

れることになる。

３．３ 迅速な資金調達が可能

株式を公開し、市場から広く資金調達を行うに

は、時間とコストが必要となる。各市場の基準を

満たすだけの株式数、株主数など、様々な条件を

クリアして初めて市場から資金を調達できるが、

緊急度の高いプロジェクトに対するファイナンス

が必要な場合などには、不適当となるケースもあ

る。こうした場合には私募形式で新株を発行した

方が、迅速に調達できるため有利である。その上、

未公開株式によるがゆえに、プロジェクトなどに

関する機密性を保持することも可能である。

また、経営不振、低格付けなどの理由により資

本市場からの調達が困難な企業にも、資金調達の

道を開くことができる。現在でも第三者割当増資

を行う企業は少なくないが、増資の引受け先は取

引や資本上の関係がある企業となるケースが多く、

必ずしも経営のプロというわけではない。こうし

た企業に対しては、PE投資の手法により経営再

建のプロフェッショナルが資本参加して、みずか

らが経営再建を進めることで、企業価値を高める

ことができる。そして業績回復後に持ち株を売却

するというプロセスが定着すれば、破綻を待たず

して経営再建がはかれることから、その意義も大

きいと思われる。

４ 投資家から見たPE投資

一方、投資家から見たPE投資についてもいく

つかのメリットが指摘できる。まず第一には、利

回りの高さである。前述のように、未公開の株式

に投資するため、公開株式への投資に比べて流動

性は極めて低い。投資期間の途中で換金する場合

にも、投資対象企業の価値が実現する以前である

ため、その投資持ち分の評価は低いものとならざ

るを得ない。また、あえて未公開株式によって資

金を調達しようとする企業には、一般に高い信用

リスクを抱えるものが多い。PE投資では、この

ようなリスクに対応して、比較的高いリターンが

得られる傾向にある。通産省発表の１９９８年３月時

点でのベンチャー・キャピタル・ファンド（投資

事業組合）のパフォーマンス測定によれば、その

時点で運用を終了していた２３のファンドの加重平

均リターンは、年率１０．２６％であった。同期間の

上場株式の加重平均リターンが年率３．３７％、債券

は同６．９３％であったことと比較すると、その差は

明らかである。

また、最近ではオルターナティブ投資としての

側面が注目を浴びている（図７）。このオルター

ナティブ投資とは、代替投資とも呼ばれ、１９８０年

代前半頃から米国で用いられるようになった言葉

である。要約すると、公開株式や債券、為替や不

動産などといった、古くから存在する投資対象と

は異なる（代替的な）投資対象ということである。

２２郵政研究所月報 ２０００．６
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このオルターナティブ投資には、プライベート・

エクイティーの他、プロジェクトファイナンスや

ヘッジファンド、ABS（資産担保証券）などへ

の投資が含まれる。

投資家にとって、オルターナティブ投資導入の

目的は、運用対象の多様化と利回りの改善である。

一般に、オルターナティブ投資は、その他の伝統

的な投資対象のパフォーマンスとの相関が低い傾

向にある。PE投資について言えば、多くが長期

投資であり、ハイリスク・ハイリターン型で、未

公開企業への出資であることから金融市場の影響

を受けにくいという特徴がある。このため、投資

価値の実現時点でのマクロ経済情勢の影響を受け

ることは考えられるものの、総じて見れば他の投

資対象との相関は低い。そこで、投資家は自己の

運用ポートフォリオに、PE投資などのオルター

ナティブ投資を加えることにより、リスクの分散

と同時に利回りの改善が可能となり、そのポート

フォリオのリスクリターン・フロンティアをより

効率的なものに近づけることが可能となるのであ

る。こうした特徴は、特に米国の機関投資家には

既に浸透しており、運用資産のうち一定割合をオ

ルターナティブ投資に割り当てている投資家も多

い。日本でも最近になって、長引く運用難に悩む

生命保険会社などで、導入の動きが出始めている。

また、運用パフォーマンス以外にも、投資先企

業の有形、無形の資産を活用できるというメリッ

トもある。つまり、VCを通じて、独創的な技術

を有するベンチャー企業へ出資することにより、

その技術を自社に取り込むことができたり、他業

界の企業を買収することで、その業界への参入の

足がかりにすることができたり、破綻した企業へ

投資することで、その顧客基盤を継承できたりと

いった事業面でのメリットも得られるのである。

こうした背景もあって、日本のPE投資におい

ては、事業法人の比重が高いという特徴がある。

図８は日本のVCが組成する投資事業組合への出

資者の比率を表したものであるが、事業法人が約

４割を占め、最も大きい。

しかし、いわゆる研究開発投資（R&D）とし

てのPE投資であれば、事業会社が資金を提供す

る意義は十分にあるが、純粋に余資運用としての

投資であるケースでは、ややもすると非合理的な

行動となりかねない。というのは、PE投資の性

格が、各決算期におけるROE（もしくはROA）

の極大化を目標に掲げる企業経営のスタンスには

なじまないためである。前述の通り、PE投資は、

長期にわたるリスクの高い投資であり、当初数年

図７ オルターナティブ投資の位置付け

２３ 郵政研究所月報 ２０００．６
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間は利回りがマイナスになるケースが多く、この

ため短期的にはROEを押し下げる要因となる。

また、毀損したバランスシートの健全化の途上に

あり、リスク許容度が低下している企業は、余裕

資金を投資ではなく、まず債務の圧縮に充当する

はずだからである。

つまり、長期投資に耐え得る、リスクテイク可

能な、体力のある投資主体こそがPE投資におけ

る投資家となるべきである。すなわち、個人投資

家や年金基金などが最も望ましい投資家となるわ

けだが、日本ではそのいずれもほとんどPE投資

に参加していないのが現状である。一方、米国で

はむしろ法人の投資は少なく、年金基金や個人投

資家の比率が大きくなっている（図９）。

米国ではもともと、エンジェルと呼ばれる個人

投資家が、リスク・キャピタルを提供してきた経

緯があるものの、最近では特に年金等の機関投資

家の比率が拡大しており、同国におけるオルター

ナティブ投資の浸透ぶりがうかがえる。

５ PE投資をめぐる好ましい変化

この様に見ると、PE投資における彼我の投資

家構成の差は歴然としており、日本のPE投資が、

その本来の性質とは相容れない短期的な収益拡大

を志向する投資家によって構成されていることが

わかる。この点において、日本におけるリスク

キャピタル・ファイナンスの有する不安定性が理

解できるであろう。ただし、こうした投資家構成

の問題を含めて、これまでPE投資が定着するう

えでの障害となっていたと考えられるいくつかの

要因について、好ましい変化が生じてきている

（もしくは、今後生じうる）ように思われる。

５．１ 市場参加者の拡大

これまで述べてきたPE投資のメリットから、

資金調達企業、投資家の双方がPE投資という

ファイナンス形態に注目し始めている。

�１ 調達サイド

資金調達サイドである企業部門については、資

金需要の低迷や廃業率を下回る開業率の低さなど

の側面がクローズアップされてきたが、今後の起

業家の隆盛を期待させるような動きが既に一部で

始まっている。

その第一が、インターネットの爆発的な普及に

伴うビジネスの多様化である。ネットベンチャー

なる言葉まで登場しているように、もはや過熱感

すら漂う昨今のインターネットブームであるが、

図９ 米国におけるVCへの出資者

（出所） venture capital journal, venture economics

図８ 投資事業組合への出資者（１９９６年）

（出所） ベンチャー・キャピタル投資状況調査

２４郵政研究所月報 ２０００．６



����
����
����

情報通信関連�
58％�

ヘルスケア・バイオ�
18％�

小売・コンシューマー�
15％�
�

その他�
9％�
�

確かにインターネットがビジネスの世界において

担う役割は大きい。インターネットの利用により、

従来とは異なるビジネスモデルの実現が可能にな

る。同時に、マーケティング、生産活動、中間流

通、製品やサービスの最終需要者へのディストリ

ビューションなどの企業活動のあらゆる段階でコ

ストカットを可能にし、新規参入のコストを著し

く引き下げることになる。

また、バイオテクノロジーなどのその他の分野

においても、新しい研究成果がもたらされている。

こうした情報技術（IT）やバイオテクノロジー

などの革新的な技術が、新たなビジネスチャンス

を生み出し、産業構造を刺激することが予想され

る。

次に、介護保険の導入などに象徴される制度改

革、放送通信分野などにおける規制緩和といった

ルールの変更に伴うビジネスチャンスの拡大であ

る。新規事業分野を創出し、参入者への道を開く

という点で極めて重要な動きといえる。また一方

で、前述の民事再生法などのような、市場からの

退出ルートを広げることで、健全な競争が行われ

る素地が整うことになる。

図１０に見られるように、こうした動きは既に米

国において実際に起こっており、今後日本にも波

及すると思われる。起業家の出現とともに、リス

クキャピタル需要が一層高まることになるであろ

う。

�２ 運用サイド

資金提供主体たる投資家についても、前述のよ

うなPE投資の特性に適した主体の市場参入が予

想される。特に米国においてもいわゆるエンジェ

ルとして古くからリスクキャピタル提供主体と

なってきた個人投資家が、我が国においても同様

の役割を担う可能性がある。

日本の個人金融資産については、約１３００兆円と

いう数字ばかりが取りざたされるが、確かにその

金額の大きさは無視できない。そして、日本の個

人投資家は極めてリスク回避的であるとの指摘も、

概ね妥当であったと思われる。しかし、平成不況

に端を発する金融システム不安、雇用不安を経て、

日本の個人金融資産形成は転換点を迎えているの

ではないかと筆者は考えている（図１１）。

これまでの個人金融資産形成が預貯金に偏って

いたのは、代替的な運用手段に乏しかったことに

も原因があったと思われるが、それ以上にリスク

テイクする必要性がなかったからである。終身雇

用と年功序列によって確実に所得が増加していく

仕組みに、年金制度への信任も加わって、リスク

テイクによって資産を「増やす」必要はなく、「貯

めて」いくだけで良かったのである。そして、全

員が預貯金で運用すれば、各人の保有する資産の

多寡は、「どのように運用したか」ではなく「何

年間貯めたか」によって決まってしまい、その結

果長く生きた（＝貯金した）高齢者層に資産が偏

在することになる。実際、貯蓄動向調査によると、

日本の全個人金融資産の約７０％を６０歳以上の高齢

者が保有しており、これは米国などに比べてかな

り高い比率である。

図１０ 米国におけるVCファンド投資先企業の業

種別新規公開（１９９８年）

（出所） VEIS
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しかし、今や状況は一変している。特に勤労世

代については、終身雇用の崩壊、能力給制度の導

入、年金システム不安など、将来所得に対する不

確実性が飛躍的に高まっており、リスクテイクを

通じて積極的に資産を「増やす」必要に迫られて

いる。この結果、保有する資産の多寡は運用手法

の巧拙に依存することになり、高齢者層への資産

偏在の是正が進むことになるだろう。

また、リスクテイクの必要性は実は高齢者に

とっても重要な問題である。個人の貯蓄行動に関

する代表的な理論に、「ライフサイクル仮説」が

あるが、これによると勤労時に貯蓄した資産を老

年期に取り崩して消費するため、高齢者層の貯蓄

率は全体的に低くなるとされている。このため、

運用スタンスについても、若年者ほど運用期間が

長く、キャッシュインフローが大きいためリスク

許容度が高く、エクイティー運用に適しているが、

高齢者は貯蓄の取り崩しに対応して、流動性を重

視した安全運用をとることが望ましいとするのが

定説である。

しかし、現実は必ずしも理論に従うわけではな

い。図１２の年齢別貯蓄率を見ると、６０～６４歳の貯

蓄率がもっとも高く、ライフサイクル仮説のよう

な動きは、５５歳以上の層では認められない。これ

は退職金の存在によるところが大きいと思われる。

ただ、図１３にあるように、アンケートに対して

「老後が心配である」と回答している世帯の割合

は、すべての年代で過半数を大きく上回っており、

７０歳以上でも約６割が不安を感じている。この点

図１１ 転換点に立つ日本の個人金融資産形成

図１２ 年齢別貯蓄率

（出所） 貯蓄動向調査

２６郵政研究所月報 ２０００．６
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において、いわゆる通説は必ずしも現実妥当的で

はなく、この結果投資スタンスにも修正が必要と

なる。つまり、高齢者層にも資産を「増やす」必

要性は高いと思われる。特に高齢者層においては、

退職金の運用に加えて、２０００年からの２年間で元

利合計で１００兆円を超えるともいわれる郵貯定額

貯金の集中満期も重なって、利回りの改善に対す

るニーズが強いと思われる。

こうした個人投資家のリスクテイク行動を象徴

的に示す例が、投資信託の好調さであろう。２０００

年２月末時点の投資信託の残高は約５８兆円と１９８９

年末のピーク時とほぼ並んでいる。リスク資産へ

の投資は確実に浸透しており、今後個人投資家は

PE投資においても大きな位置を占めることにな

るであろう。

一方、個人投資家と並んでPE投資家の柱と期

待されるのが年金基金である。米国においても既

に主要なPE投資家であるが、長期投資が主で比

較的大きなリスクを負担することができるため、

日本においても同様の役割が期待される。

現在の年金基金が抱えるもっとも大きな問題は

何といっても、運用利回りの低下である（図１４）。

長期間に及ぶ低金利の運用難から、財務体質が悪

化した基金も多い。図１５にあるように、９０年代に

入ってからは不足金のあった基金が急増しており、

特に９５年度からは不足金のあった基金数が剰余金

のあった基金数を上回る状況が続いている。

さらに、将来に向けても高齢化という大きな問

題を避けて通ることはできない。図１６は年金基金

の成熟度を示したものである。この成熟度という

図１３ 老後は心配か

（出所） 貯蓄と消費に関する世論調査

図１４ 年金基金の運用利回り

（出所） 厚生年金基金連合会

図１５ 剰余・不足のあった基金

（出所） 厚生年金基金連合会

図１６ 年金基金の成熟度

（出所） 厚生年金基金連合会
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のは基金の加入員数に占める受給者数の比率のこ

とである。平成５年度末には受給者数は加入者全

体の１３％に過ぎなかったが、平成１０年度末には

２１．４％と既に２割を超えている。少子高齢化の進

展に伴って、今後受給者の比率はますます高まる

ことが懸念され、増加する一方の受給者に対する

安定的な年金給付の観点からも、運用利回りの改

善は至上命題である。

こうした背景を受けて、制度面からの対策も講

じられている。まず運用面については、これまで

いわゆる５：３：３：２規制によって、年金基金

の運用対象には制限が加えられていたが、この規

制が平成９年１２月をもって完全に撤廃され、現在

では基金の運用は完全に自由化されている。今後

は運用資産の一定の比率をPE投資に振り向ける

ような動きが本格化してくると思われる。

また、平成１２年度の導入へ向けた準備が進めら

れている確定拠出型年金の動向についても注意が

必要である。確定拠出型年金の導入とともに、一

気に現行の確定給付型からのシフトが起こるとは

考えにくいものの、企業は複数のポートフォリオ

を用意することになり、運用対象の多様化が進み、

個人レベルでの分散投資が半ば強制的に実現する

と思われる。

個人投資家や年金基金のPE投資への参加に

よって、前述の需要を満たすリスクキャピタル供

給の拡大が予想される。これらの投資主体がその

ほんの数パーセントの資産をPE投資に当てるだ

けでも、巨額に達することは想像に難くない。そ

して、既にそうした動きを見込んで、未公開株

ファンドの設立が相次いでいる。東洋経済新報社

のまとめによれば、１９９９年後半以降約半年間で１２

の未公開株ファンドが設立され、その資金総額は

約７０００億円超にも達するという。そのような一連

の動きの加熱ぶりについては、否定できないもの

の、PE投資が耳目を集め、市場参加者が拡大す

ることにより、リスクキャピタル・ファイナンス

が活発化することは大きな意義を持つものである。

５．２ 投資価値の実現機会の拡大

PE投資には、未公開株式によるファイナンス

であるがゆえに流動性の面での制約があり、中途

換金が困難であるため、株式公開や売却によって

投資を回収できなければ、いわゆるリビング・

デッドとして不良債権化してしまう。

PE投資の価値実現機会（回収手段）には大き

く分けて、IPO（Initial Public Offering、新規株

式公開）とM&Aの二通りの手法が用いられるが、

双方においてアヴェイラビリティー向上の動きが

見られる。投資価値の実現機会が拡大することに

より、PE投資の期待収益率が高まることになる。

�１ IPO（新規株式公開）

PE投資の価値実現手段のうちで、もっとも代

表的なものはIPO（新規株式公開）である。これ

は、出資先の未公開企業の株式を公開することで

市場の評価を受け、持ち株を市場で売却すること

で投資を回収するものである。株式の公開にあ

たっては、額面の数倍ないし１０倍を上回る時価総

額という評価を受けることが多く、極めて有利な

投資回収の手段となってきた。

ただし、IPOは公開市場の動向に左右されやす

く、市場での売買が低迷しているような場合には

有利な条件で公開することは困難であり、その意

味で公開にはリスクを伴う。また、公開と共に持

ち株が現金化されるわけではない。つまり、公開

後に持ち株を時価で売却できて始めてPE投資が

回収できるのである。このため、IPOには投資先

企業の公開に伴うリスクと、投資の現金化に伴う

リスクと大きく分けて二つのリスクが存在するこ

とになる。

これまでIPOに対応する市場は店頭市場のみで

２８郵政研究所月報 ２０００．６
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あったが、平成１１年１１月にスタートした東証マ

ザーズに加え、平成１２年中にナスダック・ジャパ

ンが取引を開始する予定となっている。図１７に示

されているように、いずれの市場でも利益額が必

須の条件ではなく、登録・公開基準が大幅に緩和

されている。これは設立後間もない企業による株

式の公開への道を開くものであり、特にベン

チャー企業に対する恩恵が大きいといえよう。

�２ M&A

これまでM&AがPE投資の回収手段として大き

く取り上げられることは少なかったように思われ

るが、既に欧米ではIPOと比肩しうる程度にまで

発展を遂げている。これは保有するPE投資先の

株式を、市場ではなく相対取引を通じて売却する

手法である。株式の購入主体や目的は多様であり、

前述のように企業が研究開発投資としてハイテク

ベンチャー企業を買収したり、バイアウトファン

ドの投資先を同業者が買収して業容の拡大をね

らったり、他業界への参入に際して破綻企業を買

収して足掛かりを築いたりと、様々なケースが想

定できよう。

M&Aによる投資の回収は、相対取引であるが

ゆえに株式市場の動向とは無関係に投資を回収で

きる。また、売買契約の成立と同時に持ち株の売

却が確定するため、迅速かつ確実に投資を回収す

ることが可能である。このようなメリットもあり、

米国では近年M&Aによる回収がIPOを上回る状

況が続いているほどである（図１８）。

日本でも商法の改正により、平成１１年１０月から

株式交換方式によるM&Aが解禁された。これに

より、買収資金をキャッシュで用意する必要なし

に、株式の発行によって買収することが可能と

なった。既に同制度によるM&Aの実績もあり、

日本においてもM&Aによる回収が定着する可能

性は高い。

IPOとM&Aは、完全に代替的な関係にあるわ

けではないものの、それぞれにメリット・デメ

リットがあり、そのどちらを選択するかはケース

バイケースである。IPO市場の創設、M&Aにお

ける規制緩和はいずれもPE投資の回収機会を拡

大するものであると同時に、PE投資の大きな問

題点の一つでもあった「流動性の制約」を緩和す

図１７ 各IPO市場の登録・公開基準

店頭株式市場 東証マザーズ ナスダック・ジャパン

利 益

総 資 産

時 価 総 額

株 式 数

株 主 数

四半期決算

なし

なし

５億円以上

（５０円額面で）５０万株以上

３００人以上など

あり

なし

なし

５億円以上

（５万円額面で）１，０００株以上

３００人

あり

税引前利益７，５００万円以上�
�
�
�
�

又は純資産４億円以上

又は時価総額５０億円以上

５００株

３００人以上

あり

（第二号基準） （ベンチャー基準）
（出所） 日本証券業協会、東京証券取引所、ナスダック・ジャパン・プランニング

図１８ 米国における投資回収手段

（出所） VEIS
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ることにもつながることから、極めて重要な意味

を持つものである。

５．３ ツールの拡大

PE投資にあたって、投資家から資金を集める

際のツール（PE投資の商品化手段）の拡大も進

んでいる。通常PE投資は、VCや投資銀行などが

仲介者となって投資家から資金を集め、PEファ

ンドを組成する。

このため、PE投資への参加のタイミングはPE

ファンド組成時に限られ、金額も大口が多いこと

から、参加者は事実上機関投資家などの一部の投

資家に限定されてきた。しかし、投資信託の規制

緩和と個人投資家への普及により、個人投資家の

参入がより容易になると思われる。既に資金の一

部を未公開株式に投資する投資信託が商品化され

ているが、個人投資家の資金を直接未公開企業に

提供するような金融商品が今後ますます拡大する

であろう。

また、平成１０年１２月の改正投資信託法の施行に

伴い、複数の投資ファンドに分散投資することで

資金を運用するファンド・オブ・ファンズ（外部

委託型投資信託）の設定が可能となった。これに

より、投資信託、PEファンドはもとよりヘッジ

ファンド等にもファンド・オブ・ファンズを通じ

て投資を行うことが可能となる。この様に間接的

に未公開企業への投資を行うこともできる。

こうした、個人投資家と未公開企業を仲介する

直接的、間接的資金供給手段の発達は、確定拠出

型年金（いわゆる日本版４０１k）の解禁とのコン

テクストでとらえた場合にその重要性は更に高ま

ろう。分散投資の原則に基づいて、個人金融資産

のほんの数パーセントがPE投資へ振り向けられ

るだけでも、PE市場に与えるインパクトは極め

て大きいものとなる。

５．４ 投資期間の短縮

PE投資の特徴の一つに、長期間にわたる投資

であることが挙げられることは既に述べたが、こ

れは同時にPE投資が抱える問題点でもある。

ベンチャー投資における、ベンチャー企業への

投資・育成期間（いわゆるインキュベーション期

間）や、バイアウト対象企業のリストラクチャリ

ング、破綻企業の再建期間などを勘案すると、

PE投資には概ね５～１０年を要するとされている。

しかし日本においてはこれまで特に長期化する傾

向にあった。そのもっとも端的な例が中小企業の

株式公開迄の所要期間である。

１９９９年に店頭市場に新規登録した企業について、

設立から登録迄の所要期間を調べたところ、全７３

社の平均は約２５年であった（図１９）。

しかし、登録までの期間が１０年未満の企業が１４

社にのぼり、さらに５年未満の企業は４社となる

など米国並みの早期公開を果たす企業も増えてき

ている。また、公開迄の所要期間は年々短縮して

きており、全登録企業のうち平成に入ってから設

立された企業の割合は２０．５％と前年比２倍以上の

増加を示している（図２０）。

一方、既に取引が開始されている東証マザーズ

においては、インターネット総合研究所は設立か

図１９ １９９９年に店頭市場に新規登録した企業の設

立からの年数

（出所） 日本証券業協会
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ら３年１ヶ月で公開しており、リキッドオーディ

オジャパンに至っては１年７ヶ月という短期間で

の公開を果たしている。上場基準の緩和された

IPO市場の創設はPE投資期間の短縮を促すこと

になるであろう。

また、インターネットの普及が企業の新規参入

コストを抑制し、創業赤字企業の黒字転化を早め、

スタートアップ期を短縮することで早期公開の実

現に寄与している可能性も指摘できる。

５．５ 経済・金融面からの後押し

緩やかながらも回復を続けている日本経済は、

２０００年以降その回復過程をより強固なものへと転

じていくものと思われる。他方、いわゆるゼロ金

利政策により、歴史的な低水準が続いている。た

とえゼロ金利政策が近い将来解除されるとしても、

その絶対的な水準は依然低いものにとどまると思

われる。この結果、マクロ経済の回復と低金利が

併存することになり、過剰流動性が発生する。図

２１は過剰流動性を表すマーシャルのk（＝M２＋CD

／名目GDP）と東証一部の売買高をならべたもの

だが、実体経済以上の過剰流動性の発生（つまり、

マーシャルのkが上昇すること）と売買出来高の

動きが符合することが分かる。これによると足許

では、オイルショック直前やバブル期に次ぐ水準

まで過剰流動性が発生しており、これが株式市場

への資金流入の一因となっていることが想定でき

る。今後、集中満期を迎える郵便貯金の動向に

よっては、更に流動性が高まることも予想され、

短・中期的にはややバブル的ともいえる株価形成

が行われる可能性がある。

そうした株価形成の妥当性についての評価を下

すことは敢えてしないが、株価の上昇は個人投資

家の市場への回帰を促すことになる。米国の例を

見ても、株価の上昇が個人投資家の株式保有比率

を高めており（図２２）、日本における投資信託ブー

ムなどにも同様の傾向が現れていると思われる。

良きにつけ悪しきにつけ、このような経済・金融

図２０ 新規店頭登録企業のうち平成に入ってから

設立された企業の割合

（出所） 日本証券業協会

図２１ 過剰流動性と株式売買高

（出所） 日本銀行、経済企画庁、東京証券取引所

図２２ 米国における株価と家計による株式保有

（出所） ICI
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これから：�
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情勢もPE投資にとっての追い風となりうる。

６ PE投資の隆盛は何をもたらすのか

これまで見てきたように、PE投資の定着を妨

げてきたいくつかの要因が取り除かれ、さらに

PE投資の隆盛を支援する外部要因も現れるなど、

PE投資ひいてはリスクキャピタル・ファイナン

スをめぐる環境に好ましい変化が生じてきている

と思われる。では、こうした変化はファイナンス

の領域に何をもたらすことになるのであろうか。

６．１ 資金調達手段の多様化

第一に挙げられるのが、企業の資金調達手段の

多様化である。ベンチャービジネスを例にとれば、

これまでほとんどの中小企業は、その資金調達を

負債という形で銀行借入に依存してきた。しかし、

PE投資を通じてエクイティーによる資金調達と

いう代替手段を手にすることによって、中小企業

の資本政策の自由度が増大する。

企業のファイナンス行動の基本から言えば、エ

クイティーによる資金調達は、残余財産の分配を

受けるにとどまる劣後性や配当金額決定における

企業側の裁量が大きいことなどから、企業の安定

性に寄与するという特徴がある。

これに対して負債による資金調達は約定返済を

前提とする優先性を有するため、過大な負債の導

入は利払い負担を通じて企業の倒産の可能性を高

める。また、前述のように債権者にとっては債権

の保全が第一の目的となることから、債務者であ

る企業がその企業価値の向上を目指す行動と利害

が対立する場面もありうる。これこそ、銀行が

「晴れているときに傘を貸し、雨が降ると傘を取

り上げる」と揶揄される所以である。

モディリアーニ＝ミラー的前提に立てばエクイ

ティー調達と負債調達とはその企業価値に与える

影響の点において無差別であるが、現実には利息

の支払いは税引前利益から行われ、課税対象外と

なるため、節税効果がある。このため、負債によ

る資金調達は企業の信用リスクを高める一方で、

利払いの節税効果を通じて企業価値を高める性質

を持っている。資金調達手段の多様化によって、

企業側はこの負債の導入による倒産コストとレバ

レッジ効果とを比較して、自社に最適な負債比率

を決定することができるようになる。

これを銀行から見れば、これまで銀行が独占的

にファイナンスを行ってきた中小企業が新たな資

金調達手段を手に入れることになるため、収益機

会の縮小を意味する。しかしながら、中小企業向

けファイナンスという分野における銀行の優位性

が相対的に低下するということに過ぎず、直ちに

間接金融の存在意義を否定するものではない。

アーリーステージの企業は信用リスクも高く、格

図２３ 未公開企業に対する資金供給の多様化

３２郵政研究所月報 ２０００．６
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付けも低いことから、エクイティーによる資金調

達で自己資本を強化する必要があるが、成長期

（エクスパンションステージ）以降は、確立した

ビジネスの規模を更に拡大して、資本効率を高め

るROE重視の経営へとその行動が変化する。こ

のため、ROEの極大化を目指して財務レバレッ

ジを高める行動をとることから、そこに負債の必

要性が生じる。つまり、ベンチャービジネスの活

性化は中長期的には間接金融の需要を増大させる

ことになるはずだと考えるためである。

しかし、PE投資の隆盛により、銀行貸出の利

鞘は縮小せざるを得ないであろう。すなわち、

PE投資によってエクイティー調達の道が広がる

ことで、かつて日本の大企業が資本市場に直接ア

クセスすることにより資金調達手段が多様化し、

それに伴って銀行貸出のスプレッドが縮小したこ

とと同様の現象が、今後は中小企業や経営不振・

破綻企業などにまで起こりうるということである。

これまで、その高リスクと引き換えに比較的高い

スプレッドを確保することができ、負債による調

達に依存するがゆえに銀行の収益に貢献してきた

顧客セグメントが、代替的な調達手段を手に入れ

ることで、伝統的な商業銀行業務の収益性が今後

更に低下する可能性がある。

６．２ 銀行機能の地盤沈下

そして、このような未公開企業の資金調達の多

様化によって、同時に銀行の持つ基本的機能を市

場が代行する動きが広がることになる。銀行の基

本的機能には大きく分けて金融仲介機能と通貨供

給機能の２つがある（図２４）。この２つの機能は

更に５つに細分化することができる。情報生産機

能とは、銀行が借手企業に関する情報を収集し、

分析することを通じて行う、審査活動や与信管理

などを指す。資産変換機能とは、銀行が借手企業

の債務を引き受け、投資家に預金（＝銀行の債務）

という形に変換して提供することにより、借手企

業の信用リスクを負担すると共に流動性リスクを

も負担する行動を指す。資金提供機能と信用創造

機能は、貸出という一つの行為を異なる側面から

捉えたものであるし、決済機能については殊更説

明は要しないであろう。

これらの基本的機能の多くは、既に一部が資本

市場およびその参加者によって代行されている。

情報生産機能に関して言えば、証券会社のアナリ

ストが企業レポートなどの形で企業を評価してい

るし、企業自身もIR（インベスターズ・リレイ

ション）活動を積極的に展開し、投資家と調達企

業との間の情報の非対称性を軽減する役割を果た

図２４ 銀行の基本的機能を市場が代行

３３ 郵政研究所月報 ２０００．６



している。また、資産変換機能についても、エク

イティーによるファイナンスにおいては、投資家

が企業の信用リスクを直接負担することになるし、

投資信託やPEファンドなどの商品化を通じて高

い流動性を付与できる。資金提供機能については、

資本市場の主要な機能でもある。

IPO市場の創設やプライベート・エクイティー

を通じたリスクキャピタル・ファイナンスの発達

は、資本市場の拡大と深化をもたらす。既に始

まっている、銀行の基本的機能を資本市場が代行

する動きが更に加速することになる。この結果、

特に伝統的な商業銀行業務における付加価値が低

下する。これは新たなセキュリタイゼイション

（証券化）の波が生じることを意味する。金融自

由化の進展が、直接金融と間接金融の垣根を低下

せしめる典型的な例である。

残された、銀行に固有の機能は決済機能である

が、これとて厳しい競争にさらされることになる。

そもそも、コンピュータの発達により、決済業務

は最も機械化の進んだ業務の一つとなっており、

その点で既に付加価値も比較的小さいものとなっ

ている。さらに、最近になって、他業界から決済

業務に的を絞ったナローバンクの設立などの形で、

銀行業への参入を表明する企業が相次いでいる。

このような競争の激化、収益環境の悪化に対し

て、銀行が講じるべき対策は、典型的には以下の

３つとなる。すなわち、�１既存業務におけるコス

トを引き下げること、�２既存業務における付加価

値を高めること、�３新たな収益源を開拓すること、

である。このうち�１のコストに引き下げについて

は、各銀行とも一様に尽力しているところである。

システム投資による省力化を進め、人員削減によ

る固定費用の削減に努めている。昨今声高に叫ば

れているIT投資の拡大に伴い、より高度な商品、

サービスを低コストで提供することが可能になる

であろう。しかしながら、コストカットや貸出利

率の引上げによる利鞘の改善だけでは自ずと限界

があるといわざるを得ない。ほとんどすべての銀

行がROEの向上を経営目標に掲げており、１０％

を超えるROEを設定する銀行も多い。また、米

国の銀行等では２０％を上回るROEを実現してい

るものもある。しかし、このような高水準の

ROEは商業銀行部門の収益改善だけでは到底達

成し得ない。なぜならば、BISの自己資本比率規

制が存在するからである。ROEを押し上げるに

は負債による調達を増やすこと（財務レバレッジ

を高めること）と、利益の絶対額を増やすことの

２種類の方法があるが、BIS規制により自己資本

比率を８％と規制されているため、一般の事業法

人のように自由に財務レバレッジを高めることが

できない。それゆえに、利益の絶対額を増やす

（ROAを高める）ことによる他はないが、限り

なく商業銀行業務に特化した銀行のROAは総資

金利鞘（資金運用利回り―資金調達原価）に近似

するため、たとえば自己資本比率の１０％とROE

の１０％を同時に達成しようとすると、ごく大まか

には総資金利鞘は１％ほど必要になる計算となる。

都市銀行を例に取れば、平成１０年度の国内業務分

野の総資金利鞘は０．３３％であり、これを３倍以上

に拡大しなければROE目標を達成できないこと

になる。これは経費率の削減や貸出金利の引上げ

だけでは到底十分ではない。オフバランス収入で

ある手数料などの新たな収入源の確保が必要とな

るのである。どのような収益構造を持つ銀行が望

ましいのか、という点については意見が分かれる

ところであるが、前述の�２、�３といった観点から、

PE投資に代表されるリスクキャピタル・ファイ

ナンスへの積極的な参入がその両者を満たす有力

な選択肢ではないかと思われる。以下でやや詳細

な検討を加えてみたい。
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７ 銀行とリスクキャピタル・ファイナンス

リスクキャピタル・ファイナンスという領域は

果たして直接金融に属するのか、間接金融に属す

るのか。ことプライベート・エクイティーに関す

る限りその分類は曖昧である。未公開株式への投

資であるがゆえに、仲介者の存在が必要であり、

その点では間接金融的であるし、エクイティーに

よる資金調達という点において直接金融的でもあ

る。敢えて区別しようとするならば、両者の違い

は究極的には投資先の信用リスクを誰が負担する

のかということになる。つまり、投資家自身が負

担するならば直接金融であり、仲介者が負担する

なら間接金融ということになるわけである。この

区分に従えば、やはりプライベート・エクイ

ティーも直接金融に分類されることになるが、こ

こで重要なのは分類ではなく、プライベート・エ

クイティーには仲介者が必要であるという点であ

る。このため、銀行がリスクキャピタル・ファイ

ナンスに参入するにあたっては、自身が投資家と

なってPE投資に資金を投じるか、もしくは他の

投資家のPE投資の仲介を行うかの二通りのケー

スが考えられる。

しかし、銀行は既に上の二通りのルートを通じ

てリスクキャピタル・ファイナンスに参入してい

る。前掲の図８にもあったように、日本のベン

チャーキャピタル（VC）が組成する投資事業組

合には、出資者として銀行が大きな地位を占めて

いるし、ほとんどの銀行は自身で系列ベンチャー

キャピタルを設立し、リスクキャピタル・ファイ

ナンスの仲介をも行っている。ただし、これまで

PE投資という概念自体が日本ではあまり馴染み

がなかったこともあって、この場合のリスクキャ

ピタル・ファイナンスとは、ベンチャー企業向け

ファイナンスにほぼ限られており、バイアウトや

破綻証券といった分野はカバーされていない。ま

た、銀行系VCの主要業務であるベンチャー企業

向けファイナンスについても、その本来の機能を

必ずしも十分に発揮できていたわけではない。図

２５は主要なVCがその投資対象をスタートアップ

期、急成長期、安定成長期、成熟期の４つのス

テージに分け、それぞれどのステージに資金の何

％を配分する計画かを調査し、その設立母体毎に

平均したものである。あくまでも平均値であり、

個社別には多少のばらつきはあるものの、銀行系

VCの特徴として、スタートアップ期や急成長期

の企業への投資配分は低く、安定期や成熟期の企

業への投資配分が高いことがわかる。図２６はその

安定期と成熟期の企業への投資配分を合計したも

図２５ 主要VCの重点投資対象ステージ

（出所） VEC

（注） 数値は各カテゴリーの平均値

図２６ 主要VCの重点投資配分

（安定成長期＋成熟期）

（出所） VEC

（注） 数値は各カテゴリーの平均値
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のだが、これによるといわゆるレーターステージ

の企業への投資配分については銀行系VCが突出

して多い。これは、２章における「高い成長性が

見込まれる発展初期段階の企業に投資する」とい

うVCの本来の役割からは大きく逸脱しているよ

うに見える。しかしながら、これは銀行系VC自

身にのみ原因を求めるべきではない。銀行と系列

VCとの関連の中で捉えるべき問題であろう。

そもそも、これまでの日本のPE投資の回収手

段は、M&Aが未発達であったことなどもあって、

IPOによるケースが多かった。にもかかわらず、

IPO市場は店頭市場に限られており、その登録基

準も現在よりも厳格なものであった。また、企業

が株式を公開するには多大なコストを要した。前

述の通り、昨年においても店頭登録時の設立から

の平均年数は約２５年と、時間的にも極めてコスト

が大きいのが現実である。このため、株式公開は

一種の「ゴール」の様なものであったと言える。

すなわち、企業サイドから見ても、株式公開は、

成長企業の資金調達手段ではなく、（成熟した）

優良企業の創業者利潤実現手段だったのではない

だろうか。

株式公開がこのような位置付けにあることで、

「ゴール」である株式公開に至るまでは、企業の

資金調達は銀行からの借入に依存せざるを得ない

ことになる。そのため、銀行側でも成長企業、優

良企業は安定的に高収益をもたらす重要な顧客と

して囲い込むことになる。つまり、VCの投資対

象となる企業まで銀行の融資で対応することが可

能だったのである。このため、銀行系VCは銀行

の融資先の成熟企業が、株式公開により創業者利

潤を実現する際に、初めてその出番が回ってくる

ことになる。だが、その時点では既に投資先企業

は成熟期（ないしレーターステージ）にさしかかっ

ており、それらの企業のニーズは成長資金の調達

ではなく、むしろ安定株主の確保であることが多

い。それゆえに、銀行系VCの投資対象がレー

ターステージ企業に偏ってしまい、その本来の役

割を発揮できなくなってしまっていると思われる。

しかし、これまで銀行の顧客であった未公開企

業は、今や銀行融資に代わってPEファンドから

の資金調達が可能となり、成長資金をIPO市場を

通じて調達できるような環境も整いつつある。今

後、系列VCにその本来の機能を取り戻させるこ

とは銀行本体にとっても極めて重要である。なぜ

ならば、VCこそがPEファイナンスのためのビー

クルであり、銀行本体とVCとが相互に補完する

ことによりリスクキャピタル・ファイナンスへの

参入が容易になるためである。そこでまず、銀行

におけるVCの位置付けを、過去にさかのぼって

確認してみることにする。

７．１ 銀行とベンチャーキャピタル

現在の我が国を代表する大企業も、元をたどれ

ば卓越した技術力や独創的なビジネスモデルを備

えたベンチャー企業であったケースは数多く存在

する。古くは本田技研やソニー、その後の京セラ、

ダイエーなどもその典型的な例であろう。これら

はいずれもVCの誕生以前のベンチャー企業であ

り（図２７）、まれにエンジェルに相当する個人ス

ポンサーの援助はあったにせよ、VCによるファ

イナンスは存在しなかったはずである。それゆえ、

当時のアーリーステージの企業において銀行が果

たした役割は大きかった。当時の企業にとって、

資金調達手段は実質的には銀行融資に限られてお

り、また銀行も積極的にリスクをとってきた。当

時の銀行にリスクテイクを可能ならしめた要因の

一つには、メインバンク制度があったと考えてら

れる。つまり、銀行の融資先企業に対する発言力

が確保されていたがゆえに、企業に対するモニタ

リング機能も有効に働いており、銀行はリスクテ

イクの対価として発言力を得ることができたので
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第一次 ベンチャーブーム�
（1970―73年ころ）�
オイルショックに伴い鎮静化�

第二次 ベンチャーブーム�
（1982―86年ころ）�
円高不況に伴い鎮静化�

第三次 ベンチャーブーム�
（1994年―現在）�

中小企業助成会（現テクノベンチャー）設立（1952年）�

店頭売買銘柄登録制度発足（1963年）�

証券取引所再開（1949年）�

京都エンタープライズディベロップメ�
ント（VC第１号）などVC設立ラッシュ�

第二次VC設立ラッシュ�

情報通信関連企業や外資系企業に�
よる第三次VC設立ラッシュ�

京セラ、ダイエーが株式上場�
　　（ともに1971年）�

本田技研が株式上場（1957年）�
ソニーが株式上場（1958年）�

ある。前掲の図６にも、起業家がベンチャー・

キャピタルに望むこととして、資金提供以外にも、

経営への参画やコンサルタントの役割、さらには

起業家に対する指導者や友人としての役割などが

重要度の高い要望として示されていたが、かつて

の銀行はそれらVCの持つ役割をも自ら果たして

いたのではないだろうか。

しかし、企業の資金調達手段が多様化し、日本

経済の拡大が続くなかで、銀行の地位は相対的に

低下し、メインバンクとしての発言力が次第に限

定されることになった。戦後間もなくから高度経

済成長期にかけての恒常的な資金不足は、効率的

な資金配分のニーズを高め、これがメインバンク

を通じた資金供給をサポートする要因の一つと

なったと思われるが、高度経済成長期を経てこの

要因が次第に薄れていったのである。そして、リ

スクテイクの対価たる発言力の低下の一方で、株

式の取得を通じて企業経営に関与するVCが登場

したのは、そうした動きと決して無関係ではなか

ろう。

銀行は、調査研究、コンサルティングなどの業

務を総合研究所として分離し、リスクキャピタル

供給業務をVCとして分離するなど、総合化の名

目の下にその機能を分散させてきた。また同時に、

金融自由化に伴い証券業務や資産運用業務など新

たな業務へ参入し、グループ企業を拡大してきた。

そして、この様なさなかにバブル経済の崩壊、ひ

いては長期にわたる平成不況を迎え、銀行の自己

資本は大きく損壊することとなった。このため銀

行本体のリスク回避度が極端に高まり、銀行によ

る求心力が低下、各社毎の採算重視などの方針の

もとで、グループとしてのシナジー効果が著しく

損なわれた状態が続いてきた。

しかし一方で、既に日本版ビッグバンが進めら

れ、これまで見てきたように間接金融、直接金融

と言った分類が意味を成さない環境での業態の垣

根を越えた競争が始まっている。銀行も自己資本

の増強や業界内での再編と同時に、より高い付加

価値や新たな収益分野の獲得を推進しなければな

らない。それには、かつての銀行が持っていた機

能を実現するべくグループ内での連携を強めシナ

ジー効果を実現することが必要なのではないだろ

うか。

７．２ 望ましい枠組み

VC、総合研究所などの形で分散している銀行

グループの各機能を改めて結集させ、総合力を強

化することは、ビッグバンを勝ち抜く上で必要不

可欠であるが、特にプライベート・エクイティー

の分野においては重要な戦略となる。なぜならば、

図２７ これまでのベンチャーブーム
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そこには極めて強い情報の非対称性が存在するた

めである。そもそも未公開企業への投資には、当

該企業と投資家の間には強度の情報の非対称性が

存在する。それに加えてPE投資の対象となるよ

うなベンチャー企業や、経営不振に陥った企業に

ついては更に大きなリスクが付きまとう。このた

め、情報の非対称性を軽減し、リスクをマネジメ

ントするためには様々な機能が必要とされるので

ある。

そして、今後PE投資の分野で競合するであろ

う他の金融機関や事業会社と銀行を差別化する決

定的なポイントは、この情報の非対称性である。

銀行は周知のように未公開企業とのつながりが特

に深い。これは、全国にまたがる広範囲の店舗網

とそれに伴う顧客基盤の大きさによるところが大

きい。しかし、それ以上に決定的なのは、銀行が

取引企業の決済口座を保有し、資金の流れを独自

に把握することができることである。これが、情

報の非対称性の軽減に極めて重要な役割を果たす

ことになるのである。昨今の銀行業界の再編によ

り、銀行グループが少数に絞り込まれることにな

れば、複数の銀行に分散している企業の口座も同

時に集約され、こうした優位性の強化に繋がるこ

とになる。

無論、既に指摘したように決済機能はもはや銀

行独自のものではなくなりつつあることは確かで

ある。しかし、個人取引の分野ではそうした動き

が近く想定されるものの、企業取引の分野では銀

行を通さずに決済を行う先進的な企業が誕生する

としても、それまでには少なくともあと数年を要

し、また一部の企業にとどまるのではないかと思

われる。それまでに銀行がプライベート・エクイ

ティーの分野で有力なプレイヤーとしての地位を

確立することは十分に可能である。

それでは果たしてどのような形で銀行がプライ

ベート・エクイティー・ファイナンスを行うのか。

筆者の考える望ましい枠組みはシンプルなもので

ある（図２８）。そもそもPE投資のプロセスは大き

く分けて３段階に分類できる。対象企業への投資、

投資先の企業価値の最大化、持ち分の売却による

投資回収の３段階であり、これはベンチャーキャ

ピタル、バイアウト、破綻証券などの形態にかか

わらず、PE投資に共通する投資プロセスである。

そこで、それぞれの段階をグループ企業が担うこ

とでPE投資の一連のプロセスから得られる収益

をグループ全体で享受できることになる。以下で、

各段階における銀行及びグループ企業の役割を概

観してみよう。

�１ 投資段階

企業への投資にあたっては、VCによる出資と

銀行による融資を組み合わせることにより、信用

図２８ 望ましい枠組み
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リスクの分散をはかることができる。

銀行融資において、その貸出金利は融資先の信

用リスクに応じたプレミアムをスプレッドとして

調達金利に上乗せする形でプライシングされる。

このため、キャッシュフローの安定しないベン

チャー企業や、経営不振企業への融資は必然的に

高金利とならざるを得ないため、金利負担がかさ

み、返済はさらに困難になる。つまり企業は融資

を受けることで、かえって自身のデフォルトリス

クを高めてしまうと言う悪循環に陥りかねない。

この点、VCによる出資の場合、それ自体が自己

資本の増強を意味し、企業の信用リスクを低下さ

せる作用がある。また、役員などの派遣により投

資先企業の経営に携わることもでき、融資による

ファイナンスと同様（もしくはそれ以下）の信用

リスクを負担しながら、企業に対するガバナンス

の自由度は大きい。

そして、このスキームは何もベンチャー企業に

限ったものではなく、その意味でVC自身もベン

チャー企業に特化する必要もなくなる。すなわち、

バイアウトや破綻証券も手がけるプライベート・

エクイティー・ファイナンス（PEF）会社となる

べきである。これによって、そのPEF会社のみな

らず銀行全体にとっても、そのファイナンスの機

会が飛躍的に増大することになる。

例えば、銀行の融資方針はこれまで融資先につ

いては一社たりとも倒産させないと言うスタンス

であったものの、今後の銀行は企業の倒産確率を

織り込んだプライシングにより、一定割合の倒産

が起こることを想定して全体としてのリターンを

追求するスタンスに転換する必要があると言われ

ている。これによって、企業倒産に対する銀行の

スタンスも、銀行取引停止と言う対応から、系列

PEF会社にとってのビジネスチャンスと見る対応

に変化することにもなるかもしれない。

また、銀行の取引先大企業がリストラにより事

業の売却を進めるなかで、PEF会社のバイアウト

ファンドで同業種の企業を買収し、合併させ、十

分な規模を確保した後に株式を公開することも可

能になるわけである。この過程では必要に応じて、

銀行のM&A部門（もしくは子会社）と連携を図

ることも必要になってくるでろう。

�２ 投資先の企業価値の最大化

投資先の企業価値の最大化は、プライベート・

エクイティー・ファイナンスにおいて、その投資

プロセスの根幹を成す極めて重要な付加価値の源

泉である。ベンチャー・キャピタルにおいては、

投資先の孵化・育成（インキュベーション）に相

当するプロセスであり、破綻企業向け投資におい

ては、投資先のリストラクチャリング・再建に相

当する。

PEFとは、文字どおり株式の取得を通じたファ

イナンス形態であるから、投資家は出資を通じて

企業の経営権の一部を取得することになる。この

ため、投資家自身が（社外）取締役などの形で投

資先企業の経営に参画し、経営戦略の立案や社内

体制の整備などのアドバイスが可能となるが、こ

れについては系列の総合研究所の調査研究機能や

コンサルティング機能が活用できるのである。

その他、銀行の顧客基盤を活用した人的支援も

可能である。すなわち、投資先と同業の他社や幅

広く有力者を紹介することもでき、必要に応じて

人材の派遣、斡旋なども可能である。新たな販売

先や取引先、さらには業務提携の取り纏めなども

期待できる。

企業価値の最大化の手法は多岐にわたりかつ極

めて高度なものである。それゆえベンチャー・

キャピタリストが単独で対応できる範囲に収まる

ことの方がむしろ希であろう。そこで、銀行およ

びそのグループ力をフルに生かしたサポートが求

められることになる。また、そのサポートに失敗
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することは、すなわち投資回収の失敗に直結する

ことになる一方、有効にサポートできるならば投

資先企業の信用リスクを軽減することにもつなが

る。このため、サポート力のレベルを高めること

が、まず第一に必要とされる。そこで、有力なコ

ンサルティング・ファームや商社などと言った企

業経営や事業展開の分野の有力なプレイヤーとの

提携なども視野に入れておく必要がある。

�３ 持ち分の売却による投資回収

既に指摘したように、PEFの投資回収手段は大

きく分けてIPOとM&Aの二通りである。IPOの

場合には、証券子会社による公募、引受けによっ

て手数料収入を確保することができるし、M&A

による場合には、自身のM&A部門（子会社）の

仲介により同様に手数料収入を確保できる。

また、M&A部門の情報収集力は、投資先の発

掘や投資回収時の持ち分売却先のリストアップな

ど、PEFのプロセス全般を通じて大いに役立つこ

とになる。

この様に、系列のVCをプライベート・エクイ

ティー・ファイナンス会社へと昇華させ、リスク

キャピタル供給機能を強化することで、リスクの

分散などを通じて銀行のファイナンスの自由度は

向上する。そして同時にグループ企業各社の連携

を緊密にすることによって、顧客企業に対しても

より高度で洗練された金融サービスを提供できる

ことになるのである。

８ 残された課題

これまで指摘してきたように、現在起こりつつ

ある変化は、プライベート・エクイティー・ファ

イナンスにとっては好ましいものであり、PE投

資が我が国に定着する契機となりうるものである。

しかし、PE投資と言う手法はこれまで我が国に

はほとんど馴染みのないものであっただけに、な

おいくつかの課題が残されている。

まず第一には、いわゆる金余りを背景にPE投

資がブームともいえる過熱ぶりを示していること

が挙げられる。既に述べたように、半年間で約

７０００億円にも上る未公開株ファンドが設立され、

資金が先行している観すら否定できない。この様

な過熱ぶりのなかで、未公開株式がファンダメン

タルズを大きく上回る価格で取引されてしまうと、

その後の調整を通じて、PE投資の健全な発展を

阻害しかねない。

特にPE投資の主要な担い手となるべき個人投

資家が、そのリスク特性を詳細に検討することな

く投資してしまうことで、もしそれが失敗した場

合、過度に萎縮し、リスク回避的になってしまう

ことが懸念される。PE投資は上場株式への投資

に比べてハイリスクであるため、相応の専門知識

をもって投資にあたることが望まれる。この意味

において、PE投資の健全な発展と個人投資家の

啓蒙とは表裏一体の不可分な関係にあると言える。

一方、PE投資を仲介する銀行（金融機関）サ

イドにも課題が残る。なかでも大きな課題となる

のは人材の確保であろう。これまで述べてきたよ

うなグループ内での連携強化には、各企業におい

てハイレベルなスキルを持つ人材の存在が不可欠

である。もっとも、銀行は既にリスクキャピタ

ル・ファイナンスやインベストメント・バンキン

グと言った分野に進出しており、これら既存の業

務の強化がプライベート・エクイティー・ファイ

ナンスにおける優位性の獲得の基盤ともなる。そ

の意味でこの人材の問題は既に現在でも存在する

問題である。ビッグバンを生き抜くための人材確

保という意味からも、内部での育成や外部からの

獲得を強化していかなければならない。

また、同様に人材不足の問題から投資先の評価

が困難な問題として残る。銀行による企業の審査、

評価は、主に決算書類を通じた財務内容の分析に

４０郵政研究所月報 ２０００．６



よる。融資債権の保全を目的とするならば、財務

内容の分析で足り、それに特化することで効率化

が図れたが、投資先の企業価値の評価は財務諸表

からだけでは不十分である。特に、ベンチャー企

業の多くは独創的な新技術に立脚するものである

以上、この技術をどのように評価するかが極めて

難しい。この様な新技術や独創的なビジネスモデ

ルの評価には、過去の経験が必ずしも有効に作用

するわけではなく、これまでも多くの失敗が積み

重ねられてきた。実例を挙げるならば、古くはエ

ジソンの白熱灯に関するイギリス議会の調査委員

会はその報告書において「エジソンの発明は、ア

メリカ人にとっては有意義なことだろうが、合理

的で科学的なイギリス人にとっては価値がない」

と述べているし、最近ではインターネット検索

サービスのYahoo！社の創業者であるジェリー・

ヤン氏も「Yahoo！がビジネスになるなんて思っ

ても見なかった」と自ら語っている。

無論、専門家集団による技術評価や市場調査は

重要な示唆に富んでいるし、それらをもとにした

企業審査は当然行われるべきだが、その結果を鵜

呑みにするべきではない。また、投資家自身が投

資先企業の価値を高めるPE投資という手法にお

いては、投資家自身のビジネス化の能力がむしろ

問われているのである。

９ おわりに

プライベート・エクイティーは、そのリスクの

高さと流動性の低さゆえに、潜在的な価値に比べ

てディスカウントされる傾向にあるものの、一旦

公開されると流動性が飛躍的に高まり、将来に対

する期待などのプレミアムが加わることから、莫

大なリターンを生み出すことが多い。それゆえに、

“スーパーディール”と呼ばれる、一部のハイリ

ターン案件ばかりがクローズアップされ、マネー

ゲーム的な側面が強調されがちである。

しかし、PE投資の対象となる企業の多くは、

今後の経済を牽引する成長性に富んだ企業や、リ

ストラクチャリングによって将来にわたって継続

的な利潤を生み出すことが可能な企業であり、こ

れらの企業に対して円滑に資金を供給することは、

我が国の経済全体にとって、極めて有益かつ重要

な命題である。

これまでの我が国は歴史的に見ても間接金融の

主導によりファイナンスが行われてきたことは議

論を待たないが、既に７章でふれたように、現在

では、従来の基準で間接金融と直接金融を分類す

ることが困難になってきている。合従連衡の進む

銀行業界にあっては、みずからの体力強化はもと

より、この様なファイナンスの潮流をビジネス

チャンスと捉え、同時に収益力の面でも強化を図

るべきではないだろうか。真の意味での垣根を越

えた競争は、銀行のみならず日本の金融機関の実

力を世界と互角に戦える水準に押し上げることに

なるだろう。そして、それはより充実した金融

サービスの提供という形で、社会への貢献をもた

らすことになると確信している。
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１ 曲がり角にきた基盤整備のシステム

昨年７月に成立したPFI推進法は、「民間活力

による社会資本整備」という理念が示すように、

これまでの公共事業ではなく、民間の資金や手法

によって社会資本を整備することを内容としてい

る。これが活用されるか棚上げされるかは、２１世

紀の日本における生活水準を左右するほど、重要

な分かれ道であるといえる。

考えてみれば、「民間の行う社会資本整備」は

語義矛盾である。社会資本の定義それ自体が「民

間によっては十分に整備されない基礎的な施設」

を指すからである。しかし、とりわけ１９８０年代か

らの日本の公共事業は、こうした語義矛盾をはら

んだ手法に活路を見出さざるを得ないほど、歪み

の多いものとなってしまった。

もともと、社会資本は「懐妊期間が長く、巨額

の投資を必要とする」性質があるため、民間部門

に委ねると供給不足になることから公的な供給を

行うというのが原則である。ところが、農道空港、

整備新幹線、しまなみ海道などに典型的にみられ

るように、懐妊期間が長いどころかいくら経って

も需要がなく、投資ではなく工事代金の巨額につ

られて政治的に決定されるような計画までが実行

されたため、「社会資本が供給不足になる」とい

う命題の妥当性さえ疑われるに至っている。ここ

では「利用の見込める社会資本」という意味で、

基盤という用語を使用する。

不足している社会資本がないとはいえない。し

かし、都市環状道路、成田空港へのアクセス鉄道、

ターミナルの乗換え設備などそうした施設の整備

には、政治的不人気につながる要素が随伴し、前

述したプロジェクトに遅れをとるという、資源配

分の効率性とは逆行した実行案の選択が行われた。

都市環状道路や空港アクセス鉄道の場合、受益者

はその地域の住民ではないことが多い１）。通過交

通の利用者は票を持っていないため、政治的な力

につながらないのである。乗換え設備にしても、

たとえば日暮里駅での京成からJRへの乗換えが

長い間エスカレーターでなかった背後に、JRの

負担でスカイライナーの乗客を便利に通すことが

経営上マイナスであるとの判断があったのでは、

と勘ぐらざるを得ない。この場合、一般には長所

の多い日本の鉄道システムが、鉄道事業者間の競

争という意味で若干のマイナスをもたらしたとも

いえるだろう。

いずれにしろ、不足している施設はそれほど多

岐にはわたらず、投資の規模も大きくない。むし

ろ、そうした施設のみピンポイントで整備するな

ら、「一人あたりGNPの維持ないし微増」といっ

視 点

経済の中期的課題とフロンティア�２
――基盤整備のシステムチェンジ――

法政大学経営学部教授 今橋 隆

１）東京の外郭環状自動車道において、一部区間で住民の反対から建設が３０年以上にわたり頓挫したままであった。成田空港のア
クセス鉄道につき、事業者間の調整や用地買収の難航から、最短距離となるルートが建設されないままとなっている。
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た経済環境のなかで可処分所得を維持できるよう

な基盤整備のシステムに接近できる。１９９０年代の

長期にわたる景気停滞局面で、民間企業は市場の

寒風にさらされ、事業再構築により価格破壊を遂

行してきた。今後は税金・社会保険料などの費用

対効果を向上させることが必要である。財政再建

の過程において避けては通れない国民負担の増大

を納得してもらうためには、民間流にいう顧客満

足度の改善が必要となる。これをPFIではVFM,

value for moneyといい、人々の負担をいかに効

率よく顧客価値につなげるかという指標にしてい

る２）。

２ PFIの意義

一般財源や特定財源の場合、「税」という名が

ついているために利用者間、地域間での内部補助

が多く行われることが、最大の問題である。かり

に社会的な視点から内部補助が必要であるにして

も、その程度や範囲が明示されないで計画案の採

択が行われてきたケースが多い３）。さらに、負担

者は受益者よりかならず所得や資産が少ないとは

限らず、単に地理的な区分や購入している車種の

属性などがある集団になるからといって、より多

く負担する根拠とはならない。

揮発油税から石油ガス税への内部補助、軽油引

取税における外部性の反映といった要素は妥当な

ものかどうか、最新のデータに立脚した検討が必

要である。航空機燃料税、空港使用料についても

同様の反省が必要であり、特定財源制度は価格機

構に類似したものであるだけに、費用対効果の追

求は真剣になされるべきである。一般財源、特定

財源、公共料金の三者は、VFMを最大化するの

はどれかという意味で、PFIとのシステム間競争

にさらされることになる。

利用者負担の典型である公共料金について、投

資の収益率という観点はより重要性を増す。高速

道路の１４，０００kmという計画規模は、人口減少や

成長鈍化の影響をどの程度、読み込んだもので

あったのか。物流が情報化し、人々がIT革命で

多様な働き方をする時代に、「かつて決めて、法

律に書いてあるから」といって負担を求めつづけ

ることがほんとうに合理的なのか。要するに、

「計画どおりに物事を進める」ために都合のよい

制度は、右肩上がりの時代であったからこそ、

「いつか使われるようになる」「都会並みの施設

を」という要望に応えられ、存続できたのである。

しかし今後は要望ではなく、人々が喜んで支出す

る現金と政府の支出を人々が肯定する外部補助と

の両者に対応して、基盤整備を行うことが肝要で

ある。

PFIの第一の意義は、収益率の高い計画に絞っ

て実行する「ふるい」の機能である。「税」や「料

金」に自分の支出を委ねてしまうと、「負担なき

受益」が横行するという警戒心が、かつて見られ

た福祉国家の財政破綻から得られる教訓である。

したがって、これまで公的部門が行ってきた業務

だからといって、その状態を永続することはかな

らずしも肯定されない。前述のように公共事業を

現在の規模で継続することは不可能であるとして

も、実行対象の選択を政治過程に委ねたり、一律

削減を行ったりすれば、収益率の高い計画が先の

ばしされることになる。すなわち、ふるいとして

信頼できるのは市場であり、外部補助を伴う社会

的意義がそれを補完することになる。

２）単純に仕事を民間にさせたからといってVFMが向上するわけではない。リスク分担の枠組みを可変的にし、VFMが最大とな
るような分担スキームを実現することが重要である。そのスキーム全体を組み立て、管理することは、依然として政策当局の
必須の業務である。

３）たとえばアメリカの道路財源制度には、ある州における税収の９０．５％まではその州で支出しなければならないとの歯止めが設
けられている。日本の道路特定財源制度は、こうした明示的な歯止めを組み込まれていない。
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そこから、PFIの第二の意義が派生する。財政

投融資を例にとると、PFIの考え方で精選された

プロジェクトは高い収益率を示すため、資金の運

用利回りは向上する。もちろん、それには財投機

関債のような個別リスクに対応するスキームが前

提であり、「リスクプールが大きいから安全であ

る」というかつての幻想とは決別しなければなら

ない。資金の国際移動が原則的に自由である以上、

日本の投資資金が日本にとどまる理由はリスクと

収益率の組み合わせが他よりも良好なこと以外で

はありえない。たとえ円貨での元本や利子が保証

されても、為替リスクを考慮するなら、GNPが

伸び悩んだり、構造改革を怠ったりする国の通貨

は先行き弱含みなため、投資するべき妙味に乏し

い。資金供給者にとっての選択肢は、PFIの対象

となるような収益率の高い日本の計画案に投資す

るか、もしくはシンガポールやオーストラリアの

案件に投資するかである。それを嫌がるなら、み

ずからの年金の受取額は低下することになる。

従来の手法で内部補助を続けるかぎり、遠から

ぬうちに利用可能な資金は枯渇してしまう。日本

の貯蓄が財政赤字を支えきれなくなったら、誰が

日本道路公団の債券を買うのだろうか。かりに国

債を発行して名目上の資金を調達しても、内外の

金融市場で債券が売れなければ、中央銀行引き受

けによるインフレーションが惹起され、資材の調

達は逃げ水のように困難となり、計画は画餅に帰

す。

さらに、PFIの第三の意義は、民間における事

業機会の創出である。自治体が庁舎を民間へ売却

し、賃借して従来と同様の行政機能を遂行する事

例を検討しよう。この場合、賃貸料と維持・修繕

サービスとの対比で、かつての公的な管理といず

れが優れているかを同一の基盤において比較すれ

ばよい。これはPSC, Public sector comparatorと

して知られる考え方である。

給与水準、労働生産性、資本・労働比率、資本

生産性などの要因の選択において、通常は民間の

ほうに自由度が高いので、過酷な労働条件や違法

行為がないかぎり、民間のコスト優位は是認され

るものとなる４）。これは民間の立場から見るなら、

新たな事業機会の創出である。もちろん、入札過

程の透明化、契約によるリスク分担などは必須の

前提である。要約すると、基盤投資に関する意思

決定を政治や行政の手から市場に移行させ、資金

を含めた経済全体での資源配分の効率向上を実現

することが望ましい。

３ リスクの類型と対処方法

基盤整備については、リスクが多様で大きいか

らこそ、民間に委ねては十分に達成されないとい

われる。しかし、成熟した経済のもとでは、むし

ろ公的部門こそ大きなリスクに耐えられないとの

見解も散見される５）。そこで、施設整備に随伴す

るリスクの諸類型と、対処の方法について検討す

る６）。

まず、施設の建設段階では次のようなリスクが

ある。

・当初の費用見積もりと建設計画に沿って完成さ

れない

４）さらに、施設の運営だけが切り離されて民間に委ねられるパターンでは、国際的な範囲での活躍により、優良な経営ノウハウ
が蓄積され、コスト削減に貢献する可能性がある。港湾施設の運営やバス事業において、規制緩和や民営化の進展につれ、そ
うした事例が増加している。

５）山内弘隆「ポスト・第３セクターとしてのPFI」地域科学研究会『日本版PFI』１９９９年では、「総括的にいえば、これまでの公
的主体のリスク管理のあり方が問われているといってもいいであろう。」との記述がある。公的主体のリスク負担能力に疑義
を唱える見解は、ニュージーランドの民営化に関するヒアリング（１９９６年）においても、筆者の見聞するところであった。

６）以下の記述は拙著「社会資本としての空港とPFIの導入」地域科学研究会前掲書を、本稿の趣旨に合わせ書きなおしたもので
ある。
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・供用後、建設時の行為によって品質面での要求

水準が実現されない

こうしたリスクを予見し、工期の延長や費用の

上乗せに対するペナルテイーを設定しておく必要

がある。

供用段階においても、リスクは多様である。

・利用量と収入についての予測を実績が下回る

・政府の介入により、収入減少や費用の増加が発

生する

・為替相場の変動や通貨の切り下げにより、費用

が増加する

・インフレーションの結果、費用が増加する

一般道路のように料金がとれなければ、シャ

ドートールという利用台数に比例した支払いを政

府が実施することで、質を確保する誘因を与える

ことができる。ただ需要量の予測は計画全体の成

否を決するだけに、同種のプロジェクトに関する

情報公開がPFI実現の重要な前提になる。

政策や為替相場、インフレーションといった外

生的な要因への対処を事前に決定することも、き

わめて重要である。かつて鉄道の民営化や金融機

関の救済においてみられたように、政府が事前に

約束した条項を破ったり、情報を隠して民間に奉

加帳を回したりすれば、契約作成の際に民間の猜

疑心は募り、PFIプロジェクトは成立しにくくな

る。

事業機会の創出という要素からも理解されるよ

うに、PFIはむしろ民間との連携によりはじめて

組み立てられるものである。行政の役割は消失す

るのではなく、これまでの脚本家や主演俳優を卒

業して、演出家やプロンプターへ転身することで

十全に達成される。主役は利用者の受けるサービ

ス水準であり、それこそがPFIの目的である

VFM最大化の本質にほかならない。

４６郵政研究所月報 ２０００．６



○３月の景気動向指数（一致D.I.）は87.5％と９か月連続で50.0％を超えた。�

《ポイント》�
・景気と一致して動き、景気の方向感を示す一致D.I.（ディフュージョン・インデックス）は、３月に87.5�
％となり、景気の節目とされる50％を９か月連続で上回った。�
・景気に先行して動き、今後の景気の方向感を示す先行D.I.は、87.5％となり、13か月連続で50.0％を上回�
った。�
・３月の結果を受け、経済企画庁では｢生産指数は緩やかな上昇傾向にあること、雇用関連の指標が厳し�
い状況にあるものの改善の動きが見られること、消費関連の指標が低調であるものの持ち直しの兆しが�
見られること等の影響が見られる｣との見解を示している。　　　　（出所：経済企画庁５月９日発表）�

【概　要】�
全体�
・景気は緩やかな改善を継続。各種の政策効果やアジア経済の回復などの影響に加え､企業部門を中心に、�
自律的回復に向けた動きが徐々に現れている｡個人消費は収入の低迷からおおむね横ばい。住宅建設は�
マンションなどは堅調だが､年初の高い水準からは減少｡設備投資は持ち直しの動きが広がり､公共投資�
は全体としては高水準だった前年に比べてかなり下回っている｡輸出はアジア向けを中心に増加。在庫�
調整は終了し､生産は緩やかに増加している｡雇用情勢は依然として厳しい｡�

内需面�
・３月の実質家計消費支出：前年同月比－4.3％（２か月ぶりの減少）。�
・３月の新設住宅着工戸数：年率換算値で124.1万戸（２か月連続の130万戸割れ）。�
・３月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比－4.9％�
・３月の公共工事着工総工事費：前年同月比－3.6％（３か月連続の減少）。�
外需面�
・３月の通関貿易黒字：前年同月比－14.9％（２か月ぶりの縮小）。�
生産面�
・３月の鉱工業生産指数：前月比－1.0％（３か月ぶりの低下）。�
・３月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比＋0.4％（２か月ぶりの上昇）。�
雇用面�
・３月の完全失業率：4.9％（２か月連続の既往最悪水準）。�
・３月の有効求人倍率：0.53倍（２か月ぶりの改善）。�

物価面�

・３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％。４月の国内卸売物価：同＋0.5％。�

景　気　の　現　状�
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（出所）経済企画庁�
（注）シャドーは景気後退期を示す（直近の景気の谷は未確定）�

月例経済・金融概観�

日 本 経 済 �
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○実質家計消費支出･････３月は前年同月比－4.3％と２か月ぶりの減少�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家�計�部�門�

《ポイント》�
・実質家計消費支出は､前年同月比－4.3％と�
６か月ぶりに増加した前月から再び減少に�
転じた｡「保健医療」､｢光熱・水道｣等10費�
目中３費目がプラス寄与となり､「交通・通�
信」､「住居」等がマイナス寄与となった｡�

・小売業販売額は､同－3.5％と36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�
５業種で前年を下回った｡�

（出所：総　務　庁　5月　9日発表�
　　　　通商産業省　4月26日発表）�
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○鉱工業生産･････３月の鉱工業生産指数は前月比－1.0％と３か月ぶりに低下�
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（注）シャドーは景気後退期を示す。12年４月、５月の点は予測値。�

企�業�部�門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比－0.7％と３か月ぶりに�
低下した。在庫指数は同+0.7％と３か月�
連続で上昇した。その結果、在庫率指数�
は前月比＋0.4％と２か月ぶりに上昇した。�

・生産予測指数は、４月が前月比－1.0％、�
５月が同＋1.3％と一旦低下した後、上昇�
が見込まれている。�

・通産省は、｢総じて見れば、生産は緩やか�
な上昇傾向にある｣とし、前月の総括判断�
を継続した。�

　　　　（出所：通商産業省４月27日発表）�

鉱工業生産指数�

○通関貿易収支･･････３月の通関貿易黒字は前年同月比－14.9％と２か月ぶりの縮小�
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《ポイント》�
・輸出は､米国向け及びＥＵ向けが２か月連�
続で前年同月比プラスとなり､アジア向け�
も10か月連続のプラスとなったことから､�
全体でも同＋9.2％と５か月連続のプラス�
となった｡�

・輸入は､米国からの輸入が３か月連続のマ�
イナスとなったがアジア及びＥＵからの�
輸入がプラスを続け､全体では同＋19.7％�
と５か月連続のプラスとなった｡�
・この結果､通関貿易黒字は､前年同月比�
－14.9％の１兆1,088億円となり､２か月�
ぶりで前年同月の水準を下回った。�
　　　（出所：大蔵省　４月27日発表）�
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〇実質ＧＤＰ成長率･･･１－３月期は、前期比年率＋5.4％�

（�注�）�太字は前年比・前期比年率、斜体字は寄与度。�

《ポイント》�

・１－３月期の実質ＧＤＰ成長率（速報値）は、前期比年率＋5.4％と、前期に引き続き高い伸びとなった。�
ＧＤＰ価格指数（デフレーター）は前期比年率＋2.7％となり、97年１－３月期以来の高い伸びとなった。�
需要項目別に見ると、個人消費は、前期比年率＋8.3％と、83年４－６月期以来の高い伸びとなった。設�
備投資は前期の反動増もあり、同＋21.2％と８四半期ぶりの高い伸びである。住宅も、同＋6.7％と堅調�
である。外需は、輸出が同－0.2％と１年ぶりに減少となった一方で、輸入は同＋9.5％と堅調に推移し、�
純輸出の赤字は拡大し、寄与度も同－1.6％と再び拡大した。民間在庫は、前期より356億ドルの減少と�
なった。政府支出も、同－1.1％と２年ぶりの減少となっている。　　（出所：商務省　４月27日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�
・４月の非農業部門雇用者数：前月差＋34.0万人（失業率は3.9％に低下）。�
・４月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：54.9（２か月続けての低下）。�
内需面�
・３月の小売売上高：季節調整済み前月比＋0.4％（自動車を除くベースは同＋1.4％）。�
・３月の住宅着工件数：季節調整済み前月比－11.2％。�
・３月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比－1.4％。�
外需面�
・２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＋6.5％の292.4億ドル�

（輸出同－0.2％、輸入同＋1.5％。赤字額は過去最大を更新）。�

・２月の対日貿易赤字：67.3億ドル（前月より11.6億ドルの増加）。�
生産面�
・３月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.3％（製造業は同＋0.4％）。�
物価面�
・３月の生産者物価：前年同月比＋4.5％（コアは同＋1.2％）。�
・３月の消費者物価：前年同月比＋3.7％（コアは同＋2.4％）。�
金融政策�
・ＦＦ（ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ）金利誘導目標…0.5％引き上げ6.5％、公定歩合…0.5％引き上げ6.0％。�

（５月16日のＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で決定。）�
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〇個人消費＜実質ＧＤＰベース＞（１－３月期）…前期比年率＋8.3％�
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《ポイント》�
・個人消費は前期比年率＋8.3％の増加とな�

り、83年４－６月期以来の極めて高い伸�

びとなった。内訳を見ると、耐久財が同�

＋26.6％と大幅な伸びとなった。非耐久�

財は同＋6.9％と堅調ではあるが、伸び率�

は前期より低下している。サービスは同�

＋5.4％と、やはり高い伸びとなっている。�

個人消費の押上げが寄与し、国内最終需�

要も同＋8.0％の高い伸びとなっている。�

〇設備投資＜実質ＧＤＰベース＞（１－３月期）…前期比年率＋21.2％�
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《ポイント》�
・設備投資は、伸び率が低かった前期の反�

動増もあり、前期比年率＋21.2％と、98�

年１－３月期以来、２年ぶりの高い伸び�

となった。�

・構造物の投資は、同＋13.4％と５四半期�

ぶりに増加に転じ、設備及びソフトウェ�

アも同＋23.7％と２年ぶりの高い伸びと�

なっている。�

〇純輸出＜実質ＧＤＰベース＞（１－３月期）…輸出、前期比年率－0.2％、輸入、同＋9.5％�
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《ポイント》�
・財・サービスの輸出は、前期比年率－0.2�

％と、１年ぶりの減少となった。サービ�

スは増加を維持しているものの、財が同�

－0.3％となっている。輸入は、高い国内�

需要と原油価格の上昇などを背景に、同�

＋9.5％と引き続き堅調に推移している。�

・この結果、純輸出は3771億ドルの赤字と�

なり、過去最大を更新し、寄与度も同－�

1.6％と再び拡大した。�
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○ドイツ：緩やかな景気拡大、フランス、イギリス：景気拡大�

《ポイント》�
【ド イ ツ】�
・4月の失業率は、失業者数が0.8万人減少の392.8万人となり、前月比－0.5ポイントの9.6％。95年�
12月以来4年4か月ぶりに10％未満の水準に。東西別に見ると、旧西ドイツ地域では前月比－0.4�
ポイントの7.8％、旧東ドイツ地域では同－0.3ポイントの17.3％。�

【フランス】�
・3月の失業率は、失業者数が4.5万人減少の244.8万人となり、前月比－0.2ポイントの10.0％。今年�
に入ってからの3か月間だけで失業率が0.6ポイント低下するなど顕著に改善傾向。�

【イギリス】�
・3月の失業率は、失業者数が0.8万人減少の114.9万人となったものの、前月比変わらず4.0％。�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出所：独連邦統計庁､仏国立統計経済研究所､英中央統計局）�

【概要：欧州経済】�
全体�
・欧州全域で景気改善。ドイツ：緩やかな景気拡大、フランス、イギリス：景気拡大。�
内需面�
・［ド イ ツ］３月の国内資本財新規受注：前月比－4.4％、前年同月比＋5.4％。�

３月の製造業新規受注：前月比－0.9％、前年同月比＋12.4％。�
２月の小売売上数量：前月比＋0.3％、前年同月比－0.7％。�

・［フランス］３月の工業品家計消費：前月比－1.7％、前年同月比＋4.1％。�
・［イギリス］３月の小売売上数量：前月比＋0.5％、前年同月比＋4.7％。�
外需面�
・［ド イ ツ］２月の貿易収支：115億マルクの黒字、前年同月比＋13.5％と増加（輸出が同＋15.0％、�

輸入が同＋15.2％）。�
３月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋22.9％。�

・［フランス］２月の貿易収支：74億フランの黒字、前年同月比－22.9％と減少。�
・［イギリス］２月の貿易収支：24億ポンドの赤字、前年同月比－0.4％と赤字幅縮小。�
生産面�
・［ド イ ツ］３月の鉱工業生産指数は109.8で、前月比－2.5％、前年同月比では＋3.8％。�
・［フランス］２月の鉱工業生産指数（除く建設）は115.3で、前月比＋1.1％、前年同月比でも＋4.2%。�
・［イギリス］３月の鉱工業生産指数は103.5で、前月比＋0.5％､前年同月比では＋1.4％。�
物価面�
・［ド イ ツ］３月の消費者物価：前年同月比＋1.9％、3月の生産者物価：前年同月比＋2.4％｡�
金融政策�
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策金利：4月27日に3.50％から3.75％へ（0.25％引上げ）｡�
・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�

＜欧州主要国の失業率推移＞�
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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�

２月の鉱工業生産指�数�（季節調整値�）�は､近畿等�11 管内で前月比上昇､沖縄管内で同下降となった｡有効�
求人倍率（季節調整値�）�は､７管内で前月比改善、２管内で同横ばい、３管内で同悪化した｡大型小売店販�
売額�（�店舗調整済�）�は､沖縄等６管内で前年比増加�、�信越等６管内で同減少となった｡建設関連の指標のうち�
新設住宅着工戸数は､沖縄等５管内で前年比増加､四国等７管内で同減少となった｡建築着工床面積は､関�
東、北陸、近畿の３管内で前年比減少、９管内で同増加となった｡新車販売台数は､７管内で前年比増加､�
中国管内で同横�ばい､４管内で同減少となった｡実質家計消費支出は�、�８管内で前年比増加�、�４管内で同減�
少となった。�

（資料）� ①：通商産業省、各都道府県�  ②：労働省�  ③：通商産業省�  ④：建設省�  ⑤：日本自動車販売協会連合会�⑥：総務庁�
なお、�管内ごとのデータについては、各都道府県別データをもとに郵政研究所にて集計� 

主　要　経　済　指　標　の　動　き� 

《２月の動き》�

・�上昇傾向の管内�：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�
・横ばい傾向の管内：�なし�
・下降傾向の管内�：�なし�

※�以下の指標を用いて郵政局管内別地域経済総合指標（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５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 �

3.5 2.9 2.9 0.8 0.4 3.0 2.0 4.2 1.5 4.1 2.6 -5.5 3.3
-0.04 -0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
-3.1 -2.6 -1.3 0.5 -3.6 0.6 -2.8 -0.9 1.2 0.4 1.6 5.1 -0.8
11.8 -0.7 6.0 25.0 -4.6 1.2 -5.9 -3.8 -6.3 -9.6 -5.8 46.0 2.4

40.6 38.0 -3.8 105.1 27.8 -21.8 10.0 -31.2 20.9 10.1 61.2 20.8 9.6
1.0 1.6 -0.1 -0.6 0.8 -0.5 2.2 1.8 0.0 -0.3 0.4 18.1 0.8
3.3 -0.8 -0.3 11.7 5.9 -0.9 10.3 9.0 -1.3 3.1 3.9 12.8 3.8

80.5 70.9 59.9 67.3 52.2 57.7 51.3 76.8 64.1 70.2 73.7 96.7 68.7
1.8 1.4 1.7 4.7 1.2 2.7 1.8 2.8 2.4 2.0 2.1 6.4 1.8

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)

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�

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

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

11年１月以降上昇基調で推移していたが､11年４月から下落基調に転じた｡しかし､８月以降は再び上昇基調�

に転じており､12年２月も前月比＋1.4％の80.5となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続。�

◎　東北管内�

地域経済総合指標は､11年１月から上昇基調に転じた｡その後堅調に上昇を続け､12年２月も前月比＋1.0％�

の70.9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年を通じて一進一退の横ばい基調を続けてきたが､年後半から緩やかな上昇基調�

に転じている。12年２月も前月比＋1.0％の59.9となっている。総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎　東京管内�

地域経済総合指標は､11年１月以降は概ね上昇基調で推移している｡12年２月も前月比＋3.0％の67.3となっ�

ており､総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎　信越管内�

地域経済総合指標は､11年３月以降概ね上昇基調で推移している｡12年２月も前月比＋0.6％の52.2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年２月も前月比＋1.5％の57.7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８月以降再び上昇�

基調で推移しており､12年２月も前月比＋0.9％の51.3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３月以降はほぼ上昇基調で推移している｡12年２月も前月比＋2.1％の76.8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､９年４月以降下落基調で推移していたが､11年10月以降再び緩やかな上昇基調とな�

っている｡12年２月も前月比＋1.5％の64.1となっており､総合的な判断は上昇傾向を継続｡�

◎　四国管内�

地域経済総合指標は､11年前半は横ばい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年�

２月も前月比＋1.4％の70.2となっており､総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎　九州管内�

地域経済総合指標は､11年前半は横ばい基調で推移していたが､７月以降再び上昇基調に転じている｡12年�

２月も前月比＋1.5％の73.7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年はじめから急上昇したものの、５月以降は下落基調となった。だが８月には再�

び上昇基調に転じた｡12年２月も前月比＋5.8％の96.7となっており､総合的な判断も上昇傾向を継続｡�
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・４月の無担保コール翌日物金利は、日銀による潤沢な資金供給によって、連日0.02％で推移した。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無担保コール翌日物加重平均金利：0.02％４月28日現在）�
・４月のＣＤ３か月物金利は、中旬に0.06％～0.07％で取引された。上旬と下旬は出合いがなかった。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＣＤ３か月物金利0.06％～0.07％４月14日現在）�
・４月上旬の10年最長国債利回り（業者間）は、予想の範囲内だった日銀短観を受けて、材料出尽くし感から�
1.745％まで低下した後、日経平均株価の年初来高値更新を受けて1.805％まで上昇。その後は20年債の入札が�

好調だったことから1.710％まで低下した。�

　中旬は、ゼロ金利解除に関して踏み込んだ内容だった日銀総裁の発言と株高を受けて1.835％まで上昇した後、�

17日の日経平均株価の大幅下落とＧ７声明でゼロ金利政策の継続が言及されたことを受けて1.695％まで低下。�

1.6％台をつけたのは１月31日以来。�

　下旬は、1.7％台での小動きだった。10年債入札結果が好調だったことから25日に1.710％まで低下した。27日�

の鉱工業生産は、予想よりもやや強めの数字だったが、目立った反応はなかった。米国のＧＤＰ統計など主要�

経済指標の発表が注目されたが、大型連休を控えて小動きで推移した。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10年最長国債業者間利回り終値：1.760％４月28日現在）�

（％） （％） 

国�内�金�利�

 

    日経平均株価� 
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・４月上旬は、日銀短観が景気回復を確認する内容だっ�
たことなどを受けて３日に20700円台まで上昇し、その�
後も20000円台で安定した推移だった。�
・中旬は、12日に日銀の景気判断上方修正を受けて年�
初来高値の20800円台まで上昇した後、米ナスダックの�
下落と日銀総裁のゼロ金利解除に関する発言から下落。�
17日は、14日の米国株の大幅下落に、15日の日経平均�
採用銘柄の大量入れ替えの発表が加わり、前日比－７％�
（1426円安）となる19008円まで下落。下落率・幅とも�
に過去５番目。18日には19000円を割った。�
・下旬は、大型連休、主要企業決算発表、米国のＧＤＰ�
統計など主要経済指標の発表を控えて、様子見気分が強�
い中、投信組み入れ期待から先回り買いされていた新規�
採用銘柄に利益確定売りが出て、月末にかけて４日続落�
し、28日は99年11月２日以来約３か月半ぶりに18000円�
を割った。�

（日経平均株価終値：17973.70円　４月28日現在）�

10年最長国債業者間利回り�
（日足チャート）� 

（週足･終値ﾍﾞｰｽ）�

（円）�

（週足）� 

10年最長国債業者間�
利回り� 

利付金融債利回り� 
（５年､店頭基準気配）�

公定歩合� 

ＣＤ３か月物金利� 
（気配値､仲値）�

無担保コール翌日物金利（加重平均）� 
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（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�

・4月上旬は、前月末の海外市場で102円台に急落した流�
れを受けて、3日に政府が円売りドル買い介入し105円ま�
で急上昇。4日以降は、引き続き円買い意欲が高い一方で�
政府介入警戒感も強く105円を挟んだ小動きとなった。�
・中旬は、Ｇ７での円高懸念共有の合意観測や12日の日�
銀総裁会見を受けたゼロ金利政策早期解除観測の高まり�
で106円を挟んで高下した。17日は、14日にＮＹダウが�
史上最大の下げ幅となったことや15日のＧ７声明で円高�
懸念共有が言及されなかったことを受けて103円前半まで�
約２円急落。その後は米国株の反発、日本株安から104円�
後半までドルが反発した。�
・下旬は、米株価の動向を睨んで106円を挟んでもみ合っ�
たが、月末にかけてＧＤＰ等の好調な米経済指標に対し�
て最悪水準の3月失業率や日経平均株価の18000円割れ等�
を嫌気して海外で108円台まで急騰した。�
　（ドル･円レート東京終値：106.42/45円 4月28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）�
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・４月上旬の30年物国債利回りは、ナスダック指数等の�
株価動向に影響を受ける展開となった。雇用統計でも金�
利観に変化は見られず、5.6％台まで低下した。中旬は、�
株価の反発局面で上昇する場面も見られたが、国債の買�
戻しを控え一方的な上昇には至らず、5.8％前後で推移し�
た。下旬は、雇用コスト指数の上昇によりインフレ懸念�
が高まり、利上げ幅拡大の見方も増え、5.9％台での推移�
となった。�
　　　（30年物国債利回り終値：5.96％　４月28日現在）�
・４月上旬のＮＹダウは、ハイテク株と優良株が交互に�
売り買いされ、全体としてはもみ合いの推移となった。�
中旬は、ハイテク株から下げが加速し、14日には過去最�
大の下落幅となる617.78ドルの下落となった。その後は、�
好業績の銘柄を中心に買戻され、回復基調に戻った。下�
旬は、一時11000ドル台を回復したものの、その後はイン�
フレ懸念の高まりと金利先高観から、やや軟調な展開と�
なった。�
　　　　　（ＮＹダウ終値：10733.91ドル４月28日現在）�

（週足）� NYﾀﾞｳ工業株�30種�
（右目盛）�

30年物国債利回り�
（左目盛）�

TB３か月物利回り�
（左目盛）�

ＷＴＩ�原油先物価格�（�期近物�）�
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・４月上旬は、ＯＰＥＣ総会の合意を受けた各国の増産開�
始の報道、6月臨時総会での増産検討に関するベネズエラ等�
の積極的コメント、ＯＰＥＣの3月生産量が減産枠を上回る�
過剰生産であったこと等から23ドル台まで続落した。�

・中旬は、価格の大幅下落に対し6月の協議前でも減産も�
ありうるとのベネズエラのコメント、国際エネルギー機関�
（ＩＥＡ）の需給見通しで更なる増産の必要性が指摘され�
たこと、暖房油、ガソリン等の石油製品の急騰等により27�
ドル台まで続伸した。�

・下旬は、米国週間在庫統計で予想以上の在庫増となった�
ことやＯＰＥＣの4月生産量が総会合意枠を上回るとの観�
測から24ドル半ばまで下落したが、製品在庫の大幅減少に�
伴うガソリン等の急騰に連れて25ドル後半まで上昇した。�
　　（ＷＴＩ原油期近物終値：25.74ドル　４月28日現在）�

原� 油�

（�日足）� 

（週足）�

（�ﾄﾞﾙ･ﾊﾞｰﾚﾙ�）�
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国内経済指標�
10年度� 11年度� 11年� 12年� 12年�   

 7-9月期� 10-12月期�  1-3月期� 1月� 2月� 3月�

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

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯� -1.3 -1.2 -0.4 -3.1 -1.4 -3.2 4.2 -4.3
　勤労者世帯� -0.9 -1.3 -0.7 -3.2 -0.4 -3.0 3.8 -1.3
　勤労者以外の世帯� -1.8 -0.7 -0.2 -2.8 -3.1 -3.4 5.4 -9.5
小売業販売額� -3.8 -2.0 -2.0 -1.5 -2.0 -2.0 -0.1 -3.5

住宅着工�
新設住宅着工戸数� -12.1 4.0 6.9 2.1 4.4 16.8 2.4 -3.6

労　働�
完全失業率　　　　　（季調済）� 4.3 4.7 4.7 4.6 4.9 4.7 4.9 4.9
有効求人倍率　　　　（季調済）� 0.50 0.49 0.47 0.49 0.52 0.52 0.52 0.53

生　産       
鉱工業生産指数　　（季調済前期[年･月]比）� -7.1 3.2 3.9 0.9 2.7 0.2 3.3 -1.0
　　　出荷指数　　（季調済前期[年･月]比）� -6.2 3.4 4.1 1.4 3.0 1.9 1.0 -0.7
　　　在庫指数　　（季調済前期[年･月]比）� -9.8 -2.7 -1.2 -2.2 1.8 0.8 0.3 0.7
製造工業稼働率指数（季調済前期[年･月]比）� -7.8 --- 4.7 0.2 --- 1.2 3.9 ---

設備投資�
機械受注（船舶･電力を除く民需）� -18.6 -6.3 -6.1 0.8 -2.5
建築着工床面積（民間非居住用）� -17.0 -4.8 -14.6 3.7 11.9 33.6 1.3 5.9

物　価�
国内卸売物価指数� -2.1 -1.0 -1.4 -0.7 -0.1 -0.3 -0.1 0.1
輸出物価指数� -0.9 -9.4 -13.9 -8.1 -5.3 -5.0 -3.8 -6.9
輸入物価指数� -6.6 -5.1 -11.0 -2.7 4.7 3.4 6.6 4.1
全国消費者物価指数� 0.2 -0.5 0.0 -1.0 -0.7 -0.9 -0.6 -0.5
東京都区部消費者物価指数� 0.3 -0.6 0.0 -1.2 -0.8 -1.0 -0.8 -0.7
企業向サービス価格指数� -1.1 -1.2 -1.5 -1.0 -0.7 -0.8 -0.6 -0.6

国際収支（億円）�  
経常収支� 151,698 --- 32,436 27,427 --- 6,109 14,737 ---
　貿易・サービス収支� 95,630 20,232 18,574 2,409 9,470
　　貿易収支� 159,820 37,338 33,654 6,626 13,011
　　　輸出� 476,441 118,075 118,112 33,653 39,480
　　　　　　　　　　（前年比）� -4.5 -6.8 0.4 0.9 13.9
　　　輸入� 316,622 80,737 84,458 27,027 26,469
　　　　　　　　　　（前年比）� -12.7 -4.0 10.9 11.9 11.4
　　サービス収支� -64,119 -17,106 -15,080 -4,217 -3,541
　所得収支� 70,656 14,823 11,358 4,498 5,900
　経常移転収支� -14,589 -2,618 -2,506 -798 -633
貿易収支（通関統計）（億円）� 140,556 121,008 33,145 29,570 28,099  5,212 11,799 11,088
　　　　　　　　　　（前年比）� 22.8 -13.9 -11.4 -19.4 -6.0 -30.9 26.7 -14.9
　輸出� 494,493 485,485 122,272 122,994 123,504 35,117 41,366 47,021
　　　　　　　　　　（前年比）� -3.8 -1.8 -7.2 0.9 8.8 1.8 15.1 9.2
　輸入� 353,938 364,476 89,126 93,424 95,405 29,905 29,567 35,933
　　　　　　　　　　（前年比）� -11.4 3.0 -5.5 9.6 14.1 10.9 11.1 19.7

マネーサプライ� （前年比）（前年比）�
Ｍ２＋ＣＤ� 4.0 3.6 3.6 3.0 2.2 2.6 2.1 1.9
広義流動性� 3.1 3.5 3.3 3.0 2.1 2.3 2.2 1.9
（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� 2000年� 2000年�

7-9月�10-12月期� 1- 3月期� 1月� 2月� 3月�

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　（前期比年率）� 4.3 4.2 5.7 7.3 5.4 --- --- ---
小売売上高　 　　　� 4.9 8.9 2.2 2.3 3.7 0.7 1.8 0.4
住宅着工件数� 9.9 3.4 4.5 1.6 1.7 -1.4 3.6 -11.2
鉱工業生産指数� 4.2 3.6 1.2 1.3 1.6 1.0 0.1 0.3
製造業新規受注　� 2.0 6.1 3.9 1.9 2.5 -1.2 0.0 2.2
失業率　　　　　　（％）� 4.5 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1

（�4月）�3.9
非農業部門雇用者数（前月比増加数､千人）� 244 226 202 283 293 394 27 458

（�4月）�340
生産者物価指数　　（最終財・前年比）� -0.9 1.8 2.3 3.0 3.7 2.5 4.0 4.5
消費者物価指数　　（総合・前年比）� 1.6 2.7 2.3 2.6 3.2 2.7 3.2 3.7
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 -2,675.8 -725.9 -755.2 --- -274.5 -292.4 ---
対日貿易収支（通関ベース原数値･億ド

ル）� -640.3 -739.2 -198.1 -205.1 --- -55.8 -67.3 ---

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　　（前期比％）� --- --- 0.9 0.7 --- --- --- ---
　　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 1.9 1.4 1.5 2.3 --- --- --- ---
鉱工業生産指数　　　　（前期比％）� 3.5 1.5 1.8 0.7 0.7 -1.0 3.5 -2.5
製造業新規受注　　　　（前期比％）� 3.1 2.9 5.3 1.7 0.8 -1.6 5.8 -0.9
設備稼働率　　　　　　（％）� 86.7 85.8 86.0 87.0 87.9 --- --- ---
小売売上数量　　　　　（前年同期比％）� 0.4 0.5 -0.6 0.5 --- -2.4 -0.7 ---
新車登録台数　　　　　（前年同期比％）� 5.9 1.3 3.1 -7.2 --- -12.0 -3.5 ---
貿易収支　　　　　　　（億マルク）� 1,258 1,242 301 333 --- 76 115 ---
消費者物価指数　　　　（前年同期比％）� 1.0 0.6 0.7 1.0 1.8 1.6 1.8 1.9
生産者物価指数　　　　（前年同期比％）� -0.4 -1.0 -0.7 0.6 2.3 2.0 2.4 2.4
失業率　　　　　　　　（％）　　　　　　　� 10.7 10.2 10.5 10.2 10.1 10.1 10.0 10.1
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 8.3 8.3 10.4 8.3 7.5 8.1 8.0 7.5

フランス�
実質ＧＤＰ成長率　　　（前期比％）� --- --- 1.0 0.8 --- --- --- ---
　　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 3.2 2.9 3.2 3.1 --- --- --- ---
鉱工業生産指数　　　　（前期比％）� 5.2 2.2 1.5 1.4 --- -0.2 1.1 ---
設備稼働率　　　　　　（％）� 83.7 84.2 84.8 85.5 --- --- --- ---
工業品家計消費　　　　（前期比％）� 6.3 4.5 1.7 0.3 2.2 1.1 2.2 -1.7
新車登録台数　　　　　（前年同期比％）� 14.6 8.3 9.7 6.2 5.9 1.2 9.5 7.1
貿易収支　　　　　　　（億フラン）� 1,438 1,154 364 201 --- 57 74 ---
消費者物価指数　　　　（前年同期比％）� 0.6 0.5 0.5 1.0 1.5 1.6 1.4 1.5
失業率　　　　　　　　（％）　　　　　　　� 11.8 11.2 11.2 10.8 10.2 10.5 10.2 10.0
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 1.1 9.0 6.1 9.0 --- 6.4 6.7 ---

イギリス�
実質ＧＤＰ成長率　　　（前期比％）� --- --- 1.0 0.8 0.4 --- --- ---
　　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 2.2 2.1 2.2 3.0 2.9 --- --- ---
鉱工業生産指数　　　　（前期比％）� 0.6 0.5 1.4 0.1 --- -0.4 -0.6 ---
小売売上数量指数　　　（前期比％）� 2.9 3.1 1.3 1.4 1.5 1.6 -1.2 0.5
貿易収支　　　　　　　（億ポンド）� -205 -266 -55 -75 --- -28 -24 ---
消費者物価指数　　　　（前年同期比％）� 3.4 1.6 1.2 1.5 2.3 2.0 2.3 2.6
失業率　　　　　　　　（％）　　　　　　　� 4.7 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0
マネーサプライ（Ｍ４）（前年同期比％）� 8.4 3.8 3.1 3.8 5.2 3.2 3.1 5.2
（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� 2000年�

 7-9月期�10-12月期� 1-3月期� ２月� ３月� ４月�

為　替�
ドル／円　　　　　　� 130.90 113.91 113.61 104.54 107.07 109.34 106.71 105.48

国内金利�
公定歩合　　　　　（期末値）� 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
（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 0.03 0.02 0.02
ＣＤ３か月物　　　（気配値仲値）� 0.72 0.25 0.11 0.28 0.15 0.15 0.15 0.13
10年最長国債業者間利回り� 1.29 1.74 1.78 1.78 1.78 1.84 1.82 1.75

国内株式�
日経平均２２５　　（期末値）� 13,842.17 18934.34 17,605.46 18934.34 20337.32 19959.52 20337.32 17973.70

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　（期末値）� 191.22 205.14 205.19 205.14 214.37 208.78 214.37
NY原油WTI期近物　（期末値）� 12.05 25.60 24.51 25.60 26.90 30.43 26.90

211.03
25.74

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　（流通金利<買い>）� 4.78 4.64 4.65 5.04 5.52 5.55 5.69 5.66
３０年国債� 5.57 5.86 6.03 6.25 6.30 6.23 6.04 5.83
NYダウ工業株30種　（期末値）� 9,181.43 11497.12 10,336.95 11497.12 10921.92 10128.31 10921.92 10733.91
（注）特に指定のない限り、平均値。�
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１ はじめに

金融商品に時価会計が導入された。新しい会計

基準「金融商品に係る会計基準」は２０００年４月１

日以降開始する事業年度から、「その他有価証券」

を除いて適用される。この会計基準を実務に適用

する場合の具体的な指針については、本年１月に

日本公認会計士協会が公表し、ようやく全体像が

見えてきたところである。企業の投資行動がこの

新しい会計基準の影響を受けることは疑いがなく、

時価評価の対象となった持ち合い株の解消が進ん

でいることはよくいわれている。

本稿では、この新しい金融商品の時価会計の概

要について触れた後、若干の懸念される点を述べ

ることとしたい。

２ 時価会計導入

金融商品に係る会計基準に関しては、１９９０年

（平成２年）５月に「先物・オプション取引等の

会計基準に関する意見書等について」が企業会計

審議会から公表され、先物取引、オプション取引

及び市場性のある有価証券に係る時価情報の開示

基準等が整備された。その後も、先物為替予約取

引及びデリバティブ取引全般について、時価情報

の開示の拡充が行われてきた。

新しい会計基準は、最近の証券・金融市場のグ

ローバル化や企業の経営環境の変化等に対応して

企業会計の透明性を一層高めていくために、金融

商品そのものの時価評価に係る会計処理をはじめ、

新たに開発された金融商品や取引手法等について

の会計処理の基準の整備を図ったものであり、昨

年１月２２日に企業会計審議会から公表された。

また、この会計基準との整合性等を考慮し、昨

年１０月２２日には「外貨建取引等会計処理基準の改

定に関する意見書」が公表された。

金融商品会計基準を実務に適用する場合の具体

的な指針については、本年１月３１日に日本公認会

計士協会から「金融商品会計に関する実務指針（中

間報告）」が公表されている。

３ 時価評価の内容

「金融商品に係る会計基準」では対象とする金

融商品の範囲を定めており、金融商品の範囲にデ

リバティブ及びデリバティブを組み込んだ複合商

品を含めることとしている。また、金融商品の発

生の認識を定めており、有価証券については原則

として約定時に、デリバティブ取引については契

約上の決済時ではなく契約の締結時に認識しなけ

ればならないとしている。

デリバティブの発生の認識が契約の締結時にな

ること、対象とされるデリバティブの範囲が拡大

されることから、デリバティブ取引による損失が

突然表面化することはなくなり、デリバティブ取

引を利用した決算の装飾も困難になるであろう。

また、金融商品の評価については、客観的な時

価により換金・決済できる金融商品は時価評価し、

トピックス

時価会計の導入について

第二経営経済研究部研究官 øa本 浩幸
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原則として、当期の損益に反映させることとして

おり、有価証券については、保有目的の観点から

「売買目的有価証券」「満期保有目的の債券」「子

会社株式及び関連会社株式」「その他有価証券」

に分類し、保有目的に応じた処理を採用している。

「売買目的有価証券」は時価の変動により利益

を得ることを目的として保有する有価証券であり、

投資者にとっての有用な情報及び企業にとっての

財務活動の成果は有価証券の期末時点での時価に

求められると考えられることから、時価をもって

貸借対照表価額とすることとされている。また、

売買目的有価証券は、売却することについて業務

遂行上等の制約がないものと認められることから、

その評価差額は当期の損益として処理することと

されている。

「満期保有目的の債券」は企業が満期まで保有

することを目的としていると認められる社債その

他の債券であり、満期まで保有することによる約

定利息及び元本の受取りを目的としており、時価

が算定できるものであっても、満期までの間の金

利変動による価額変動のリスクを認める必要がな

いことから、原則として、償却原価法に基づいて

算定された価額をもって貸借対照表価額とするこ

ととされている。

「子会社株式及び関連会社株式」については取

得原価をもって貸借対照表価額とすることとされ

ている。子会社株式は事業投資と同じく時価の変

動を財務活動の成果とは捉えないという考え方で

ある。関連会社株式は、他企業への影響力の行使

を目的として保有する株式であることから、子会

社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の

会計処理を行うことが適当であるとされている。

「その他有価証券」は売買目的有価証券、満期

保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式の

いずれにも分類できない有価証券であり、時価を

もって貸借対照表価額とするとされている。その

他有価証券の時価の変動は投資者にとって有用な

投資情報であるが、その他有価証券については、

事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行

うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直

ちに当期の損益として処理することは適切ではな

いと考えられること、国際的な動向を見ても、そ

の他有価証券に類するものの評価差額については、

当期の損益として処理することなく、資本の部に

直接計上する方法や包括利益を通じて資本の部に

計上する方法が採用されていることを考慮して、

原則として、その他有価証券の評価差額を当期の

損益として処理することなく、資本の部において

他の剰余金と区分して記載するとされている。

「外貨建取引等会計処理基準の改定に関する意

見書」では、外貨建資産負債の換算について、従

来、有価証券及び長期金銭債権債務（回収又は弁

済の期限が決算日の翌日から起算して１年を超え

るもの）については低下基準を適用する場合以外

は取得時の為替相場により円換算していたものを、

図表１ 金融商品の評価基準

金 融 商 品 の 属 性 評価基準 評価差額の取扱い

有
価
証
券

売 買 目 的 時 価 損益に計上

満期保有債券 償却原価

関係会社株式 原 価

その他有価証券 時 価 資本の部に直接計上

金 銭 債 権 償却原価

特 定 金 銭 信 託 等 時 価 損益に計上

デ リ バ テ ィ ブ 時 価 損益に計上

（注１） 償却原価とは、債券（債権）を債権額より高く又

は安く取得した場合、当該差額を毎期利息として計

上し、取得原価に加減した価額をいう。

（注２）「その他有価証券」の時価評価においては、期末時

点の時価の他、期末前１ヶ月の平均時価によること

もできる。

（注３） 市場価格が著しく下落したときには、回復すると

認められる場合を除き、帳簿価額を時価に付け替え

損失を計上する強制評価減の考え方は、常時、すべ

ての有価証券に適用する。

（注４） 市場価格がなく時価評価できない場合は原価評価

する。
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金融商品に係る会計基準の考え方との整合性等を

考慮し、為替相場の変動を財務諸表に反映させる

ことをより重視する観点から、原則として決算時

の為替相場により換算することとされた。

４ 導入の目的

これらの新しい会計基準の導入目的について、

意見書では、�１内外の広範な投資者の我が国証券

市場への投資参加を促進し、�２投資者が自己責任

に基づきより適切な投資判断を行うこと及び企業

自身がその実態に即したより適切な経営判断を行

うことを可能にし、�３連結財務諸表を中心とした

国際的にも遜色のないディスクロージャー制度を

構築するとの基本的認識に基づいて、２１世紀に向

けての活力と秩序ある証券市場の確立に貢献する

ことを目指すものである、としている。

金融商品の時価評価は、投資家に必要な投資情

報を提供することになり、証券市場の発達を促す

ことになろう。また、企業の側においても、金融

商品の取引内容の十分な把握とリスク管理の徹底、

財務活動の成果の的確な把握のために有効であろ

う。

新しい会計基準が必要とされた背景には、決算

装飾の需要が依然存在することがあげられよう。

過去には金融商品を利用した決算対策が行われて

きた。会計制度の隙間を狙い、�１債券の単価調整、

�２決算期の異なる法人間での株式売買（買戻し）、

�３仕組み債、�４特金、�５オプションの売却などを

利用して決算の装飾が行われてきた。近年におい

ても決算の粉飾が依然としてみられ、昨年７月に

はクレディ・スイス・ファースト・ボストンがデ

リバティブを使い損失を先送りする取引をおこ

なっていたことが問題となり、クレディ・スイ

ス・ファースト・ボストンは金融監督庁から厳し

い処分を受けた。このことは、決算を装飾しよう

という根強い需要が日本の企業や金融機関にある

ことをものがたっている。

新しい会計基準の導入の目的は、過去に行われ

ていた手法での決算の装飾をできなくし、財務諸

表の信頼を回復しようとするものでもあるといえ

よう。

５ 時 価

「金融商品に係る会計基準」では、「時価」とは

公正な評価額であり、市場において形成されてい

る取引価格、気配又は指標その他の相場（以下「市

場価格」という。）をいい、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額を公正な評価額とす

るとされている。

「合理的に算定された価額」とは、「金融商品会

計に関する実務指針（中間報告）」では、�１取引

所等から公表されている類似の金融資産の市場価

図表２ 外貨建取引等の決算時の換算方法

新 基 準 旧 基 準

金 銭 債 権 債 務 決算時レート
短期：決算時レート

長期：取得時レート

有
価
証
券

売 買 目 的

｝決算時レート ｝取得時レート

（低価法の場合は決算時レート）

満期保有債券

その他有価証券

子会社株式等 取得時レート

デリバティブ取引 決算時レート ―
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格に、利子率、満期日、信用リスク及びその他の

変動要因を調整する方法、�２対象金融資産から発

生する将来キャッシュ・フローを割り引いて現在

価値を算定する方法、�３一般に広く普及している

理論値モデル又はプライシング・モデルを使用す

る方法により算定された価額をいうとされている。

なお、自社における合理的な見積もりが困難な

場合には、対象金融資産について上記�１から�３の

方法に基づき算定された価格をブローカーから入

手して、それを合理的に算定された価額とするこ

とができる。また、情報ベンダー（投資に関する

情報を提供する業者の総称で、経済指標、市場情

報、時価情報等の提供を行っている。）がブロー

カーの平均価格や理論値等を算定して一般に提供

している場合には、それを入手して合理的に算定

された価額とすることができるとされている。

以上の考え方に基づき、有価証券の時価評価は

まず市場価格で行い、市場価格がない場合（市場

価格を時価とみなせない場合を含む。）には、市

場価格に準ずるものとして合理的に算定された価

額が得られればその価額で行うこととなる。有価

証券に市場価格が存在しない場合でも、その構成

部分の時価を合成することにより価額を合理的に

算定することができるとき、又は類似の有価証券

の市場価格に基づいて価額を合理的に算定するこ

とができるときには、時価のある有価証券として

取り扱うこととなる。

６ 保有目的の変更

有価証券の保有目的区分は、正当な理由がなく

変更することはできないとされており、保有目的

区分の変更が認められるのは、�１資金運用方針の

変更又は特定の状況の発生に伴って、保有目的区

分を変更する場合、�２「金融商品会計に関する実

務指針」により、保有目的区分の変更があったと

みなされる場合。�３株式の追加取得又は売却によ

り持株比率等が変動したことに伴い、子会社株式

又は関連会社株式区分から他の保有目的区分に又

はその逆の保有目的区分に変更する場合、�４法令

又は基準等の改正又は適用により、保有目的区分

を変更する場合に限られ、恣意性を排除するため

厳しく限定されている。

また、満期保有目的の債券に分類された債券に

ついては、満期保有債券の会計処理が利益操作の

ために濫用される可能性が高いことから、その一

部を売買目的有価証券又はその他有価証券に振り

替えたり、償還期限前に売却を行った場合は、満

期保有目的の債券に分類された残りのすべての債

券について、保有目的の変更があったものとして

売買目的有価証券又はその他有価証券に振り替え

なければならないとされている。

ただし、以下のような状況が生じた場合又は生

じると合理的に見込まれる場合には、一部の満期

保有目的の債券を他の保有目的区分に振り替えた

り、償還期限前に売却しても、残りの債券を売買

目的有価証券又はその他有価証券へ振り替える必

要はないとされている。

�１債券の発行者の信用状況の著しい悪化、�２税

法上の優遇措置の廃止、�３重要な合併又は営業譲

渡に伴うポートフォリオの変更、�４法令の改正又

は規制の廃止、�５監督官庁の規制・指導、�６自己

資本比率等を算定する上で使用するリスクウエイ

トの変更、�７その他、予期できなかった売却又は

保有目的の変更をせざるを得ない、保有者に起因

しない事象の発生

７ 導入のインパクト

時価会計が導入されると、有価証券の含み損益

が裸にされる。業績悪化時に含み益がある有価証

券を売却して利益を計上し、損失を補填する「益

だし」は、有価証券の含み損益が裸になることか

ら意味をなさなくなる。
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また、多数の金融資産を保有している企業は大

きな影響を受けると考えられる。金融資産が評価

され、その結果が財務諸表に反映されるため、相

場が変動することによる影響を直接受けることに

なるからである。金融資産の価格が下落すること

により、当期の利益がなくなったり、資本が薄く

なったりした場合、その企業に対して市場はどの

ような評価を下すのであろうか。

多数の金融資産を保有している企業として生命

保険会社や銀行があげられる。生命保険会社は、

近年、貸付金の保有額を低下させ、有価証券の保

有額を増やしてきている。有価証券の内訳では、

株式の保有額を低下させ、代わりに国債、外国証

券、社債の保有額を増加させている。銀行につい

ても最近国債の保有額を増やしているといわれて

いる。金利が上昇局面に転じた場合には、保有有

価証券の時価が低下することによる影響を受ける

ことになると予想され、また、市場においても、

債券の売却やヘッジ取引が行われることにより金

利上昇のスピードが高まる可能性があると考えら

れる。

８ 懸念される点

新しい会計基準は一般事業会社を想定して作成

されたものであり、すべての企業にこの基準をそ

のままあてはめるのは適切ではないと考えられる。

例えば、多数の金融資産を保有している企業にそ

のまま適用した場合には、次のような疑問点・懸

念される点があろう。

�１有価証券に付すべき時価については、有価証

券に市場価格が存在しない場合でも、その構成部

分の時価を合成することにより価額を合理的に算

定することができるとき、又は類似の有価証券の

市場価格に基づいて価額を合理的に算定すること

ができるときには、時価のある有価証券として取

り扱うとされているが、合理的に算定された価額

で評価する対象をどこまで含めるのかは注意が必

要と考える。

合理的に算定された価額で評価する対象を広げ

るあまり、流動性のない有価証券まで時価評価す

ることには疑問がある。例えば流動性がほとんど

ない社債について、保有量が大きい場合には評価

額は実際に売却するときの価額とはかけ離れたも

のとなるであろう。保有量が大きいことにより実

質的に流動性がなくなり満期まで保有せざるを得

なくなっている債券を評価することにどれだけの

意味があるのか疑問が残る。

�２保有目的の変更について、特定の状況が生じ

たときを除いて満期保有目的の債券を一部売却し

た場合には残りの債券を他の保有目的区分に振り

替えることとされているが、投資に関する明確な

社内基準を決めている場合にはその例外としても

よいのではないか。

ヘッジ取引にヘッジ会計が適用される要件とし

て、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従った

ものであることが客観的に認められることとされ

ているが、同様に、債券の売却がリスク管理方針

に従ったものであることが客観的に認められる場

合には、保有目的の変更は伴わないとしてもよい

のではないかと考える。

例えば社債の保有量が多い投資家の場合には信

用状況が著しく悪化する前に格付けの低下に従っ

て保有量を調整することが考えられる。保有目的

の変更の基準が厳格に適用されるなら、投資家は

低格付社債への投資に慎重にならざるを得ず、格

付によるスプレッド格差が相当広がるといった影

響が懸念されよう。

�３外貨建取引等会計処理基準が改訂されたこと

により、為替相場の変動率が高くなる可能性があ

ることが懸念されよう。今までは外国債券につい

ては取得時の為替相場で円換算していたことによ

り、変動があっても債券が売却・償還される期に
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損失が割り振られることもあり、必ずしも全体を

ヘッジする必要はなかったと思われるが、今後は

保有量全体が評価されることとなるため、全体を

ヘッジすることを考える必要があり、その結果、

円高方向に為替相場が振れやすくなる可能性があ

ることが懸念されよう。

９ おわりに

会計基準の機能は大きく分けて利害調整機能と

情報提供機能の２つがあるとされている。今回の

会計基準の見直しは情報提供機能に焦点を当てた

ものである。情報提供機能を充実させるあまり、

企業に大きな打撃を与えたり、利害調整機能を損

なうものであってはならないと考える。

会計基準については、「金融商品に係る会計基

準の設定に関する意見書」においても、「業種固

有の問題についても実務的取扱いを定めることが

必要と考える。」とされている。会計基準決定の

民間機関の設立が検討されていることが本年３月

２９日の日本経済新聞に報道されているが、今後、

信頼を損なわない範囲内で、企業の実態を考慮し

た迅速かつ柔軟な運営を望みたい。
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１ はじめに

筆者は、１９９９年１２月から２０００年３月まで、アメ

リカの郵便事業（United States Postal Service）

に長期出張した。ここでは、出張の報告的内容で

はなく、アメリカ人の仕事の進め方など、こぼれ

話的な内容を紹介させていただこうと思う。

２ 出張先について

出張した先はアメリカ郵便事業の技術開発セン

ター（Engineering）といい、郵便の技術を専門

に開発しているところである。私は、このセン

ターがこの分野では世界で最も先進的な開発を

行っていると思う。アメリカの郵便物数は世界の

４割を占め、日本の７．６倍ほどである。開発に携

わる技術陣容も厚く、経費もかなりの額を使って

いる。以前からこのセンターの活動状況について

は論文や会議での発表内容等を常に注視して来た

が、今回は機会を得て長期に出張させていただき

勉強させていただいた。

所在地は、ヴァージニア州のメリフィールドと

いう所で、アメリカの首都ワシントンDCから車

で４０分ぐらいの所である。

３ オフィス環境

オフィス内は、写真２の様に、一人一人が壁の

高さが１８０cm位あるブースを与えられている。隣

の人の声は聞こえるが姿は見えない。日本の様に

最初に隣近所の人々に自己紹介して回る習慣はな

いから、初めはどんな人が周りに座っているか全

然分からない。その内にだんだんと分かってくる

のだが、それでも１ケ月位してからフロリダで自

己紹介した人が戻って来てみると隣に座っている

人だったので驚いたということもあった。

机がＬ字型になっていて非常に広く、収納ス

ペースも多く、日本のオフィスと比べるとだいぶ

快適だった。

ワシントンDCにあるUSPS本部も同じ様なブー

トピックス

アメリカ郵便事業（USPS）出張こぼれ話

技術開発研究センター 内田 英夫

写真１ USPS技術開発センター 写真２ オフィス内のブース
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ス形式であり、郵便局の管理部門も同様だった。

４ Ｅメール

コミュニケーションの基本的手段は、やはりＥ

メールである。彼らのメールは、宛先のファース

トネームで始まり、差出人のファーストネームで

終わる形式が多い。

４、５人の間を回ってきたメールを受け取った

ことがある。これは、ＡさんがＢさんにメールを

送り、Ｂ氏さんがこの件をＣさんに依頼し、Ｃさ

んが秘書のＤさんに指示を出し、そしてＤさんか

ら私の所へメールが来たのだが、こうした場合な

どに、上の例のように差出人と宛先が全部本文に

入っていると経緯が非常に分かり易い。

宛先の設定だが、アメリカ人の方がTOとCCと

BCCの使い分けが我々よりもうまい様だ。以前

に手紙をやり取りしていた時に、例えば、Ａさん

宛の手紙のコピーが私宛に送られて来て、その手

紙の最後にCC: Mr Uchidaと記載してあるのをよ

く経験した。Ａさんにこういう内容の手紙を送っ

たからあなたも了知しておいて欲しいという意味

だ。最後にCC: Mr Uchidaと入っているから、Ａ

さんも私宛にコピーが送られたことが分かる。こ

うした手紙の頃からのやり方を電子メールでも踏

襲している訳である。

５ 録音機能付電話

全ての電話に録音機能がついている。正確に言

えば、電話交換機にそういう機能がついている。

USPS内の誰かに電話すると、かなりの確率で本

人はつながらずに「現在、不在または電話に出れ

ない状態なので、メッセージを残して欲しい」と

いう旨の録音した音声が流れる。管理職に電話し

た場合など、代わりに秘書が出ることがあるが、

この場合でもメッセージを残したいと言うとこの

録音機能につなげてくれる。こういう仕組みだか

ら、基本的に一般職員宛の電話を他の誰かが取っ

てくれるということはまずない。

電話にメッセージが入っていると、電話機の赤

ランプが点灯するので、すぐに分かる。

６ フレックスタイム制

当然ながら、職場はフレックスタイムである。

働いている時間帯は人によってまちまちだが、日

本と比べると、朝早く来て夕方早く帰る方が好ま

れるようだ。４時前からだんだんと居なくなって

５時になるとかなり静かになる。人によっては遅

く出てきて遅く帰るのを好む人もいて、１０時前後

に出てきて、６時過ぎまで働いている人もいる。

夜何時まで残っている人がいるのかについては、

筆者はそこまで遅く残ったことがないので分から

ないが。

７ 自宅でも仕事が可能

職場のサーバーや自分のデスクのパソコンなど

に、自宅などの外部からアクセスが可能となって

いる。自宅に高速回線を引いていて、ある程度の

仕事をしている人も多いとのことだった。筆者は、

普通の電話回線で６４Kbbsでよくアクセスした。

この速度ではかなり遅いが、それでも電子メール

のシステムを使うには充分で、自宅で自分宛の

図表１ 電子メールの例

Hideo,

Having just returned from vacation and

just now responding to your email, I want

to thank you for ……………

John
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メールをチェックし、必要なら発信したり返事を

送ったりできるので、ちょっと用事で送れてしま

う場合などに非常に便利だった。

また、前述の様に電話に録音機能がついていて

外部から聞けるので、電子メールと併せると、連

絡関係は職場と自宅がさほど変わりない環境だっ

た。

こうした環境が整えられている背景の一つは、

アメリカ国内の時差ではないかと思う。例えば、

ワシントンDCやニューヨークのある東海岸と、

ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトルなど

のある西海岸とでは３時間の時差があり、アラス

カとは４時間、ハワイとは５時間の時差がある。

これだけ時差があると、早朝の時間帯や夜の時間

帯に連絡を取り合うことが必要な場合も多いので

あろう。

８ モバイル人間

USPSの内部は、同じセクションの人間がある

程度は集まって座っているが、全員が一所に固

まっていない。離れた場所に机があろうが、フロ

アが違っていようが一向に気にしていない。元々

各自の机がブースで仕切られていてお互いに顔が

見えないことや、電子メールと電話で充分に連絡

が取れることから、一箇所に固まっている必要は

ないようだ。

最近、USPS内に情報基盤部（Information Plat-

form）という組織が新設された。この組織に至っ

ては、部長（Vice President）や大半の課長はワ

シントンDCの本部にいるが、課長２名は私の居

たヴァージニア州の技術開発センター内にオフィ

スを持っていて頻繁に本部との間を行き来してい

た。ある課長に至ってはセントルイスにオフィス

を持っていたが、ワシントンDCとは１０００キロ程

離れた場所である。この課長は女性で、ご主人の

仕事の関係でセントルイスを離れる訳にはいかな

いのだそうだ。そんなに離れていて仕事がうまく

いくのかと聞いてみると、電子メールや電話で連

絡を取ればいいので問題ないとのことであった。

しかも、本来USPS本部の人間はアメリカ中を飛

び回るのが仕事だから本部にオフィスを持ってい

る必要はないと言う。週に２、３日は出張し、常

にパソコンを常に持ち歩いているとのことだった。

まだ、アメリカでもこうしたモバイル人間は多

くはないようだが、いずれは日本もこうしたモバ

イル社会に移行していくのだろうと思われて印象

深いものがあった。

９ セキュリティー

身辺の安全性に関するセキュリティーについて

であるが、どの施設も簡単には入れてくれない。

技術開発センターは、駐車場のゲートと建物の

入口でカード（RFID）を使わないと入れないよ

うになっていた。郵便局に行くと、局によって仕

組みが違うが、たいてい入り口のインターホンで

連絡をして入れてもらう。

ワシントンDCの東、メリーランド州にワシン

トンバルクメールセンターとサウザーンメリーラ

ンド区分局という２つの局が一緒に建っている施

設がある。ここなどは、受付に銃を持った郵政監

察（ポスタルポリス）の職員が立っていて、空港

と同じ様に金属探知機を通過し手荷物検査を受け

ないと入れてくれない。過去に何度か全米各地で、

解雇されたUSPSの元職員などが局内で銃を乱射

した事件があり、それから非常に厳しくなったと

のことだ。

１０ 多くの契約社員

USPSの内部には、非常に多くの契約社員がい

る。例えば、技術開発センターの職員数は３５０人

程だが、その他にほぼ同数の契約社員が勤務して

いる。私の周りの人々も半分位は契約社員だった。
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人材を提供しているのは、アーサーＤリトルや

アンダーセン、その他分野に応じた様々の会社で

ある。この仕組は、必要がなくなれば契約解除で

きるので融通がきく。また、短期の契約も可能な

ので、ちょっとした調査の時など、ある程度慣れ

た人材を提供してくれるので便利である。

この契約社員だが、かなりよい報酬を得ている

と言う。実際に見ていると羽振りがよい。正式に

は教えてもらえなかったが、聞くところでは正規

職員の２倍はもらっているだろうと言う。日本に

戻ってから図書館で調べてみると、やはり２倍か

ら３倍らしい。何時解雇されるか分からないリス

クを考えると報酬が高いのも納得がいく。

１１ 人事異動

日本の官庁の様な定期的な人事異動といったも

のはなく、同じポストに長くいる人が多い。人事

異動が行われるのは、定年退職や転職、異動に

よって欠員が出た場合や、組織改正などの場合で

ある。

前述した様に、情報基盤部という組織が新設さ

れ、まず部長が任命された。だが、課長以下の陣

容については概略案しか決まっていなかった。新

部長はこの案を参考にしながら自分で部下を見つ

けてきて任命した。むろん拒否されれば駄目であ

る。課長が任命されると、今度は課長が部下を見

つけてきた。大体は、身近にいる人や、それまで

の経験で仕事振りの分かっている人が選ばれた様

だ。

この新組織の陣容が固まるまでは、少々宙ぶら

りんな状態が続いた。例えば、技術開発センター

の窓口・集配機器課は新組織に移ることになって

いたが、課内の車両関係部署についてはセンター

に残すことになっていた。ところが、センター内

のどこに残すかが未定だった。新組織が本当に立

ちあがり、組織の線引きがはっきりするまで、各

課長や担当者は所属が若干不明確な状態に置かれ

たのである。

日本と同様に、USPSの人々も人事異動には強

い関心を持っていた。

技術開発センターの上層部の幹部が定年退職す

るという噂が流れていた。誰もこの噂が真実かど

うか確認したものはいないのだが、次の幹部に誰

がなるだろうとか、そうすると課長レベルはどう

なるとか、上層部の人間関係がどう影響するとか、

我々と同じ様な噂話に華が咲いていた。

私的な人事予想案に基づいて意見を戦わせる人

もおり、日本人もアメリカ人も根本的に同じだと

強く感じたのは、この時だった。
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１ 刊行物等の発行

�１ ディスカッションペーパーの発行

「９０年代における上場企業の増資行動」№２０００―０１（４月）

「９０年代における上場企業の負債比率について」№２０００―０２（４月）

「女性の就業と賃金（年収）のパネル分析」№２０００―０３（４月）

「電話サービスの支出弾力性と価格弾力性の計測」№２０００―０４（５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

「重要文化財「エレキテル」公開と模型による作動実演」（４月３日～７日）

「我が国における環境会計導入の状況」（４月１１日）

「月例経済・金融概観の解説」（４月２５日）

「研究発表会のお知らせ」（５月９日）

「月例経済・金融概観の解説」（５月３０日）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「家計における金融資産選択に関する調査の紹介」ビジネス調査資料総覧（月報）４月号／日本能

率協会総合研究所

「広域連合」かんぽ資金（４月号）

「１２月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（４月号）

「移動体通信における非音声系サービス」情報通信ジャーナル（４月号）

「Contributions of ICTs to Sustainable Information Society: Managerial, Macroeconomic, and

Environmental impacts in Japan」Sustainable Information Society for the２１st CenturyのPro-

ceeding（４月）

「郵便物と機械処理の適応性」郵政（４月号）

「前島一代記（後編）」郵政（４月号）

「重要文化財『エレキテル』公開と模型による作動実演」逓信文化新報（４月６日）、日本私立大

学協会（４月５日）

「環境税（炭素税）」かんぽ資金（５月号）

「１月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（５月号）

郵政研究所通信
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「アメリカにおける電気通信政策決定メカニズム」通信文化新報（５月）

「国際コンファレンスの開催結果・ラインゴールド対談」情報通信ジャーナル（５月号）

「国際コンファレンスの開催模様」郵政（５月号）

「郵便自動車」郵政（５月号）

「移動体通信の普及動向」TCA協会ニュース（５月号）

３ 学会・大学・講演会等での発表

「ITとナレッジ・マネジメント～KMの促進剤としてのIT～」簡易保険福祉事業団IT活用推進本

部講演会（４月１１日）

「経済予測演習」郵政大学校（４月１２日、１９日、２６日）

「規模間賃金格差に関する実証分析：消費生活に関するパネルデータ（１９９４・１９９５年）より」日

本経済学会春季大会（５月１３日）

「電話サービスの支出弾力性と価格弾力性の計測」日本経済学会２０００年度春季大会（５月１３日）

「経済予測演習」郵政大学校（５月９日、１８日）

４ 報道発表

「金融機関利用に関する意識調査」（４月１１日）

５ ていぱーくの特別展

・世界のフリー・ポストカード展（５月１９日（金）～６月１１日（日））

・ＮＨＫ ＢＳデジタル展（６月１８日（日）～７月９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

Webサイト http：／／www.iptp.go.jp

E―mail：www―admin@iptp.go.jp
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編集後記

半袖の季節になったと思ったら、もう梅雨入りですね。いらしたことがある方はおわ

かりでしょうが、郵政研究所はどの駅からも少し離れた所にあるので、雨の日は大変で

す。せめて、朝夕の通勤時間帯はあまり降らないで欲しいです。

さて、４月号でお願いした送付継続希望については、大体取り纏めを終えたところで

す。ご協力ありがとうございました。あわせていただいたご意見の中には、以下のよう

なものがありました。

・ホームページを開設して → 平成９年から開設してます。わかりやすいよう、

今後は月報裏表紙にアドレス等掲載することとし

ました。

・著者名にふりがなをふって欲しい → 今月号よりふりがなをつけました。

その他、新たなコーナー作りや論文テーマについて、及び研究所の活動について、

様々なご意見・ご要望を頂きました。これらを参考に編集者及び研究官一同、今後とも

より良い月報を目指していきます。

来る６月７日、９日に郵政研究所では第１２回研究発表会を開催いたします。研究官に

よる一年間の研究成果の発表のほか、あわせて開催する特別講演に今年は舛添 要一氏

をお招きしています。興味をお持ちの方はぜひご参加ください。なお、５月号巻末及び

郵政研究所ホームページに概要を掲載しております。

郵政研究所ホームページアドレスはこちら→ http：／／www.iptp.go.jp

月報の送付先につき、住所変更等ございましたら、FAXにて下記までお知らせくださ

い。（倉澤）

FAX ０３―３２２４―７３８２
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