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ていぱーく所蔵資料紹介⑰

北斎の描いた継飛脚

この錦絵は、天保６年（１８３５）に出版された葛飾北斎筆「富嶽百景」に掲載され

ている「暁の富士」の場面を、大正時代に模刻彩色したもので、幕府公用の継飛

脚が描かれています。

江戸時代になると、幕府によって街道や宿場が整備され、書状や荷物を運ぶ飛

脚制度が発達しましたが、飛脚には、継飛脚、大名飛脚、町飛脚などがありまし

た。

この継飛脚は幕府専用の通信制度で、御状箱、御用物と呼ばれる幕府公用の書

状や荷物を、老中、京都所司代、大坂城代などの証文により宿場間を駅伝競走の

ように継送するシステムです。

継飛脚は各宿場の問屋が担当し、御状箱を担いだ前の宿の人足が到着すると、

すぐさま昼夜を問わず次の宿まで継ぎ送りました。最急用の場合、江戸・大坂間

を約３日で届けたようです。創業期の郵便輸送は、この継飛脚のシステムを再利

用して行われました。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内 神奈川 台之景

神奈川宿の台町あたりの風景が描かれている。上り坂となった景色のよい道の片側には

茶屋が軒を並べ、旅人の袖を引く客引きの姿が見受けられる。台町は海に面した崖の上に

あり、ここからの眺望は素晴らしく、本牧から東京湾を挟んで房総半島まで見渡すことが

できた。

この図は後版で、初版とは茶屋の屋根や小船に相違がある。
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遅れた日本の「IT革命」

２１世紀を目前に控え、「IT革命」は大きな奔流となって世界を駆け巡っています。

今年前半の米国株式市場におけるネット株の調整も、次の飛躍への踊り場となり、本

当の産業革命が地球社会を覆うとの予感が充満しています。

先の九州・沖縄サミットは「ITサミット」となり、地球規模でのネット社会構築

へ向けた課題が議論されました。電子商取引が急速に拡大し、もはや一部の人々の道

具ではなくなり、ほとんど全ての法律や制度、税制の見直しを検討せざるを得なくな

るまでに、その影響力が広がってきたことを如実に示しています。

こうした中にあって、日本の「IT革命」は完全に遅れてしまったことを、素直に

認め、反省してみる必要があると思います。IT投資の動きを見れば、それは、日本

では２０００年に始まったばかりとも言えます。米国は１９９０年代の成長の３分の１はIT

による技術革新であると分析しています。この間、日本はバブルの後遺症もあり、ほ

とんど成長していません。ここまで遅れた原因を考えると、ITの研究開発の遅れも

ありますが、バイオテクノロジーほどではないように思います。それより大きな遅れ

は、ITへの理解と洞察力、そして取組み姿勢だったのではないかと思います。

「勝てるITインフラ」への課題

米国のIT革命の成功に対し、日本は、半導体などの部品や情報家電などで、少な

からぬ貢献をしていると言えます。日本は、決してIT革命の成功要因がないわけで

はありません。米国に比べ、明らかに大きく遅れをとっていると言えるのは、「ITイ

ンフラ」ではないでしょうか。ここで「ITインフラ」とは２つの意味があります。

一つは「物理的ITインフラ」であり、もう一つは「制度的ITインフラ」です。

「物理的ITインフラ」については、米国のインターネットは元々軍事目的で作られ

たことがよく言われます。しかし、現在は一段と技術が進み、もはや日本が米国に遅

「IT革命」に向けた情報通信行政のリーダーシップへの期待

�株日立製作所会長 金井 務

巻 頭 言
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れた理由にはなりません。米国に「勝てるITインフラ」を構築することが必要です

し、それは可能です。例えば、衛星を利用したIT宇宙インフラにより、米国に先ん

じて、何時でも何処でもインターネットができるユビキタス環境をいち早く構築すれ

ば、日本の情報家電などの強みもずっと活きてくるのではないでしょうか。

「制度的ITインフラ」も、米国に「勝てるインフラ」でなくてはなりません。何故

ならば、たとえ技術的に可能であっても法律的に可能でなければ、社会は変わらない

からです。すなわち、今日の世界的メガコンペティションは、技術革新競争だけでは

なく、制度間競争でもあり、それらが相俟ってはじめて国の競争力が向上するのです。

それはまた、新事業・新産業が創出される環境を整備することでもあります。

郵政省のリーダーシップへの期待

インターネットは通信の一つです。インターネットを核とする「IT革命」は、全

ての産業や国民に影響を与えます。したがって、全ての省庁の協力が必要ではありま

すが、郵政省はその中心的リーダーの一人であり、日本の「IT革命」の成否は、情

報通信行政が握っているといっても過言ではないと思います。ギガビット・ネット

ワークや衛星によるIT宇宙インフラなど技術的リーダーシップはもとより、通信と

放送の融合時代に合わせた法整備や、より競争的な情報通信市場の整備など、制度改

革におけるリーダーシップへの期待も大きいものがあります。

IT時代は時間との競争です。「抜かれるのも早いが、抜き返すのも早い」のがIT時

代です。「勝てるITインフラ」構築へ向けて、情報通信行政への期待は今までになく

高まっていると思います。

３ 郵政研究所月報 ２０００．８



［要約］

１ 近年、環境会計を導入する企業が増加しているが、郵政事業においても効果的、効率

的な環境政策の推進及び情報公開の必要性を考えると、環境会計は、検討に値すべき課

題である。

本稿では、環境会計導入の背景、導入状況について検討し、また、郵政事業に環境会

計を導入した場合の環境保全コスト等を試算するとともに、環境会計を導入する場合の

課題について検討する。

２ 企業が環境会計を導入している背景としては、経営管理の効率化等の内部管理の必要

性、ISO１４００１の認証取得に代表される企業の自主的な環境保全活動の促進、株主、投

資家、消費者等からの環境情報開示の要求等が挙げられる。

３ 環境保全コストから投資額を除いた費用が算出でき、かつ、環境保全コストの集計範

囲に相当する売上高が把握できた企業３５社について、環境保全のための費用の売上高に

対する比率を平成１０年度分のデータから算出すると、最小０．０８％、最大２．３５％、平均

０．６４％であった。しかし、一部の企業の数値が平均値を押し上げており、半数以上が

０．５％未満であった。

４ 環境報告書等で開示された環境会計等に関する情報を次の６タイプ―�１環境保全コス

トに対応する効果についての対比がないもの、�２経済効果対比型：実質的効果だけを計

上し、環境保全コストに対比させているもの、�３経済効果対比型：実質的効果以外にい

わゆる「みなし効果」又は偶発効果も計上し、環境保全コストに対比させているもの、

�４環境保全効果を環境保全コストに対比させる環境保全効果対比型、�５経済効果と環境

保全効果の両者を計上し、環境保全コストに対比させる総合的効果対比型、�６環境保全

コストの効率的な管理に力点を置く内部志向型―に分類し、平成１０年度の公表事例から

５３社について調査したところ、�１のタイプが５４．７％と最も多く採用されている。しかし、

環境庁の検討会が本年５月に公表した環境会計に関するガイドラインでは、効果を含ん

だ公表用のフォーマットも含まれており、�１のタイプは今後減少していくと考えられる。

５ 郵政事業における平成１０年度の環境会計を試算した。環境保全コストについては、

調査研究論文

郵政事業環境会計に関する調査研究

前郵政研究所客員研究官（神戸大学大学院経営学研究科助教授） 國部 克彦
前第一経営経済研究部主任研究官（現第二経営経済研究部主任研究官） 山本 一吉

第一経営経済研究部研究官 延原 泰生

４郵政研究所月報 ２０００．８



１ はじめに

近年、環境会計、あるいは、環境保全のための

設備投資や経費などの環境保全コストを公表する

企業が、増加している。また、地方公共団体では、

東京都水道局が、今年度から環境会計を導入して

いる。

個々の企業等とは別に、環境会計の導入を促進

する動きも見られる。日本公認会計士協会は、環

境コスト情報等を企業経営に役立てる方法等につ

いて調査研究した結果を平成１０年５月「環境に配

慮した企業経営のための環境コスト情報の利用」

と題して取りまとめた。さらに、平成１２年３月に

「環境会計に対する基本的考え方～環境会計の概

念フレームワーク構築に向けて」（中間報告）を

発表した。

また、環境庁の環境保全コストの把握に関する

検討会は、平成１１年３月２５日「環境保全コストの

把握及び公表に関するガイドライン～環境会計確

立に向けて～」の中間取りまとめ（以下「環境庁

ガイドライン（案）」と略す。）を公表し、同検討

会が発展した環境庁の環境会計システムの確立に

関する検討会は、平成１２年５月１０日に「環境会計

システムの確立に向けて（２０００年報告）」と題す

る環境会計システム導入のためのガイドライン

（以下「環境庁ガイドライン」と略す。）を公表

した。

郵政事業においても「郵政省環境基本計画」（平

成９年３月１３日決定）に基づき、環境保全のため

の様々な政策が実施され、毎年度その実施状況の

点検、新たな施策の追加等のフォローアップが実

施されている。

郵政事業では、今後も、様々な環境政策が必要

になると考えられるが、環境に配慮した事業経営

を推進するためには、効果的、効率的な環境政策

を実施していく必要がある。

また、郵政事業には、国民生活に必要不可欠な

基礎的サービスを全国あまねく公平に提供する

「公共性」という目的がある。この点から、環境

関連の情報についても、民間企業以上に情報を公

開していく必要がある。

効果的、効率的な環境政策の推進及び情報公開

の必要性を考えると、郵政事業においても環境会

計の導入は検討に値すべき課題と考えられる。

以上のような問題意識に基づき、本稿では、環

境会計導入の背景及び導入状況について検討し、

さらに、郵政事業に環境会計を導入した場合の環

境保全コスト等を試算するとともに、環境会計を

導入する場合の課題について検討する。

「郵政省環境基本計画第２回フォローアップ」の「１０年度実施状況」欄に記載された施

策について、種々の前提の基に環境保全コストを試算した。投資額は約２３１百万円、費

用額は約１，３２３百万円であった。

環境保全効果については、「郵政省環境基本計画第２回フォローアップ」及び「同第

３回フォローアップ」における数値目標の進捗状況のデータを用いて、総量ベース及び

対前年度比の数値を掲出することにより、環境負荷量そのものを示すとともに、環境負

荷削減量を計算することにより環境保全コストとの比較を可能とした。

６ 郵政事業に環境会計を導入する場合には、環境保全コストを把握する体制の確立、入

札制度の採用に伴う環境保全コストの把握、郵政事業としての環境パフォーマンス指標

の確立、情報開示の継続性、第三者意見書の問題が課題として挙げられる。

５ 郵政研究所月報 ２０００．８
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２ 環境会計のフレームワーク

環境会計とは環境庁ガイドラインによれば、

「環境保全対策の費用と効果を定量的に把握（測

定）し、分析し、公表するための仕組み」である。

すなわち、企業の財務パフォーマンスの一部であ

る環境保全コストや環境保全対策に伴う経済効果

と環境パフォーマンスの一部である環境保全効果

を連携させ、統合するシステムが環境会計である

といえる。

また、環境会計をその機能の面から考えると、

企業等の環境情報を企業内部で経営管理のために

利用する内部機能と外部の利害関係者に情報を提

供し、その評価に役立てることを目的とした外部

機能という２つの機能があるといえる。

注）環境庁ガイドラインより作成

注）環境庁ガイドラインより作成

６郵政研究所月報 ２０００．８
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３ 環境会計導入の背景

３．１ 内部管理の必要性

自然破壊や環境汚染の深刻化に伴い、地球環境

を保全し、環境負荷の少ない持続可能な経済社会

をいかに構築していくかが現在求められている。

企業は、経済活動の各場面で環境保全のための投

資や費用の支出を行っている。また、地球環境問

題が重視されてきた現代において、環境問題に関

しては規制強化の傾向にあること及び企業の社会

図表１ 環境保護費用の推移（名目値）

注）�財日本総合研究所（１９９８）を一部改変して作成

図表２ 環境保護費用の推移（実質値）

注）�財日本総合研究所（１９９８）を一部改変して作成

７ 郵政研究所月報 ２０００．８



的責任がより厳しく問われる方向にあることから、

環境保全コストは、今後も増加していくことが予

想される。

図表１及び図表２は、政府以外の産業部門での

環境保護費用を１９７０年以降５年ごとに推計した結

果である。産業部門の生産活動に投入された環境

関連の財貨・サービス及び産業部門の生産活動に

おける環境保護資産の固定資本減耗をそれぞれ名

目値と実質値１）で表示したが、どちらも１９８０年以

降急速に増加している。

元来、環境保全コストは、規制に対応するため

に支出されてきており、当初はその効率性を測定

することまで企業の関心が及ばなかった。しかし、

環境規制の強化に伴い、環境保全コストの増加も

予想される。企業全体として環境保全コストはど

のくらいの金額になっているのか、また、その効

果・便益はどの程度なのか。このような環境保全

に係る費用対効果を的確に把握し、経営管理の効

率化に役立てる必要性を企業自体が感じ始めたこ

とが、環境会計導入の背景の第一に挙げられる。

このように内部管理に環境会計を利用すること

により、以下のことが可能になると考えられる。

�１ コスト管理の適正化

環境保全コストを正確に把握することにより、

環境保全コストの削減や環境保全活動の効率化の

動機付けとなる。

�２ 製品戦略決定への利用

間接費として処理されている環境保全コストを

関連する製品に適切に配賦し、製品価格決定や採

算性分析、あるいは新製品開発戦略に役立てる。

�３ 設備投資決定への利用

設備投資の意思決定をする際に、従来の経済的

要因に加えて、これまで意識されなかった環境保

全コストや環境へのベネフィットも考慮すること

により、環境に配慮した設備投資の決定を可能に

する。

�４ 業績評価への利用

環境保全コストと効果を対比させることにより、

業績評価のツールとして利用可能となる。

３．２ 自主的な環境保全活動の促進

環境会計の導入を促進させた背景としては、環

境マネジメントシステムの国際規格であるISO

１４００１の認証取得に代表される、企業の自主的な

環境保全活動の促進も挙げられる。１９９６年９月の

規格発行以来約３年半で我が国の認証取得件数は、

３，８００件２）を超えている。ISO１４００１は、環境保全

活動についてPlan→Do→Check→Actionのいわゆ

PDCAサイクルを繰り返すことを要求している。

いわば、環境保全活動をシステム的かつ継続的に

実施することが要求され、そのシステムを通じて

環境負荷情報が、収集・管理されている。しかし、

企業は環境保全を目的とする組織ではなく、営利

追求を目的とする経済組織である。したがって、

ISO１４００１等の「環境マネジメントのためのツー

ルと、企業の経済活動との関連性を明らかにする

手段が、どうしても必要となる。環境会計はその

ための最も重要な手段」３）として位置付けられ、そ

の導入が促進されていると考えられる。

３．３ 情報開示の要求

次に、株主、投資家等からの環境情報開示の要

求の高まりが、挙げられる。環境保全コストを企

業がどれくらい支出しているのか、また、その支

出は効率的なのか、適切な環境対策を講じなかっ

たために、将来多大な支出を迫られることはない

１）１９９０年を基準年次としたデフレーターを用いて算出されている。
２）�財日本規格協会（環境管理規格審議委員会事務局）調べによると平成１２年５月末現在の認証取得件数は３，８３５件。
３）國部（１９９９c）

８郵政研究所月報 ２０００．８



現在、一般的に�
なっている�
6.2％�

10年後には、�
一般的になる�
75.4％�

10年程度では�
一般的にはならない�
　　　13.5％�

その他�
4.9％�

株主や投資家が、企業を選ぶ際、企業の環境対応を評価基準にすることが�
一般的となる」という意見についてどのようにお考えでしょうか。�

のか、といった企業の収益性、安全性に関する情

報を環境保全コストの増加に伴い、株主、投資家

は必要とし始めた。

環境に配慮した企業を投資対象とするエコファ

ンドの発売に見られるように、地域住民や消費者

だけでなく、株主、投資家の中にも自己の株主や

投資家としての利益と環境保全の両立を目指す

「啓発されたステイクホールダー（利害関係者）」４）

が増加し、環境保全コストとそれが環境負荷の低

減にどれほど有効であったかという情報の公開を

企業に要求している。

平成１１年８月に我が国で初めてエコファンドが

発売されて以来、現在まで５つのファンドが販売

され、純資産総額は合計で約１，９００億円に達して

いる５）。エコファンドにおける環境スクリーニン

グでは、環境マネジメントシステム等とともに環

境会計も評価項目に含まれており、このことも環

境会計の導入を促進する要因となっている。

経済同友会が平成１０年１１月に会員を対象に実施

した調査によると「株主や投資家が企業を選ぶ際、

企業の環境対応を評価基準とすることが一般的と

なる」という意見についてどのようにお考えで

しょうか、との質問に対して、６．２％が「現在、

一般的になっている」、７５．４％が「１０年後には一

４）國部（１９９８）参照
５）平成１２年６月３０日現在の純資産総額はそれぞれ、日興アセットマネジメント（日興エコファンド）１２８６．８７億円、興銀第一ラ
イフ・アセットマネジメント（エコ・ファンド）２８６．１０億円、パートナーズ投信（エコ・パートナーズ“みどりの翼”）１０５．４１
億円、UBS投資信託顧問（UBS日本株式エコ・ファンド）９２．８３億円、安田火災グローバル投信投資顧問（安田火災グリーン・
オープン“ぶなの森”）８８．８１億円となっている。

図表３ 企業の環境対応と株主・投資家の評価基準

注）経済同友会（１９９９）より作成

９ 郵政研究所月報 ２０００．８



環境に配慮した商品は�
あまり買わない�
　　　　5.9％�

特に購入に際しては�
意識していない�
　　　34.2％�

その他�
3.3％�

環境に配慮した�
商品を選択�
　　56.6％�

般的になる」と回答している。

環境対応を評価基準とするためには、評価する

ための情報が公開されていることが必要であり、

今後も情報開示の必要性が増大していくと考えら

れる。

また、地域住民や消費者の環境意識の向上に基

づく環境情報開示の要求もある。価格が高くとも

環境への負荷の小さい商品・サービスを購入する

グリーン・コンシューマーの増大に象徴されるよ

うな消費者の環境意識の向上に基づき、その商

品・サービスを提供する企業がどのように環境保

全コストをかけ、どのような効果をあげているか

という情報の提供を求めることは、当然の要求で

ある。どのような環境保全コストのために価格が

割高になったかという情報が消費者に提供されて

いないと、グリーン購入をする際の判断が難しく

なる。地域住民も地域に存在する工場等で適切な

環境対策が必要な環境保全コストを投下して講じ

られているかという情報を求めていると考えられ

る。

経済企画庁が平成１１年７月に物価モニターを対

象に実施した調査によると「あなたは普段、日用

品を購入するとき、なるべく環境に配慮した商品

を購入するようにしていますか」との質問に対し

て、「環境に配慮した商品を選択するようにして

いる」との回答が５６．６％を占めており、環境への

関心の高さを裏付けていると言える。

４ 環境会計の構成要素

多くの主要企業が、環境報告書等で環境会計又

は環境保全コストの情報を開示している。環境会

計の主な構成要素としては、環境保全コスト、環

境保全効果・経済効果があげられる。

４．１ 環境保全コスト

環境保全コストとは、環境庁ガイドラインによ

れば、「企業等の事業活動に起因する環境負荷を

抑制すること等を目的としたコスト及びこれに結

びついたコスト」である。環境負荷抑制だけを目

的として支出されたコストは、全額を環境保全コ

図表４ 消費者の環境配慮型商品の購買意識

注）経済企画庁調査（１９９９）より作成

１０郵政研究所月報 ２０００．８
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ストとして計上すればよいが、問題は環境保全以

外の目的も含まれる場合である。同ガイドライン

は、「環境保全以外の目的のコストや通常のコス

トと結合した「複合的なコスト」から環境保全コ

ストを把握（測定）する場合」の把握（測定）方

法として、「差額の集計」を優先順位の筆頭にあ

げ、「他の目的のためのコストを控除した差額又

は通常の場合のコストを控除した差額を集計して

下さい。」としている。

例えば、原材料や製品を購入する際に価格や品

質だけで判断せず、環境負荷ができるだけ小さい

ものを優先的に購入する、いわゆるグリーン購入

（調達）の場合には、環境に配慮していない通常

の原材料・製品の価格との差額を環境保全コスト

として計上することとなる。しかし、環境保全の

目的とそれ以外の目的が混在している研究開発や

設備投資については、環境保全目的の支出を明確

に区分することが難しい場合もある。同ガイドラ

インは、差額の集計が難しい場合は、合理的な考

え方に基づき複合的なコストを支出目的により按

分・集計することも認めており、さらに、按分す

ることも難しい場合は、特記付きで全額を環境保

全コストとして計上することも認めている。富士

通及び宝酒造は、５０％以上が環境保全目的である

コストを全額環境保全コストとして計上してい

る６）。

環境保全のための費用の売上高に対する比率を

示したものが、図表５である。調査した企業７）の

中から、環境保全コストから投資額を除いた費用

が算出でき、かつ、環境保全コストの集計範囲に

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

７）以下の�１、�２、�３のいずれかに該当する企業を中心に調査した。
�１ ９８年度の環境会計又は環境保全コストを公表したと日本経済新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、日経産業新聞に報道さ
れた企業

�２ 環境報告書ネットワーク（NER）のホームページで環境報告書を作成しているとされた企業
�３ 東洋経済新報社（２０００）で環境会計を公開しているとされた企業

図表５ 環境保全費用の売上高に対する比率

１１ 郵政研究所月報 ２０００．８



相当する売上高が把握できた企業３５社８）について、

平成１０年度（９８年度）のデータをまとめている。

最小０．０８％、最大２．３５％で平均は０．６４％であるが、

一部の企業の数値が平均値を押し上げており、半

数以上が０．５％未満となっている。

環境保全コストの計上方法、設備投資等の減価

償却費の計上の有無及び計上方法、人件費等の間

接費の計上の有無等により、環境保全コストの額

は大きく変動する。

上記３５社のうち、環境保全のための費用に減価

償却費を含めている１８社の費用の売上高に対する

比率は、平均で０．８６％となっており、費用に減価

償却費を含めない企業も含まれている上記３５社の

平均を０．２２ポイント上回っている。

もちろん、環境保全コストの売上高に対する比

率が大きいということが、直ちに環境に配慮した

経営を行っているということに結びつくわけでは

ない。過去の環境保全のための投資の効果により

環境負荷が低減されて、現在の環境保全コストが

小さくなっている場合もあり、環境保全コストの

額は、それまでの環境対策の進捗状況に依存する

ところも大きい。

このように企業は、金額の多寡は別にして何ら

かの環境保全コストを負担しているが、このコス

トが製品価格に転嫁され、市場で受け入れられる

ことが必要である。

企業が商品やサービスを調達する際に商品・

サービスの環境への負荷や企業の環境保全に対す

る取組状況をできるだけ考慮して調達する、グ

リーン調達（購入）の動きも広がっている。グリー

ン購入を促進するために平成８年２月に設立され

た、企業・行政・民間団体のネットワークである

グリーン購入ネットワーク（GPN）の会員数も、

平成１１年３月には１，７７２団体であったものが、平

成１２年６月には２，１９５団体に増加している。また、

何らかの形でグリーン購入に取り組む企業・団体

も増加しているとの調査９）もある。

しかし、グリーン購入する場合も環境保全コス

トを反映した価格で取引が行われないと、環境保

全コストが、企業間で転嫁されないことになる。

環境保全コストは、最終的には消費者に負担され

なければ、企業は、環境保全活動を継続的に実施

することができない。グリーン購入に当っても、

適正な価格での購入が望まれる。

４．２ 環境保全効果と経済効果

環境保全コストについては、昨年３月に公表さ

れた環境庁ガイドライン（案）を基準に、あるい

は参考にして作成している企業が多い。しかし、

環境保全効果と経済効果に関しては、同ガイドラ

イン（案）では言及されておらず、本年５月に公

表された環境庁ガイドラインでこれらの効果につ

いての基本的な考え方が示されたばかりである。

したがって、企業により様々な表示がされている。

環境保全のための投資や費用に対する効果を貨

幣単位で表す経済効果対比型、効果を環境負荷の

削減量という物量単位で表す環境保全効果対比型、

効果を貨幣単位による経済効果と物量単位による

環境保全効果の両者で表す総合的効果対比型に類

型化できる１０）。

８）アイシン精機、愛知製鋼、アサヒビール、イトーヨーカ堂、大阪ガス、王子製紙、大林組、岡村製作所、キャノン、キリン
ビール、クボタ、サッポロビール、サントリー、資生堂、JT、西友、ソニー、大日本インキ化学工業、宝酒造、武田薬品工業、
中京コカ・コーラボトリング、中部電力、帝人、TDK、東京ガス、東京電力、日本IBM、ノーリツ、富士通、ブラザー工業、
本田技研工業、松下電工、三菱自動車工業、横河電機、リコーの３５社。なお、費用に設備投資等の減価償却費を含めている企
業と含めていない企業がある。したがって、あくまで全体の傾向を推定するために比率を算出している。

９）GPNが平成１１年９月から１０月に実施したアンケート調査によると、グリーン購入について何らかの組織的な取組を行っている
団体は調査時点までの１年間で８０％から９１％に増加している。GPNホームページ；（URL：http：／／www.wnn.or.jp／wnn―eco／
gpn／）参照。

１０）國部（１９９９b）に基づく。
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このうち、経済効果対比型については、コスト

の節約、リサイクルの売却等で実際に利益を得た

実質的効果、生産活動から得られた付加価値のう

ち環境保全コスト相当分を環境保全活動による効

果とする、いわゆる「みなし効果」、環境対策を

実施しなかった場合に想定される土壌汚染・水質

汚染の修復費用、訴訟費用等を環境保全コストの

効果とする偶発効果（リスク回避効果）という３

種類の効果が、計上されている。

みなし効果及び偶発効果は、様々な仮定の下で

の推定結果であり、算出根拠等を併せて開示する

ことが必要であると考えられる。

５ 環境会計の具体的導入事例

環境報告書等で開示された環境会計等に関する

情報は、次のように分類できる。

�１ 環境保全コストに対応する効果についての

対比がないもの

�２ 経済効果対比型で実質的効果だけを計上し

ているもの

�３ 経済効果対比型で実質的効果以外にみなし

効果又は偶発効果も計上しているもの

�４ 環境保全効果対比型

�５ 総合的効果対比型

�６ 内部志向型

なお、環境会計又は環境会計の記載された環境

報告書の情報について外部機関が第三者意見書と

いう形で検証しているケースもあり、これについ

ても最後に論ずることとする。

５．１ 環境保全コストに対応する効果についての

対比がないもの

環境保全コストを中心に作成されており、環境

保全コストに対応する効果についての対比がない

ものである。環境保全コストの分類及び投資額と

費用額の分離が環境庁ガイドライン（案）に沿っ

た事例もあれば、独自の分類を用いている事例も

ある。

後述のように、現在導入されている事例として

は、この環境保全コストに対応する効果について

の対比がないタイプが半数以上を占め、最も一般

的に採用されている。

５．２ 実質的効果だけを計上する経済効果対比型

の事例

この事例の代表例としては、キリンビールが公

表した環境会計を挙げることができる。同社は平

成１１年１０月に発行した環境報告書の中で平成１０年

度の環境会計に関する情報を公開している。

環境保全コストについては、環境庁ガイドライ

ン（案）に基づいて分類し、計上している。公害

防止及び地球環境保全については、設備投資額の

み計上し、研究開発コストについてはこの段階で

は把握していないとして、計上していない。

効果については、経済効果の実質的効果のみに

限定し、省エネルギーの節約額及び廃棄物の売却

利益を計上している。

第三者意見書について、環境報告書そのものに

対する意見書と環境報告書の包括性・環境への取

組状況に関する意見書という２種類の第三者意見

書を添付している点が、特徴的である。

５．３ みなし効果又は偶発効果も計上する経済効

果対比型の事例

この事例の代表例としては、富士通が公表した

環境会計を挙げることができる。同社は環境会計

制度の導入を平成１１年５月に発表し、平成１０年度

の環境会計に関する情報を公開した。平成１１年度

の環境会計の情報についても平成１２年４月に公表

している（図表６参照）。

コストの測定方法は、５０％以上を基準とした推

定配分方式で、工数、費用の５０％以上が「環境的」
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と判断したものを全額環境保全コストに計上して

いる。また、新規設備投資は、５年間定額償却に

て費用計上している。

経済効果は、実質的効果、みなし効果、偶発効

果の３種類の経済効果を計上している。富士通は、

みなし効果１１）を最初に公表しており、具体的には

次の式により算出している。

効果＝付加価値×（環境費用／工場費用）

（付加価値＝工場生産高－部品購入費）

５．４ 環境保全効果対比型の事例

この事例の代表例としては、宝酒造が公表した

環境会計を挙げることができる。同社は、平成１１

年９月に発行した環境報告書で、平成１０年度の環

境会計に関する情報を公開している。

環境保全効果の１１分類にほぼ対応して、環境保

図表６ 富士通の環境会計１２） 単位：億円

項 目 範 囲 富士通 連 結
子会社 合 計

費

用

�１ 直接的費用 生産活動を確保するための環境保全活動費用（環境設備

導入・維持費用等）
３９ ３７ ７６

�２ 間接的費用 環境推進活動費用（人件費）、EMS認証取得・維持費用 １３ １８ ３１

�３ 省エネルギー費用 省エネルギー対策費用 １０ １ １１

�４ リサイクル費用 廃製品の回収・リサイクル、リユース等費用 ３ ３ ６

廃棄物処理費用 ８ １０ １８

�５ 研究開発費用 グリーン製品・環境対応技術の開発費用 ３ ６ ９

�６ 社会的取組費用 緑化推進、環境報告書作成、環境宣伝等の費用 ３ ３ ６

�７ その他の環境関連費用 地下水汚染対策等の環境リスク対応費用 ６ ４ １０

合 計 ８５ ８２ １６７

効

果

�１ 生産支援のための環境

保全活動

生産活動により得られる製品の付加価値の内、環境保全

活動の寄与分
３７ ４０ ７７

�２ 省エネルギー活動 電力、油、ガス使用量減に伴う費用削減額 １３ ７ ２０

�３ リサイクル活動 廃製品リサイクルによる有価品・リユース品の売却額 ７ ２９ ３６

廃棄物減量化によるコストダウン額 １ ３ ４

�４ リスクマネジメント 法規制不遵守による事業所操業ロス回避額 ２０ １３ ３３

地下水汚染対策による住民補償、保険費用の回避額 ７ １６ ２３

�５ 環境ビジネス活動 環境ビジネス製品（環境ソリューション、グリーン製品

等）販売貢献額
６ １ ７

�６ 環境活動の効率化 ペーパーレス効果、管理システム活用によるコストダウ

ン額等
９ ９ １８

�７ 環境教育活動 環境ISO構築コンサルタント、監査員教育等の社内教育

効果額
３ １ ４

合 計 １０３ １１９ ２２２

１１）富士通の環境報告書では「生産支援のための環境保全活動」という表現が使われている。
１２）富士通ホームページ（URL：http：／／www.fujitsu.co.jp／hypertext／About_fujitsu／environment／eco２００００４２８b.html）より
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全コストを１０に分類し、さらに、環境保全全般に

かかわるコストと社会的取組コストを加え、１３に

分類している。コストの集計方法は、５０％以上が

環境保全目的である投資、経費を全額計上し、投

資は１０年間での按分を前提に発生額の１０分の１を

計上している。

宝酒造の環境会計の特徴は、環境保全効果を緑

字（ECO）という独自に開発した指数で表示し

ている点にある。

緑字は、環境負荷削減状況を示す「環境負荷削

減緑字」と自然保護活動等の社会貢献活動への支

出状況を示す「社会貢献緑字」の２つからなる。

環境負荷削減緑字は、以下の方法により算出され

る（図表７参照）。

Ａ １１種類の環境負荷改善活動に５段階の重み

付けを行い、５段階評価の５を１．６７、４を

１．３３、３を１、２を０．６７、１を０．３３とする重

み付け値を決定。

Ｂ 上記Aの１１種類の環境負荷（総量）データ

の平成１０年度の対前年度改善率に重み付け値

を乗じ、１１の個別ECOを算出。重み付けし

た改善率１％を１ECOとする。

Ｃ １１の個別ECOの平均を取り、環境負荷削

減緑字を算出。

社会貢献緑字は、自然保護活動と環境啓発活動

からなる社会貢献活動の平成１０年度の支出金額の

対前年度増減率１％を１ECOと設定する。

５．５ 総合的効果対比型の事例

この事例の代表例としては、リコーが公表した

環境会計を挙げることができる。同社は平成１１年

９月に発行した環境報告書の中で、平成１０年度の

１３）「TaKaRa緑字決算報告書１９９９」より

図表７ 宝酒造の環境負荷削減緑字算出方法１３）

地球環境からの調達 地球環境への放出

原料の調達 資源エネルギーの調達 大気汚染、排水の発生 工 場
廃棄物

容器包装
排 出

原材料

非リサイ
クル素材
容器包装
品

用 水 電 力 燃 料 排 水 CO２ NOX SOX

再資源化
されない
廃棄物

消費後リ
サイクル
されない
容器包装

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

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

（単位） 千t t 千m３ 千kwh Kl 千m３ t–c t t t t

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

�１
改善率（％）

３．６ ２２．５ ６．０ －４．０ ８．６ ０．８ ７．８ １５．５ １６．０ ８８．２ ２１．９

�２
５段階評価

１ ４ １ ３ ３ １ ３ ２ ２ ５ ４

※�３
重み付け値

０．３３ １．３３ ０．３３ １．００ １．００ ０．３３ １．００ ０．６７ ０．６７ １．６７ １．３３

�１×�３
個別ECO

１．２ ３０．０ ２．０ －４．０ ８．６ ０．３ ７．８ １０．３ １０．７ １４７．０ ２９．２

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

９８年度 環境負荷削減 緑字 ＋２２ECO
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環境会計に関する情報を公開している（図表８参

照）。

環境保全コストについては、環境庁ガイドライ

ン（案）に準拠して費用項目を設定しているが、

コストの集計は、環境目的の割合に応じて１００％、

５０％、１０％を計上する推定配分方式を採用してい

ると言われている１４）。

効果については、経済効果と環境保全効果の両

方を表示している。経済効果については、省エネ

ルギーによる節約及びリサイクルの売却等で実際

に利益を得た効果である実質的効果、付加価値の

うち環境保全活動が寄与したとみなされる付加価

値を効果とするみなし効果、汚染修復及び訴訟等

のリスク回避による効果である偶発効果という３

種類の効果を計上している。

また、CO２等５つの環境負荷データについて、

エコエフィシェンシー（E.E.値、環境改善効率）

及びエコレシオ（環境負荷利益率）という２つの

１４）週刊東洋経済１９９９年１１月６日号pp.８０参照
１５）「リコーグループ環境報告書１９９９」より

図表８ リコーの環境会計１５）

項 目
費 用 効 果 環境負荷

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

直接的環境
費用

１３．２億円 環境関連の設備償
却費、維持管理費
など

３．０億円 ａ
節電や廃棄物処理
効率化

CO２
…５，４３５t １１６．６

CO２
…１４２，５５３t ０．０１４４１４．５億円 ｂ

生産上付加価値へ
の寄与

１４．０億円 ｃ
汚染による修復リ
スクの回避、訴訟
の回避など

NOX
…－３．９t －０．０８４

NOX
…５６．４t ３６．４間接的環境

費用
４．８億円 環境対策部門費用、

環境マネジメント
システム構築・維
持費用

０．８億円 ｂ

環境教育効率化効
果、環境マネジメ
ントシステム構築
効率化効果など

SOX
……０．２t ０．００４３

SOX
……５．６t ３６６．８

環境R＆D
費用

１１．８億円 環境負荷低減のた
めの研究、開発費
用

０．７億円 ａ
エコ包装などによ
るコストダウン

１５．８億円 ｂ
R＆Dによる付加
価値への寄与分な
ど

廃棄物最終
処分量
…３，２７９t ７０．４

廃棄物最終
処分量
…２，４８５t ０．８２７

製品リサイ
クル費用

１５．６億円 製品の回収、再商
品化のための費用

２．４億円 ａ
リサイクル売却額
など

社会的取り
組み費用

１．２億円 環境報告書作成、
環境広告・展示会
のための費用など

０．２億円 ｂ
環境宣伝効果額な
ど

用水
…４５６千t ９，７８５

用水
…３，１３７千t ０．０００６５

その他の費
用

― 土壌汚染の修復、
環境関連の和解金
など

― ―
なし

総計 ４６．６億円 ５１．４億円

※費用項目に関しては環境庁ガイドラインに準拠 a：実質的効果（節約、売却などで実際に利益を得た効果）、b：みなし効果
（環境対応が寄与したとみなされる付加価値や節約の効果）、c：偶発的効果（汚染修復や訴訟などのリスク回避による効果）
●E.E.値（エコエフィシェンシー）：環境改善効率〈E.E.値＝環境負荷削減量／環境費用総額（単位：t／億円）〉 ●エコレシオ：
環境負荷利益率〈エコレシオ＝売上総利益／環境負荷総量（単位：億円／t）〉
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維持コスト� 

環境投資� 

継続的な改善�

環境負荷� 

潜在的�
維持コスト�

 

（累積的に低減）�

（累積的に低減）�

（発生リスク低減）�

指標を算出している。

５．６ 内部志向型の事例

この事例の代表例としては、トヨタ自動車が公

表した環境会計を挙げることができる。同社は、

平成１１年８月に発行した環境報告書の中で、平成

１０年度の環境保全コストに関する情報を公開して

いる。

上記５．１から５．５までの事例が、どちらかとい

えば外部への情報開示に力点を置いているのに対

し、トヨタ自動車は、主に環境保全コストの効率

的な管理のための環境会計システムの導入を試み、

その結果を外部に公表している点で上記の事例と

異なっている。トヨタ自動車の特徴は、その効果

が将来にも及ぶか当期のみに限定されるかという

独自の基準により、環境保全コストを環境投資と

維持コストの２つに分類したことにある。

環境投資は、「環境負荷の積極的低減目的で支

出されるもので、その効果が当期のみならず、将

来に及ぶものと判断した支出。」、維持コストは、

「環境投資以外の支出。環境保全にかかわる日常

的な支出（維持・管理経費等）で、その効果が当

期のみにとどまるもの、及び、賠償金などの支

出。」と定義されている。

これは、環境投資を拡大することにより環境負

荷を低減し、その結果維持コストを低減させ、全

体的な環境保全コストを最小化することを目指し

たものである。

維持コストは、さらに廃棄物処理費用、排水処

理費用、理解活動費（広告・宣伝費ほか）、環境

１６）「トヨタ自動車環境報告書１９９９」より

図表９ トヨタ自動車の環境保全コストの考え方１６）
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①�
54.7％�

②�
26.4％�

⑤�
7.5％�

⑥�
5.7％�

④�
1.9％�

③�
3.8％�

①効果についての対比がな�
　いもの�

②経済効果対比型（実質的�
　効果のみ計上）�　�

③経済効果対比型（みなし�
　効果又は偶発効果も計上）�

④環境保全効果対比型�

⑤総合的効果対比型�

⑥内部志向型�

専任スタッフ費（人件費）、賠償金等（リコール

対策費）の５つに分類されたコストが表示されて

いるが、環境投資の内訳は、事業戦略上の理由か

ら開示されていない。

環境保全コストをトヨタ自動車のように２つに

分類する考え方については、維持コストから汚染

浄化措置費用及び賠償金等のペナルティー的な意

味の支出を環境損失として独立させ、環境投資、

維持コスト、環境損失の３つに分類して表示しよ

うとの提案１７）もある。これは、環境損失の額を明

示することにより、環境損失をゼロにするインセ

ンティブを与えようと言うものである。

なお、上記５．１から５．６までの事例数１８）の割合

は、図表１０のとおりであり、環境保全コストに対

応する効果についての対比がない�１（上記５．１）

のケースが過半数を占めている。これは、昨年３

月に公表された環境庁ガイドライン（案）が、環

境保全コストの把握・公表に関するガイドライン

であったことにもよると考えられる。しかし、環

境庁の検討会が本年５月に公表したガイドライン

では、効果を含んだ公表用のフォーマットも含ん

でいることから、�１のケースは今後減少していく

と考えられる。

５．７ 第三者意見書

環境会計、環境保全コストに関する情報は、環

境報告書で開示されている場合が多い。その環境

報告書に記載されている環境会計等の情報が、合

理性があり、整合的かどうかを監査法人等の外部

機関が、第三者意見書という形で検証している

ケースもある。

具体的には、富士通に対する第三者意見書のよ

うに環境会計そのものだけについて審査し、適切

である旨表明しているものとキリンビール、東京

ガス及び帝人に対する第三者意見書のように環境

報告書全体に対する審査の中で環境会計について

１７）古室（１９９９a）参照
１８）調査対象は、アイシン精機、愛知製鋼、アサヒビール、いすゞ自動車、イトーヨーカ堂、NEC、大阪ガス、王子製紙、大林組、

岡村製作所、花王、キャノン、キリンビール、クボタ、サッポロビール、サントリー、三洋電機、資生堂、シャープ、新日本
製鐵、JT、住友商事、西友、ソニー、大成建設、ダイキン工業、大日本インキ化学工業、宝酒造、武田薬品工業、中京コカ・
コーラボトリング、中部電力、帝人、TDK、デンソー、東京ガス、東京電力、凸版印刷、トヨタ自動車、豊田自動織機製作所、
トヨタ車体、日産自動車、日本IBM、ノーリツ、富士通、ブラザー工業、本田技研工業、松下電器産業、松下電工、三菱化学、
三菱自動車、三菱電機、横河電機、リコーの５３社の平成１０年度（９８年度）のデータ。

図表１０ 環境会計等の導入事例数の割合

１８郵政研究所月報 ２０００．８



も合理的に集計・開示されている旨表明している

ものの２つのタイプに分かれている。

環境庁の検討会がガイドラインを公表して間も

ないこともあり、現在、各企業の環境保全コスト

及び効果についての開示情報・開示方法は、統一

されていない。したがって、ステイクホールダー

は、環境会計等に関する環境報告書の開示情報が

適切で合理的なものであることを独自に判断する

ことが難しい状況にある。この意味で、外部機関

による第三者意見書は、環境会計、環境保全コス

トに関する情報の客観性、合理性を担保する上で

一つの有効な手段である。しかし、ステイクホー

ルダーの理解を得るためには、環境報告書等で開

示している環境保全コスト、効果に関する数値を

より詳細に公表するとともに、その算出根拠を詳

細かつ具体的に記載することも必要であると考え

られる。

６ 郵政事業における環境会計の試算

以上のように多数の企業が環境会計を導入し、

経営管理のツールとして、あるいは外部に対する

情報提供のシステムとして有効に活用しつつある。

環境庁の検討会が、本年５月に環境会計システム

導入のためのガイドラインを公表したこともあり、

環境会計を導入する企業は、これまでの率先的な

企業からさらに広範なレベルに広がると考えられ

る。

環境会計は、環境保全活動を効果的、効率的に

実施するためにも、また、環境情報を外部に公表

するためにも有効なシステムであり、郵政事業に

おいても導入を検討すべき課題と考え、平成１０年

度の郵政事業における環境会計を試算した。

６．１ 環境保全コストの試算の前提

以下の前提により平成１０年度の環境保全コスト

を試算した。

�１ 環境保全コストは、環境庁のガイドライン

に基づいて分類した。

�２ 「郵政省環境基本計画第２回フォローアッ

プ」（平成１１年３月２９日）の「１０年度実施状

況」欄に記載された施策について環境保全コ

ストを算出した。

�３ 基本的に差額（環境に配慮しない通常の場

合のコストとの差）を計算した。ただし、一

部推計を含んでいる。

�４ 人件費は、環境保全を主な事務として行っ

ている者について計上した。

�５ 設備投資は、各年度の期首に投資したと仮

定して減価償却費を算出した。ただし、�１�２

地球環境保全コストに係る設備投資及び�３資

源循環コストに係る設備投資は、平成１０年度

の投資額だけの把握としたため、平成９年度

以前に設備投資をしたものの減価償却費は含

まれていない。

６．２ 環境保全効果の試算の前提

「郵政省環境基本計画第２回フォローアップ」

（平成１１年３月２９日）及び「郵政省環境基本計画

第３回フォローアップ」（平成１２年３月２７日）に

おける数値目標の進捗状況のデータを使用した。

なお、環境負荷指標としては、総量ベースと対

前年度比の数値を併せて開示した。これにより、

総量ベースで事業活動による環境負荷量そのもの

を示す一方、対前年度比から環境負荷削減量を計

算することにより、環境保全コストとの対比を可

能とした。

６．３ 試算結果

以上の前提に基づき、平成１０年度の郵政事業に

おける環境会計を試算した結果は、図表１１のとお

りである。

１９ 郵政研究所月報 ２０００．８
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図
表
１１

郵
政
事
業
に
お
け
る
環
境
会
計
の
試
算

集
計
範
囲
：
郵
政
事
業

対
象
期
間
：
平
成
１０
年
４
月
１
日
～
平
成
１１
年
３
月
３１
日

単
位
：
千
円

環
境

保
全

コ
ス

ト
環

境
保

全
効

果

分
類

主
な
取
組
の
内
容

投
資
額

費
用
額

効
果
の
内
容

環
境
負
荷
指
標
（（

）
内
は
対
前
年
度
比
）

�１
生
産
・
サ
ー
ビ
ス
活
動
に
よ
り

事
業
エ
リ
ア
内
で
生
じ
る
環
境
負

荷
を
抑
制
す
る
た
め
の
環
境
保
全

コ
ス
ト（
事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト
）

１６
０
，５
１４

３７
，３
８１

�１
事
業
エ
リ
ア
内
で
生
じ

る
環
境
保
全
効
果
（
事
業

エ
リ
ア
内
効
果
）

公
用
車
の
う
ち
通
常
の
行
政
事
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
占
め
る
低

公
害
車
の
割
合
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
０
．６
％
（
－
）

事
務
所
の
単
位
面
積
当
た
り
の
電
気
使
用
量

１６
１
．５
６
kw
H
／m

２
（
１０
１
．２
％
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
設
備
等
で
使
用
す
る
重
油
の
量 ３７
０
．４
kl
（
７９
．６
％
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
設
備
等
で
使
用
す
る
灯
油
の
量 １６
２
．９
kl
（
９９
．５
％
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
設
備
等
で
使
用
す
る
都
市
ガ
ス
の
量

１
，３
１１
．８
千
m
３
（
９０
．８
％
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
設
備
等
で
使
用
す
る
プ
ロ
パ
ン
の
量

１
．４
千
m
３
（
６０
．９
％
）

事
務
所
の
単
位
面
積
当
た
り
の
上
水
使
用
量 ０
．７
４
m
３
／m

２
（
９２
．５
％
）

建
設
廃
棄
物
の
量
（
注
２
）

２４
４
，５
６４
．７
ト
ン
（
１１
７
．５
％
）

事
務
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の
量
（
湿
重
量
）（
注
２
）

１
，６
９３
．１
ト
ン
（
６８
．６
％
）

事
務
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
中
の
可
燃
ゴ
ミ
の
量
（
注
２
）

１
，１
０２
．６
ト
ン
（
８５
．６
％
）

内 訳

�１
公
害
防
止
コ
ス
ト

低
公
害
車
の
導
入

（
２
，５
００
）

（
１６
，９
５８
）

�２
地
球
環
境
保
全
コ
ス
ト

太
陽
熱
温
水
器
・
太
陽
光
発
電
設
備
の
導

入
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
消
費
電
力

の
少
な
い
制
御
方
式
へ
の
改
修
、
パ
ッ
シ

ブ
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
本
省
庁

等
に
お
け
る
自
転
車
の
導
入

（
１３
５
，９
９５
）

（
１７
，２
９６
）

�３
資
源
循
環
コ
ス
ト

雨
水
利
用
設
備
の
導
入

（
２２
，０
１９
）

（
３
，１
２７
）

�２
生
産
・
サ
ー
ビ
ス
活
動
に
伴
っ

て
上
流
又
は
下
流
で
生
じ
る
環
境

負
荷
を
抑
制
す
る
た
め
の
環
境
保

全
コ
ス
ト
（
上
・
下
流
コ
ス
ト
）

郵
政
三
事
業
用
式
紙
の
再
生
紙
化
（
注

１
）、
郵
便
葉
書
の
再
生
紙
等
に
よ
る
調

製
、
書
損
交
換
葉
書
の
リ
サ
イ
ク
ル

１
，２
５１
，０
０２

�３
管
理
活
動
に
お
け
る
環
境
保
全

コ
ス
ト
（
管
理
活
動
コ
ス
ト
）

環
境
対
策
組
織
の
人
件
費

３０
，６
００

�４
研
究
開
発
活
動
に
お
け
る
環
境

保
全
コ
ス
ト（
研
究
開
発
コ
ス
ト
）
環
境
負
荷
の
少
な
い
材
料
、
工
法
等
に
よ

る
郵
便
局
庁
舎
の
建
築
に
関
す
る
調
査
研

究
４
，１
４５

�２
上
・
下
流
で
生
じ
る
環

境
保
全
効
果
（
上
・
下
流

効
果
）

主
な
用
紙
類
に
お
け
る
再
生
紙
の
使
用

１０
０
％
（
－
）

用
紙
類
中
の
初
め
て
使
用
す
る
木
材
パ
ル
プ
の
使
用
量

１２
５
．８
ト
ン
（
２６
．１
％
）

年
賀
葉
書
に
お
け
る
再
生
紙
の
使
用

１０
０
％
（
－
）

�５
社
会
的
活
動
に
お
け
る
環
境
保

全
コ
ス
ト
（
社
会
活
動
コ
ス
ト
）
郵
便
局
庁
舎
敷
地
の
緑
化

７１
，３
０９

合
計

２３
１
，８
２３

１
，３
２３
，１
２８

注
１

平
成
６
年
度
か
ら
平
成
９
年
度
に
か
け
て
再
生
紙
化
し
た
式
紙
の
平
成
１０
年
度
に
お
け
る
調
達
コ
ス
ト
の
う
ち
、
再
生
紙
化
に
よ
る
コ
ス
ト
の
増
加
分
の
推
定
額
２３
，２
４９
千
円
を
含
む
。

注
２

建
設
廃
棄
物
及
び
事
務
所
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
費
用
は
、
環
境
保
全
コ
ス
ト
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

注
３

様
式
は
、
環
境
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
環
境
保
全
効
果
対
比
型
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
公
表
用
B
表
）
に
準
じ
た
。
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７ 郵政事業に環境会計を導入する場合の課題

郵政事業に環境会計を導入する場合には次のよ

うな課題が挙げられる。

７．１ 環境保全コストを把握する体制の確立

環境会計を導入している企業では、環境保全コ

ストを把握するため、科目コードに環境保全コス

トを示すコードを追加し、環境保全コストを集計

する等の体制を確立しているところも見られる。

郵政事業に環境会計を導入する場合には、この

ような対応も必要になると考えられる。環境保全

コストの把握は、環境保全の投資効果や費用対効

果の把握を通じて、環境保全対策の効率化や合理

的な意思決定に役立つなど、経営管理の面でも活

用できるものである。

なお、どの支出が環境保全コストに該当するか

についての認識を統一しておくことが前提として

必要である。

７．２ 入札制度の採用に伴う環境保全コストの把

握

郵政事業は国の行う事業であり、物品を調達し

たり、工事を請け負わせる場合は、一般競争入札

により契約の相手方を選定することが、原則とさ

れている。一般競争入札又は指名競争入札では、

予定価格以下で最低の価格をもって入札した者が、

落札者と決定され、この価格が落札価格となる。

予定価格については、原価計算に基づき決定され

るため、環境保全目的と環境保全以外の目的が複

合していても、原価計算から環境保全コストを抽

出することができる。しかし、落札価格は、内訳

の情報がないことから、環境保全目的と環境保全

以外の目的が複合している場合は、環境保全コス

トを抽出することができない。

予定価格における環境保全コストの比率を用い

て、落札価格における環境保全コストを推定する

方法を取らざるを得ないと考える。

７．３ 郵政事業としての環境パフォーマンス指標

の確立

環境会計の情報を内部の意思決定及び外部者の

評価に利用しやすくするために、環境会計で算出

された数値を何らかの形で指標化することが求め

られると考えられる。

環境庁のガイドラインでは、指標の例として、

�１環境負荷の削減量／環境保全コストのうちの該

当費用額、�２事業活動による付加価値又は利益／

環境負荷の発生総量という２つの指標が示されて

いる。�１は、分子が物量単位、分母が貨幣単位で、

環境負荷項目ごとの環境対策の効率性を表し（高

いほど効率的）、�２は、分子が貨幣単位、分母が

物量単位で、環境効率性を表している（高いほど

効率的）。

このような指標の具体的な開発や今後の活用は、

事業の公共性等も考慮した郵政事業としての環境

パフォーマンス指標を確立する際にも求められる

ものと考えられる。

７．４ 情報開示の継続性

環境会計情報を外部に開示する際に重要な点は、

継続して開示していくことである。一年間だけの

情報では外部から評価する場合に、そのデータが

どのような意味を持ち、どのように解釈すればよ

いのかわからない場合がある。その意味で、情報

を毎年度継続して開示していくことが重要である

が、どのような媒体を用いてどのような情報を継

続的に公開するのか検討する必要がある。

７．５ 第三者意見書

既に論じたように、外部機関による第三者意見

書は、環境会計、環境保全コストに関する情報の
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客観性、合理性を担保する上で有効な一つの手段

である。

民間企業の公表する環境報告書あるいは環境会

計については、監査法人又は監査法人関連の環境

コンサルタント企業が第三者意見書を作成してい

る。

郵政事業に環境会計を導入した場合に、どのよ

うにして情報の信頼性を担保するのか、第三者意

見書により担保するとした場合、どのような機関

が第三者意見書を作成するのか、等について、今

後検討していく必要がある。
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１ はじめに

１．１ 研究の目的と背景

現在、バーコードは、キーボードに代わって

データを迅速、正確、かつ簡単に自動的に入力す

る自動認識技術として、現在では、流通から物流、

製造、サービス等の幅広い産業分野で活用されて

おり、業務の合理化・省力化を推進する上で不可

欠な技術となっている。郵便事業の機械化・情報

化においても、バーコードが小包・書留・翌朝１０

［要約］

現在、２次元バーコードは、高密度・大容量の新しい情報媒体として注目されており、

今後、有力な自動認識技術１）として利用が普及・拡大するものと予想されている。欧米で

は、既に多くの利用実績例があり、現在、２次元バーコードシンボル規格の国際標準化が

進められているところである。

そこで、本調査研究では、２次元バーコードの技術動向や規格の標準化動向、利用実績

例等を調査・把握し、その結果を踏まえ郵便事業において２次元バーコード技術の利用が

可能であると考えられる分野を探り、その利用システムイメージの検討を行った。

郵便事業の中で２次元バーコード技術の利用が可能であると考えられる分野としては、

小包、書留、郵便切手、別後納、輸送の５つの分野を選び、各分野における２次元バー

コード技術を用いた郵便情報システムイメージの検討を行い、各システムを導入した場合

におけるメリット・デメリット（今後の課題）の明らかにすることを試みた。

その結果、新システム導入に伴う機器の配備・改造やソフトの開発、新たな作業の発生

等、今後、２次元バーコード技術を用いた郵便情報システムを構築する上で、今後、検

討・解決しなければならない課題の把握と明確化ができた。

調査研究論文

２次元バーコードを用いた郵便情報
システムに関する調査研究

技術開発研究センター主任研究官 岩間 司
前主任研究官 白江 久純

研究官 西浦 稔修
研究官 鈴木こおじ
研究官 上釜 和人

１）自動認識技術とは、自動データ取得技術ともいい、コンピュータがデータを取得するための技術であり、１次元バーコード、
２次元バーコード、RFID（無線タグ）、バイオメトリクス（指紋、網膜、音声等認識技術）、磁気ストライプがある。
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時・国際スピード郵便の追跡システム、７桁の郵

便番号による新郵便処理システム等に活用されて

おり、業務処理の合理化・省力化、更にはお客様

サービスの向上に貢献している。

一方、バーコードの利用分野の拡大に伴い、

バーコードユーザーからの様々な新たなニーズが

出てきている。このニーズの多様化に応えるため、

近年、高密度・大量情報化された新しいバーコー

ド、いわゆる２次元バーコードが開発され、平成

５年（１９９３年）頃からは実用化段階に入り、欧米

を中心に様々なアプリケーションが開発・紹介さ

れている。２次元バーコードは、現在、規格の国

際標準化が進められており、今後、自動認識技術

の有力な１つとして各産業分野での利用が普及・

拡大するものと予想されている。

そこで、本研究では、２次元バーコードの技術

動向、規格の標準化動向、利用実績例等を調査す

るとともに、郵便事業において２次元バーコード

の利用が可能であると考えられる分野を探り、２

次元バーコード技術を用いた郵便情報システムイ

メージの検討を行なった。

１．２ 研究内容

本研究では、２次元バーコードの現状の調査、

郵便事業における２次元バーコードの利用システ

ムイメージの検討を中心に以下の項目を調査研究

した。

�１ ２次元バーコードの現状調査

ア １次元バーコードの現状と郵便事業におけ

る利用状況

イ ２次元バーコードの技術動向、規格の標準

化動向等

ウ ２次元バーコードの利用シンボル、利用実

績例等

�２ ２次元バーコードの郵便事業への利用システ

ムイメージの検討

ア 小包分野…大口ユーザー用小包ラベル作成

システム

イ 書留分野…書留郵便到着確認システム

ウ 郵便切手分野…郵便切手の電子化と販売時

点管理システム

エ 別後納分野…別後納ユーザーカードシステ

ム

オ 輸送分野…ロールパレット等の管理システ

ム

カ 今後の２次元バーコード技術及び利用の方

向性

２ バーコードの現状と郵便事業における利用状

況

２．１ バーコードの役割

バーコードの利用方法には、大別すると「ID

（識別）コードとしての利用」と「情報メディア

としての利用」がある。

ア ID（識別）コードとしての利用は、バー

コード化したID番号を読取ることにより

データベースを検索し、必要な情報を取り出

すという使い方であり、その体表例がPOSシ

ステムのJANコードである。この利用方法で

は、データベースの変更だけで常に最新の情

報が利用できるというメリットがある。

イ 情報メディアとしての利用は、商品の製品

名や価格等の情報をバーコード化して、バー

コード自体を情報メディアとして利用する使

い方である。この利用方法は、データベース

のない場所やオフラインで利用ができるとい

うメリットがある。

現在のバーコードの利用方法は、ID（識別）

コードとしての利用が広く一般に普及している。
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JAN

規格化：1958年�

標準ITF Code39 NW－７� Code128

1987年� 1994年� 1994年� 1996年�

ID（識別）コードとして利用�

【総合標準バーコード「NW－７」】�

小包・翌朝10時� 書留・配達記録� 不在配達通知� 国際スピード郵便（EMS）�

【総合標準バーコード「Code39」】�

情報メディアとして利用�

【「４ステート３バー式」バーコード】� 【総合標準バーコード「JAN」】�
把束区分紙札�ケース区分票札�新郵便処理システム（局内・カスタマバーコード）�

２．２ バーコード規格の標準化と標準総合バー

コード

日本でのバーコード規格の標準化は、昭和５３年

（１９７８年）に、流通統一シンボル「JAN」がJIS

規格化（日本工業規格）されて以降、現在までに

「JAN」、「標準ITF」、「Code ３９」、「NW―７」及

び「Code１２８」の５種類の１次元バーコードシ

ンボルがJIS規格化されており、「総合標準バー

コード」と呼ばれている（図表１参照）。

２．３ 郵便事業におけるバーコードの利用状況

�１ ID（識別）コードとして利用

小包・書留・翌朝１０時の追跡システム及び不在

持戻り郵便管理システムでは「NW―７」、国際ス

ピード郵便の追跡システムでは「Code３９」、新

郵便処理システムのIDバーコードでは「バーノー

バー」を使用している（図表２参照）。

�２ 情報メディアとして利用

新郵便処理システムの局内・カスタマーバー

コードでは、あて先の住所情報（７桁郵便番号＋

住所表示番号）をコード化し、「４ステート３バー

式コード」を使用している。

また、ケース区分・把束区分機システムでは、

あて先局の郵便番号をコード化し、「JAN」を使

用している（図表２参照）。

３ ２次元バーコードの技術動向、規格の標準化

動向等

３．１ ２次元バーコード誕生の背景

１次元バーコードは、読取の信頼性が高い、非

接触での読取りができる、コードが単純で作成し

図表１ 総合標準バーコードシンボル

図表２ 郵便事業において使用するバーコードシンボル
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スタック式� マトリックス式�

情報�情報�

情
報
�

情
報
�

やすい等の理由から、自動認識技術として高い評

価を受けているが、すべてに万能という訳ではな

い。そこで、２次元バーコードは、産業界の多様

なニーズに応え、１次元バーコードの欠点を補う

新しい情報媒体として誕生した。１次元バーコー

ドの欠点としては、現在、図表３のようなことが

指摘されている。

３．２ ２次元バーコードの種類・構造

２次元バーコードの種類は、大別すると、１次

元バーコードを縮小して縦に積重ねて情報を表示

する「スタック式」と、白黒交互のます目（セル）

で縦横モザイク状に情報を表示する「マトリック

ス式」がある（図表４参照）。

１次元バーコードは、横（水平）の一方向のみ

しか情報を持たないのに対して、２次元バーコー

図表３ １次元バーコードの欠点

１次元バーコードの欠点 内 容

�１ 情報（データ）容量が小さい。 ２０～３０文字程度が限界であり、それ以上では読取率や操

作性が低下する。

�２ 情報化密度が低く、シンボルサイズが大きくなる。 情報化密度の高いCode １２８で１平方cm当たり約５～１０

文字程度。最小シンボルサイズを５×２１mm以下にする

のが難しい。

�３ 情報の種類が限定される。 英数字や記号以外のかな、漢字、音声、画像等の情報の

コード化ができない。

�５ 激しい傷や汚れがあると読めない。 バーの高さ以上の傷や汚れでは読取不能になる。

図表４ ２次元バーコードの種類・構造

図表５ ２次元バーコードの特徴

特 徴（長所） 内 容

�１ 情報（データ）容量が大きい。 １KB程度の情報収納が可能である。ただし、情報量の

増大に伴い読取率や操作性が低下する。

�２ 情報化密度が高く、小シンボル化ができる。 １次元バーコードの１０～１００倍程度の情報化密度があり、

数mm角の極小シンボルも可能である。

�３ 多様な種類の情報がコード化できる。 英数字や記号はもちろん、漢字、音声、画像等のコード

化が可能である。

�４ 誤り訂正（補正）機能により正確な読取りができる。 シンボルの一部損傷や汚れがあっても正確な読取りがで

きる（約２０～３０％であれば読取可能）。

�６ 情報（データ）の暗号化ができる。 暗号化により秘密情報の記録や偽造・変造防止が可能で

ある。
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ドは、縦（垂直）と横（水平）の２次元方向に情

報を持つバーコードであり、このことから２次元

バーコードと呼ばれている。

３．３ ２次元バーコードの特徴

２次元バーコードは、１次元バーコードの長所

（読取の高い信頼性、非接触での読取り等）を活

かしつつ、その欠点を補う新しい情報媒体であり、

図表５のような特徴がある。

３．４ ２次元バーコード技術とその他の自動認識

技術との比較

２次元バーコード技術の機能について、他の自

動認識技術である「１次元バーコード」や無線を

使い同時読取りが可能な「RFID（無線タグ）」と

比較した結果は、図表６のとおりであるが、他の

技術と比べても決して劣っておらず、今後、有力

な自動認識技術の１つとして各産業分野において

利用が普及・拡大するものと思われる。

３．５ ２次元バーコード導入のメリット・デメ

リット

�１ メリット

ア 運用コストの安いオフライン情報システム

が構築できる。

製品や伝票上に製品情報や納品情報等の業務上

必要な情報を２次元バーコード化して持たせる、

いわゆる情報と物の一体化によりホストコン

ピュータのデータベースや通信ネットワークに依

存することなく情報の提供や交換が可能になり、

安価な情報システムが構築できる。また、情報の

取得にはデータベースへのアクセスを必要としな

いため、非常に高い反応が実現でき、データベー

スや通信ネットワークの障害等があっても影響を

受けることがない。さらに、近年、普及し始めて

いる電子データ交換システム（EDI）では、２次

元バーコードは通信ネットワークが構築できない

状況において紙を媒体として電子データを交換す

る手段としての使用が期待されている。

図表６ ２次元バーコードの機能比較

技術

機能等
２次元バーコード １次元バーコード

RFID

（無線タグ）

情 報 量

（記録密度）

○

１KB

×

３～２０文字／インチ
○

３０bit～８KB

シンボルサイズ ○ × ○～△

情 報 種 類
○

英数字、かな、漢字

×

英数字

○

英数字、かな、漢字

読 取 速 度
○～△

（情報量による）
○ ○～△

非 接 触 読 取
△

接触～数十cm

○

接触～数m

○

接触～数m

耐 汚 損 ○ × ○

読取方向規制 ○ △ ○～△

媒 体 価 格
○

紙

○

紙

×

メモリ

リ ー ダ 価 格 △ ○ ×
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イ 安価で信頼性の高い新しい情報メディアと

して利用できる。

２次元バーコードは、情報の修正や追記はでき

ないものの、大容量の情報（１KB程度）を収納

できる紙を媒体とする安価で信頼性の高い新しい

情報メディア、いわゆるポータブルデータファイ

ルとして使用することができる。

ウ 表示スペースが小さい部分へのマーキング

ができる。

２次元バーコードは、小シンボル化が可能であ

るため、１次元バーコードが印字できないような、

例えば半導体や部品等の小さい製品上にマーキン

グして、ID（識別）コードとして使用すること

ができる。

�２ デメリット

ア シンボル損傷時には情報が読めない可能性

がある。

２次元バーコードは、シンボル損傷時のエラー

訂正機能を持ち、復元性を高めているものの、１

次元バーコードのようにシンボル下に目視できる

情報が付加されていないので、シンボルが損傷し、

その復元能力を超えた場合には情報が読めなくな

る可能性がある。ただし、シンボルとは別に必要

な情報をあらかじめ別に印字しておくことは可能

である。

イ 情報量の増大により読取速度が遅くなる。

２次元バーコードは、１次元バーコードに比べ

て情報容量が大きいが、情報量の増大により読取

速度が影響を受け遅くなる。情報量を増やすと、

それに伴いコード化と読取りに係る時間が多くな

り、作業効率が低下する。

３．６ ２次元バーコード規格の標準化動向

�１ ２次元バーコード規格の国際標準化

２次元バーコード規格の国際標準化は、国際標

準化機構２）（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）

の合同技術委員会（JTC１）の下部組織である分

科会（SC３１）において「自動認識及びデータ取得

技術」に関する標準化として作業が進められている。

２）ISO（国際標準化機構）における規格の標準化は、基本的に�１提案（NP）、�２準備（WD）、�３委員会審議（CD）、�４照会（FCD）、
�５承認（FDIS）、�６公開（IS）の段階を経て行われる。

図表７ ISO／IEC JTC１での国際標準規格化対象シンボルとその検討状況

大 分 類 中 分 類 規格化対象 基礎の規格 国際規格検討状況

WG１

（データキャリア）

全シンボル共通 各シンボル識別子 CEN EN７９６ ２０００年４月 FDIS

２次元シンボル

Maxi Code DIS１６０２３ ２０００年５月 IS

Data Matrix
ANSH―MH１０．８M

DIS１６０２２
２０００年５月 IS

PDF４１７ CEN００２２５０３０ １９９９年８月 FCD

QR Code ISS９７―００１ ２０００年５月 IS

１次元シンボル

インターリーブド２of５
CEN EN８０１

DIS１６３９０
１９９９年１０月 IS

Code ３９ CEN EN８００ １９９９年１０月 IS

EAN／UPC（JAN） CEN EN７９７ １９９９年８月 FCD

Code １２８ CEN EN７９９ ２０００年６月 IS

（注） CEN：ヨーロッパ標準規格、ANSI：米国標準規格、ISS：自動認識工業会バーコード規格、DIS:ISO国際規案
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現在、国際規格の標準化の対象となっている２

次元バーコードシンボルは、PDF４１７、Data Ma-

trix、Maxi Code、QR Codeの４種類で、いずれ

も国際規格化の最終段階にある（図表７参照）。

�２ 国際標準規格化対象のバーコードシンボルの

特徴

国際標準規格化の対象となっているPDF４１７、

Data Matrix、Maxi Code、QR Codeの特徴等は、

図表８のとおりである。

図表８ 国際標準規格化対象の２次元バーコードシンボルの特徴等

PDF４１７ Data Matrix Maxi Code QR Code

シ ン ボ ル

開 発 元
米国

シンボルテクノロジー社

米国

IDマトリックス社

米国

UPS社

日本

デンソー社

コードタイプ スタック型 マトリックス型 マトリックス型 マトリックス型

情報の種類

英数字、漢字、かな、

図形、画像、フルアス

キ ー（１２８字）、バ イ ナ

リーデータ

英数字、漢字、かな、

図形、画像、フルアス

キ ー（１２８字）、バ イ ナ

リーデータ

フルアスキー（１２８字）、

バイナリーデータ

英数字、漢字、かな、図

形、画像、フルアスキー

（１２８字）、バイナリー

データ

最大情報量

数 字 ２，７２５桁

英数字 １，８５０字

漢 字 ５５４字

バイナリー１，１０８バイト

数 字 ３，１１６桁

英数字 ２，３３５字

漢 字 ７７８字

バイナリー１５５６バイト

数 字 １３８桁

英数字 ９３字

数 字 ７，３６６桁

英数字 ４，４６４字

漢 字 １，８８８字

バイナリー３，０９６バイト

誤り訂正機能

０～８段階。最大８０％程

度の障害での読取りも可

能。

２８％～６２．５％（ECC２００

の場合）

２５％、５０％の２段階 ７％、１５％、２５％、３０％

の４段階

特 徴

１次元バーコード用

リーダ（CCDスキャナ、

レーザースキャナ）での

読取りが可能である。

２次元シンボルの中で

は最も普及している

（７０％以上のシェア）。

情報化密度が非常に高

い。

シンボルの極小化が可

能 で あ る（３mm角 程

度）。

シンボル真中の３重の

ファインダパータンによ

り高速読取りが可能であ

る。

シンボルの大きさが固

定（２８．１４mm×２６．６５

mm）され、拡大・縮小

ができない。

シンボル角の３個の

ファインダパータンによ

り高速読取りが可能であ

る。

日本で開発されたシン

ボルである。

主な利用分野

行政・軍事から流通・

サービス・製造までの幅

広い分野

液晶基板、 ICチップ、

ウエハー等の製造分野

荷物の管理・仕分け・

追跡等の物流分野

部品の管理、自動仕分

け等の製造・物流分野

ISO／IEC以外
の 標 準 化

AIMI, ANSI , AIAG,

EIA, AFMA, US―DOD

等

AIMI, ANSI , SEIM,

EIA, AIAG等

AIMI , ANSI , EIA ,

AIAG等

AIMI, JIS, JEIDA等

（注） AIMI（国際自動認識工業会）、ANSI（米国標準規格協会）、AIAG（米国自動車工業会）、EIA（米国電子工業会）、SEMI
（米国半導体工業会）、AFMA（米国家具製造協会）、US–DOD（米国国防総省）、JIS（日本工業規格）、JEIDA（日本電子
工業振興会）
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３．７ ２次元バーコードの利用分野と利用実績例

２次元バーコードは、現在、シンボル規格の国

際標準化とともに、様々なアプリケーションが開

発されており、これまで多くの利用実績例が紹介

されてきている。米国では、既に行政、製造、流

通、物流、医療、資産管理等の幅広い分野で利

用・普及してきており、イギリス、ドイツ、ス

ウェーデン、イタリア等の欧州各国でも製造、流

通、物流等の分野での利用が増加している。日本

では、ようやく製造、流通、物流等の分野での利

用が始まったところであるが、今後は、欧米を中

心に世界各国での２次元バーコードの利用が普

及・拡大していくものと考えられる。

これまでの２次元バーコードの主な利用分野と

主な利用実績例は、図表９のとおりである。

４ 郵便事業における２次元バーコードの利用シ

ステムイメージ

４．１ ２次元バーコードの利用条件と郵便事業に

おける利用分野

２次元バーコードの利用条件としては、一般的

に、�１コード化すべき情報量が多い場合（概ね２０

桁以上）、�２情報を収納して運ぶための媒体、い

わゆるポータブルデータファイルとして利用する

場合、�３１次元バーコードがマーキングできない

ような小さなスペース上にマーキングする場合な

どが考えられる。

今回の研究では、このような２次元バーコード

の利用条件や特徴、利用実績例等を踏まえ、郵便

事業において２次元バーコードが活用できると考

えられる分野を探り、以下のとおり小包、書留、

郵便切手、別後納及び輸送分野の５分野における

利用システムイメージの検討を行なった。

４．２ 大口ユーザー用小包ラベル作成システム

［小包分野］

�１ システム検討の背景

�１ 近年、レーザやインクジェットの汎用プリ

ンターの機能が向上し、２次元バーコードが

十分印刷できる環境になっている。

�２ 単票式ラベルは、現行の複写式小包用ラベ

ル３）に比べて作成経費が安い。

�３ トラック運送業者の団体では、現在、２次

元バーコードを活用した共通送り状の開発と

実証実験を行なっている。

�４ 一部の民間宅配業者は、既に大口ユーザー

３）複写式小包ラベルの作成数は、年間約１５，０００万枚で、１枚の作成単価は１２～１４円程度である。

図表９ ２次元バーコードの主な利用分野・利用実績例

利 用 分 野 利 用 実 績 例

流 通
受発注・検品の管理、伝票のペーパーEDI、宝石・メガネ等の販売、ブティック等の販売、

カタログ販売 等

物 流
混載商品の納品管理、高速の自動仕分け、追跡の管理、検収・在庫品の管理、包装・物流の

管理、レンタル・リースの管理 等

製 造
生産の指示、製造工程の管理、部品の検収管理、品質・サービス情報の把握、危険情報の把

握、機械・工具等の管理 等

セキュリティ・ID
自動車免許証・軍人認識票の管理、パスポートの管理、イベント入場者の管理、郵便切手

（料金計器証紙）・証券・小切手・チケット・カード等の偽造防止 等

医 療 ・ 環 境 等
患者・検査データの管理、輸血用血液の管理、薬・薬ビンの管理、医療用資料・機材の管理、

各種資産の管理 等
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一括差出票�

【小包引受局】�【大口ユーザー】� 【小包配達局】�

配達済情報の�
送受信�

①小包の集荷� ②小包の差立�

【郵政省】�

受領印�

引受情報の�
送信�

【配達先】�

③小包配達�

２次元バーコード入�
り単票２連式ラベル�

差出情報の２�
次元コード化�

配達済情報�
の照会�

差出情報の分析・活用（業務運行、営業）�
引受・配達済情報の管理�

に荷物の差出しから料金・追跡管理までがで

きる荷物ラベルの作成システムを提供してい

る（いわゆる、システム提供よる大口ユー

ザーの囲い込み）。

�２ システム概要

�１ 汎用プリンターで２次元バーコード入りの

単票式小包ラベルが作成できるシステムを大

口ユーザーに提供する。

�２ 大口ユーザーは、提供されたシステムと汎

用プリンターを用いて小包の差出情報を２次

元バーコード化した単票式小包ラベルを作成

し使用する。

�３ 提供する小包ラベル作成システムには、小

包の差出しから料金・追跡管理までをユー

ザーのパソコンで一括処理できる機能を付加

しておく（図表１０システムイメージ図参照）。

�３ 期待される効果

�１ ２次元バーコードの活用による大口ユー

ザーの小包差出情報の電子情報化と、小包ラ

ベル上への差出情報の印字が可能になる。

�２ 電子化された小包の差出情報の活用により、

小包区分や業務運行の効率化、また効率的な

営業活動の展開が可能になる。

�３ 大口向け小包ラベルの単票化により、小包

ラベルの作成経費の削減が可能になる（ラベ

ル１枚当たり１／２～１／３の削減効果が見込

まれる）。

�４ 小包ラベル作成システムを提供し小包の利

便性を高めることにより、大口ユーザーの小

包の再利用の確保と利用拡大が期待できる。

�４ 今後の課題

�１ 小口ユーザー用の複写式小包ラベルとの併

用となるため、１次元及び２次元バーコード

の両シンボルが読取りできるバーコードリー

ダを各郵便局に配備する必要がある。

�２ 大口ユーザーの使用する汎用プリンター

（熱転写式、インクジェット式、レーザ式）

に対応する汎用性の高い単票式小包ラベル用

紙（剥離・２連式）を開発・作成して提供す

る必要がある。

�３ 小包のどのような差出情報を２次元バー

図表１０ 大口ユーザー用小包ラベル作成システムイメージ図
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＋�＋�＋�

【書留差出人】�

書留郵便�
①書留の引受�送達証作成機� ②書留と送達証の送付�

２次元コード�

【書留引受局・Ａ局】� 【到着（中継）局・Ｂ局】�

１次元コード�

書留の１次元コードを�
読取り、送達証上に２�
次元コード化して表示�

書留の到着・配達�
状況の照会・回答�

【郵政省】�

12345�
78912

対査�

B局�

A局�

送達証上の２次元コー�
ドと書留の１次元コー�
ドを機械的に対査確認�

12345�
78912

B局�

A局�

引受情報の�
送信�

到着（中継）�
情報の送信�

引受・送受・配達済情報の管理�

＋�

コード化して把握するのか、また、把握した

差出情報をどのように管理・分析して活用し

ていくかを検討する必要がある。

４．３ 書留郵便到着確認システム［書留分野］

�１ システム検討の背景

�１ 書留等４）の送達において、送達証と書留等

の通数が不符合の場合、書留到着局では送達

証と書留の引受番号を目視により対査確認を

行なっている。

�２ 現在、３種類の記録郵便（書留、簡易書留、

配達記録）が混載されており、通数の不符合

により目視で対査確認する機会が増加傾向に

ある。

�３ 限られた処理時間での目視による確認作業

は、業務処理上の負担になっている。

�２ システム概要

�１ 書留引受局では、書留等の送達情報（書留

の引受番号・通数等）を２次元バーコード化

して送達証上に印字し、書留とともに送付す

る。

�２ 書留到着（中継）局では、郵袋開被時に、

送達証上の２次元バーコードを読取り、その

送達情報をパソコンに自動入力する。

�３ 到着した書留の１次元バーコード（引受番

号）を読取り、パソコンに入力された到着情

報と機械的に対査確認して到着確認を行なう

（図表１１システムイメージ図参照）。

�３ 期待される効果

�１ ２次元バーコードの活用による書留等の送

達情報の電子情報化と、郵便局間の書留送達

に関する電子情報交換システム（紙を媒体と

した書留の送達情報のEDI）の構築が可能に

なる。

�２ 電子化された送達情報と書留の引受番号

（１次元バーコード）の機械的な対査により、

目視による確認作業の削減が可能になる。

�３ 電子化された書留等の送達情報の活用によ

り、中継局段階の追跡情報の提供が可能にな

る。

４）平成１０年度の国内通常郵便物数における書留は約２０，４００万通、配達記録は約１８，５００万通である。

図表１１ 書留郵便到着確認システムイメージ図
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【切手購入者】�【郵便局・Ａ局】�

②切手上の２次元�
　コードの読取り、�
　切手の販売�

領収書�

①２次元コード付き�
　郵便切手の納入�

販売情報の管理と活用�
（製造・配備・販売）�

【切手印刷業者】�

切手�
80×２枚�
　　160円�

【郵政省】�

販売情報に基づく�
製造委託契約�

２次元コード付き�
郵便切手・シート�

Ａ局�

＋�

③販売情報の送信�

�４ 今後の課題

�１ 書留等の中継局では、郵袋開被時に、送達

証上の２次元バーコード及び書留上の１次元

バーコードをバーコードリーダで読取り、到

着確認するという新たな作業が発生する。

�２ 書留送達証作成機等、書留用機器を２次元

バーコードに対応したものに改造するほか、

新システム導入に対応する新たな機器を配備

する必要がある。

４．４ 郵便切手の電子化と販売時点管理システム

［郵便切手分野］

�１ システム検討の背景

�１ 郵便切手の販売券種が非常に多い（普通、

特殊、ふるさと切手で年間約８０種類以上）。

�２ 郵便関係窓口では、郵便切手の販売時に、

券種、金額、枚数等の情報を手入力する作業

が負担になっている。

�３ これまでカラーコピー機等を使用した郵便

切手の偽造事件が発生している。

�４ 米国郵政庁では、２次元バーコードを活用

した電子切手の販売を通じて、郵便の利便性

向上と郵便料金証紙の偽造防止を図っている。

�２ システム概要

�１ 郵便切手の製造時に、券種コードや額面等

の販売情報を２次元バーコード化して郵便切

手という小さなスペース上に印刷しておく。

�２ 郵便切手の販売時点で、郵便切手上の２次

元バーコードを読取り、販売情報を郵便窓口

事務機等に自動入力する。

�３ 郵便切手の販売情報を、販売時点で迅速・

正確に把握・管理する（図表１２システムイ

メージ図参照）。

�３ 期待される効果

�１ ２次元バーコードの活用による郵便切手の

販売情報の電子情報化と、郵便切手の小ス

ペース上への販売情報の印刷が可能になる。

�２ 郵便切手の販売時点における郵便関係窓口

での手入力作業の軽減が可能になる。

�３ 正確な販売情報の管理・分析により、効率

的な郵便切手の製造・配備・販売の支援が可

能になる。

�４ 郵便切手に電子情報を入れることにより、

カラーコピー等が難しくなり、郵便切手の偽

造等の防止が可能になる。

図表１２ 郵便切手の電子化と販売時点管理システムイメージ図
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【別納後ユーザー】�

カード� カード�
①２次元コード入�
　りユーザーカー�
　ドの作成・交付�

＋�

別後納差出票�

＋�

②集荷時にカード上の�
　２次元コードの読取�
　り、通数の入力�

③別後納郵便引受情報�
　システムへの差出情�
　報の送信�

ユーザー別の差�
出情報の送信�差出状況（通数、金額�

等）の照会・確認�

【別後納引受局】�

差出通数等の利用情報の管理・分析�

【郵政省】�

�４ 今後の課題

�１ 郵便切手の製造段階において２次元バー

コードを印刷することになるため、その分の

郵便切手の製造費が高くなる。

�２ 郵便切手のデザインに影響を及ぼさず、ま

た簡単に偽造できない２次元バーコードシン

ボルの選択や印刷方法の工夫等を行なう必要

がある。

�３ 郵便切手上の２次元バーコードを読取るた

めの機能を郵便窓口事務機等に追加する必要

がある。

４．５ 別後納ユーザーカードシステム［別後納分野］

�１ システム検討の背景

�１ 郵便局では、毎日、別後納郵便５）の差出票

の差出情報をキーボードで別後納郵便引受情

報システムに手入力する作業が負担になって

いる。

�２ 昨年度の研究では、後納ユーザーの協力に

より差出票の差出情報を２次元バーコード化

し郵便局の手入力作業の軽減を図ることを検

討したが、課題は後納ユーザーにいかに差出

情報の２次元バーコード化に協力してもらう

かであった。

�３ 今後の郵便収入の安定的確保には、更なる

別後納郵便の利用拡大と郵便局の別後納郵便

引受情報システムの入力作業の負担軽減が必

要である。

�２ システム概要

�１ 郵便局では、別後納ユーザーの利用情報

（ユーザーID、主な利用郵便の種類・料金

等）を２次元バーコード化した『別後納ユー

ザーカード』を作成し交付する。

�２ 別後納郵便の集荷引受時に、ハンディ端末

で交付済みの別後納ユーザーカード上の２次

元バーコードを読取り、更に差出通数を入力

して引受情報を保存する。

�３ ハンディ端末に保存した別後納郵便の引受

情報を別後納郵便引受情報システムに送信し

入力を完了する（図表１３システムイメージ図

参照）。

５）平成１０年度の国内郵便物数における料金別後納の割合は約６３％であり、それ以外は切手貼付である。

図表１３ 別後納ユーザーカードシステムイメージ図
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�３ 期待される効果

�１ ２次元バーコードの活用による別後納郵便

の利用者情報の電子情報化と、「別後納ユー

ザーカード」の小スペース上への利用者情報

の印字が可能になる。

�２ 別後納郵便の引受情報をキーボードで別後

納郵便引受情報システムに手入力する作業の

軽減が可能になる。

�３ ユーザーカードとハンディ端末を活用した

別後納郵便の集荷強化により、別後納郵便の

利便性向上とその利用拡大が期待できる。

�４ 今後の課題

�１ 別後納ユーザーの別後納郵便の利用状況

（主な利用郵便の種類・料金等）を事前に把

握・分析して、その情報を印字した別後納

ユーザーカードを作成・交付しておく必要が

ある。

�２ 別後納ユーザーカードに登録された利用情

報は、２次元バーコードの読取りにより、ハ

ンディ端末に自動入力できるが、その他の差

出情報（差出通数、登録されていない郵便種

類等）は手入力する必要がある。

�３ 別後納ユーザーカードの作成用ソフト、２

次元バーコードの読取機能を持つ集荷用ハン

ディ端末のほか、新システム導入に対応する

新たな機器等を各郵便局に配備する必要があ

る。

４．６ ロールパレット等の管理システム［輸送分野］

�１ システム検討の背景

�１ ロールパレット６）とケースの使用では、誤

送・誤区分の防止、各路線での適正な配備、

積載率の向上、輸送量に応じた効率的な運送

便の設定等、いくつかの課題がある。

�２ 各路線ごとのロールパレット等の運送状況

データが、現在、一元的に集計・管理されて

いないため需要に応じた円滑・適正なロール

パレット等の配備が難しい状況にある。

�２ システム概要

�１ 始発局（地域区分局等）では、ロールパレッ

ト等の送達・運送情報を２次元バーコード化

した送達ラベル及び運送カード（リライト

カードを使用）を作成しておく。

�２ 到着（中継）局では、ロールパレット等の

授受時に、送達ラベル及び運送カード上の２

次元バーコードを読取り、送達・運送情報に

関する情報をパソコンに自動入力する。

�３ 電子情報化された郵便局間のロールパレッ

ト等の送達・運送情報を、一元的に管理・分

析して活用する（図表１４システムイメージ図

参照）。

�３ 期待される効果

�１ ２次元バーコードの活用によるロールパ

レット等の送達・運送情報の電子情報化と、

郵便局間のロールパレット等の送達・運行に

関する電子情報の交換システム（紙とリライ

トカードを媒体としたEDI）の構築が可能に

なる。

�２ 電子化した送達・運送情報の一元的な管

理・分析により、ロールパレット等の円滑か

つ適正な運行の確保が可能になる。

�３ ロールパレット等の送達・運送情報の分

析・活用により、郵便の輸送量に応じた柔軟

で効率的な運送便設定等の支援が可能になる。

６）現在のロールパレット数は約１３万台、ケース数は約１１０万個であり、ロールパレットとケースを使用する郵便局間の専用自動
車便路線数は約１，３００路線である。

３６郵政研究所月報 ２０００．８



【運送便担当者】�

③パレット授受�
　運送カード交付�

［到着パレット］�

【到着（中継）局・Ｂ局】�

②パレットの授受�
　運行カードの交付�

Ａ－Ｃ�
②/ケ－１�
②/コ－１�
12/04/01

Ａ局　鈴木�

Ａ－Ｂ�
　差立�
①/コ/１台�
12/04/01

Ａ局　鈴木�

［送達ラベル］�【始発局（地域区分局等）・Ａ局】�

［差立てロールパレット］�

積載�

送達情報の送信�
（通信ネットワーク�
　のある郵便局間）�

①積載情報の２次元コード化�

［運行カード］�
（リライト式）�

カード�

【郵政省】�

ケース�

小　包�

小　包�

小　包�

１次元コード�

送達情報の管理・集計、�
パレット・ケース・運送便の適正、効率的な運行�

カード�

�４ 今後の課題

�１ 郵便局の発着等では、ロールパレット、

ケース等のIDコード（１次元バーコード）

の読取り、送達ラベル及び運行カードの作成

等のロールパレット等の送達・運送情報の把

握に係る新たな作業が発生し、作業量が増加

することにより郵便の送達速度に影響を及ぼ

す可能性がある。

�２ ロールパレット等の送達・運送情報の２次

元バーコード化と、それを読取るための各種

機器（ハンディ端末、カードリーダ、パソコ

ン等）を各郵便局に新たに配備する必要があ

る。

�３ ロールパレット（約１３～１４万台）のすべて

にIDコードを付け、管理していく必要がある。

４．７ ５分野のシステムイメージの利用条件

今回、検討したシステムイメージでは、新シス

テムの導入に伴い新たな機器の配備やソフトの開

発、新たな作業の発生等が想定され、今後、検

討・解決すべき課題は多く、直ちに新たなシステ

ムの構築を図ることは難しいと考えられる。しか

しながら、今回の検討した５つの分野のシステム

イメージについて、大まかな費用対効果の点から

検討すると、「大口ユーザー用小包ラベル作成シ

ステム」は少なからず経費の削減効果が見込まれ

ることなどから、最も実現可能性が高いものと考

えられる（図表１５参照）。

５ ２次元バーコードを用いた郵便情報システム

の構築における今後の課題

今回検討した５つの分野の利用システムイメー

ジを含め、今後、２次元バーコードを用いた郵便

情報システムを構築するに当たっては、以下のよ

うな課題を検討していく必要がある。

�１ システムの導入の詳細な費用対効果の測定

�２ システムの詳細設計とシステム導入による

現行の業務処理・サービスへの影響の測定

�３ システムに適した２次元バーコードシンボ

ルの選定

�４ 郵便事業におけるバーコード（１次元・２

次元）の利用形態の整理

�５ 今後の２次元バーコード、バーコードリー

ダ等の技術・利用動向のフォロー

図表１４ ロールパレット等の管理システムイメージ図
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図表１５ ５分野のシステムイメージの利用条件等

イメージ

条 件
小 包 書 留 切 手 別 後 納 パ レ ッ ト

コード化の

情 報 量
多い 多い 少ない 多い 多い

情 報 種 類
英数字、漢字、

カタカナ
英数字、カタカナ 英数字

英数字、漢字、

カタカナ

英数字、漢字、

カタカナ

シンボル等の

表 示 面 積
大きい 大きい 小さい 小さい 小さい

小シンボル化

の 必 要 性
ない ない あり あり あり

情報の表示

媒 体
紙 紙 紙 カード 紙・カード

初 期 投 資 大きい 大きい 大きい 大きい 大きい

見込まれる

主な投資効果

ラベル経費削減、

差出情報の把握等

目視確認作業の削

減

手入力作業の軽

減、偽造防止等

手入力作業の軽減

等

手入力作業の軽

減、運送情報の把

握等
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はじめに

経済政策の主要な目標は家計の厚生改善にある。

その家計の動向は家計調査と付帯調査である貯蓄

動向調査により毎月（毎年）継続して調査が行わ

れている。この二つの統計は、わが国の家計行動

を把握する上で最も基礎的なデータである。本稿

では９３年から９７年の家計調査、貯蓄動向調査（家

計調査については一部９８年データを含む）により、

家計の貯蓄、消費、分配の動きを取り上げる。周

知のとおりこの期間はバブル崩壊後の苦境期にあ

たり、失業率の増大や所得の低迷あるいは金融不

安、ゼロ金利など戦後未曾有の混乱をみた時期で

もある。この時期家計に何が起き、家計がどのよ

うに行動したかを明らかにすることは、今後の日

本経済のあり方を考える出発点となるであろう。

税制改革や社会保障制度改革などは、この家計の

実状の正しい把握の上にしか成り立ち得ないから

である。

この目的のために、我々は家計調査と貯蓄動向

調査をマージしパネルデータを作成した。具体的

には家計調査対象世帯でかつ貯蓄動向調査（１２月

実施）対象世帯である世帯を取り上げた１）。これ

により家計の属性を踏まえた所得や消費、貯蓄の

分析が可能となる。

本稿では次節で平均貯蓄率を概観し、第２節で

貯蓄関数を推計する。第３節では消費関数と食費

関数を推計する。併せて通信関係の支出も分析さ

れる。貯蓄関数、消費関数と食費関数の推計に当

たっては６０歳以上と６０歳未満で関数型が異なる可

能性に考慮が払われる。第４節で消費、所得、資

産の分配状況を取り上げる。最後に簡単なまとめ

が行われる。

１ ９０年代における貯蓄率の動き

最初に平均貯蓄率の動きを概観する２）。

�１ ９３―９７年の貯蓄動向調査による平均貯蓄率

貯蓄率について次の４つのパターンを考えた。

SAVE１ （当期金融資産残高－前期金融資産残

高）／所得＝金融資産増減／所得（％）

SAVE２ ｛（当期金融資産残高－前期金融資産残

高）＋（前期負債残高－当期負債残高）｝

／所得＝純金融資産増減／所得（％）

SAVE３ （純金融資産増減＋土地・住宅売買差）／

所得（％）

SAVE４ （純金融資産増減＋土地・住宅売買差

±土地キャピタルゲイン・ロス－住宅

償却）／所得（％）

なおここで所得は税込み年収である。これは自

特 別 寄 稿

家計調査、貯蓄動向調査からみた
家計の貯蓄と消費、分配の動向

横浜市立大学商学部教授 松浦 克己

１）データの作成方法は基本的に松浦・滋野［１９９６］と同一である。作成の詳細については同書を参照されたい。
２）家計の貯蓄率について貯蓄動向調査とSNAでかなり異なることが知られているが、それについては岩本他［１９９５］を参照。
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営業等世帯については可処分所得を知ることがで

きないためである。本稿の解釈に当たってはこの

点に留意する必要がある。

SAVE２はいわゆる黒字率に該当するものであ

る。SAVE３は金融貯蓄と実物投資をみるもので

ある。キャピタルゲイン・ロスを含むSAVE４は、

家計の富の増減をみる上では最も有益な指標であ

る。ただし家計にとりコントロール不可能な要素

（地価と株価の変動）により大きく結果が変わる。

とりわけ土地価格の下落が続いたこの時期に、こ

の要因は重大な影響を与えていることに注意する

必要がある。

表１によると、SAVE３でみた家計の貯蓄率は

かなり高い（全体で２５．８％）。SAVE３では年齢

階層毎に単調に増加している。平均的には現役世

代も引退世代も貯蓄を続けていることが示唆され

る。ただしキャピタルゲイン・ロスを考慮した

SAVE４は－３７．８４％である。また年齢階層毎に

単調に減少している。ここでも改めて資産価格変

動の影響の強さがうかがわれる。

世代別にみると、SAVE３に関しては特に６０代

以上では４０．８％とかなり高い。分母がグロスの年

収であることを考えると、これは相当に高い水準

であることが注目される。このことは日本の高齢

者世帯がかなり豊であることを示唆している。た

だしバブル崩壊の影響を強く受けてキャピタルゲ

イン・ロスを考慮したSAVE４は－８０％であり、

高齢者層で土地資産価値が著しく低下したことが

うかがえる３）。

�２ 黒字世帯と赤字世帯の比率（％）

貯蓄を積みましている世帯（黒字世帯）と取り

崩している世帯（赤字世帯）の内訳をみてみる。

SAVE２とSAVE３に関してみると、５０代以下

の現役世代でも赤字率が約２０％であることが注目

される。表１にあるように平均すれば日本の家計

は高い貯蓄率を示しているが、現役世代で約

１／５前後の世帯が金融貯蓄や金融貯蓄・実物投

資を取り崩しているということは、現役世代の中

にかなり苦しい生活階層があることを示唆してい

る。財政悪化により将来の社会保障制度に危惧が

もたれていることを考えれば、この赤字率は無視

できない高さのように思われる。

SAVE４で赤字率（黒字率）が世代毎に単調に

増加（減少）しているのは、地価、株の下落を反

映しているとみられる。

２ 家計の貯蓄率関数

ここでは家計の貯蓄率関数がどのような要因で

表１ ９３―９７年の貯蓄動向調査による平均貯蓄率
（％）

年 代 別

全体 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０～

SAVE１ ２３．１１ １６．００ １５．８１ １９．５３ １８．０３ ３６．６１

SAVE２ １９．１４ ６．０８ ８．８１ １１．９９ １８．２９ ３５．４５

SAVE３ ２５．７６ １５．３３ １７．２５ １９．８２ ２３．０７ ４０．８４

SAVE４ －３７．８８ ４．０３ －１０．０３ －２６．９１ －２９．９６ －８０．０２

３）高齢者ほど早い時期に、他の若い世代より条件の良い土地を確保したであろうから、同じ地価下落率でも金額面での影響は若
年世代よりもより強かったと考えられる。

表２ 区黒字世帯と赤字世帯の比率

年 代 別

全体 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０～

黒字１ ０．７８８ ０．８４８ ０．８４９ ０．８１２ ０．７８３ ０．７１８

赤字１ ０．１９８ ０．１４１ ０．１４０ ０．１７７ ０．２０９ ０．２５７

黒字２ ０．７７０ ０．７８４ ０．８０８ ０．７９４ ０．７７９ ０．７１４

赤字２ ０．２１９ ０．２１０ ０．１８６ ０．２０１ ０．２１５ ０．２６４

黒字３ ０．７８９ ０．８０２ ０．８２５ ０．８１６ ０．８００ ０．７２８

赤字３ ０．２０１ ０．１９２ ０．１７０ ０．１７８ ０．１９４ ０．２５０

黒字４ ０．５１５ ０．７４１ ０．６６４ ０．５３１ ０．４７６ ０．３９４

赤字４ ０．４８１ ０．２５２ ０．３３２ ０．４６６ ０．５２２ ０．５９９

注）黒字（１～４）はSAVE（１～４）が黒字であるもの、
赤字（１～４）はSAVE（１～４）が赤字であるものを指
す。
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規定されているかを分析する。わが国では、６０代

以上の引退世代と５０代以下の現役世代で消費関数

や通貨需要関数が異なることが指摘されている４）。

この違いはコーホト効果と現役世代と引退世代と

いうライフ・ステージの違いが影響している可能

性がある。コーホト効果は本稿では直接は取り上

げない。全体を推計した上で、世代間の差に注目

して世代間でパラメータが共通かどうかの検定を

行い、６０歳以上と６０歳未満に分けて貯蓄関数を推

計する。

分析対象は９３―９７年の各１２月における調査世帯

である。

�１ 定式化

ここでは貯蓄率（SAVE１～SAVE４）に影響

する要因として、先行研究を踏まえ

ａ）当期の所得と前期の資産

ｂ）ライフ・ステージ（世帯主の年齢）

ｃ）世帯の属性（家族の人員や世帯主の勤め先

など）

を取り上げて推計する５）。

具体的には次式を推計する。

SAVEit＝a０＋a１＊REALINCOMEit

＋a２＊REALMONEYi,t－１

＋a３＊REALDEBTi, t－１

＋a４＊REALESTATEi, t－１

＋b１＊NUMBERit＋b２＊WORKERit

＋b３＊AGEit＋b４＊AGE２it

＋b５＊MANit＋b６＊PARENTit

＋c１＊EMP９９９it＋c２＊EMP１０００it

＋c３＊EMPPUBLICit＋c４＊NOJOBit

＋c５＊MERCHANTit

＋c６＊PRIVATEit＋c７＊CORPORATRit

＋c８＊PROit

＋d１＊YEAR９３＋d２＊YEAR９４

＋d３＊YEAR９５＋d４＊YEAR９６＋errit

１）

（所得、資産に係る要因）

REALINCOME ……実質税込み年収

REALMONEY ……実質金融資産

REALDEBT ……実質負債

REALESTATE ……実質固定資産

（ライフステージ、世帯の属性に係る要因）

NUMBER ……世帯人員

WORKER ……世帯就業者数

AGE ……世帯主年齢

AGE２ ……世帯主年齢の自乗／１００

MAN ……世帯主性別（男）

PARENT ……両親同居ダミー（同居＝１）

EMP９９９ ……世帯主勤務先企業規模（５００

～９９９人）ダミー

EMP１０００ ……（〃１０００人以上）ダミー

EMPPUBLIC ……世帯主官公庁勤務ダミー

NOJOB ……世帯主無職ダミー

MERCHANT ……世帯主商人ダミー

PRIVATE ……世帯主個人営業ダミー

CORPORATR ……世帯主法人経営者ダミー

PRO ……世帯主自由業者ダミー

（時期等の要因）

YEAR ……年ダミー

err ……誤差項

分散不均一などに配慮し、１）式を最小絶対偏

差法（Least Absolute Deviations, LAD）で推計

した６）。

なお世代毎の記述統計は表３に示すとおりであ

る。

４）竹澤・松浦［１９９７］参照。
５）貯蓄関数については斉藤［１９８５］参照。
６）LADについてはDavidson and MacKinnon［１９９３］参照。
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（主な説明変数の効果）

符号条件としては以下のように期待される。

所得資産に係るもの

�１ 今期所得は正の符号が期待される。

�２ 前期金融資産は正の符号が期待される。た

だし株価低迷の影響が強ければ負となること

が予想される。

�３ 前期負債は負の符号が期待される。ただし

家計が貯蓄と負債の両建てを進めていればそ

の符号は定まらないことがある。

�４ 前期実物資産は正が期待される。ただし地

価下落の影響が強ければ負となることがある。

家族の属性に係るもの

�５ 家族人員は、一人当たりの所得が減るるの

で負が予想される。就業人員の符号は定まら

ないであろう。

�６ 両親同居ダミーは豊かな両親と同居してい

れば正、貧しい両親と同居していれば負が予

想される。

世帯主の職業に係るもの

�７ 中堅・大企業や官公庁勤務は、所得の安定

性から正が期待される。

表３ 貯蓄に関する記述統計

�１ ６０歳以上世帯（N＝：３６５８） �２ ２０―５０代世帯（N＝：９３８４）

平 均 標準偏差 最 小 最 大 平 均 標準偏差 最 小 最 大

SAVE１ ３６．６ ３８４．１ －１２９５ ２２４００ SAVE１ １７．９ １１１．８ －２７１９．６ ８８００

SAVE２ ３５．４ ３８６．７ －１４７９．９ ２２４００ SAVE２ １２．８ ９０．１ －２７０８．９ １９９３．０

SAVE３ ４０．８ ３８４．６ －６３７．５ ２２４００ SAVE３ １９．９ ８０．５ －２７０８．９ １９９３．０

SAVE４ －８０．０ ６５５．４ －３５２５４．３ １３６３．７ SAVE４ －２１．５ １５１．０ －３７０８．８ １７４８．２

REALINCOME ５７０３．５ ３７３３．３ ９．６ ２５４１６．２ REALINCOME ７４４２．０ ３５７４．８ ９．３ ２６５４９．６

REALMONEY １９３７５．６ １７９７５．３ ０ ９００５０．８ REALMONEY １０１１３．４ １１４８６．２ ０ ８９９６９．２

REALDEBT １３０３．１ ４４１４．５ ０ ４６２８０．２ REALDEBT ４０６４．９ ７５８１．０ ０ ４６２９０．５

REALESTATE ５９５０１．２ ６１０５８．２ ０４２４７４５．９ REALESTATE ３９８６４．３ ５３６１７．６ ０４２３５３１．８

NUMBER ２．５７ １．０３ ２ ８ NUMBER ３．６５ １．１８ ２ １０

WORKER １．０５ １．０６ ０ ６ WORKER １．７０ ０．７８８ ０ ６

AGE ６７．５ ６．０８ ６０ ９５ AGE ４４．０ ９．１３ ２０ ５９

AGE２ ４６．０ ８．５８ ３６ ９０．３ AGE２ ２０．２ ７．９１ ４ ３４．８

MAN ０．９３ ０．２５５ ０ １ MAN ０．９４０ ０．２３８ ０ １

PARENT ０．０６３４ ０．２４４ ０ １ PARENT ０．１５８ ０．３６５ ０ １

EMP９９９ ０．００５４７ ０．０７３８ ０ １ EMP９９９ ０．０３５５ ０．１８５ ０ １

EMP１０００ ０．０１８０ ０．１３３ ０ １ EMP１０００ ０．１８４ ０．３８８ ０ １

EMPPUBLIC ０．０２３０ ０．１５０ ０ １ EMPPUBLIC ０．１４９ ０．３５６ ０ １

NOWORK ０．５３３ ０．４９９ ０ １ NOWORK ０．０１３９ ０．１１７ ０ １

MERCHANT ０．１７７ ０．３８２ ０ １ MERCHANT ０．１１９ ０．３２４ ０ １

PRIVATE ０．０１５ ０．１２２ ０ １ PRIVATE ０．０１４９ ０．１２１ ０ １

CORPORATOR ０．０４２ ０．２０１ ０ １ CORPORATOR ０．０３２４ ０．１７７ ０ １

PRO ０．０１５６ ０．１２４ ０ １ PRO ０．０１３０ ０．１１３ ０ １

YEAR９３ ０．１９０ ０．３９３ ０ １ YEAR９３ ０．２４０ ０．４２７ ０ １

YEAR９４ ０．２１２ ０．４０９ ０ １ YEAR９４ ０．２３２ ０．４２２ ０ １

YEAR９５ ０．２３２ ０．４２２ ０ １ YEAR９５ ０．２１８ ０．４１３ ０ １

YEAR９６ ０．１８５ ０．３８８ ０ １ YEAR９６ ０．１５７ ０．３６４ ０ １

注）SAVE１～SAVE４ ％
REALIMCOME, REALMONEY, REALDEBT, REAL-

ESTATE 千円
NUMBER, WORKER 人

以下の表において同じ。
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年次ダミーに係るもの

�８ 各年のマクロの経済状況（９７年に比べて）

を反映することがきたいされる。

�２ Chowテストの結果

貯蓄率関数の推計結果は表４に掲げるとおりで

ある。

６０歳以上のグループと６０歳未満のグループとで

係数が異なるかどうかのChowテストを行った。

その結果は貯蓄率の定義に次のようであった。

SAVE１ １．４０３

SAVE２ １．６１４

SAVE３ １．８６４

SAVE４ １０．７１８

自由度２３，１２９９６のF分布の５％水準の臨界値は

１．５３０、１％水準の臨界値は１．８１２である。した

がってSAVE３とSAVE４に関しては１％水準で、

６０歳以上と６０歳未満とで係数は共通であるという

帰無仮説は棄却される。SAVE２は５％水準では

帰無仮説は棄却されるが、SAVE１は５％水準で

も棄却されない。以下ではより包括的な貯蓄概念

であるSAVE３とSAVE４に即し以下議論を進め

る。

表４ 貯蓄関数の推計結果

�１ 全 体

従 属 変 数 SAVE１ SAVE２ SAVE３ SAVE４

CONSTANT １６．７ （４．１５） １２．４ （ ２．５０） １３．３ （ ２．８５） －８．６３ （ －１．００）

REALINCOME －０．１２E―０３ （－１．１６）－０．５１E―０３ （－４．０６）－０．５０E―０３ （－４．３１） ０．３５E―０２ （ １６．０ ）

REALMONEY ０．２６E―０３ （１１．７） ０．２８E―０３ （ ９．９６） ０．３４E―０３ （１２．８） ０．３８E―０３ （ ７．８８）

REALDEBT －０．１４E―０３ （－３．２４） ０．７７E―０３ （１４．６ ） ０．７７E―０３ （１５．４） ０．１５E―０２ （ １５．８ ）

REALESTATE －０．１９E―０５ （－０．３４） ０．１１E―０５ （ ０．１６） ０．３９E―０５ （ ０．６２） －０．１３E―０２ （ －１１１．４）

NUMBER －０．６２ （－２．１６）－０．７０ （－１．９９）－０．６８ （－２．０６） －０．４５E―０２ （－０．００７４）

WORKER ０．５７ （ １．３６） ０．７１ （ １．３７） ０．８０ （ １．６６） ２．２６ （ ２．５２）

AGE －０．３３ （－２．１２）－０．１１ （－０．５９）－０．１５ （－０．８５） ０．０５９ （ ０．１７）

AGE２ ０．２８ （ １．８３） ０．０９４ （ ０．５０） ０．１１ （ ０．６３） ０．０１５ （ ０．０４７）

MAN ３．９４ （ ３．３１） ４．４４ （ ３．０４） ５．０５ （ ３．６８） ３．９５ （ １．５６）

PARENT ０．４０ （ ０．４４） ０．２４ （ ０．２２） ０．２０ （ ０．１９） １２．０ （ ６．２２）

EMP９９９ －０．４０ （－０．２２） ０．１９ （ ０．０８６） ０．６１ （ ０．３０） －１．８９ （ －０．５０）

EMP１０００ ２．０５ （ ２．２５） １．８０ （ １．６１） １．７６ （ １．６７） ０．２４ （ ０．１２）

EMPKANKOU １．６８ （ １．７０） １．１８ （ ０．９８） １．３７ （ １．２０） １．４１ （ ０．６７）

MUSHOKU －３．３２ （－２．６６）－４．３９ （－２．８７）－４．１４ （－２．８８） －１．２６ （ －０．４７）

SHOUNIN １．９０ （ ２．０１） ０．７１ （ ０．６１） １．３０ （ １．１９） １．２０ （ ０．５９）

KOJIN ４．１３ （ １．７５） １．４９ （ ０．５１） ３．７４ （ １．３７） １．４７ （ ０．２９）

HOUJIN －２．１７ （－１．３１）－１．４１ （－０．７０）－１．１６ （－０．６１） ６．３５ （ １．８０）

JIYUU ０．９８ （ ０．４０） １．１０ （ ０．３６） １．７７ （ ０．６３） ８．８９ （ １．６９）

YEAR９３ ０．８８ （ ０．９５） ２．３３ （ ２．０６） ２．０９ （ １．９７）－１０．６ （ －５．３６）

YEAR９４ １．８０ （ １．９５） ３．６０ （ ３．１８） ３．４７ （ ３．２７） －３．５９ （ －１．８３）

YEAR９５ ０．９３ （ １．００） １．９８ （ １．７４） １．９０ （ １．７９） －４．９１ （ －２．４９）

YEAR９６ １．１５ （ １．１７） ２．４０ （ １．９８） ２．４４ （ ２．１５） －０．９０ （ －０．４３）

Ajusted R―squared －０．００１６９０ －０．００１４２９ －０．００１０１７ ０．１１２２５５

Log likelihood －６７３０３．９ －６９９８１．５ －６９１５８．６ －７７１８５．０

Sum of Absolute ４１８０４０．０ ５１３３１３．０ ４８１９２４．０ ８９１７７８．０

residuals

N １３０４２ １３０４２ １３０４２ １３０４２

（ ）内はｔ値。以下同じ。
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�１ ６０歳以上の世帯

SAVE３についてみると、統計的に有意な変数

は金融資産と負債のみである。このように統計的

に有意な変数が少なく、必ずしも満足のいく結果

ではない。たとえば所得の符号は正であるあるも

の統計的に有意な結果は得られていない。これは

多重共線関係の生じた可能性がある７）。ただし所

得が有意では無いということに関してあり得るも

う一つの解釈は、家計がキャピタルゲイン・ロス

や住宅の減価償却を踏まえて行動しており、

SAVE３の概念ではその効果をとらえ切れていな

いということである。

実際にも、SAVE４に関しては所得は１％水準、

金融資産は５％水準で有意に正となっている。

各々符号条件を満たしている。実物資産が負とい

うのは、SAVE４がキャピタルゲイン・ロスを含

むことを考えると、妥当なものといえよう。

限界性向をみると、所得１００万円の増加は約

０．０９５％貯蓄率を増加させている。金融資産１０００

万円の増加は約０．０２７％貯蓄率を増加させている。

一見低い限界性向に見えるが、一部高齢者におけ

る金融資産蓄積の厚さを考えれば、無視できない

７）６０歳以上の勤労者世帯に限定し、グロスの年収に替えて可処分所得を用いた推計も行ったが結果は大きく変わるところはな
かった。

�２ ６０歳以上

従 属 変 数 SAVE１ SAVE２ SAVE３ SAVE４

CONSTANT －３８．３ （－０．３８）－７５．８ （－０．７１）－４９．２ （－０．４７）－２１１．９ （ －１．０２）

REALINCOME ０．１４E―０３ （ ０．４２） ０．１４E―０３ （ ０．４１） ０．１４E―０３ （ ０．４１） ０．９５E―０２ （ １４．１）

REALMONEY ０．１５E―０３ （ ２．７８） ０．１４E―０３ （ ２．４２） ０．１８E―０３ （ ３．２２） ０．２７E―０３ （ ２．３９）

REALDEBT －０．１２E―０３ （－０．５４） ０．１５E―０２ （ ６．４７） ０．１４E―０２ （ ６．３０） ０．２２E―０２ （ ４．８７）

REALESTATE －０．１１E―０４ （－０．６８） －０．１８E―０４ （－１．０８） －０．１５E―０４ （－０．９０） －０．１９E―０２ （－５９．４）

NUMBER －２．１７ （－１．６９） －１．６９ （－１．２３） －１．７１ （－１．２７） ４．１２ （ １．５５）

WORKER ３．１３ （ １．８１） １．６５ （ ０．８９） １．６４ （ ０．９１） －４．４３ （ －１．２４）

AGE １．４７ （ ０．５２） ２．６９ （ ０．８９） １．９０ （ ０．６４） ６．３１ （ １．０７）

AGE２ －１．０９ （－０．５５） －１．９９ （－０．９４） －１．４５ （－０．７０） －４．８５ （ －１．１７）

MAN ５．０７ （ １．４１） ４．５９ （ １．１９） ６．１１ （ １．６２） １．３６ （ ０．１８）

PARENT －２．４１ （－０．６１） ０．９６ （ ０．２３） －０．８９ （－０．２２） ４．５２ （ ０．５５）

EMP９９９ １２．２ （ ０．９９） １０．３ （ ０．７８） １５．３ （ １．１８） －４．１５ （ －０．１６）

EMP１０００ ０．４６ （ ０．０６５） －０．５１ （－０．０６８） ０．６１ （ ０．０８２） ３．１２ （ ０．２１）

EMPKANKOU －４．４３ （－０．６９） －８．７１ （－１．２８） －９．５３ （－１．４２） １４．７ （ １．１０）

MUSHOKU －２．６６ （－０．７９） －４．５０ （－１．２６） －４．８４ （－１．３８） ０．８５ （ ０．１２）

SHOUNIN －１．７０ （－０．５３） －３．６２ （－１．０５） －２．２１ （－０．６５） －２．３９ （ －０．３６）

KOJIN ７．２１ （ ０．９２） ０．２９ （ ０．０３５） －０．２８ （ ０．０３５） －１１．４ （ －０．７１）

HOUJIN －５．７９ （－１．１１） －８．７０ （－１．５６） －８．７８ （－１．６１） －７．５２ （ －０．６９）

JIYUU －４．９８ （－０．６６） －４．３２ （－０．５３） －３．３８ （－０．４３） ２５．７ （ １．６４）

YEAR９３ １．８４ （ ０．６１） ０．６０ （ ０．１９） １．５４ （ ０．４９） －２２．６ （ －３．６４）

YEAR９４ １．２４ （ ０．４３） ０．８９ （ ０．２９） １．４５ （ ０．４８） －１０．９ （ －１．８１）

YEAR９５ －０．３６ （－０．１３） －０．７１ （－０．２４） －０．１３ （－０．０４２） －１２．９ （ －２．１９）

YEAR９６ －０．４０ （－０．１３） １．０７ （ ０．３４） ２．３９ （ ０．７６） １．３０ （ ０．２１）

Ajusted R―squared －０．００５１５９ －０．００５８８６ －０．００５９０８ ０．０８９１１２

Log likelihood －２０２８１７．０ －２１０５３．７ －２０９７８．４ －２３４８３．８

Sum of Absolute １９９２５３．０ ２１２５７５．０ ２０８２４１．０ ４１３０７４．０

residuals

N ３６５８ ３６５８ ３６５８ ９３８４

４４郵政研究所月報 ２０００．８



値のようにも考えられる。前期末１０００万円の実物

資産が０．１９％の貯蓄率低下につながっているのは、

改めて高齢者層における地価変動の効果を示すも

のといえる。

９３年度から９５年度の年度ダミーが負ということ

もこの間の地価下落を裏付けるものといえよう。

なお職業などにかかる変数については有意な結果

は得られていない。この点は５０代以下の現役世代

とは異なっている。

�２ ６０歳未満の世帯

SAVE３に関しては、所得は有意に負と符号条

件に反する結果となっている８）。ここでも多重共

線関係の存在が疑われる。ただし家計はキャピタ

ルゲインロスや住宅の減価償却を踏まえて行動し

ており、SAVE３の概念ではそれをとらえ切れて

いないので所得が符号条件を満たしていないとい

う解釈は、ここでも十分に成り立つ。

就業者数が有意に正であり、夫婦共働き世帯な

８）LADに替えて最小メディアン偏差法（Least Median of Squares, LMS）で推計した場合、所得は１％水準で有意に正であった。
しかしEMP１０００の係数が６１、KOJINの係数が－２００になる（いずれも１％水準で有意）等他の変数について説明困難な結果と
なった。また６０歳未満の勤労者世帯に限定し、グロスの年収に替えて可処分所得を用いた推計では所得は符号は負であるもの
の、統計的には有意ではなかった。

�３ ６０歳未満

従 属 変 数 SAVE１ SAVE２ SAVE３ SAVE４

CONSTANT １５．０ （ ２．７６） １１．５ （ １．５４） ８．８８ （ １．３１） １７．８ （ １．５４）

REALINCOME －０．１６E―０３ （－１．７８）－０．６４E―０３ （－５．２３）－０．６３E―０３ （－５．７１） ０．２１E―０２ （ １１．４）

REALMONEY ０．３５E―０３ （１４．３ ） ０．３５E―０３ （１０．７ ） ０．４３E―０３ （１４．３） ０．４８E―０３ （ ９．６４）

REALDEBT －０．１３E―０３ （－３．８７） ０．７３E―０３ （１５．８ ） ０．７３E―０３ （１７．３） ０．１３E―０２ （ １８．２７）

REALESTATE －０．４１E―０６ （－０．０８０） ０．９９E―０５ （ １．４３） １．００E―０５ （ １．５８）－０．１１E―０２ （－１０５．５）

NUMBER －０．５４ （－２．１８）－０．５６ （－１．６５）－０．７２ （－２．３０） ０．２０ （ ０．３８）

WORKER ０．５４ （ １．５２） ０．７９ （ １．６１） ０．９８ （ ２．１８） ２．３１ （ ３．０４）

AGE －０．１７ （－０．６４） ０．０１４ （ ０．０３８） ０．１９ （ ０．５９）－１．０６ （ －１．９１）

AGE２ －０．０１０ （－０．０３４）－０．１７ （－０．４０）－０．４１ （－１．０８） １．２２ （ １．８９）

MAN ２．８７ （ ２．６８） ３．４１ （ ２．３１） ３．８１ （ ２．８４） ４．５１ （ １．９８）

PARENT ０．７８ （ １．０８） ０．６２ （ ０．６２） ０．３８ （ ０．４１） ９．７９ （ ６．３６）

EMP９９９ －０．５５ （－０．４１） １．０６ （ ０．５８） ０．８２ （ ０．４９）－１．０１ （ －０．３６）

EMP１０００ ２．１６ （ ３．１５） ２．３２ （ ２．４６） ２．２５ （ ２．６２） １．２４ （ ０．８５）

EMPKANKOU ２．０４ （ ２．７３） １．８６ （ １．８１） ２．１１ （ ２．２６） ３．５２ （ ２．２２）

MUSHOKU －７．１９ （－３．３４）－７．５９ （－２．５７）－８．７６ （－３．２６）－５．６９ （ －１．２５）

SHOUNIN ２．４８ （ ３．０６） ０．９４ （ ０．８４） １．２５ （ １．２４） １．１２ （ ０．６５）

KOJIN ０．９８ （ ０．４９） ０．９２ （ ０．３３） ２．４１ （ ０．９６）－１．７０ （ －０．４０）

HOUJIN －０．６６ （－０．４６）－１．２７ （－０．６４）－０．５５ （－０．３０） ４．０８ （ １．３４）

JIYUU ２．５８ （ １．２０） ０．９６ （ ０．３３） １．４１ （ ０．５３） ２．３１ （ ０．５１）

YEAR９３ １．２０ （ １．５３） ２．６７ （ ２．４６） ２．５５ （ ２．５９）－８．０４ （ －４．８１）

YEAR９４ １．９６ （ ２．４７） ４．２８ （ ３．９３） ３．８２ （ ３．８６）－０．９８ （ －０．５８）

YEAR９５ １．２８ （ １．６０） ２．６５ （ ２．４０） ２．４９ （ ２．４９）－３．７０ （ －２．１７）

YEAR９６ １．５２ （ １．７６） ２．４５ （ ２．０７） ２．４０ （ ２．２３）－１．３２ （ －０．７２）

Ajusted R―squared －０．００２２４７ ０．０００５２３０ ０．００４７３０ ０．３３８８９６

Log likelihood －４５３９５．１ －４８３７９．３ －４７４８５．９ －５２４５５．９

Sum of Absolute ２１７７５２．０ ２９９２７６．０ ２７２０９８．０ ４６２１０４．０

residuals

N ９３８４ ９３８４ ９３８４ ３６５８
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どで貯蓄率が高いことがうかがわれる。両親ダ

ミーはこのケースでは有意な結果は得られていな

い。

従業員１０００人以上、官公庁勤務が有意に正であ

る反面、無職ダミーが１％水準で有意に負という

ことは所得の安定性を反映しているのかもしれな

い。年次ダミーはいずれも有意に正であるが、金

融貯蓄や実物資産の取得売却が９７年の不況で落ち

込んだ可能性を示唆している。

SAVE４に関しては所得は１％水準で有意に正

と符号条件を満たしている。ただしその限界性向

は６０歳以上世帯の１／４以下であり、所得が資産

蓄積の格差に与える影響は現役世代の方が相対的

に弱いようである。実物資産は１％水準で有意に

負である。１０００万円の前期実物資産が０．１１％貯蓄

率を低下させている。

職業に関しては官公庁勤務ダミーのみが５％水

準で有意に正である。これは改めて公務員の安定

性を示しているのかもしれない。

年齢の効果が１０％水準で有意に反転しているこ

とが注目される。両親同居ダミーが１％水準で有

意に正であることも注目される。何故ならば高齢

者同居が家計の富の増加につながっていることを

示唆するからである９）。

（年齢の効果）

現役世代に貯蓄を進め、引退後に貯蓄を取り崩

して生活するというライフ・サイクルが成立して

いれば、年齢の効果は反転するはずである（ライ

フ・ステージの問題）。年齢の効果は、

年齢の効果＝b３＋（１／５０）＊b４＊AGE

で求められる。

反転する年齢は（b３とb４の符号が逆である

として）、また他の条件を一定として、AGE＝－

b３／（b４／５０）で計算される。

この時b３＞０かつb４＜０であれば、若い頃

貯蓄し高年になり取り崩していることを意味する。

b４＜０かつb５＞０であれば、若い頃は借金を

し高年になり貯蓄することを意味している。

ただし７０歳くらいでも貯蓄の取り崩しが起きて

いないとしても、そのこと自体は不思議ではない。

平均寿命、夫婦（男女間）の年齢差を考えれば男

（夫）が７０歳のケースで女性（妻）の平均余命は

約２０年前後あるからである。

貯蓄関数に関する統計的検定（F検定）によれ

ば世帯主が６０歳以上と５９歳以下では、消費、貯蓄

行動に相異があることがうかがわれる。そこで

SAVE３とSAVE４について二つのグループに関

してそれぞれの平均値の回りでの年齢別の推移を

試算してみる。なお年齢に関する変数が統計的に

有意であったのは６０歳未満のSAVE４に関する

ケースであるが、他のケースは多重共線関係が生

じたものとして議論を進める。

シュミレーションの条件は以下のとおりである。

�１５９歳以下のグループの条件

実質グロス年収 ７，４４２千円 実質金融資産

１０，１１３千円 実質負債 ４，０６５千円 実物資産

３９，８６４千円 家族 ３．６５人 就業者 １．７０人

世帯主性別＝男性 両親＝同居 勤務先企業規

模 ５００～９９９人

�２６０歳以上のグループの条件

実質グロス年収 ５，７０３千円 実質金融資産

１９，３７６千円 実質負債 １，３０３千円 実物資産

５９，５０１千円 家族 ２．５７人 就業者 １．０５人

世帯主性別＝男性 両親＝同居無し 無職

SAVE３に関しては６０歳以上のグループでは高

齢になっても、平均値の回りでは取り崩しは起き

９）子供と同居している高齢者が、独立している高齢者と比較してより豊であるのかあるいは貧しいのかに関しては、議論が分か
れるところである。後述する２０代における資産格差の圧倒的な大きさと合わせると、同居高齢者が貧しいとする一部の議論は
十分な検証が必要なように考えられる。
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ていない。所得や資産にかかる平均値は６０歳以上

のグループのものなので、７０歳や８０歳の階層では

かなり高めにでている可能性に配慮する必要はあ

ろう。また６０歳未満のグループでは２０、３０代では

所得、資産がかなり高めにでていよう。しかしこ

の問題があるにせよ、７０歳や８０歳という高齢者に

おけるSAVE３の高さをライフサイクル仮説や戦

略的遺産動機で説明することはいささか困難なよ

うに思われる。貯蓄関数に関しては利他的な遺産

動機の形成と併せて考える必要があろう。

SAVE４に関しては６０歳以上のグループでは５０

―６０％のマイナスとなっている。これは実物資産

下落の影響といえよう。６０歳未満では２０代が若干

のプラスであるほかはマイナスとなっている。

６０歳以上のグループにせよ６０歳未満のグループ

にせよ、地価下落が続く限りSAVE４でみたマイ

ナス貯蓄率を回避することは困難なように見える。

４ 消費の動き

�１ 全体的な動き

消費の全体的な動きを把握するために９３―９７年

について一人当たり消費支出合計（CONS）と食

費（FOOD）を取り上げる。

消費支出合計は家計全体の動きを理解する上で

有益ではあるが、その中には自動車や家電など耐

久消費財と半耐久消費財を含むので動きが激しい

という問題がある。これに対し食費は、各種消費

支出の中でも安定した動きを示すことが知られて

いる。両者を併せみることで家計の消費行動をよ

りよくみれるであろう。

ただし消費支出合計と食費のいずれにせよ貯蓄

よりは安定した動きを示すことが期待される。こ

れは生活内容、生活水準は急変できないという消

費の慣習性や家計が所得についてある程度長期の

見通しを持って消費に充当していると考えられる

ためである。言い換えれば外部環境の変化は消費

よりも貯蓄により激しく反映されているであろう。

なお分析は月次のパネルデータに関しplain

LADで行った１０）。

（定式化）

具体的には以下のような定式化を試みた。

CONSit＝a０＋a１＊REALINCOMEit

＋a２＊REALMONEYi, t－１

＋a３＊REALDEBTi, t－１

＋a４＊REALESTATEi, t－１

＋a５＊JYUUTAKUHENKAit

＋a６＊TOCHIHENKAit

＋b１＊NUMBERit＋b２＊AGEit

＋b３＊AGE２it

＋c１＊YEAR９３＋c２＊YEAR９４

＋c３＊YEAR９５＋c４＊YEAR９６

SAVE３の試算 （％）

５９歳以下 ６０歳以上

２０歳 １７．８５ ６０歳 １６．５４

３０歳 １７．７２ ６７．５歳 １６．８９

４０歳 １６．７７ ７０歳 １６．６５

４４歳 １６．５７ ７５歳 １５．６１

５０歳 １５．００ ８０歳 １３．８４

５５歳 １３．８１

SAVE４ （％）

５９歳以下 ６０歳以上

２０歳 １．３６ ６０歳 △５０．５２

３０歳 △３．１４ ６７．５歳 △５１．８０

４０歳 △５．２０ ７０歳 △５０．４６

４４歳 △６．５８ ７５歳 △５４．０７

５０歳 △４．８２ ８０歳 △６０．１１

５５歳 △３．７２

１０）年間所得や資産は分析期間を通じて一定なのでこのような処理を行った。
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＋dΣMONTH＋e１＊MYHOME

＋e２＊KANSHA＋errit ２）

FOODit＝a０＋a１＊REALINCOMEit

＋a２＊REALMONEYi, t－１

＋a３＊REALDEBTi, t－１

＋a４＊REALESTATEi, t－１

＋a５＊JYUUTAKUHENKAit

＋a６＊TOCHIHENKAit

＋b１＊NUMBERit＋b２＊AGEit

＋b３＊AGE２it

＋c１＊YEAR９３＋c２＊YEAR９４

＋c３＊YEAR９５＋c４＊YEAR９６

＋dΣMONTH＋errit ３）

CONS 実質一人当たり消費支出

FOOD 実質一人当たり食費

JYUUTAKUHENKA 住宅の償却額

TOCHIHENKA 土地評価額の増減

MON１～MON１２ 月次ダミー

MYHOME 持ち家ダミー

KANSHA 社宅ダミー

符号条件として、所得、金融資産は正、負債は

負が期待される。実物資産は正が期待される。

ここで住宅償却額と土地評価額の増減は、実質

的な資産や所得の増減に与える影響をみるもので

ある。前者は負、後者は正が期待される。家族人

員数は、家計の規模の経済をみるもであり、規模

の経済が働いていれば負となることが期待される。

消費支出関数にある持ち家ダミーと社宅ダミーは

表５ 消費に関する記述統計

�１ ６０歳以上世帯（N＝：１７２４５） �２ ２０―５０代世帯（N＝：４５８２２）

平 均 標準偏差 最 小 最 大 平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS １１８．１ １０９．９ ２５．１ ４４３４．６ CONS １０５．１ ９３．３ ２５．０ ３５４７．１

FOOD ２８．７ １３．４ ５．１３ １５０．８ FOOD ２３．５ １１．１ ３．６８ １７２．７

REALINCOME ５６４８．３ ３６４２．４ ９．６２ ２５５３６．３ REALINCOME ７４６０．４ ３５３３．３ ９．２３４ ２６５４９．６

REALMONEY １９２２０．２ １７７００．８ ０ ９００５０．８ REALMONEY １０１２８．９ １１４１１．７ ０ ８９９６９．２

REALDEBT １２９８．１ ４４２２．５ ０ ４６２８０．２ REALDEBT ４０４５．２ ７５２３．８ ０ ４６２９０．５

REALESTATE ５９３６３．１ ６１２１５．６ ０４２４７４５．９ REALESTATE ３９１５４．７ ５１７１７．６ ０４２４６０３．０

JYUTAKUHENKA －１７２．６ ２０４．５ －２１８１．８ ０ JYUTAKUHENKA －１６４．８ ２５３．８ －７４３５．３ ０

TOCHIHENKA －４５０５．６ １０３６３．１ －９３３８０．２１０２７５９．１ TOCHIHENKA －２５９０．９ ７５０１．１ －９３３８０．２１０３７９７．１

NUMBER ２．５７ １．０２ ２ ８ NUMBER ３．６６ １．１７ ２ １０

AGE ６７．６ ６．０９ ６０ ９５ AGE ４４．１ ９．０８ ２０ ５９

AGE２ ４６．１ ８．６０ ３６ ９０．３ AGE２ ２０．２ ７．８７ ４ ３４．８

YEAR９３ ０．１３９ ０．３４５ ０ １ YEAR９３ ０．１６９ ０．３７５ ０ １

YEAR９４ ０．２２９ ０．４２０ ０ １ YEAR９４ ０．２５８ ０．４３７ ０ １

YEAR９５ ０．２４１ ０．４２８ ０ １ YEAR９５ ０．２３５ ０．４２４ ０ １

YEAR９６ ０．１９２ ０．３９４ ０ １ YEAR９６ ０．１７０ ０．３７５ ０ １

MON １ ０．１３９ ０．３４６ ０ １ MON １ ０．１４２ ０．３４９ ０ １

MON ２ ０．０９３１ ０．２９１ ０ １ MON ２ ０．０９３３ ０．２９１ ０ １

MON ３ ０．０４９２ ０．２１６ ０ １ MON ３ ０．０４５０ ０．２０７ ０ １

MON ８ ０．０４６６ ０．２１１ ０ １ MON ８ ０．０４９２ ０．２１６ ０ １

MON１０ ０．１７２ ０．３７７ ０ １ MON１０ ０．１７４ ０．３７９ ０ １

MON１１ ０．１８３ ０．３８７ ０ １ MON１１ ０．１８１ ０．３８５ ０ １

MON１２ ０．２１２ ０．４０９ ０ １ MON１２ ０．２０５ ０．４０４ ０ １

MYHOME ０．８９２ ０．３１０ ０ １ MYHOME ０．６１７ ０．４８６ ０ １

KANSHA ０．００４８１ ０．０６９２ ０ １ KANSHA ０．１０５ ０．３０６ ０ １

注）JYUTAKUHENKA, TOCHIHENKA 千円
以下の表において同じ。
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家賃に与える影響を考慮するものである。

記述統計は表５のとおりである。

�２ 主な特徴

消費関数の推計結果は表６に示すとおりである。

消費支出合計や食費に関しても６０歳以上と６０歳

未満とで係数が異なるかどうかのChowテストを

行った。結果は次のようであった。

CONS ６．７０

FOOD ２１．６２

自由度２３，６３０４１のF分布の５％水準の臨界値は

１．５２９、１％水準の臨界値は１．８１１である。自由度

２１，６３０４５のF分布の５％水準の臨界値は１．５５６、

１％水準の臨界値は１．８５４である。いずれも６０歳

以上と６０歳未満とで係数が同じであるという帰無

仮説は１％水準で棄却されている。

（消費支出合計）

６０歳以上、６０歳未満の両グループとも所得、資

産に関する変数は１％水準で有意に正、負債は

１％水準で有意に負であり、符号条件を満たして

いる。ただし住宅償却は６０歳以上については有意

に負であるが、６０歳未満に関しては１％水準で有

意に正であり符号条件を満たしていない。

いずれのグループでも家族人員も１％水準で有

表６ 消費の推計結果

�１ 全 体

従 属 変 数 CONS FOOD

CONSTANT ７６．６ （ ３２．９） ７．３６ （ １８．８）

REALINCOME ０．５６E―０２ （ １０３．４） ０．５８E―０３ （ ６３．９）

REALMONEY ０．４５E―０３ （ ３３．３） ０．３９E―０４ （ １６．８）

REALDEBT －０．１９E―０３ （ －６．９９） －０．６７E―０５ （ －１．４７）

REALESTATE ０．４９E―０４ （ ７．４９） ０．４４E―０５ （ ４．１８）

JYUTAKUHENKA ０．２３E―０２ （ ２．６５） －０．２５E―０３ （ －１．７２）

TOCHIHENKA ０．２２E―０３ （ ６．０７） －０．２０E―０４ （ －３．２３）

NUMBER －１７．６ （－１１４．１） －３．０５ （－１１６ ）

AGE １．３１ （ １４．２） ０．７４ （ ４７．７）

AGE２ －１．４１ （ －１６．１） －０．６２ （ －４１．９）

YEAR９３ １．４７ （ ２．４６） １．３９ （ １３．６）

YEAR９４ ０．４２ （ ０．８０） １．０２ （ １１．４）

YEAR９５ ０．２９ （ ０．５５） ０．１８ （ ２．００）

YEAR９６ ０．１４ （ ０．２５） ０．４１ （ ４．３１）

MON １ ５．６０ （ ８．２４） －１．９２ （ －１６．５）

MON ２ －４．７２ （ －６．２９） －１．４８ （ －１１．５）

MON ３ ６．８８ （ ７．３９） ０．５０ （ ３．１６）

MON ８ ９．１３ （ １０．０） １．５８ （ １０．２）

MON１０ ３．１９ （ ４．９６） ０．５７ （ ５．２１）

MON１１ １．２０ （ １．８７） －０．５５ （ －５．０４）

MON１２ ２５．１ （ ４０．２） ５．４４ （ ５１．０）

MYHOME －６．４７ （ －１２．０）

KANSHA －０．６０ （ －０．８６）

Ajusted R―squared ０．１７８００８ ０．３０１２１５

Log likelihood －３４２２３４．０ －２３１００６．０

Sum of Absolute ０．２６３７４６E＋０７ ４５２１０６．０

residuals

N ６３０６７ ６３０６７

４９ 郵政研究所月報 ２０００．８



意に負であり、規模の経済が働いている事が分か

る。家族人員が１人増えると、一人当たり消費支

出は２１千円から１７千円減少することがうかがわれ

る。

消費支出合計に関してその定数項の値（絶対的

消費水準）は６０歳以上の世帯の方が５０代以下より

も高くなっている。これは高齢者家計の方が相対

的に豊かな消費水準を享受している可能性がある

ことを示唆している。ただし所得の限界性向は約

０．００６（収入が１万円増えると消費が６００円増加す

る）で高齢者と現役世代では余り差がない。

地価下落の影響は６０歳以上の世帯の方が相対的

に大きい（１万円の増減が３０円と２４円ずつ影響す

る）が、いずれにせよ短期的な消費に与える影響

は軽微である１１）。この点は貯蓄関数とは異なるも

のである。

日本の家計行動にボーナス効果があることが知

られている１２）。また消費に季節変動があることも

つとに知られるところである。１２月の消費は９月

に比べて２９千円（６０歳以上）から２４千円（６０歳未

満）高い。これはボーナス月の影響の強さを改め

て示す。また８月も１１千円から９千円高いが、夏

�２ ６０歳以上

従 属 変 数 CONS FOOD

CONSTANT ７４．４ （ １．８８） １．２５ （ ０．１８）

REALINCOME ０．５７E―０２ （ ４７．３） ０．６７E―０３ （ ３１．５）

REALMONEY ０．５５E―０３ （ ２４．８） ０．３３E―０４ （ ８．２９）

REALDEBT －０．２９E―０３ （ －３．３１） ０．２５E―０４ （ １．５８）

REALESTATE ０．７０E―０４ （ ５．８２） ０．６２E―０５ （ ２．９８）

JYUTAKUHENKA －０．６０E―０２ （ －２．９４） －０．１６E―０２ （ －４．５９）

TOCHIHENKA ０．３０E―０３ （ ４．４８） －０．２３E―０４ （ －１．９４）

NUMBER －２１．２ （－５３．４） －３．９２ （－５５．３）

AGE １．４１ （ １．２６） ０．９４ （ ４．６９）

AGE２ －１．４５ （ －１．８４） －０．７５ （ －５．３１）

YEAR９３ １．０６ （ ０．７９） ０．５６ （ ２．３５）

YEAR９４ －１．４２ （ －１．２５） ０．８４ （ ４．１０）

YEAR９５ －１．４２ （ －１．２６） －０．２７ （ －１．３３）

YEAR９６ ０．６４ （ ０．５４） －０．２９ （ －１．３８）

MON １ ３．４７ （ ２．２９） －３．４８ （－１２．８）

MON ２ －３．２６ （ －１．９６） －１．９８ （ －６．６５）

MON ３ ９．０８ （ ４．５１） ０．６３ （ １．７６）

MON ８ １１．１ （ ５．４６） ２．５４ （ ６．９４）

MON１０ ７．２７ （ ５．０６） １．４１ （ ５．４８）

MON１１ ４．９０ （ ３．４５） －０．４３ （ －１．７０）

MON１２ ２８．６ （ ２０．７） ９．１２ （ ３６．８）

MYHOME －４．０７ （ －３．０６）

KANSHA －８．９０ （ －１．６４）

Ajusted R―squared ０．１３３１２３ ０．２４５７５０

Log likelihood －９６００７．９ －６６３４９．５

Sum of Absolute ８３０１９９．０ １４８６８６．０

residuals

N １７２４５ １７４２５

１１）９４年の全国消費実態調査によった竹澤・松浦［１９９７］も同様の結果を示している。
１２）ボーナス効果についてIshikawa and Ueda［１９８４］参照。

５０郵政研究所月報 ２０００．８



の休暇の影響を反映しているとみられる。

（食費関数）

食費についても消費支出合計と概ね同様の傾向

にある。子細にみると６０歳以上では住宅償却が

１０％水準で有意に負となっている。月次の動きで

は１月が有意に負となっていることが注目される。

６０歳未満では、住宅償却が有意ではなくなった

反面、実物資産の変化が１％水準で有意に負と

なっている。

�３ 新しい消費と伝統的な消費

近年PHSや携帯電話の登場で情報通信分野など

での新しいタイプの消費需要創出が注目されてい

る。ここでは新しい消費として携帯やPHSを含む

電話料支出と伝統的な消費として郵便と宅配便を

考え、その簡単な比較を試みる。それにより新し

いタイプの消費にどのような特徴があるのかをみ

てみる。

家計について９３―９７年の各月の郵便、電話、宅

配便の支出の有無をみると以下のようである。

郵便支出のある世帯 （月単位）３０．８％

電話料支出のある世帯（月単位）８８．９％

宅配便支出のある世帯（月単位）２４．２％

以下支出の有無を電話（TELECOM）、郵便

（POST）、宅配（UNSOU）と表記する。携帯を

含む電話料支出のある世帯の比率が圧倒的に高い

�３ ６０歳未満

従 属 変 数 CONS FOOD

CONSTANT ５９．４ （ １４．６） ０．５２ （ ０．０７７）

REALINCOME ０．５８E―０２ （ ９２．９） ０．６０E―０３ （ ５８．７ ）

REALMONEY ０．３３E―０３ （ １８．０） ０．４０E―０４ （ １３．１ ）

REALDEBT －０．１７E―０３ （ －６．３９） －０．８９E―０５ （ －１．９９）

REALESTATE ０．４８E―０４ （ ６．１４） ０．３２E―０５ （ ２．６８）

JYUTAKUHENKA ０．４０E―０２ （ ４．３１） －０．１０E―０５ （－０．００６６）

TOCHIHENKA ０．２４E―０３ （ ５．４６） －０．２４E―０４ （ －３．３５）

V１２ －１６．８ （－９６．８） －２．９５ （ －１０２）

V１５ ２．０１ （ １０．１） １．０９ （ ３２．８ ）

AGE２ －２．２４ （ －９．７１） －１．０５ （－２７．４ ）

YEAR９３ １．８５ （ ２．８３） １．５４ （ １４．１ ）

YEAR９４ ０．９６ （ １．６６） １．０７ （ １１．０ ）

YEAR９５ ０．９０ （ １．５３） ０．３２ （ ３．２６）

YEAR９６ ０．４６ （ ０．７３） ０．５０ （ ４．７２）

MON１ ６．６１ （ ８．８６） －１．４２ （－１１．４ ）

MON２ －４．６３ （ －５．６１） －１．３１ （ －９．５２）

MON３ ５．７１ （ ５．５３） ０．５４ （ ３．１５）

MON８ ８．６５ （ ８．７０） １．３５ （ ８．１６）

MON１０ ２．３８ （ ３．３８） ０．４７ （ ４．０２）

MON１１ ０．８１ （ ０．２６） －０．５４ （ －４．６１）

MON１２ ２４．０ （ ３５．０） ４．４９ （ ３９．４ ）

MYHOME －７．０８ （－１２．１）

KANSHA －１．１４ （ －１．６８）

Ajusted R―squared ０．１９７５４８ ０．３０２５６６

Log likelihood －２４５８０７．０ －１６３７１２．０

Sum of Absolute ０．１８００８３E＋０７ ３００１８７．０

residuals

N ４５８２２ ４５８２２

５１ 郵政研究所月報 ２０００．８



ことがわかる。

なお以下電話、郵便、宅配の支出水準（世帯当

たりの実質支出の対数値）を各々、LTELECOM、

LPOST、LTAKUHAIと表記する。

（Sample Selection Modelの推計）

ゼロ支出のサンプルがあるので、ここでは

Sample Selection Modelで各々の支出を推計す

る１３）。具体的には以下の定式化を試みた１４）。

P＊＝a０＋a１＊REALINCOMEit

＋a２＊REALMONEYi, t－１

＋a３＊REALDEBTi, t－１

＋a４＊MYHOME＋u１it ４a）

L＊＝a０＋a１＊REALINCOMEit

＋a２＊REALMONEYi, t－１

＋a３＊REALDEBTi, t－１

＋a４＊MYHOME

＋b１＊AGEit＋b２＊AGE２it＋b３＊NUMBERit

＋b４＊UNIVERSITY＋b５＊HIGHSCHOOL

＋b６＊MERCHANT＋b７＊PRIVATE

＋cΣMONTH

＋d１＊YEAR９３＋d２＊YEAR９４

＋d３＊YEAR９５＋d４＊YEAR９６＋u２it ４b）

�４ ６０歳以上

従 属 変 数 CONS FOOD

CONSTANT ７４．４ （ １．８８） １．２５ （ ０．１８）

REALINCOME ０．５７E―０２ （ ４７．３） ０．６７E―０３ （ ３１．５）

REALMONEY ０．５５E―０３ （ ２４．８） ０．３３E―０４ （ ８．２９）

REALDEBT －０．２９E―０３ （ －３．３１） ０．２５E―０４ （ １．５８）

REALESTATE ０．７０E―０４ （ ５．８２） ０．６２E―０５ （ ２．９８）

JYUTAKUHENKA －０．６０E―０２ （ －２．９４） －０．１６E―０２ （ －４．５９）

TOCHIHENKA ０．３０E―０３ （ ４．４８） －０．２３E―０４ （ －１．９４）

NUMBER －２１．２ （－５３．４） －３．９２ （－５５．３）

AGE １．４１ （ １．２６） ０．９４ （ ４．６９）

AGE２ －１．４５ （ －１．８４） －０．７５ （ －５．３１）

YEAR９３ １．０６ （ ０．７９） ０．５６ （ ２．３５）

YEAR９４ －１．４２ （ －１．２５） ０．８４ （ ４．１０）

YEAR９５ －１．４２ （ －１．２６） －０．２７ （ －１．３３）

YEAR９６ ０．６４ （ ０．５４） －０．２９ （ －１．３８）

MON １ ３．４７ （ ２．２９） －３．４８ （－１２．８）

MON ２ －３．２６ （ －１．９６） －１．９８ （ －６．６５）

MON ３ ９．０８ （ ４．５１） ０．６３ （ １．７６）

MON ８ １１．１ （ ５．４６） ２．５４ （ ６．９４）

MON１０ ７．２７ （ ５．０６） １．４１ （ ５．４８）

MON１１ ４．９０ （ ３．４５） －０．４３ （ －１．７０）

MON１２ ２８．６ （ ２０．７） ９．１２ （ ３６．８）

MYHOME －４．０７ （ －３．０６）

KANSHA －８．９０ （ －１．６４）

Ajusted R―squared ０．１３３１２３ ０．２４５７５０

Log likelihood －９６００７．９ －６６３４９．５

Sum of Absolute ８３０１９９．０ １４８６８６．０

residuals

N １７２４５ １７２４５

１３）Sample Selection ModelについてはMaddala［１９８３］、縄田［１９９７］参照。
１４）ここでは世代別の推計は試みない。

５２郵政研究所月報 ２０００．８



P＊ 各々の支出の有無

L＊ 各々の支出水準

UNIVERSITY 大学生の数

HIGHSCHOOL 中高生の数

u１it, u２it 誤差項、二変量正規分布を仮定

記述統計と推計結果は次に掲げるとおりである。

（電話、郵便、宅配の支出の有無に関する特徴）

電話の支出の有無は、所得の水準に依存しない

（所得のLINCOMEの係数が統計的に有意ではな

い）。これは今日では電話のない生活は考えられ

ないことを示唆している。

（電話、郵便、宅配の支出水準に関する特徴）

所得にかかるパラメータの大きさは宅配便、電

話、郵便の順である。これから伝統的タイプとみ

られる宅配便が意外と所得弾性値が高いことがう

かがわれる。これには宅配便の新規需要開拓効果

があるのかもしれない。

持ち家ダミーは郵便と宅配便に関しては有意に

正であるが、電話は１％水準で有意に負である。

相対的に持ち家世帯で郵便、宅配の需要が高い。

家族人員は逆の結果である。家族人員が多いと携

帯電話などの保有・利用が増加することが考えら

れる。係数の大きさからすると大学生（UNIVER-

SITY）は電話指向、中高生（HIGHSCHOOL）

は郵便指向であることがうかがわれる。これは遊

びとしての携帯電話、受験勉強としての郵便利用

�５ ６０歳未満

従 属 変 数 CONS FOOD

CONSTANT ５９．４ （ １４．６） ０．５２ （ ０．０７７）

REALINCOME ０．５８E―０２ （ ９２．９） ０．６０E―０３ （ ５８．７ ）

REALMONEY ０．３３E―０３ （ １８．０） ０．４０E―０４ （ １３．１ ）

REALDEBT －０．１７E―０３ （ －６．３９） －０．８９E―０５ （ －１．９９ ）

REALESTATE ０．４８E―０４ （ ６．１４） ０．３２E―０５ （ ２．６８ ）

JYUTAKUHENKA ０．４０E―０２ （ ４．３１） －０．１０E―０５ （ －０．００６６）

TOCHIHENKA ０．２４E―０３ （ ５．４６） －０．２４E―０４ （ －３．３５ ）

NUMBER －１６．８ （－９６．８） －２．９５ （ －１０２）

AGE ２．０１ （ １０．１） １．０９ （ ３２．８ ）

AGE２ －２．２４ （ －９．７１） －１．０５ （－２７．４ ）

YEAR９３ １．８５ （ ２．８３） １．５４ （ １４．１ ）

YEAR９４ ０．９６ （ １．６６） １．０７ （ １１．０ ）

YEAR９５ ０．９０ （ １．５３） ０．３２ （ ３．２６ ）

YEAR９６ ０．４６ （ ０．７３） ０．５０ （ ４．７２ ）

MON １ ６．６１ （ ８．８６） －１．４２ （－１１．４ ）

MON ２ －４．６３ （ －５．６１） －１．３１ （ －９．５２ ）

MON ３ ５．７１ （ ５．５３） ０．５４ （ ３．１５ ）

MON ８ ８．６５ （ ８．７０） １．３５ （ ８．１６ ）

MON１０ ２．３８ （ ３．３８） ０．４７ （ ４．０２ ）

MON１１ ０．８１ （ ０．２６） －０．５４ （ －４．６１ ）

MON１２ ２４．０ （ ３５．０） ４．４９ （ ３９．４ ）

MYHOME －７．０８ （－１２．１）

KANSHA －１．１４ （ －１．６８）

Ajusted R―squared ０．１９７５４８ ０．３０２５６６

Log likelihood －２４５８０７．０ －１６３７１２．０

Sum of Absolute ０．１８００８３E＋０７ ３００１８７．０

residuals

N ４５８２２ ４５８２２

５３ 郵政研究所月報 ２０００．８



（通信添削など）があるのかもしれない。これに

対し宅配便はいずれも有意な結果は得られていな

い。世帯主の職業で商人、個人営業が電話で１％

水準で有意に正、個人営業が１０％水準で宅配便で

有意に正ということは、職業により利用メディア

の形態に差があることをうかがわせる。

月次変動で郵便が１１、１２月が１％水準で有意に

正というのは年賀状を反映していよう。宅配便が

１２月有意に正ということは歳暮利用を反映してい

よう。

年次での推移をみると電話、郵便とも９３年以降

概ね上昇傾向にある。そのテンポは電話の方が高

いようである。

これらからすると新しいタイプの消費は強いが、

古いタイプの消費も意外と健闘しているといえよ

う。

５ ９０年代の分配

�１ 概 観

同じ世代内の動きと世代間の動きで、社会全体

の分配の平等・不平等の程度は影響される。その

ためにここでは全体の動きと世代毎にみた動きを

併せて検討する。

（分析対象）

９３年と９７年について全体と世代別に

消費出合計（１２月）

食費（１２月）

年収（税込み）

正味資産

を取り上げて分析する。

計算方法としては負値を含まない消費支出合計、

食費、税込み年収に関してはジニ係数、タイルの

尺度、アトキンソンの尺度によった。負値を含む

正味資産についてはジニ係数によった１５）。

分析単位としては伝統的に取り上げられてきた

世帯当たり、一人当たりの数値に加えて最近国際

比較などで用いられるようになった世帯人員の

（１／２）乗で除した値１６）を計算した。なお分析

は名目ベースの金額である。

（この間のマクロ経済の特徴等と分配）

土地、株価の下落は富裕層の資産の減少を通じ

て資産格差の減少につながることが予想される。

したがって正味資産の分配は平等化に向かったこ

とが予想される。高齢化が進むと全体としての不

平等は進む傾向にあることが予想される。わが国

の近年の高齢化は全体としての消費、所得に影響

表７ 電話、郵便、宅配等に関する記述統計

平 均 標準偏差 最 小 最 大

POST ０．３０８ ０．４６２ ０ １

TELECOM ０．８８９ ０．３１４ ０ １

UNSOU ０．２４２ ０．４２８ ０ １

LYUBIN ２．１６７ ３．３４２ ０ １１．１３０

LDENWA ７．５６６ ２．７５５ ０ １１．７４７

LTAKUHAI １．７７７ ３．１８０ ０ １２．２０９

LINCOME ８．７３４ ０．５５９ ２．２２３ １１．５２３

LMONEY ８．７８３ １．６５１ ０ １２．８１５

LDEBT ３．３６６ ４．１６７ ０ １２．７３７

MYHOME ０．７００ ０．４５８ ０ １

AGE ５０．７ １３．４３８ ２０ ９５

AGE２ ２７．５ １４．１１９ ４ ９０．２５０

NUMBER ３．３６ １．２３９ ２ １０

UNIVERSITY ０．０５０ ０．２４１ ０ ３

HIGHSCHOL ０．１３９ ０．３８４ ０ ２

MERCHANT ０．１３８ ０．３４５ ０ １

PRIVATE ０．０１６ ０．１２４ ０ １

MONTH ８ ０．０４８ ０．２１４ ０ １

MONTH１０ ０．１７３ ０．３７８ ０ １

MONTH１１ ０．１８２ ０．３８６ ０ １

MONTH１２ ０．２０７ ０．４０５ ０ １

YEAR９３ ０．１６２ ０．３６８ ０ １

YEAR９４ ０．２５１ ０．４３３ ０ １

YEAR９５ ０．２３７ ０．４２５ ０ １

YEAR９６ ０．１７５ ０．３８０ ０ １

N＝６４８５９

１５）計算方法等については松浦・滋野［１９９６］参照。
１６）OECD［２０００］参照。

５４郵政研究所月報 ２０００．８



している可能性がある。

不景気や雇用の悪化については、世代内や世代

間で異なる影響を与えた可能性があり、予め明瞭

なことは言えない。ただし所得や資産に比べて消

費、特に食費は相当程度安定していることが期待

される。

�２ 平均値

各項目に関する水準等をまずみてみる。全体、

世代毎の平均は表９に示すとおりである。

全サンプルで９３年と９７年を比較すると消費支出

合計、食費、グロスの年収、正味資産は、一人当

たりグロスの年収を除く全ての項目で、９７年の値

が９３年を下回っている。そこで差の検定を行うと

次のようであった。

表８ 郵便、電話、宅配便の消費需要関数推計結果（Sample Selection Estimation）

Probit Dependent variable POST TELECOM UNSOU

CONSTANT －１．９０ （ －２３．０ ） １．０３ （ １０．３） －３．０２ （－３４．０）

LINCOME ０．０８６ （ ８．４６） －０．０１１ （ －０．８８） ０．１５ （ １３．８）

LMONEY ０．０８２ （ ２２．１ ） ０．０３５ （ ８．６２） ０．１１ （ ２５．６）

LDEBT ０．１５E―０２ （ １．１５） ０．４１E―０２ （ ２．４９） －０．５９E―０２ （ －４．２４）

MYHOME －０．１１ （ －９．３５） －０．０７６ （ －４．９７） ０．１１ （ ８．１９）

Regression Dependent variable LYUBIN LDENWA LTAKUHAI

CONSTANT ７．８９ （ ３７．８ ） ６．６４ （１１２．２） １．９７ （ １０．６）

LINCOME ０．１９ （ ８．０１） ０．２３ （ ３４．６） ０．２７ （ １５．０）

LMONEY －０．１０ （ －１２．０ ） －０．０２６ （－１２．２） ０．０９３ （ １３．０）

LDEBT ０．１６E―０２ （ ０．５７） ０．５３E―０２ （ ６．５２） －０．２５E―０２ （ －１．１２）

MYHOME ０．２１ （ ７．５５） －０．０３１ （ －３．９１） ０．０４９ （ ２．１０）

AGE －０．０１７ （ －３．５８） ０．０１１ （ ６．８９） ０．０２４ （ ５．６２）

AGE２ ０．０１８ （ ４．００） －０．９８E―０２ （ －６．３２） －０．０１４ （ －３．５９）

NUMBER －０．０２１ （ －２．６４） ０．０１７ （ ６．１４） －０．０４４ （ －５．９５）

UNIVERSITY ０．０８５ （ ２．４８） ０．１８ （ １５．０） －０．０４８ （ －１．６４）

HIGHSCHOOL ０．１３ （ ５．６３） ０．０６７ （ ８．２６） ０．０３１ （ １．４７）

MERCHANT －０．０５０ （ －１．８２） ０．２０ （ ２２．７） －０．０３０ （ －１．３０）

PRIVATE －０．４０E―０２ （ －０．０５２） ０．１９ （ ７．６１） ０．１２ （ １．９２）

MONTH １ ０．２３ （ ６．１５） －０．０３４ （ －２．８６） －０．０５２ （ －１．６２）

MONTH ２ ０．０７０ （ １．５８） －０．０４２ （ －３．２８） －０．０９７ （ －２．６５）

MONTH ３ ０．０１６ （ ０．３０） －０．０２６ （ －１．６４） ０．０３３ （ ０．７４）

MONTH ８ ０．０６８ （ １．３７） －０．０２０ （ －１．２５） ０．０４３ （ １．０７）

MONTH１０ ０．２７ （ ７．２７） ０．６７E―０２ （ ０．６０） －０．０２３ （ －０．７６）

MONTH１１ １．８６ （ ５６．９ ） －０．０２９ （ －２．６７） ０．０１６ （ ０．５４）

MONTH１２ １．１９ （ ３６．０ ） －０．０２５ （ －２．２８） ０．２１ （ ７．７７）

YEAR９３ －０．２７ （ －９．６５） －０．２３ （－２２．６） －０．０５４ （ －２．１８）

YEAR９４ －０．１７ （ －６．７６） －０．２５ （－２７．７） －０．０４６ （ －２．０４）

YEAR９５ －０．１０ （ －３．９０） －０．１６ （－１７．６） －０．０８１ （ －３．５９）

YEAR９６ －０．０７８ （ －２．７８） －０．０８０ （ －８．２４） －０．０３４ （ －１．３８）

σ ２．０１ （ １０８．６ ） ０．７５ （２５７．７） １．３１ （ ６９．３）

ρ －０．９３ （－３０２．２ ） －０．６６ （－６８．３） ０．８３ （ ８８．２）

Log likelihood －７１６９９．０ －８３１８８．２ －５５７９０．８

N ６４８５９ ６４８５９ ６４８５９

Number of positive obs. ２００００ ５７６８０ １５６８４

（ ）内は漸近的t値

５５ 郵政研究所月報 ２０００．８



表９ 消費支出等に関する記述統計

�１ ９３年の記述統計

９３年全体

N＝３０６２

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４２７７８４．３ ３１７４０４．１ ４７９９４ ３９７６０１５

PERCONS １３６４２４．５ １１０４６６．３ ２３９９７ １３９５１４５

SQCONS ２３７７８５．０ １７７１２７．６ ３３９３６．９１９７３０３３．０

FOOD １００３８０．０ ４５２２３．２ １６０９４ ３６６６７１

PERFOOD ３１５６３．４ １５５２４．３ ５２４２ １６２７３４

SQFOOD ５５３８８．７ ２３７６０．７ １０３４９．６ ２３０１４０．６

INCOME ７２８．２ ４７２．８ ６０ ８７２０

PERINCOME ２２９．５ １５９．８ １９ ２９０６．７

SQINCOME ４０２．５ ２５８．１ ４２．４ ５０３４．５

WELTH ６５４１．９ １２０４５．６ －９７５２．９ ２７０５１６．７

PERWEL ２１８８．４ ４０５９．３ －２４３８．２ ７６３０３．０

SQWEL ３７１９．４ ６７０６．３ －４８７６．４ １３５２５８．４

注）CONSは世帯あたり消費支出、PERCONSは一人あたり消
費支出、SQCONは世帯人員の（１／２）乗あたり消費支出
に対応。FOODは世帯あたり食費、PERFOODは一人あた
り食費、SQFOODは世帯人員の（１／２）乗あたり食費に対
応。
INCOMEは世帯あたり、PERINCOMEは一人あたり、

SQINCOMEは世帯人員の（１／２）乗あたりグロス年収に
対応。
WEALTHは世帯あたり、PERWELは一人あたり、
SQWELは世帯人員の（１／２）乗あたり正味資産。
消費と食費は円、年収と正味資産は万円単位。

２０歳代

N＝１４７

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ２９６３０４．７ １４３４４９．３ ８６８０８ ９９１４７７

PERCONS １１１０８７．５ ６１８５７．６ ２９５１６．７３１０４９４

SQCONS １７９１６３．８ ８７９２６．１ ５１１２４．４ ４９５７３８．５

FOOD ６２０７９．４ ３１２９９．４ １６０９４ １９６２２７

PERFOOD ２２８９７．４ １２２４７．５ ５２４２ ７５３１３

SQFOOD ３７２１８．４ １８１４４．９ １０３４９．６ １０６５０８．７

INCOME ４９０．８ ２００．２ １３６ １７６８

PERINCOME １８５．０ ９１．３ ４５．３ ４５０．５

SQINCOME ２９７．５ １２３．５ ７８．５ ７９０．７

WELTH １０１９．３ ２５３５．５ －８１９ ２３３２４．８

PERWEL ３５０．５ ８１０．２ －４０９．５ ５９８２．７

SQWEL ５８４．５ １３４３．４ －５７９．１ ９５２２．３

３０歳代

N＝６０７

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４０５３２５．９ ２７５４９５．１ ７３７５３ ２５８１７０１

PERCONS １１１７２７．１ ８８１２７．０ ２４５８４．３ ９７４７３７．５

SQCONS ２１０４０９．０ １４８８８６．３ ４２５８１．３１４７８２９６．１

FOOD ８９１４３．８ ３９０９６．８ １８５９７ ２６０５５１

PERFOOD ２４０６２．９ １１００７．８ ６１９９ ８４８４４．５

SQFOOD ４５７９２．１ １８９４６．７ １０７３７．０ １３０２７５．５

INCOME ６２９．９ ２８４．０ ８０ ２１６０

PERINCOME １７４．８ ９１．９ ２６．７ ７００

SQINCOME ３２８．０ １４９．０ ４６．２ １２１２．４

WELTH ２７７４．９ ５２１３．５ －３６５６ ４５６２３．０

PERWEL ７２６．５ １３７５．５ －１２１８．７ １５２０７．７

SQWEL １４０４．３ ２６２１．５ －２１１０．８ ２６３４０．４

４０歳代

N＝８１０

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４７１０９４．７ ３２３００９．４ ５１０４９ ３９７６０１５

PERCONS １２１９９７．４ ８１２８６．６ ２５５２４．５７９５２０３

SQCONS ２３７０９１．４ １５４４７１．７ ３６０９７．１１７７８１２８．０

FOOD １１３５３７．７ ４４９６３．３ ２２４３７ ３４７０７６

PERFOOD ２９０６０．１ １２２６２．３ ６４５３．８１６２７３４

SQFOOD ５６８１８．２ ２１１２３．７ １５８０８．６ ２３０１４０．６

INCOME ７９７．２ ５４９．９ ８０ ８７２０

PERINCOME ２０８．３ １６０．４ ３２．５ ２９０６．７

SQINCOME ４０３．１ ２８５．２ ５６．６ ５０３４．５

WELTH ５４１４．０ １１０１１．０ －５３００．３ １７９６５７．８

PERWEL １３６１．８ ２５６１．１ －１０６０．１ ３３８６４．８

SQWEL ２６８５．７ ５２０９．２ －２３７０．４ ７３３４５．０

５０歳代

N＝７５７

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４８１９４０．８ ３７３７０８．４ ５２２５５ ３４９９５２９

PERCONS １６０１５９．３ １３６７１２．０ ２５１０１．３１３９５１４５

SQCONS ２７４２５３．９ ２１７５１２．６ ３６９４９．９１９７３０３３．０

FOOD １０９０４３．９ ４５７８４．３ ２２９８２ ３６３９４９

PERFOOD ３５３７０．４ １６２３９．０ ９８６２．７１３９３７３

SQFOOD ６１２８８．２ ２４８３１．０ １６２５０．７ １９７１０３．２

INCOME ８９８．５ ４５９．０ ７０ ３２９７

PERINCOME ２９３．１ １６６．４ ３３．３ １６４８．５

SQINCOME ５０６．３ ２５６．５ ４９．５ ２３３１．３

WELTH ７８７７．３ １４９５１．３ －９７５２．９ ２７０５１６．７

PERWEL ２４１８．６ ３９７０．３ －２４３８．２ ６７６２９．２

SQWEL ４３００．１ ７４５４．２ －４８７６．４ １３５２５８．４

５６郵政研究所月報 ２０００．８



６０歳代

N＝５１１

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４０６２９７．７ ３１０１７９．１ ５１８７９ ２６１２７９０

PERCONS １６５１６７．６ １３７２１５．５ ２５９３９．５１３０６３９５

SQCONS ２５６１７５．１ １９９８５７．３ ３６６８４．０１８４７５２１．５

FOOD ９９４７７．３ ４５９６６．２ １７５６２ ３６６６７１

PERFOOD ３９３８２．３ １８３２４．０ ７２８９．３１４４９３４

SQFOOD ６１８５１．７ ２６９２７．５ １２４１８．２ ２１１６９７．６

INCOME ６５６．７ ４５２．０ ６０ ４０６３

PERINCOME ２５５．７ １６０．８ ３０ １０２０

SQINCOME ４０４．７ ２５５．８ ４２．４ ２０３１．５

WELTH １０５０２．５ １２２０８．６ －４２ １１９７４８．９

PERWEL ４２６１．２ ５３８３．９ －２１ ５９８７４．４

SQWEL ６６２１．４ ７９７１．５ －２９．７ ８４６７５．２

７０歳代以上

N＝

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ２８８０５２．０ １９８３９４．１ ４７９９４ １４７２５８０

PERCONS １２６６２８．５ ８１１０１．１ ２３９９７ ５１０４２０

SQCONS １８９０５４．３ １２０８７１．１ ３３９３６．９ ８５０１９４．５

FOOD ８１６６０．４ ３７５３４．９ １９７９２ ２７９６３９

PERFOOD ３５８１０．９ １５２８６．３ ９８９６ １３９８１９．５

SQFOOD ５３５１８．５ ２２０２１．３ １３９９５．１ １９７７３４．６

INCOME ４９４．９ ５３８．０ ６０ ５５７８

PERINCOME ２０９．７ ２１８．９ １９ ２７８９

SQINCOME ３１７．７ ３２７．１ ４２．４ ３９４４．２

WELTH １０７９０．７ １５６３５．７ ２５ １５２６０６．０

PERWEL ４７６９．７ ６９５３．８ １２．５ ７６３０３．０

SQWEL ７１１４．２ １０２５８．４ １７．７ １０７９０８．８

�２ ９７年の記述統計

９７年全体

N＝２１２７

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ３９５４９４．０ ３０２５８８．８ ５２３２６ ４５４１９５８

PERCONS １２８９７４．７ １０５８２６．７ ２４５６８．８２２７０９７９

SQCONS ２２２１２５．０ １６８５６３．８ ３７０００．１３２１１６４９．３

FOOD ９２１０３．８ ４２５５６．５ １３５９３ ３９０８９１

PERFOOD ２９９２４．０ １４７０２．３ ５１１１．３１３７８４７

SQFOOD ５１５９８．３ ２２１１４．０ ９５８８．１ １９４９４５．１

INCOME ７１４．９ ４３８．２ ４０ ５４４６

PERINCOME ２３０．５ １４２．６ ２０ １８１５．３

SQINCOME ３９９．３ ２３０．７ ２８．３ ３１４４．２

WEALTH ４４５８．７ ４７５６．６－１２４８３．６ ４３２８６．５

PERWEL １５５０．４ １８５９．４ －４１６１．２ ２１６４３．２

SQWEL ２５８３．２ ２８４４．０ －７２０７．４ ３０６０８．２

２０歳代

N＝１１１

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ２７８０８０．６ １８２８１２．６ ５６２１８ １５５２０１５

PERCONS １０００６３．０ ８１１２９．６ ２８１０９ ７７６００７．５

SQCONS １６４８１５．０ １１７７１１．９ ３９７５２．１１０９７４４０．３

FOOD ５３８４５．６ ２４１２５．５ １５７４１ １６２８８１

PERFOOD １９０３１．７ １０１５６．１ ５５３５．７ ８１４４０．５

SQFOOD ３１５８１．９ １４３０８．８ ９５８８．１ １１５１７４．３

INCOME ４７５．１ １６９．７ ２０４ １０３３

PERINCOME １７５．２ ８３．９ ４０ ４２１

SQINCOME ２８５．１ １１１．６ ９８．０ ５９５．４

WEALTH ７０４．５ １３７８．１ －９８０ ８２０４．９

PERWEL ２３５．２ ４１９．３ －４９０ ２１４６．４

SQWEL ４００．７ ７２６．２ －６９３．０ ３６９８．８

３０歳代

N＝：３６８

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ３６３９８８．７２７０５９５．１ ８１９２９ ３７５４３３８

PERCONS １０２３４９．７ ６６５４４．６２ ２７３０９．７ ７５０８６７．６

SQCONS １９０７０６．１１２７５６１．６ ４７３０１．７１６７８９９１．０

FOOD ７６７１２．１ ３４３８７．１ １３５９３ ２３９６９５

PERFOOD ２１２３９．１ ９５８７．２ ５８３９．５ ６６９０３．５

SQFOOD ３９８９５．８ １６６０４．３ ９６１１．７ １１９８４７．５

INCOME ６１２．７ ２５１．２ １６４ ２０８８

PERINCOME １７６．１ ８７．４ ５０ ５２２

SQINCOME ３２４．４ １３５．３ １１１．８ １０４４

WEALTH １８２８．５ ２８３３．２ －２９９５．０ １８８１８．７

PERWEL ４６９．６ ７０７．３ －１４９７．５ ５０６０．１

SQWEL ９１５．６ １３６３．９ －２１１７．８ ８４３４．８

４０歳代

N＝５１０

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４６５４７４．１ ３６２７２３．１ ７５０７８ ４５４１９５８

PERCONS １２２７２０．４ １２３３８４．５ ２４５６８．８２２７０９７９

SQCONS ２３５９７６．２ １９９１６１．３ ５３０８８．２３２１１６４９．３

FOOD １０６４４１．０ ４６９８０．８ １５２７９ ３９０８９１

PERFOOD ２７３４８．９ １１６５７．６ ５１１１．３ ７６７０６

SQFOOD ５３３１４．９ ２１１１４．４ １０２２２．５ １５９５８０．６

INCOME ８２３．２ ４９３．５ １１２ ５３２０

PERINCOME ２１８．２ １４３．９ ３５ １４２４．５

SQINCOME ４１８．７ ２４７．５ ６４．７ ２３６１．７

WEALTH ３７９７．１ ３９０１．５－１２４８３．６ ２７６０３．２

PERWEL ９６２．９ １００５．１ －４１６１．２ ６９００．８

SQWEL １８８８．３ １９０５．４ －７２０７．４ １３８０１．６

５７ 郵政研究所月報 ２０００．８



CONSUMPTION
－３．１８５

PERCONSUMPTION
－２．４４９

SQCONSUMPTION
－３．２２３

FOOD
－６．７１４

PER FOOD
－３．８６２

SQFOOD
－５．８８６

GROSS INCOME
－１．０４０

GROSS PERINCOME
０．２４４

SQ INCOME
－０．４６３

WELTH
－８．６４８

PERWELTH
－７．６２３

SQ WELTH
－８．３５５

これによれば年収関係の３項目は有意な差はみ

られない。しかし消費、資産にかかる項目は一人

当たり消費が５％で、他の項目は１％水準で有意

に差がある。消費支出合計や食費に関してはデフ

レの影響もあるが、不況等により家計が守りの生

活姿勢を強めたことも考えられる１７）。

�３ 格差の推移

ジニ係数等の計算結果は表１０に掲げるとおりで

ある。

（全体の動き）

家計当たり、一人当たり、世帯人員の（１／２）

乗で除した値は水準は異なるものの、一部を除い

て概ねパラレルな動きを示すことが多いようであ

る。ここでは

分配の改善率＝（９７年の係数－９３年の係数）／９３

年の係数（％換算）。

をみる。

まず世帯当たりのジニ係数の動きをみると、全

体では消費は９３年の０．３３２７７から９７年の０．３２８７３と

９３年から９７年にかけて１．２１％分配の平等が高まっ

ている１８）。食費も１．２９％と平等度が高まっている。

グロスの年収では１．５７％平等度が高まっている。

データと方法論がほぼ共通する松浦・滋野［１９９６］

５０歳代

N＝４６４

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ４５９３５３．３ ３５６２１８．７ ７９６８９ ３５１２８５８

PERCONS １４８１７９．８ １２９１６９．４ ２５５５１．８１１７０９５２．７

SQCONS ２５７０９９．７ ２０６２７９．５ ４６００８．５２０２８１４９．５

FOOD １０１２０８．７ ４１３８９．２ ３０１２２ ２９１０４５

PERFOOD ３１９２０．５ １４７４１．５ ８０２９．８１３７８４７

SQFOOD ５５９６９．０ ２１９８２．６ １６０５９．５ １９４９４５．１

INCOME ９１２．６ ５０８．８ ９８ ５４４６

PERINCOME ２８７．７ １６６．１ ４１．７ １８１５．３

SQINCOME ５０４．６ ２６７．９ ６９．３ ３１４４．２

WEALTH ５６８１．４ ５９８８．４ －３７９９．０ ４３２８６．５

PERWEL １７９３．４ ２１３４．９ －１２６６．３ ２１６４３．２

SQWEL ３１３９．１ ３３８８．５ －２１９３．３ ３０６０８．２

６０歳代

N＝４５１

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ３５０７１９．２ ２１０８３１．９ ７４８３３ １５９６４７３

PERCONS １４４５２６．９ ９２３９４．７ ２４９４４．３ ７９８２３６．５

SQCONS ２２２７８０．８ １３３８０８．０ ４３２０４．９１１２８８７６．９

FOOD ９２０５７．２ ３９３９０．８ ２４３０３ ３２５７８９

PERFOOD ３７２８６．８ １５３９８．４ １０１８３．３ １１５０４８．５

SQFOOD ５７９１３．２ ２２２５１．１ １７１８４．８ １６２７０３．１

INCOME ６４１．８ ３９０．６ １２０ ２４００

PERINCOME ２５６．０ １４９．５ ３７．２ ９６９

SQINCOME ４００．６ ２２８．２ ８３．２ １３７０．４

WEALTH ６４２３．５ ４６８６．１ －３５２９．５ ２８９４４．１

PERWEL ２６８２．５ ２１１９．７ －１７６４．８ １２１４６．５

SQWEL ４１１２．４ ３０７２．８ －２４９５．８ １７１７７．８

７０歳以上

N＝２２３

平 均 標準偏差 最 小 最 大

CONS ３０３５６５．２ ２０４８１０．９ ５２３２６ ２０１２１７０

PERCONS １３０１９３．０ ８１９４９．９ ２６１６３ ６７０７２３．３

SQCONS １９６７２３．７ １２４２３５．６ ３７０００．１１１６１７２６．９

FOOD ８４９０７．３ ３８７２７．６ １８９３０ ２３４１７９

PERFOOD ３６５２２．３ １６１１７．６ ９４６５ ９６３６５

SQFOOD ５５０８２．１ ２２９１５．９ １３３８５．５ １３６２８０．９

INCOME ４９１．９ ３１１．７ ４０ ２０５４

PERINCOME ２０５．８ １１２．７ ２０ １０２７

SQINCOME ３１４．２ １７４．３ ２８．３ １４５２．４

WEALTH ５６６２．５ ４０３８．８ ５ ２４８１５．８

PERWEL ２５３７．３ １９９１．３ ２．５ １２４０７．９

SQWEL ３７６１．２ ２７９６．１ ３．５ １７５４７．４

１７）差の検定の結果は世代により若干異なる。
１８）９４年の全国消費実態調査を用いた松浦・滋野［１９９８］は消費のジニ係数を０．３２１７４としている。

５８郵政研究所月報 ２０００．８



２ 食費（１２月）

�１ FOOD

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２４５２６０．０９６６８００．０２９０２９０．０７７５９１ ０．１４６１２

２０代 ０．２６３６３０．１１３４７ ０．０３３５３４０．０８７１９３ ０．１５７７３

３０代 ０．２４００９０．０９１９６６０．０２７５９７０．０７３６３０ ０．１３８２１

４０代 ０．２１６４９０．０７５２６６０．０２２５８８０．０６０３３９ ０．１１３６８

５０代 ０．２２８２７０．０８４２２９０．０２５２９８０．０６７６９５ ０．１２７７９

６０代 ０．２４５９５０．０９８５０５０．０２９３３７０．０７７３９６ ０．１４３３０

７０超 ０．２４０５４０．０９６０５８０．０２８５４４０．０７５１５８ ０．１３９２７

�２ PER FOOD

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２５５５７０．１０７７５ ０．０３１８５２０．０８３１０４ ０．１５１８１

２０代 ０．２８７４５０．１３１７９ ０．０３９３０６０．１０３４６ ０．１８９０３

３０代 ０．２４３７１０．０９６１９６０．０２８５６９０．０７４９２５ ０．１３７２５

４０代 ０．２１５９４０．０７７７０４０．０２２８３３０．０５９１０４ ０．１０７０４

５０代 ０．２４０５８０．０９４９２３０．０２８０２８０．０７２８３８ ０．１３１９１

６０代 ０．２４０５３０．０９６８３７０．０２８６５６０．０７５０３０ ０．１３８４２

７０超 ０．２２３８５０．０８３９０９０．０２５０７７０．０６６７８１ ０．１２５７９

�３ SQ FOOD

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２３００３０．０８６１８４０．０２５７５９０．０６８４３４０．１２８１７

２０代 ０．２６１３１０．１０９６３ ０．０３２６５３０．０８５９２６０．１５７６７

３０代 ０．２２７１９０．０８２１７７０．０２４６５６０．０６５７５５０．１２３２５

４０代 ０．２０１４９０．０６５１６５０．０１９４４７０．０５１４７１０．０９５６４３

５０代 ０．２１７３５０．０７６７８６０．０２２８８６０．０６０４５１０．１１２０９

６０代 ０．２２７７９０．０８６３３８０．０２５６３７０．０６７４６６０．１２５０８

７０超 ０．２１８３７０．０７８９９５０．０２３６５４０．０６３１４５０．１１９２８

３ グロスの年収

�１ GROSS INCOME

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３０２１４０．１５９９４ ０．０４６１８２０．１１７００ ０．２０８３９

２０代 ０．２０９９３０．０７４３５８０．０２２０１５０．０５７７５２ ０．１０６７９

３０代 ０．２２９４００．０８９９３３０．０２６４９１０．０６８９０７ ０．１２６６２

４０代 ０．２７１０００．１５００６ ０．０４１９５８０．１０２９４ ０．１８１９８

５０代 ０．２７０６８０．１２０４８ ０．０３６０４４０．０９５９９５ ０．１８０９３

６０代 ０．３３１９２０．１８７４８ ０．０５３９８６０．１３４４９ ０．２３０２３

７０超 ０．３８５３９０．３１９２８ ０．０８５０３８０．１８９６４ ０．２９１２５

表１０ 分配の状況

�１ ９３年の分配の状況

１ 消費（１２月）

�１ CONSUMPTION

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３３２７７ ０．１９８９３０．０５６５１０ ０．１３８９４ ０．２３６８６

２０代 ０．２５８５４ ０．１０７６４０．０３２０５１０．０８４３３１ ０．１５４６７

３０代 ０．３０１２２ ０．１６６９９０．０４７２７５ ０．１１５７９ ０．１９７０２

４０代 ０．３０３３１ ０．１６８５９０．０４７９５７ ０．１１８８３ ０．２０６２９

５０代 ０．３４７８８ ０．２１６７４０．０６１４８２ ０．１５０５１ ０．２５４６０

６０代 ０．３５０９９ ０．２１７４５０．０６１８５２ ０．１５１３０ ０．２５４０４

７０超 ０．３２２８７ ０．１８２９５０．０５２３６５ ０．１２９５４ ０．２２１００

�２ PERCONSUMPTION

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３５３５９ ０．２２６８５０．０６３８０９ ０．１５４１３ ０．２５５８９

２０代 ０．３０２０３ ０．１４３８１０．０４２９１６ ０．１１２６８ ０．２０３７０

３０代 ０．３２３９７ ０．２０２５８０．０５６０９９ ０．１３２８５ ０．２１７１３

４０代 ０．３１７３５ ０．１７３９３０．０５００７６ ０．１２５１６ ０．２１６０１

５０代 ０．３７３９２ ０．２５１６８０．０７０８９７ ０．１７１４４ ０．２８４３４

６０代 ０．３６８９７ ０．２４４３５０．０６９０００ ０．１６７２１ ０．２７７８６

７０超 ０．３１４１４ ０．１６７６４０．０４８６２４ ０．１２２７０ ０．２１３９７

�３ SQCONSUMPTION

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３２９９６ ０．１９７３８０．０５５７５４ ０．１３５７４ ０．２２８１５

２０代 ０．２６８２８ ０．１１３３４０．０３３８９５０．０８９５２９ ０．１６４０１

３０代 ０．３０１８６ ０．１７２７１０．０４８３３７ ０．１１６３２ ０．１９３７９

４０代 ０．２９９７８ ０．１５９８４０．０４５７８１ ０．１１４１４ ０．１９８０２

５０代 ０．３５１２２ ０．２２２１７０．０６２７３５ ０．１５２４２ ０．２５４９０

６０代 ０．３５１９７ ０．２２０９６０．０６２５３６ ０．１５１９２ ０．２５２９５

７０超 ０．３０９６６ ０．１６４５００．０４７４８６ ０．１１８９４ ０．２０５５８

注）ジニはジニ係数、タイルはタイルの尺度、アトキンソ
ンはアトキンソンの尺度。アトキンソン３、８、１５は
ε＝０．３、０．８、１．５に対応。

注）各�１欄は世帯あたり、�２欄は一人あたり、�３欄は世帯
人員の（１／２）乗あたりに対応。
以下同じ。

５９ 郵政研究所月報 ２０００．８



�２ PERCONSUMPTION

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３４２８９ ０．２１５５９０．０６０３８９ ０．１４６０４ ０．２４４３１

２０代 ０．３２０２１ ０．２００５１０．０５５２１５ ０．１３０４９ ０．２１３９７

３０代 ０．２９２１９ ０．１５３３６０．０４３５５１ ０．１０７１８ ０．１８２７３

４０代 ０．３３８９５ ０．２３７６８０．０６３６４３ ０．１４６８４ ０．２３８１８

５０代 ０．３７８５７ ０．２５９０７０．０７２９８５ ０．１７６７８ ０．２９４００

６０代 ０．３１９４８ ０．１７０１３０．０４９６６７ ０．１２６６１ ０．２２２９７

７０超 ０．３１３１１ ０．１６４０７０．０４７７９６ ０．１２１３９ ０．２１２７３

�３ SQCONSUMPTION

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３２１２８ ０．１９０３９０．０５３４２００．１２９５７ ０．２１８０７

２０代 ０．２９５６１ ０．１６７８００．０４６７７１０．１１２３７ ０．１８７７５

３０代 ０．２７０９０ ０．１４２６９０．０３９７０７０．０９５７９７ ０．１６２０３

４０代 ０．３１８９８ ０．２０１４００．０５５２０１０．１３０６０ ０．２１６２４

５０代 ０．３５３８９ ０．２２５０９０．０６３５５９０．１５４５０ ０．２５８２５

６０代 ０．３０２１２ ０．１５１６２０．０４４２１８０．１１２４４ ０．１９７１８

７０超 ０．３０５４４ ０．１５９８３０．０４６４０７０．１１７８１ ０．２０７９３

２ 食費（１２月）

�１ FOOD

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２４８４２０．０９９６８３０．０２９７７３０．０７８８８０ ０．１４６７６

２０代 ０．２３７７８０．０９２５４８０．０２７５９３０．０７２９０６ ０．１３５０７

３０代 ０．２４４１４０．０９４９１９０．０２８３９８０．０７５３３６ ０．１４００８

４０代 ０．２３７２３０．０９１４７５０．０２７３７２０．０７２８４５ ０．１３６９０

５０代 ０．２２２６００．０７９２７６０．０２３７０１０．０６２８２１ ０．１１６６２

６０代 ０．２２２１４０．０８２１５４０．０２４２６２０．０６３２０９ ０．１１５２７

７０超 ０．２４８５００．０９７５７５０．０２９０９９０．０７６６３５ ０．１４０５２

�２ PER FOOD

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２６３０８０．１１１０２ ０．０３３００３０．０８６５８９ ０．１５８３８

２０代 ０．２４１８６０．１１０７１ ０．０３１７６６０．０７９５１４ ０．１３９３９

３０代 ０．２３８２２０．０９２３０１０．０２７２６９０．０７０８６１ ０．１２８１０

４０代 ０．２３００４０．０８５４７００．０２５５２３０．０６７５８６ ０．１２５７２

５０代 ０．２４２６００．０９６０６００．０２８４０７０．０７４０５０ ０．１３４７７

６０代 ０．２２６０７０．０８１３９１０．０２４３８６０．０６４８５０ ０．１２０８３

７０超 ０．２３９７７０．０９０７６８０．０２６９９３０．０７０７５５ ０．１２８８７

�２ GROSS PER INCOME

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３１３９７ ０．１７５１３０．０４９９８３０．１２４１８ ０．２１５２０

２０代 ０．２７１８１ ０．１１５１２０．０３４４０６０．０９０６２１ ０．１６５０２

３０代 ０．２６８５６ ０．１２００１０．０３５１７２０．０９０３４３ ０．１６１６３

４０代 ０．２９７０３ ０．１７６５８０．０４８８０６０．１１７０２ ０．１９８２３

５０代 ０．２８３６６ ０．１３７０１０．０４０３２３０．１０４８９ ０．１９２３１

６０代 ０．３１２５４ ０．１６３９９０．０４７６０９０．１２０１１ ０．２０８９４

７０超 ０．３３９０４ ０．２６３６３０．０６９６８５０．１５７１２ ０．２５２４４

�３ GROSS SQ INCOME

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２９３４６０．１５２３９ ０．０４３７１８０．１０９６５ ０．１９２７８

２０代 ０．２２７５５０．０８１７３７０．０２４４４１０．０６４７２６ ０．１１９８５

３０代 ０．２３５２９０．０９２３３６０．０２７２４３０．０７０８９９ ０．１２９６７

４０代 ０．２７２５４０．１５２０４ ０．０４２１８４０．１０２１５ ０．１７６６８

５０代 ０．２６２７６０．１１５４５ ０．０３４３５２０．０９０８３４ ０．１６９８６

６０代 ０．３１０９６０．１６３１９ ０．０４７２２１０．１１８５４ ０．２０４９４

７０超 ０．３５２１６０．２７２９７ ０．０７２６３８０．１６３７７ ０．２５８５９

４ 正味資産

�１ WEALTH

�２ PER WEALTH

�３ SQ WEALTH

ジ ニ ジ ニ ジ ニ

全体 ０．６３０１０ ０．６５０３５ ０．６３４８１

２０代 ０．７７１３８ ０．７６９１７ ０．７６５０４

３０代 ０．７２３２９ ０．７２４５９ ０．７２１１９

４０代 ０．６２９０２ ０．６２８０３ ０．６２４６２

５０代 ０．５７６０９ ０．５５８２９ ０．５６０６６

６０代 ０．４９２９５ ０．５０６８６ ０．４９５３４

７０超 ０．５４７８５ ０．５４０５８ ０．５４０７５

�２ ９７年の分配の状況

１ 消費（１２月）

�１ CONSUMPTION

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３２８７３ ０．１９８２２０．０５５８２２ ０．１３６０５ ０．２３０４１

２０代 ０．２９５３１ ０．１５８０５０．０４４９７０ ０．１１１０３ ０．１９０７１

３０代 ０．２７６３８ ０．１５７５１０．０４３０５６ ０．１０１９２ ０．１７０４０

４０代 ０．３２１３４ ０．１９６４４０．０５４８３８ ０．１３２３６ ０．２２２８７

５０代 ０．３５０７２ ０．２１７８２０．０６１８６８ ０．１５１４９ ０．２５４９６

６０代 ０．３０２３０ ０．１５２２５０．０４４３９０ ０．１１２８１ ０．１９７７９

７０超 ０．３１９７９ ０．１７６５１０．０５１０６２ ０．１２９０９ ０．２２６９７
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はグロスの年収について８６―８９年は０．２７４５～

０．２６６７と報告しており、８０年代後半と９０年代半ば

を比較すると分配は約２０％から２５％程度悪化して

いることがうかがわれる。

正味資産では０．６３０１から０．５２０８へと１７．３５％平

等度が高くなっている。

これに対し最近国際比較で利用されることの多

い世帯人員の（１／２）乗で除したケースでは、

この間消費合計は２．６３％平等度が高まっているが、

逆に基礎的な支出である食費は１．８７％不平等度が

高くなっている。グロスの年収は３．４０％、正味資

産は１６．３５％平等度が高くなっている。

一人当たりでみた場合も世帯人員の（１／２）

乗で除したケースとほぼ同様の動きを見せている。

なお９４年の全消を用いた松浦・滋野［１９９８］は、

一人当たりの消費、グロスの年収、正味資産のジ

ニ係数を０．３２１７４、０．３２１０３、０．６４２４８としている。

これと比較すると家計調査による９７年の一人当た

り消費の分配は悪化しているように見える。

（世代間の比較）

９３年の消費をみるとジニ、タイル、アトキンソ

ンの全ての尺度で５０、６０代の不平等の程度が２０―

４０代に比べてかなり高い。これに対し基礎的な消

費である食費に関しては２０―６０代に関しては逆Ｕ

字型となっている。これからすれば中堅である３０、

４０代で貧しいながら相対的に平等であったことが

４ 正味資産

�１ WEALTH

�２ PER WEALTH

�３ SQ WEALTH

ジ ニ ジ ニ ジ ニ

全体 ０．５２０８０ ０．５５７３６ ０．５３０９９

２０代 ０．８００５４ ０．７８０４０ ０．７８５１０

３０代 ０．６８０９８ ０．６７５３５ ０．６７３１０

４０代 ０．５１９０８ ０．５１９０９ ０．５１２２６

５０代 ０．４７４６２ ０．４９１６２ ０．４７３７８

６０代 ０．３７７２２ ０．４０２２６ ０．３８４３１

７０超 ０．３６２３２ ０．３８８３５ ０．３７０３０

�３ SQ FOOD

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２３４３４０．０８７５８９０．０２６２５００．０６９８８１ ０．１３０７０

２０代 ０．２１９２４０．０８７１０６０．０２５５２２０．０６５９９８ ０．１２０３４

３０代 ０．２２６１４０．０８１６０９０．０２４３５４０．０６４３５０ ０．１１９０１

４０代 ０．２１７９３０．０７５９３８０．０２２８４３０．０６１２３９ ０．１１５８９

５０代 ０．２１２０１０．０７２３４６０．０２１５６１０．０５６９０６ ０．１０５２３

６０代 ０．２０９５８０．０７００４４０．０２０９１５０．０５５３２６ ０．１０２５０

７０超 ０．２２９２８０．０８２５５８０．０２４７０３０．０６５４４７ ０．１２１０７

３ グロスの年収

�１ GROSS INCOME

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２９７４１０．１５０５２ ０．０４３７４９０．１１１４７ ０．１９８４８

２０代 ０．１９６９６０．０６０５１７０．０１８０４００．０４７４８４０．０８７０００

３０代 ０．２１３５５０．０７５７５００．０２２３３８０．０５７９９２０．１０５１６

４０代 ０．２６９４１０．１３４０１ ０．０３８４８３０．０９７１７３０．１７４１３

５０代 ０．２７１８９０．１２８８１ ０．０３７８３８０．０９８６４６０．１８３１７

６０代 ０．３１２６１０．１５９１３ ０．０４６４５６０．１１７７２ ０．２０３８７

７０超 ０．３０２９５０．１６１８５ ０．０４６７７１０．１１７８３ ０．２０８６４

�２ GROSS PER INCOME

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．３０２０９ ０．１５５１７０．０４４９９００．１１３７７ ０．１９９６５

２０代 ０．２６１５２ ０．１０７２５０．０３１９７３０．０８４００９ ０．１５３１１

３０代 ０．２５８０１ ０．１０８３６０．０３１７１９０．０８０９６１ ０．１４２２４

４０代 ０．２９９９５ ０．１６２３５０．０４６３４４０．１１５０１ ０．１９９００

５０代 ０．２９０７３ ０．１４１６４０．０４１７５１０．１０８８９ ０．２００５１

６０代 ０．２９７１２ ０．１４６１５０．０４２６６００．１０８４６ ０．１９０２２

７０超 ０．２６１９７ ０．１２２２４０．０３５５８７０．０９１３６６ ０．１６７０８

�３ GROSS SQ INCOME

ジ ニ タイル アトキンソン３ アトキンソン８ アトキンソン１５

全体 ０．２８３４８０．１３６４８ ０．０３９６６４０．１００８６ ０．１７８８３

２０代 ０．２１５５８０．０７２６３６０．０２１６６７０．０５７０６４ ０．１０４５７

３０代 ０．２１９７６０．０７８６８８０．０２３１９７０．０６００７６ ０．１０８１３

４０代 ０．２７１９６０．１３４３１ ０．０３８６０８０．０９７１２９ ０．１７１８６

５０代 ０．２６５１１０．１１９８１ ０．０３５３５６０．０９２６８９ ０．１７２８９

６０代 ０．２９３９００．１４０７９ ０．０４１１６００．１０４７０ ０．１８２８０

７０超 ０．２６９４３０．１２７３４ ０．０３７１３７０．０９５３９７ ０．１７４３２
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うかがわれる。

グロスの年収では６０、７０代の不平等が全ての尺

度で２０―５０代に比べてかなり高い。これは現役時

代の成功の程度を反映している可能性があるとい

えよう。正味資産で２０、３０代の不平等度が相当に

高いのは親の資産の継承を反映しているとみられ

る。

９７年では消費は５０代で不平等度が最も高くなっ

ている。食費では世帯、一人当たり、世帯人員の

１／２乗で除した場合で動きが異なり、明瞭なこ

とは言えない。グロスの年収に関しては、やはり

６０、７０代で不平等度がかなり高い。資産に関して

は２０代の不平等度が９３年に比べてもさらに際だっ

ている。かつ年齢と共に不平等度が低下している。

これは若年期における親からの資産の継承の重要

性と高齢層のバブルの崩壊の影響の強さを反映し

ているとみられる。

（世代内の推移）

９３年から９７年にかけての世代毎の分配の推移を

ジニ係数により、５％ポイント以上変化したケー

スを中心にみる（特に断らない限り世帯単位であ

る）。２０代では世帯当たりの消費の分配率が

１４．２２％不平等となっていることが特徴的である。

反面食費は９３年と比較して９．８１％平等となってい

る。消費、食費の水準の低下を考えれば基礎的な

支出である食費は確保し得ても、それを超えて生

活の豊かさを享受する部分では格差が拡大した可

能性がある。

３０代では消費の分配が９．８１％平等となっている。

４０代では９３年と９７年を比較すると消費５．９４％、食

費が９．５８％、グロスの年収０．５９％とより不平等と

なっている。これら３項目が全て不平等となった

のは４０代だけであり、中堅世代に厳しい結果であ

り注目される。５０代では所得消費には顕著な動き

は認められない。６０代では消費が１３．８７％、食費

９．６８％、グロスの年収５．８２％平等となり、４０代と

は対照的な結果となっている。社会保障制度など

が現役世代と引退世代に非対称な影響を与えてい

るのかもしれない。７０代では食費が５．００％不平等

となっていることが目立つ。

おわりに

本稿では９３―９７年の家計の動向を取り上げた。

平均的な貯蓄率は金融貯蓄実物投資では相当に高

い水準にある。キャピタルゲイン・ロスを考慮す

ると３８％のマイナスであった。特徴的なのは６０歳

未満の現役世代で約１／５が金融貯蓄、金融貯蓄

実物投資を取り崩していることである。これは現

役世代の中に相当に生活に苦しむ層があることを

示唆している。今後の社会保障制度の逼迫を考え

ると、これはかなり重要な課題を提起するものと

いえよう。

貯蓄関数と消費関数の推計では６０代以上と６０歳

未満で関数型が異なることが明らかとなった。こ

れはわが国では現役世代と引退世代での行動パ

ターンに差があることに配慮する必要があること

を示唆する結果である。貯蓄に関して、家計が

キャピタルゲイン・ロスや住宅償却を踏まえて行

動していることは、合理的な選択である。それは

地価下落が続く限り、マイナスの貯蓄率になる可

能性を示している。本稿は地価の決定要因を直接

は取り上げていないが、地価が一国の生産性に依

存する以上、景気回復がない限りマイナス貯蓄率

の傾向が続くと予想される。

消費に関しては新しいタイプの消費需要は堅調

であるが、古いタイプの消費も意外と健闘してい

ることが分かった。これはその時々のニーズへの

対応、ニーズの発掘が消費を拡大することを改め

て示唆するものである。政策的に新しいタイプの

需要創出のみならず、古いタイプの消費も拡大す

るような構造改革が望ましいと言えよう。

分配に関して注目されるのは、消費水準が低下
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する中で８０年代後半と９０年代半ばで分配前所得の

不平等が約２０％拡大していること、９０年代半ばに

おいて４０代で不平等が進行していることである。

効率と分配の公正は経済の鍵である。新しい需要

の拡大で経済の効率を高めると共に税制や社会保

障制度の再構築で分配の公正を確保することが望

まれる。
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○日銀短観（12年６月調査）･･･全国大企業・製造業の業況判断は＋３と６四半期連続で改善�� �  
全国大企業・業況判断�D.I.の推移� 全国中小企業・業況判断�D.I.の推移��

（注）�12年９月の値は予測値。� （注）同左。�

《ポイント》�
・日銀短観（企業短期経済観測調査､６月）によると､全国大企業・製造業の業況判断は､＋３と前回３月� 
調査時の▲９から12％ポイント改善した｡当該業況判断がプラスになるのは､97年９月調査時（＋８）以� 
来､２年９か月ぶり｡先行き９月についても＋６と､緩やかながらさらに改善すると見込まれている｡� 

・全国大企業・非製造業の業況判断も▲12と､３月調査時の▲16から４％ポイント改善した｡こ�
ちらも先行き９月については▲７と､さらに改善することが見込まれている｡�

・中小企業の業況判断は､製造業は▲21と３月調査時の▲26から５％ポイント改善し､非製造� 
業も▲27と､３月調査時の▲28からわずかながら改善した｡先行き９月については､製造業が▲18､非製�
造業も▲24と､緩やかながら､どちらもさらに改善すると見込まれている。�

・今回の調査における大企業全産業の平成12年度設備投資計画（修正）は､前年度比＋4.6％となっており､�
内訳を見ても､製造業（同＋11.3％）､非製造業（同＋0.7％）ともにプラスとなっている�

（出所：日本銀行７月４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強まってきている｡個人消費は収入が下げ止まってきた中で､おおむね�
横ばい｡住宅建設はマンションなどは堅調だが､全体ではおおむね横ばい｡設備投資は持ち直しの動きが明�
確になり､公共投資は前年に比べれば低調な動き｡輸出は基調としてはアジア向けを中心に緩やかに増加。�
生産は緩やかな増加が続いており、雇用情勢は依然として厳しいものの、改善の動きも見られる｡��  
内需面�
・５月の実質家計消費支出：前年�同月比－�1.9 ％（２か月ぶりの減少）��
・５月の新設住宅着工戸数：年率換算値で�120.7万戸（２か月ぶりの減少）。�� �
・５月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比＋4.5％（５か月ぶりの増加）。�
・５月の公共工事請負金額（前払金保証実績）：前年同月比＋8.6％（14か月ぶりの増加）。�
外需面� 
・５月の通関貿易黒字：前年同月比－29.0％（２か月ぶりの縮小）。�� �
生産面� 
・５月の鉱工業生産指数：前月比＋0.2％（２か月ぶりの上昇）。�
・５月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比－0.2％（３か月ぶりの低下）。��
雇用面� 
・５月の完全失業率：4.6％（２か月連続の改善）。�� ���
・５月の有効求人倍率：0.56倍（前月比横ばい）。�

・５月の全国消費者物価（生鮮食品を除く総合）前年同月比－0.4％。6月の国内卸売物価：同＋0.3％。�
物価面� 
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○実質家計消費支出･････５月は前年同月比－1.9％と２か月ぶりの減少� 

 
 
 

家�  計�  部�  門� 

《ポイント》� 
・�実質家計消費支出は､「住居」が前年同月� 
�比２桁減となったのをはじめ､「食料」や�
「教養娯楽」等のマイナス寄与が大きく､�
全体で同－1.9％と２か月ぶりに減少し�
た｡� 
・小売業販売額は､７業種中「燃料」や「自�
動車�」�等４業種がプラスに寄与したが�､�「飲�
食料品」が同－�10.1 ％と大幅に減少し､全�
体では同－�2.6 ％と�38か月連続の減少とな�
った｡しかし､マイナス幅は前月より縮小�
している｡� 

（出所：総� 務� 庁�  ７月� ６日発表� 

 
○鉱工業生産･････５月の鉱工業生産指数は前月比＋0.2％と２か月ぶりに上昇�
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《ポイント》� 
・出荷指数は前月比＋�0.5 ％と２か月ぶりに�
上昇した。在庫指数は同－�0.3 ％と５か月�
ぶりに低下した。この結果、在庫率指数は��
前月比－�0.6 ％と２か月ぶりに低下した。� 
・生産予測指数は、６月が前月比＋1.4％、�� �
７月が同＋�0.4 ％と２か月連続の上昇が見�
込まれている。� 
・通産省は�、�｢総じて見れば�、�生産は緩やかな�
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� ６月�28日発表）� 

○通関貿易収支･･････５月の通関貿易黒字は前年同月比－29.0％と２か月ぶりの縮小�
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《ポイント》� 
・�輸出は､ＥＵ向けが４か月ぶりのマイナス�
となったものの､米国向けが４か月連続､�
アジア向けも12か月連続のプラスとな�� �
り､全体でも＋8.3％と７か月連続のプラ�� �
スとなった｡� 

・�輸入は､米国からの輸入が５か月ぶりのプ�
ラスになったため､上記主要地域からの�
輸入全てがプラスとなり､全体でも＋�
19.4 ％と７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��
－�29.0 ％の�5,820億円となり､２か月ぶ��
りで前年同月の水準を下回った｡�
    （出所：大蔵省６月27日発表）�
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〇雇用の現状･･･６月の非農業部門雇用者数は、前月差＋1.1万人の増加�

（注）シャドーは景気後退期を示す。�

《ポイント》�

・６月の非農業部門雇用者数は、前月差＋1.1万人の増加となった。国勢調査による臨時雇用が減少したた�

め、事前の予想を大幅に下回る増加数となったが、民間部門の雇用者は同＋20.6万人の増加となってい�
る。内訳をみると、建設業が同＋0.3万人の増加、製造業も同＋0.8万人の増加となり、財生産部門全体�
では同＋1.3万人の増加となっている。政府部門が19.5万人減少したことが影響し、サービス生産部門�
全体では同－0.2万人の減少となっている。�
・失業率は、前月より0.1％ポイント低下し4.0％となった。インフレ関連指標とされる平均時給は、前月�
比＋0.4％の上昇となっている。� （出所：労働省�７月７日発表）�

【概�要】�
全体�
�・米国経済は堅調に推移。�
・１－３月期の実質ＧＤＰ（確報値）：前期比年率＋5.5％。�
・６月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：51.8（99年１月以来の低水準）。�
内需面�
・�５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横這い）。�
・５月の住宅着工件数：季節調整済み前月比－3.9％。�
・５月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比－2.1％。�
外需面�
・４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－0.5％の304.4億ドル�

（輸出同－0.02％、輸入同－0.2％）。�
・４月の対日貿易赤字：73.3億ドル（前月より5.1億ドルの増加）。�
生産面�
・５月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.4％（製造業は同＋0.3％）�
物価面�
・５月の生産者物価：前年同月比＋3.9％（コアは＋1.5％）。�
・５月の消費者物価：前年同月比＋3.1％（コアは＋2.4％）。�
金融政策�
・ＦＦ（ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ）金利誘導目標…6.5％。公定歩合…6.0％。（５月16日のＦＯＭＣ（連邦公開�
　市場委員会）で決定。６月27～28日のＦＯＭＣでは据え置き。）�
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〇小売売上高（５月）…季節調整済み前月比－0.3の減少�
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《ポイント》�
・２か月続けての減少となった。自動車が�
前月比－1.3％と引き続き弱く、変動の大�
きい自動車を除くベースでは前月比横這い�
となっている。耐久財は同－1.0％と、３か�
月続けての減少。非耐久財は、食品・外食�
が減少となっているものの、全体では同＋�
0.2％の増加となった。�

・６月の消費者信頼感指数は、前月より5.9
ポイント低下し、138.8となった。�
（出所：商務省�

�ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾎﾞｰﾄﾞ�  
６月13日発表）�
６月27日発表）� 

〇鉱工業生産指数（５月）…季節調整済み前月比＋0.4％�
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《ポイント》�
・鉱工業生産は、前月比＋�0.4 ％と、引き続�
き堅調な推移となった。耐久消費財が同�
－�0.4%と弱めながらも、製造業全体では�
同＋�0.3 ％と堅調さを維持している。� 
・鉱工業設備稼働率は、前月と同水準の�
82.1 ％となった。� 
・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＋�6.0 ％の増加。輸送�
機器を除くベースも同＋6.6％の増加と�
なった。�（出所：ＦＲＢ　　６月15日発表）�

　　　　商務省　　６月28日発表）�

　　（出所：商務省　　６月20日発表）�
�

�     � ��  

〇貿易・サービス収支（４月）…国際収支ベース（季節調整値）の赤字は、304.4億ドル�
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《ポイント》�
・貿易・サービス赤字は、304.4億ドルと、�
２か月続けて300億ドルを上回る高水準�
ながらも、前月比－0.5％の小幅な縮小と�
なった。輸出が同－0.02％とほぼ横這い�
ながら、輸入も同－0.2％と減少したた�
め、赤字額が減少した。�
・対日貿易赤字は、季節調整前で73.3億ド�
ルとなり、前月より5.1億ドル拡大し、�
過去最大の赤字額となった。�

 

�
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○ドイツ、フランス･･･景気拡大、イギリス･･･景気拡大のテンポ緩やかに�

《ポイント》�
【�ド イ ツ �】�
・5月の鉱工業生産指数は114で、前月比＋2.2％、前年同月比＋6.7％。�
【フランス】�
・4月の鉱工業生産指数（除く建設）は116.2で、前月比－0.2％、前年同月比＋4.9％。�
【イギリス】�
・5月の鉱工業生産指数は105.1で、前月比＋0.1％、前年同月比＋2.3％。�

（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】�
全体�
・欧州全域で景気改善。ドイツ、フランス：景気拡大、イギリス：景気拡大のテンポ緩やかに。�
内需面�
� �・�

・�

�
�
5月の工業品家計消費：前月比＋2.6％、前年同月比では＋7.6％。�� �

・�イギリス� 5月の小売売上数量：前月比＋0.4％、前年同月比＋3.6％。�� �
外需面�
・�ド イ ツ �    ］�

ド イ ツ �    ］�

�4月の貿易収支：102億マルクの黒字、前年同月比－3.0％と縮小（輸出が同＋13.9％、輸入�
                     が同＋17.5％）。��
5月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋20.4％。�

・�フランス�］�

］�
］�

フランス�

4月の貿易収支：21億フランの黒字、前年同月比－10.1％と縮小。�
・�イギリス�］�  4月の貿易収支：25億ポンドの赤字、前年同月比－4.6％と縮小。��
雇用面� 
・�ド イ ツ �］  6月の失業率：9.6％（前月比変わらず。0.2万人増の390.5万人）。�
・�フランス�］�5月の失業率：9.8％（前月比－0.1％ポイント、9か月連続低下。2.4万人減の236万人）。�
・�

［�

［�

［�
［�
［�

［�

［�

［�
［�

［�

イギリス�］��5月の失業率：3.9％（前月比変わらず。0.9万人減の111万人）。�
物価面� 
・�・�ド イ ツ �    ］�6月の消費者物価：前年同月比＋1.9％、5月の生産者物価：前年同月比＋2.7％｡�
金融政策� 
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策金利：6月8日以降、4.25％のまま据え置き｡��
・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｡�
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欧州主要国の鉱工業生産指数の推移�
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5月の国内資本財新規受注：前月比＋1.7％、前年同月比＋11.2％。�
5月の製造業新規受注：前月比＋1.9％、前年同月比＋14.9％。�
4月の小売売上数量：前月比＋5.5％、前年同月比＋5.5％。�
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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）� 
11年４月� ５月� ６月� ７月� ８月� ９月� 10月� 11月� 12月� 12年１月� ２月� ３月� ４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� ○� －� －� －� ×� ×� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�

全国� －� －� －� －� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�

総 合 的 な 指 標 の 動 き � 

 ４�月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､中国等３管内で前月比上昇､東京等９管内で同下降となった｡�
有効求人倍率（季節調整値）は､北海道管内で前月比横ばいとなったが、その他の11管内で同上昇となった｡�
大型小売店販売額（店舗調整済）は､全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､関東、東京管内で前年比増加､その他�10 管内で同減少となった｡建築着工床面積は､沖縄等８管内�
で前年比増加、東京等４管内で同減少となった｡新車販売台数については､北海道、沖縄管内で前年比減�
少�、�その他�10 管�内で同増加となった｡実質家計消費支出は�、�関東等６管内で前年比増加�、�北海道等６管内�
で同減少となった。� 

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）� 0.4 -0.9 -3.1 -5.7 -2.0 1.4 -2.5 -4.1 2.1 -0.9 -0.9 -1.9 -0.4
有効求人倍率（季節調整値、前月差）��� �� 0.00 0.01 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）� -4.9 -5.0 -4.6 -2.0 -6.3 -3.3 -10.7 -5.0 -3.8 -1.1 -3.8 -2.9 -4.6
新設住宅着工戸数（前年比）� -2.7 -2.9 2.2 11.8 -8.5 -6.7 -0.2 -0.8 -7.2 -15.2 -0.6 -16.9 0.1
建築着工床面積（商工業･ｻｰﾋﾞｽ用、前年比）� 4.5 34.1 -16.5 -26.6 -15.4 77.1 9.1 19.4 16.9 -14.6 24.7 243.3 3.9
新車販売台数（乗用車、前年比）� -7.7 3.3 0.9 1.0 6.2 9.5 2.2 2.2 3.9 2.2 4.7 -25.3 1.8
実質家計消費支出（前年比）� -13.8 9.0 37.1 7.5 -4.8 -9.5 -8.7 -4.3 0.6 4.9 2.8 -12.1 3.6
CI（平成３年＝100、後方３か月移動平均）� 79.6 73.7 62.3 74.5 63.8 59.8 53.8 80.6 67.7 73.0 76.5 96.7 70.2
CI（平成３年＝100、後方３か月移動平均、前月比）�-1.4 1.7 2.1 4.9 5.8 1.7 2.5 2.3 2.7 2.2 2.1 0.3 1.3
（資料）� 　：通商産業省、各都道府県�　：労働省�　：通商産業省�　：建設省�　：日本自動車販売協会連合会�　：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 � 

《４月の動き》� 

・�上昇傾向の管内� ：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：北海道� 
・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�、�後方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７月�11 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 �
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管内別地域経済総合指標（平成３年＝100、後方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､後方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｡８月以降は再び上昇基調�

に戻っていたが、12年４月は雇用、住宅、消費関連指標で全国平均を下回り、前月比－1.4％の79.6となっ�

ている｡総合的な判断は上昇傾向から横ばい傾向に転じている。�

◎　東北管内�

　地域経済総合指標は､11年２月から上昇基調に転じた｡その後堅調に上昇を続け､12年４月も前月比�

＋1.7％の73.7となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎　関東管内�

　地域経済総合指標は､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４月も前月比＋2.1％の62.3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､概ね上昇基調で推移している｡12年４月も前月比＋4.9％の74.5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４月も前月比＋5.8％の63.8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４月も前月比＋1.7％の59.8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４月も前月比＋2.5％の53.8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月以降は上昇基調で推移している｡12年４月も前月比＋2.3％の80.6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､11年９月までは下落基調で推移していたものの､それ以降は緩やかな上昇基調で推�

移している｡12年４月も前月比＋2.7％の67.7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�

４月も前月比＋2.2％の73.0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で推移している｡12

年４月も前月比＋2.1％の76.5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年初めから急上昇したものの、５月以降は下落基調となった。しかし、10月以降�

は再び上昇基調で推移しており、12年４月も前月比＋0.3％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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・６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、0.02～0.03％で推移した。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無担保コール翌日物加重平均金利：0.03％　６月30日現在）�
・６月のＣＤ３か月物金利は、中旬に0.06％、下旬に0.11％で取引された。売り気配値はゼロ金利政策の解除�
観測が強まったことから月末にかけて上昇した。　　　　　（ＣＤ３か月物金利　0.11％　６月28日現在）�
・６月上旬の10年最長国債利回り（業者間）は、日経平均株価が17000円台を回復したことを受けて７日に�
1.760％まで上昇した後、株価の伸び悩みと機械受注統計や１－３月期ＧＤＰ統計が予想よりも弱めの数字�
だったことを受けて９日に1.650％まで低下した。�
中旬は、日経平均株価の続落を受けて19日に昨年10月５日以来の1.610％まで低下した。14日の日銀金融�

経済月報で、日銀は景気判断をやや前進させたが、市場の予想の範囲内で、同日の日銀総裁会見も目新し�
い内容のものはなく、反応薄だった。�
下旬は、日銀の山口副総裁がゼロ金利政策の解除について「潮は満ちつつある」と前向きな発言をした�

こと、株価が上昇したこと、英格付け会社による日本国債格下げの発表、大蔵省幹部が「ゼロ金利解除は�
緩和政策の範囲内であり、仮に補正予算をうつような状況となっても、そうした財政政策とは矛盾しない」�
と発言したとの一部報道などを受けて、30日に1.770％まで上昇した。�

（10年最長国債業者間利回り　引け値：1.755％　６月30日現在）�

利付金融債利回り� 
（５年､店頭基準気配）� 

10年最長国債業者間利回り�
 

（週終値ﾍﾞｰｽ）�

公定歩合� 
ＣＤ３か月物金利（気配値､仲値）�

国�内�金�利�

国�内�株�式�

（円）� （週終値ﾍﾞｰｽ）�

（日足）� 

10年最長国債業者間利回り�
（日足チャート）�

（％）�
（％）�

無担保コール翌日物金利（加重平均）�

00/06
1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

TOPIX（右軸､ﾎﾟｲﾝﾄ）� 

日経平均株価（左軸）�

金 融 市 場 （６月期）�

・６月上旬は、米利上げ観測の後退による米国株の大幅
上昇を受けて、５日に５月18日以来の17000円台を回
復。５月31日からの４営業日で972円（約６％）上昇。
その後はＳＱ算出やＧＤＰ統計を控えて続落。ＧＤＰ
統計には反応薄。９日の終値は16800円台。�
・中旬は、総選挙などを控えて、様子見気分が強く、軟
調な展開。中低位株に年初来高値を更新する銘柄が相
次ぐ一方で、値がさ株に下げる銘柄が多かった。ＮＴ
Ｔドコモ株に関する政治家の発言やあさひ銀行が３行
統合から離脱との報道などから、16日は一時16200円
台まで下落。その後は急速な下げの反動と米ナスダッ
クの上昇から20日に16900円台まで上昇。�
・下旬は、米ナスダックが4000台に乗せたことから21日
に17200円台まで上昇。総選挙の結果には反応薄で、
その後は日銀短観などを控えて様子見ムードの中、Ｆ
ＯＭＣが予想通りで米国株が堅調だったことから29日
に17400円台まで上昇。�
（日経平均株価終値：17411.05円　６月30日現在）�
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  ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�
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米�国�金�融�

・６月上旬の10年物国債利回りは、弱めの雇用統計などを�
受けて月末のＦＯＭＣでは利上げが見送られるとの見方�
が強まり、金利は小幅ながら低下した。中旬は、消費者�
物価の落ち着きに加え、５月の小売売上や住宅着工など�
も低調となり、一時４月半ば以来となる５％台まで低下�
した。下旬は、新たな材料に乏しい中、ＦＯＭＣも事前�
の予想通り利上げ見送りとなったことから小動きな展開�
となった。�
　　　　　（10年物国債利回り終値：6.01％６月30日現在）�

・６月上旬のＮＹダウは、企業業績の低迷を嫌気して下落�
する場面も見られたものの、利上げ警戒感が後退したこ�
となどから総じて堅調に推移した。中旬は、景気減速に�
よる企業業績懸念から下落する反面、ハイテク株は堅調�
に推移し、ナスダックは４月以来の4000ポイントを回復�
した。下旬は、小幅な上昇と下落を交互に繰り返しなが�
ら、狭い範囲でのもみ合いに終始した。�
　　　　　　（ＮＹダウ終値：10447.89ドル６月30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�

・６月上旬は、第百生命の破綻から海外で日本の一部金融�
システムへの懸念や景気回復に関する弱気な見方が広が�
り円は109円台まで下落。米国５月雇用統計を受けて米国�
景気減速観測が広がる一方で、米紙報道によるゼロ金利�
政策早期解除の思惑や1－3月期ＧＤＰに対する期待から�
105円前半まで急騰。ＧＤＰが事前予想や政府見通しを�
下回ったことから106円半ばまで反落。�
・中旬は、米小売売上、ＣＰＩ等の経済指標から米国経済�
のインフレ懸念が後退し106円台中心の展開となったが、�
ゼロ金利政策早期解除観測が根強く徐々に円高。�
・下旬は、22日の日銀副総裁発言を受けてゼロ金利政策早�
期解除の思惑が高まり104円台まで上昇。月末はＦＯＭＣ�
には反応せず、日本国債の格下げとゼロ金利政策の早期�
解除への思惑が交錯し105円を挟んだもみ合い。�

（対ドル円レート東京終値：105.38/41円６月30日現在）�

円実効為替レート�
（右軸､逆目盛）�

対ドル円レート（左軸）�
対ユーロドルレート� 

（ﾄﾞﾙ/ﾕｰﾛ）�

（円/ﾄﾞﾙ）�

（1995=100）�

（週足）�

・６月上旬は、米国原油在庫の大幅減やガソリン高で30ドル�
台に上昇したが、サウジアラビアが大幅増産を提案してい�
るとの報道やＯＰＥＣ総会前の増産の可能性は小さいとの�
見方から強弱の材料が交錯し29ドル台でもみ合い。�
・中旬は、高値抑制のためのプライスバンド方式による増産�
は総会まではないとの議長発言、ノルウェーのスト、在庫�
減によるガソリンの急騰等により33ドル直前まで続伸。そ�
の後、ＯＰＥＣの増産観測や米国戦略石油備蓄の一部放出�
で31ドル半ばまで下落したが、ＯＰＥＣの増産量が予想を�
下回るとの見方から３か月ぶりの33ドル台まで急騰。�
・下旬は、21日の総会での増産決定で一時的に下落したが、�
今回の増産規模では今後の需要には不充分との見方からガ�
ソリンや暖房油の高騰を受けて、32ドル台でもみ合い。�
　　　（ＷＴＩ原油期近物終値：32.50ドル６月30日現在）�

原� 油�

（日足）�

（週足）� NYﾀﾞｳ工業株30種�
（右目盛）� 

10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�
10年度� 11年度� 11年� 12年� 12年�

 7-9月期� 10-12月期�  1-3月期� 3月� 4月� 5月�

実質ＧＤＰ（1990年価格）� -1.9 0.5 -1.0 -1.6 2.4 --- --- ---

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯� -1.3 -1.2 -0.4 -3.1 -1.4 -4.3 1.3 -1.9
　勤労者世帯� -0.9 -1.3 -0.7 -3.2 -0.4 -1.3 3.6 -1.2
　勤労者以外の世帯� -1.8 -0.7 -0.2 -2.8 -3.1 -9.5 -2.7 -2.8
小売業販売額� -3.8 -2.0 -2.0 -1.5 -1.9 -3.3 -3.7 -2.6

住宅着工�
新設住宅着工戸数� -12.1 4.0 6.9 2.1 4.4 -3.6 0.1 -1.1

労　働�
完全失業率　　　　　（季調済）� 4.3 4.7 4.7 4.6 4.9 4.9 4.8 4.6
有効求人倍率　　　　（季調済）� 0.50 0.49 0.47 0.49 0.52 0.53 0.56 0.56

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 2.4 -0.6 0.2
　　　出荷指数 　（季調済前期［年･月］比）� -6.2 3.4 4.1 1.4 3.0 1.8 -0.6 0.5
　　　在庫指数　 （季調済前期［年･月］比）� -9.8 -2.7 -1.2 -2.2 1.8 1.3 0.4 -0.3
製造工業稼働率指数（季調済前期［年･月］比）� -8.0 1.9 3.3 0.5 1.9 1.9 -1.7 ---

設備投資�
機械受注（船舶･電力を除く民需）� -18.6 0.6 -6.3 6.1 11.7 6.7 13.4 17.7
建築着工床面積（民間非居住用）� -17.0 -4.8 -14.6 3.7 11.9 5.9 5.2 39.1

物　価�
国内卸売物価指数� -2.1 -1.0 -1.4 -0.7 -0.1 0.1 0.5 0.3
輸出物価指数� -0.9 -9.4 -13.9 -8.1 -5.3 -6.9 -7.9 -7.6
輸入物価指数� -6.6 -5.1 -11.0 -2.7 4.7 4.1 2.2 0.8
全国消費者物価指数� 0.2 -0.5 0.0 -1.0 -0.7 -0.5 -0.8 -0.7
東京都区部消費者物価指数� 0.3 -0.6 0.0 -1.2 -0.8 -0.7 -0.9 -0.9
企業向サービス価格指数� -1.1 -1.2 -1.5 -1.0 -0.7 -0.6 -0.7 -0.5

国際収支（億円）�
経常収支� 151,698 126,208 32,436 27,427 33,821 12,975 11,814 ---
　貿易・サービス収支� 95,630 78,485 20,232 18,574 20,436 8,557 7,736
　　貿易収支� 159,820 138,258 37,338 33,654 32,658 13,021 12,842
　　　輸出� 476,441 467,018 118,075 118,112 118,415 45,282 42,029
                  （前年比）� -4.5 -2.0 -6.8 0.4 8.3 9.5 8.3
　　　輸入� 316,622 328,760 80,737 84,458 85,757 32,261 29,187
                  （前年比）� -12.7 3.8 -4.0 10.9 14.7 20.1 8.2
　　サービス収支� -64,119 -59,773 -17,106 -15,080 -12,222 -4,464 -5,106
　所得収支� 70,656 58,665 14,823 11,358 17,070 6,672 5,026
　経常移転収支� -14,589 -10,942 -2,618 -2,506 -3,685 -2,254 -948
貿易収支（通関統計）（億円）� 140,556 121,008 33,145 29,570 28,099 11,088 11,433 5,820
                  （前年比）� 22.8 -13.9 -11.4 -19.4 -6.0 -14.9 10.3 -29.0
　輸出� 494,493 485,485 122,272 122,994 123,504 47,021 43,781 38,556
                  （前年比）� -3.8 -1.8 -7.2 0.9 8.8 9.2 8.8 8.3
　輸入� 353,938 364,476 89,126 93,424 95,405 35,933 32,349 32,736
                  （前年比）� -11.4 3.0 -5.5 9.6 14.1 19.7 8.3 19.4

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 1.9 2.9 2.2
広義流動性� 2.9 3.8 3.9 3.5 2.7 2.6 3.2 3.1
（注1）特に、指定のない限り前年度比、前年同期比、又は、前年同月比。�
（注2）なお、各指標値は前月10日までに発表されたもの。�
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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� 3月� 4月� 5月�

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　（前期比年率）� 4.3 4.2 5.7 7.3 5.5 --- --- ---
小売売上高　 　　　� 5.1 9.0 2.3 2.3 3.2 0.4 -0.6 -0.3
住宅着工件数� 9.9 3.4 4.5 1.6 2.5 -10.5 1.6 -3.9
鉱工業生産指数� 4.2 3.6 1.2 1.3 1.6 0.7 0.7 0.4
製造業新規受注　� 2.0 6.1 3.9 1.9 2.6 2.7 -3.8 4.1
失業率　　　　　　（％）� 4.5 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 3.9 4.1

（4-6月期）�4.0 （6月）�4.0
非農業部門雇用者数（前月比増加数､千人）� 251 229 212 258 324 527 410 171

（4-6月期）�197 （6月）�11
生産者物価指数　　（最終財・前年比）� -0.9 1.8 2.3 3.0 3.7 4.5 3.9 3.9
消費者物価指数　　（総合・前年比）� 1.6 2.7 2.3 2.6 3.2 3.7 3.0 3.1
貿易･ｻｰﾋﾞｽ収支（国際収支ﾍﾞｰｽ季調値･億ドル）� -1,669.0 -2,649.7 -727.2 -762.8 -861.8 -306.1 -304.4 ---
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 -191.4 -68.3 -73.3 ---

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）� --- --- 0.8 0.7 0.7 --- --- ---
　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 1.9 1.3 1.4 2.3 2.3 --- --- ---
鉱工業生産指数　　　（前期比％）� 3.4 1.5 1.9 0.7 0.9 -1.2 0.5 2.2
製造業新規受注    　  （前期比％）� 3.1 2.9 5.3 1.7 1.2 0.2 1.6 1.9
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 -0.5 0.5 -1.6 -5.2 5.5 ---
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 5.9 1.3 3.1 -7.2 -9.4 -12.3 --- ---
貿易収支                  （億マルク）� 1,259 1,246 301 333 305 106 102 ---
消費者物価指数    　  （前年同期比％）� 1.0 0.6 0.7 1.0 1.8 1.9 1.5 1.4
生産者物価指数　　　（前年同期比％）� -0.4 -1.0 -0.7 0.6 2.3 2.4 2.1 2.7
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 10.7 10.2 10.5 10.2 10.1 10.1 9.6 9.6
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 8.3 8.4 10.4 8.4 7.5 7.5 6.5 ---

フランス�
実質ＧＤＰ成長率      （前期比％）� --- --- 1.0 0.9 0.7 --- --- ---
　　　　        　　    （前年同期比％）� 3.2 2.9 3.1 3.2 3.4 --- --- ---
鉱工業生産指数         （前期比％）� 5.1 2.3 1.5 1.5 0.5 0.8 -0.2 ---
設備稼働率　　　　　（％）� 83.7 84.2 84.8 85.5 85.8 --- --- ---
工業品家計消費　　　（前期比％）� 6.3 4.5 1.9 0.4 2.4 -1.7 -0.3 2.6
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 14.7 8.3 9.0 6.3 5.7 7.2 5.0 ---
貿易収支                  （億フラン）� 1,436 1,130 362 195 158 52 21 ---
消費者物価指数         （前年同期比％）� 0.6 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.3 1.5
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 11.9 11.2 11.2 10.8 10.2 10.0 9.9 9.8
マネーサプライ（Ｍ３）（前年同期比％）� 1.1 8.7 6.1 8.7 7.1 7.1 7.8 ---

イギリス�
実質ＧＤＰ成長率      （前期比％）� --- --- 1.0 0.7 0.5 --- --- ---
       　　　　　 　    （前年同期比％）� 2.6 2.1 2.3 2.8 3.0 --- --- ---
鉱工業生産指数         （前期比％）� 0.8 0.5 1.5 0.1 -0.8 0.8 1.1 0.1
小売売上数量指数      （前期比％）� 2.9 3.1 1.1 1.4 1.4 0.4 -0.1 0.4
貿易収支                  （億ポンド）� -205 -268 -57 -72 -66 -19 -25 ---
消費者物価指数         （前年同期比％）� 3.4 1.6 1.2 1.5 2.3 2.6 3.0 3.1
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 4.7 4.3 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9
マネーサプライ（Ｍ４）（前年同期比％）� 8.4 3.7 3.1 3.7 5.1 5.1 4.8 5.1
（注1）米国：指定のない限り季調済前期比、又は、季調済前月比。非農業部門雇用者数の年、四半期計数は月平均。�
（注2）欧州：ドイツ、フランスの鉱工業生産指数は建設を除くベース。�
（注3）イギリスのマネーサプライは末残ベース。�
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金融経済指標�
98年� 99年� 99年� 2000年� 2000年�

10-12月期�  1-3月期�  4-6月期� ４月� ５月� ６月�

為　替�
ドル／円　　　　　　� 130.90 113.91 104.54 107.07 106.61 105.48 108.11 106.23

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 0.02 0.02 0.02 0.02
ＣＤ３か月物　　　（気配値仲値）� 0.72 0.25 0.28 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12
10年最長国債業者間利回り� 1.29 1.74 1.78 1.79 1.72

5.71
5.96

10447.89

1.75 1.71 1.70

国内株式�
日経平均２２５　　（期末値）� 13,842.17 18934.34 18934.34 20337.32 17411.05 17973.70 16332.45 17411.05

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　（期末値）� 191.22 205.14 205.14 214.37 211.03 222.27
NY原油WTI期近物 （期末値）� 12.05 25.60 25.60 26.90

223.93
32.50 25.74 29.01

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　（流通金利<買い>）� 4.78 4.64 5.04 5.52 5.66 5.79 5.69
３０年国債� 5.57 5.86 6.25 6.30 5.83 6.14 5.92
NYダウ工業株30種　（期末値）� 9,181.43 11497.12 11497.12 10921.92 10733.91 10522.33 10447.89

223.93�
32.50�

（注）特に指定のない限り、平均値。�
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１ はじめに

金融ビッグバンによる競争に打ち勝ち生き残る

ための再編・統合が急速に進められている。この

ような状況下において大手行も収益の増強を最大

の経営課題と位置付け、強みを持つ国内の顧客基

盤を生かすという観点から、リテールバンキング

の強化に乗り出している。国際業務、ホールセー

ル分野の成長が期待できない中、一転国内リテー

ル業務に資源を集中することで、収益の柱をリ

テールに置こうとしている。

従来大手行は顧客セグメントに対し、どちらか

というとプライベートバンキング等、個人では

あっても中心となるターゲットは裕福層であり、

マス層に対しての販売チャネルは限られたもので

あった。しかしリテール部門は今後最大の収益源

と見られ、この販売チャネルの再構築を最重要課

題としてあげるケースが増えてきている。

これらの戦略転換は、地域密着型セールスを標

榜する信用金庫に対して少なからず影響を及ぼす

こととなる。最近では、インターネットの普及が

加速するとともに、新たなチャネルとして「ブラ

ウザバンキング」、「ネットバンキング」、「モバイ

ルバンキング」等を柱とした新リテール戦略が、

クローズアップされている。さらにセブンイレブ

ン等の店舗網を使って業務機能を特化したイトー

ヨーカ堂の決済銀行やソニーのネット銀行等、異

業種からの銀行業への新規参入も控えている。こ

れらは、特にチャネル面において、これまで規制

の中で守られて来た古い制度が崩壊し、金融戦国

時代が到来したことを物語っており、リテール分

野を主戦場とする信用金庫にとっても対岸の火事

ではない。信用金庫は一定のエリアと産業層が保

証され、その中で密着したビジネスを展開できる

という優位性を発揮してきたが、チャネル戦略の

面における独自色が求められている。

２ 地域密着経営と店舗戦略の位置付け

いまや金融機関にとって、既存のフルバンキン

グ店舗の再編は喫緊の課題となっている。公的資

金を申請した大手行はもとより、信用金庫におい

ても高コストの有人店舗網の見直しは、効率的な

経営上不可避となっている。「フェイス・ツー・

フェイス」を基本とする信用金庫の狭域高密度経

営は、渉外活動がある意味店舗以上に大きな比重

を占めており、「信金＝集金」と言われる高コス

ト面を補うため、インターネットバンキングやコ

ンビニバンキング等、新たなローコストチャネル

の必要性が高まっている。有人店舗に着目すれば、

１９９２～３年のバブル崩壊前後から、民間金融機関

が軒並みその数を減らしてきている中、ひとり信

用金庫だけ増え続けてきたが、その増加数は年々

トピックス

信用金庫の店舗展開について１）

第二経営経済研究部研究官 櫻井 正道

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。
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スローダウン（図表１）。平成１１年９月末時点で

は増減合わせてゼロとなり、下半期は合併の進展

による重複店舗の廃止等により、年度ベースで初

めて減少する可能性が出てきた。

地区別では関東や近畿など都市部を中心に減少。

コンスタントに新設店舗が多かった中部地区も増

加幅が逓減してきた。一方、北海道や四国におい

ては、あまり変化は見られない（図表２）。

３ 店舗動向

次に信用金庫の店舗動向について、顧客来店型

チャネルである�１既存のフルバンキング型有人店

舗、�２インストアブランチ等新たなミニ有人店舗、

�３ATM／CDについて取り上げ概観する。

３．１ 既存の有人店舗

まず信用金庫の有人店舗動向を平成７年３月末

から平成１１年３月末までの５年間で見ると図表３

図表１ 信用金庫有人店舗数の推移

資料：ニッキン資料年報

図表２ 信用金庫の地区別有人店舗の増減数 単位：店舗

Ｈ１１信金数 Ｈ１１店舗数 Ｈ１１増減数 Ｈ１０増減数 Ｈ９増減数 Ｈ８増減数

北 海 道 ３１ ５５７ ０ ０ ２ ▲２

東 北 ３６ ５４３ ６ ４ ２ ▲１

関 東 ９５ ２，５３１ ▲１３ ▲２ ２０ ３０

北 陸 ３５ ５２３ ▲２ ５ ２ １

中 部 ５４ １，５７１ １３ １７ １８ ２１

近 畿 ４９ １，４１９ ▲２ ▲２ ▲９ １６

中 国 ３６ ６１６ ３ １ ４ ６

四 国 １４ ２２７ ▲１ １ ▲１ １

九州・沖縄 ４６ ６８６ １ １ ６ ３

合 計 ３９６ ８，６７３ ５ ２５ ４４ ７５

（注） 各地域の区分は図表６のとおり（以下同様）
資料：ニッキン資料年報
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のようになる。

この中で、地域にある全金融機関店舗数２に占

める信用金庫店舗数を図示すると図表４のとおり

となり、着実にそのシェアを伸ばしているのが分

かる。これは、前述したとおりバブル崩壊後、郵

便局を除く他業態のほとんどにおいて有人店舗数

が減少していく中で、その数を純増させてきたた

めである。

一方、地域密着という意味において一番信用金

庫に近い存在である郵便局とのシェアを見ると、

信用金庫の店舗数増加が平成１０年度で頭打ちと

なったことに加え、郵便局は現在もその数を増や

し続けているため、図表５の結果となっている。

地図上で対全店舗シェアを見ると、東名阪地域

のシェアが高くなっているのが特徴であるが、最

高値は北海道の１７．７％である（図表６）。

２）都市銀行、長期信用銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫及び信用組合の外貨両替専門店を除く店舗数並びに
農業協同組合及び郵便局の為替取扱局数

図表３ 信用金庫の地域別有人店舗動向

平成７年３月末 平成８年３月末 平成９年３月末 平成１０年３月末 平成１１年３月末

信 金

店舗数

全店舗
シェア
（％）

対郵貯
シェア
（％）

信 金

店舗数

全店舗
シェア
（％）

対郵貯
シェア
（％）

信 金

店舗数

全店舗
シェア
（％）

対郵貯
シェア
（％）

信 金

店舗数

全店舗
シェア
（％）

対郵貯
シェア
（％）

信 金

店舗数

全店舗
シェア
（％）

対郵貯
シェア
（％）

北 海 道 ５５７ １７．４ ３５．８ ５５５ １７．５ ３５．８ ５５７ １７．５ ３５．９ ５５７ １７．５ ３５．９ ５５７ １７．７ ３５．８

東 北 ５３２ ７．９ ２０．２ ５３１ ７．９ ２０．２ ５３３ ７．９ ２０．３ ５３７ ８．０ ２０．４ ５４３ ８．２ ２０．６

関 東 ２，４９６ １５．９ ４９．６２，５２６ １６．０ ４９．８２，５４６ １６．３ ４９．９２，５４４ １６．３ ４９．７２，５３１ １６．５ ４９．２

北 陸 ５１７ １１．２ ３２．４ ５１８ １１．２ ３２．４ ５２０ １１．３ ３２．６ ５２５ １１．５ ３２．９ ５２３ １１．４ ３２．７

中 部 １，５０２ １５．９ ４７．９１，５２３ １６．０ ４８．５１，５４１ １６．３ ４９．０１，５５８ １６．５ ４９．４１，５７１ １６．６ ４９．７

近 畿 １，４１６ １４．４ ４０．９１，４３２ １４．５ ４１．３１，４２３ １４．５ ４０．９１，４２１ １４．６ ４０．７１，４１９ １４．９ ４０．６

中 国 ６０２ ９．８ ２６．３ ６０８ １０．６ ２６．６ ６１２ １０．０ ２６．７ ６１３ １０．１ ２６．８ ６１６ １０．２ ２６．９

四 国 ２２７ ７．０ １９．０ ２２８ ６．９ １９．１ ２２７ ７．０ １９．０ ２２８ ７．１ １９．１ ２２７ ６．９ １９．０

九州・沖縄 ６７５ ７．６ １８．５ ６７８ ７．６ １８．６ ６８４ ７．７ １８．８ ６８５ ７．７ １８．８ ６８６ ７．６ １８．８

合 計 ８，５２４ １２．６ ３４．７８，５９９ １２．７ ３５．０８，６４３ １２．８ ３５．１８，６６８ １２．９ ３５．１８，６７３ １２．９ ３５．１

（注）表中「郵貯」は為替貯金業務を取り扱う郵便局（以下同様）
資料：ニッキン資料年報

図表４ 対全店舗シェア（全国平均） 図表５ 対郵貯シェア（全国平均）
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対全店舗シェア�

15.0～17.7％（3）�
12.3～14.9％（1）�
9.6～12.2％（2）�
0～9.5％（3）�

次に各金融機関のシェアを地域別に示す（図表

７）。信用金庫の有人店舗比率の全国平均は

１３．０％であり、郵便局（３７．２％）、農協（２２．５％）

に続く第３位である。また前述したとおり、シェ

アが最大の地域は北海道の１７．７％であり、最少は

四国の７．０％である。

以上見てきたように、わが国の金融機関の有人

店舗は、減少傾向にあり、併せて機械化や人員の

削減、母店制度の導入などにより、有人店舗はさ

らに小型・軽装備化が進む方向にある。

例えば、信用金庫の１店舗当たりの職員数（役

員含む）は、平成７年度の１８．８人から平成１１年度

には１７．１人に減少しており（ニッキン資料年報を

基に計算）、今後も有人店舗の整理を含め、後方

事務部門を中心に省人・省スペース化の動きは加

速するものと思われる。さらに信用金庫の要であ

る渉外活動は、高コスト業務であり、この部分の

効率化はどの信用金庫にとっても大きな課題と

なっている。掛川信用金庫では平成１１年８月から

渉外担当者のためのシステムを一新、顧客情報の

収集・管理を一元化する最先端の営業用携帯端末

を導入した（図表８）。その結果、訪問先で処理

したデータを店舗に戻ってから保存用のコン

ピュータに入力し直す必要がなくなる等、今後の

渉外活動効率化の在り方を提示するものとなって

いる。

また有人店舗は金融機関同士の合併などが増え

ている現在、単純に重複店や不採算店を廃止し、

無人店舗に転換するといった従来の戦略ではなく、

店外ATMを含めて効果的な店舗展開を図る必要

性が高まってきている。その理由は、�１顧客の利

便性を考慮すると一律的な有人店舗の廃止・機械

図表６
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九州・沖縄�

都銀�
0.5％�

地銀�
16.0％�第二地銀�

7.4％�

信金�
7.6％�

信組�
3.5％�

農協�
24.6％�

郵便局�
40.3％�

全国平均�

都銀�
4.5％�

地銀�
11.8％�第二地銀�

6.9％�

信金�
13.0％�

信組�
4.0％�

農協�
22.5%

郵便局�
37.2％�

北海道�

都銀�
0.5％�

地銀�
5.6％�

第二地銀�
9.6％�

信金�
17.7％�

信組�
5.1％�

農協�
11.9％�

郵便局�
49.6％�

東北�

都銀�
0.3％�

地銀�
15.2％�第二地銀�

6.5％�
信金�
8.2％�

信組�
3.6％�農協�

26.3％�

郵便局�
39.9％�

関東�

都銀�
12.2％�地銀�

9.7％�
第二地銀�
5.6％�

信金�
16.9％�

信組�
5.7％�

農協�
15.7％�

郵便局�
34.3％�

北陸�

都銀�
0.4％�

地銀�
14.5％� 第二地銀�

6.8％�

信金�
11.5％�

信組�
4.2％�

農協�
27.7％�

郵便局�
35.0％�

中部�

都銀�
2.8％�

地銀�
10.7％�第二地銀�

6.7％�

信金�
16.7％�

信組�
2.9％�

農協�
26.8％�

郵便局�
33.5％�

近畿�

都銀�
8％�

地銀�
9％�第二地銀�

8％�

信金�
15％�信組�

4％�
農協�
18％�

郵便局�
38％�

中国�
都銀�
0.5％�

地銀�
12.7％�

第二地銀�
5.7％�
信金�
10.3％�

信組�
3.7％�農協�

29.2％�

郵便局�
38.0％�

四国�
都銀�
0.4％�

地銀�
14.8％�第二地銀�

9.6％�
信金�
7.0％�

信組�
1.3％�農協�

30.3％�

郵便局�
36.6％�

化は難しい、�２郵貯とのATM／CD提携やコンビ

ニバンキング、デビットカードの普及などにより

ATM網を自前で整備するメリットが低下してい

る、�３ATM網の設備投資負担が大きい、などが

あるため。今後は店舗削減も含めて、いかに効果

的に店舗網を構築するかに移りつつある。

３．２ 新しい形態の有人店舗

こうした状況の下で新しい形態の有人店舗が出

現してきた。最近急速に注目を集めている大型

ショッピングセンター内等に設置したインストア

ブランチ、またそれとは逆に金融機関の店舗内に

コーヒーショップ等が出店するインブランチスト

ア、専用車両にATMなどを搭載し巡回営業する

図表７ 業態別店舗比率
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移動店舗（モービルバンキング）等である。ただ

インブランチストアや移動店舗は信用金庫業界に

おいて、平成１２年６月現在、メディアにほとんど

登場していないので、ここではインストアブラン

チを取り上げることとする。

�１ インストアブランチの現状

インストアブランチはアメリカで急増している

チャネルであるが（図表９）、わが国でも郊外の

大型ショッピングセンター（SC）の隆盛や近年

のリテール指向を背景に注目されるようになって

きた。国内におけるインストアブランチの第１号

は、平成７年３月にオープンした掛川信用金庫の

「サンテラス掛川出張所」で、その後平成９年に

阪神銀行と殖産銀行がそれぞれオープン、平成１０

年に入ると急激に増加し、平成１１年９月１１日現在

図表８

資料：日経金融新聞２０００．３．２３日号

図表９ 米国インストアブランチ店舗数の推移

資料：インターナショナル・バンキング・テクノロジーズ

図表１０ インストアブランチ地域別店舗数

資料：金融財政事情１９９９．９．１３号
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で７４店に達している。地域別の出店状況をみると、

北海道・北陸を除き首都圏を中心にほぼ平均して

出店しており、全国に広がっている（図表１０）。

一方、業態別に出店の状況をみると、都市銀行

と信託銀行が６～９店舗に過ぎないのに対して、

地方銀行は２９店、第二地方銀行が１８店と積極的で

ある。信用金庫においても１１店出店している状況

で、地域金融機関の出店が多くなっている（図表

１１）。

�２ 出店メリット

インストアブランチの出店メリットは信金・都

銀などの業態の種別に関わらず、金融機関、小売

店、顧客のそれぞれにあると考えられ、金融機関

にとってインストアブランチの出店メリットは、

集客力のある小売店内に低コストで出店できるこ

とである。一方、小売店では賃貸料収入の確保や

サービスの差異化による集客力の向上が見込まれ

る。さらに、顧客にとっては買い物と一緒に金融

サービスが受けられるなどの利便性が向上する

（図表１２）。

�３ 出店ポイント

アメリカでのインストアブランチ増加の背景と

わが国のそれとは状況がやや異なっている。すな

わち日本では、�１有人店舗やCD・ATM網が充実

していること、�２人件費が高いこと、�３現金社会

のためCD・ATMで十分対応できること（アメリ

カは小切手社会のため人的対応が必要）、などの

点である。これらのことを十分に検討した上で出

店することが求められよう。また、顧客属性や立

地についても十分なリサーチが必要である。店舗

規模やサービス内容は、小売店に買い物に来る顧

客の属性などにより大きく異なるはずで、これは

特に相談コーナーについて言える。例えばコンビ

ニ内のインストアブランチで住宅ローンの相談を

するケースは考えにくいし、信託銀行や外資系銀

行では、百貨店のように裕福層が多く来店する立

図表１１ インストアブランチ業態別店舗数

資料：金融財政事情１９９９．９．１３号

図表１２ インストアブランチの出店メリット

金融機関

集客力のある場所への出店

低コストでの出店と運営

サービスの差異化

小 売 店

賃貸料収入

サービスの差異化

売上代金や釣り銭の管理

顧 客

立地の利便性向上

休日や夜間の利用など時間の利便性向上

買い物と一緒に金融サービスが受けられる

資料：SCBマルチメディア情報第１８号
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地でプライベートバンキング的なインストアブラ

ンチの展開が効果的であると考えられる。このよ

うに金融機関がインストアブランチを出店する場

合には、出店先の小売店の立地や、どのような顧

客が買い物に来るかを踏まえた上で、窓口サービ

スを決定しなければならない。

以上の観点から、信用金庫ならではのインスト

アブランチ展開を考えた場合、地元のスーパーな

どを対象に入出金、口座開設、ある程度の相談等

を行う特化型店舗という位置付けで出店するケー

スが主流となると考えられる。併せて信用金庫の

場合、駅前の商店街などに店舗を構えているケー

スが多いが、これら従来からの店舗についても既

存の営業スタイルに固執せず、状況によってはイ

ンストアブランチ的な発想（休日・長時間営業等）

を取り入れてみることも必要である。それ以外で

は、テナント料・人件費等を考慮した「運営コス

トの検討」、土日出勤に伴う「人事体系の見直し」、

夜間など主に営業時間外の「セキュリテイの確保」、

金融機関はテナントの一つである（主ではなく従

である）という認識、「小売業者との良好な関係

構築」等が挙げられよう。

�４ 信用金庫の出店事例

信用金庫のインストアブランチについては、ま

だ出店事例が少なく、その運営実態がメディアに

登場することはほとんどないのが実状である。そ

こで実地見聞等により入手した２事例を取り上げ、

運営実態を概観してみた（図表１３）。

インストアブランチＡ

インストアブランチＡは、資産運用、住宅ロー

ン等各種相談業務をはじめとして、個人ローンの

受付、新規口座開設、住所変更などの諸手続き等

基本的にフルブランチ機能を有している。設置場

所はSCの出入口に面した好条件の場所に設置さ

れており、開放的なレイアウトとあいまって利用

し易い雰囲気である。

このSCは２万m２を超える物販面積を生かした

地区最大の複合商業施設。立地は駅から徒歩２０分

程度の郊外で、８～９割以上が車での来店客であ

る。駐車場は最初の１時間が無料で、買い物金額

等により最長６時間まで無料となる等車来店誘致

型である。混雑する時間帯は曜日にもよるが、お

昼過ぎから夕方くらいまでがピーク。来客につい

ては、カウンターやATM前に行列を作る、とい

うほどではないが、午後はコンスタントに来店客

がおり、相談要員には社労士の資格を持つ職員を

はじめ、信託銀行の出向者や税理士等を配置し、

お客の多彩なニーズに対応できるよう考慮してい

る。また独自施策として、「サンデー定期」３）を提

供する等インストアブランチならではの独自性も

打ち出している。

図表１３ 信用金庫のインストアブランチ出店事例

インストアブランチＡ インストアブランチＢ

開設年月日 ９８／９／２２ ９８／１０／２

人 員
（パート再掲） ６（２） ２（０）

営 業 時 間 平日１０：００～１８：００

休日１０：００～１７：００

平日１０：００～２０：００

休日１０：００～１７：００

窓 口 ２ １

Ａ Ｔ Ｍ １ ０（店外ATM１）

取 扱 業 務 フルバンキング 相談業務（休日）のみ

来 店 客 数 月１３００人 月９３人

そ の 他 社労士・税理士を配置 人員は休日のみ配置

資料：ニッキン１９９９．５．２８号・同７．２号から作成

３）休日にここで定期預金を契約すると、通常の金利に一定割合の上乗せがある。

８４郵政研究所月報 ２０００．８



インストアブランチＢ

Ｂ信用金庫は、集客力の大きい郊外型の大型

SCに初の「インストアブランチ型相談コーナー」

を開設した。近隣にある地元資本のSCには地元

の地方銀行が既にインストアブランチを出店して

おり、その対抗上、出店の要望が強まっていたこ

とが発端となっている。設置場所は入り口の奥

まったところで、クリーニング店と美容院に隣接

したところ。

またB信金にとっては、来店誘致策が一つの課

題であり、�１SCの集客力は魅力、�２平日に来店

できないサラリーマンに、休日にローンなどの相

談に応じることができる、�３金庫のPRにつなが

る、などから開店となった。

開店当初は朝１０時から夜８時まで（平日）職員

２人を常駐させていた。取り扱う業務は主に住宅

ローンなどの相談業務で、開店してからしばらく

は宣伝や目新しさもあり、月平均の相談件数が９０

件前後にまで順調に増加した。ローンなどの相談

者の多くが、そのまま成約者になることが多く、

約８割が成約となった時期もあった。

しかし、次第に１日の相談件数は減り、平均１

～２件に落ち込んだ。半年後、これまでの職員の

平日駐在をやめ、休日のみに変更。そのかわりの

対応として、平日には本部へ直接つながる電話を

設置した。

住宅ローン等の相談コーナーを設けても住宅取

得ニーズのある顧客が多く来店する小売店でなけ

れば結果的にはほとんど開店休業になってしまう。

インストアブランチの出店時の最大のポイントと

して、進出予定の小売店の顧客属性を基に、投資

採算に合っているかの判断が重要となっている。

３．３ ATM／CD

最近、金融機関のATM／CDのサービス内容に

関連した新聞記事が急増している。信用金庫を始

めとする地域金融機関はもちろん、リテール戦略

図表１４ 信用金庫のATM／CD

信 用 金 庫 対 郵 貯 比
（倍）

対 都 銀 比
（倍）

対 地 銀 比
（倍）

対 第 二 地 銀
（倍）

ATM・CD
（台）

ATM・CD
店舗数

人員
ATM／CD ＊１ ＊２ ＊３ ＊１ ＊２ ＊３ ＊１ ＊２ ３ ＊１ ＊２ ＊３

H２ １２，１６８ １．５３ １２．４９１．０５ ３．１９ ２．２１ ０．６３ ０．２９ １．５８ ０．５９ ０．５５ １．６２ １．４６ ０．８５ １．１８

H３ １３，０９５ １．６１ １１．６４０．８８ ２．６４ ２．６５ ０．５８ ０．２６ １．７３ ０．５５ ０．５２ １．７２ １．４１ ０．８２ １．２２

H４ １４，０９２ １．７１ １０．７５０．７９ ２．３１ ２．９５ ０．５６ ０．２６ １．７３ ０．５５ ０．５２ １．７０ １．３９ ０．８１ １．２０

H５ １４，７３９ １．７６ １０．４９０．７３ ２．１２ ３．２７ ０．５４ ０．２５ １．８２ ０．５３ ０．５０ １．７６ １．３３ ０．７７ １．２７

H６ １４，７５２ １．７４ １０．７７０．７０ ２．００ ３．５２ ０．５１ ０．２３ １．９５ ０．５１ ０．４９ １．８３ １．４１ ０．７９ １．２３

H７ １６，９０９ １．９８ ９．４９０．７８ ２．２３ ３．１７ ０．５７ ０．２３ １．４１ ０．５３ ０．５０ １．７８ １．３７ ０．７７ １．２９

H８ １８，０３７ ２．１０ ８．８１０．８０ ２．２８ ３．０７ ０．５８ ０．２３ １．４１ ０．５４ ０．５０ １．７６ １．３８ ０．７６ １．２９

H９ １９，１７８ ２．２２ ８．１１０．８２ ２．３４ ２．９２ ０．６４ ０．２５ １．３１ ０．５５ ０．５１ １．７５ １．３９ ０．７６ １．３１

H１０ ２０，２０９ ２．３３ ７．５１０．８４ ２．３９ ２．７８ ０．７４ ０．２９ １．１７ ０．５５ ０．５０ １．７３ １．３９ ０．７５ １．３３

H１１ ２１，０２３ ２．４２ ７．０７０．８６ ２．４５ ２．６８ ０．７７ ０．２７ １．１７ ０．５６ ０．５１ １．６９ １．３４ ０．７２ １．４３

［注］＊１；信用金庫のATM／CD台数の他業態のATM／CD台数に対する倍数
＊２；信用金庫の店舗当たりATM／CD台数の対他業態の店舗当たりATM／CD台数に対する倍数
＊３；信用金庫のATM／CD当たり人員の対他業態のATM／CD当たり人員に対する倍数

資料：ニッキン資料年報

８５ 郵政研究所月報 ２０００．８
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を強化している金融機関にとって、ATM／CD網

の整備やサービス内容の向上は個人顧客の囲い込

みに効果的かつ即効性がある。また、コスト削減

にも寄与することから金融機関のATM／CD戦略

は重要性を増している。ここでは特に信用金庫サ

イドから見たのATM／CD事情をピックアップす

る。まずその設置状況について見たのが、図表１４

である。

図表１５ 信用金庫のATM／CD設置台数

図表１６ 店舗当たりATM／CD台数

図表１７ ATM／CD当たり人員

８６郵政研究所月報 ２０００．８
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図表１８ ATM／CD台数の比較

図表１９ 店舗当たりATM／CD台数の比較

図表２０ ATM／CD当たり人員の比較
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信用金庫のATM／CDの台数は着実に増加して

おり、平成２年３月から平成１１年３月までの９年

間で約１．７倍に増えている（図表１５）。

店舗当たりATM／CD台数は平成６年３月に若

干低下したものの上昇基調にあり（図表１６）、そ

れとは逆にATM／CD当たり人員は平成６年３月

に若干上昇したものの低下基調にある（図表１７）。

ここで、最近５年間におけるATM／CDの業態

間の比較をしてみる。図表１８～２０はいずれも信用

金庫を含む５業態の平均を「１」としたグラフで

ある。まず最初にATM／CDの設置台数を比較す

ると、信用金庫のATM設置ペースは４番目であ

る（図表１８）。都銀は、バブル崩壊後の合併・吸

収による店舗統廃合等により、他業態と比べると

設置ペースが逓減してきている。

また店舗当たりATM／CD台数を見ても信用金

庫は４番目で、各業態の平均値に近い値である

（図表１９）。都銀については、平成８年以降ATM

／CDの総台数が減少しており、それがグラフにも

反映されている。

さらにATM／CD当たり人員についてみると、

信用金庫は他業態の同人員対して一番高い値と

なっている（図表２０）。ATM／CD当たり人員が多

いということは、効率的観点からみればマイナス

要因であるが、フェイス・ツー・フェイスに欠く

ことのできないテラーや渉外要員は信用金庫に

とって重要な部分を占めており、一概に論じられ

ない。

４ おわりに

信用金庫の場合、中小企業や個人とのフェイ

ス・ツー・フェイスの交渉が地域密着の基本であ

るから、有人店舗の役割は今後とも継続すると考

えられる。しかし、これら既存の有人店舗チャネ

ルは概して高コストであるので、インストアブラ

ンチ等新たなローコストチャネルを導入すること

で、それを補う工夫が必要となってくるであろう。

また、ATM／CDについては、営業エリアが指定

されている信用金庫では、その設置はさほど必要

ではないという考え方もできよう。しかし、むし

ろATM／CDの設置を他業態以上に行って、余力

の生じた人員でフェイス・ツー・フェイスの交渉

に臨むべきではなかろうか。ATM／CDが少ない

ということは、相対的に事務処理に人員が用いら

れていることを表しているからである。ただ最近

はコンビニバンキングや業態の垣根を超えた

ATM／CD提携等が台頭しつつあり、単純な数的

論理が通用しなくなるため、従来とは視点の異

なったアプローチが必要となってくるであろう。
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はじめに

近年、交通体系、通信手段の発達によって、住

民の日常生活や企業活動等の範囲が著しく拡大し

てきている。また、住民の価値観の多様化やライ

フスタイルの変化等に伴い、行政需要は複雑かつ

多様化し、より高度で専門的になるなど、幅広い

対応及び質的な向上が求められるようになってき

ている。このため、限られた人的・物的資源を有

効に活用し、住民に対して新たに過度な負担を強

いることなく、高度化・多様化する行政需要に対

応していくことが不可欠であるとの観点から、こ

れまで一部事務組合等を活用した「事務の共同処

理」や、近隣の市町村と連携・協力して実施する

「公共施設の相互利用」、「共同事業」等、行政の

効率化や質の高い住民サービスの提供へ、様々な

取組みが成されてきたところである。

一方、大都市への人口集中が進むとともに、地

方では過疎の問題が深刻さを増してきており、こ

れらを解決する手段として、近年、地方行政組織

の整備による受け皿作りを進めるための地方分権

の推進や権限委譲の議論が高まっている。

このように、社会情勢が大きく変化する中で、

地方の行政執行能力を強化・向上させながら地方

行政を推進することがますます重要になってきて

おり、基礎的自治体たる市町村の区域を越えて多

様な連携のもとに展開される広域行政の重要性・

必要性が高まってきている。

また、この４月から介護保険制度がスタートし

たが、その準備や要介護支援認定審査会事務の執

トピックス

地方自治体と広域行政

第三経営経済研究部研究官 渡邉 満

図表１ 広域連合の年度別設立数

資料：自治省HP資料より作成
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行のために、昨年度から広域連合の設立、活用が

活発になっている（図表１）。また、同じくこの

４月から、機関委任事務（地方自治体の長、その

他の機関に対して国又は他の地方自治体等から法

律又はこれに基づく政令により委任された事務）

の廃止や規制緩和、さらに市町村合併の推進等を

内容とする「地方分権の推進を図るための関係法

律の整備等に関する法律」（関係法律４７５本を一括

して改正する法律。以下、「地方分権一括法」と

いう）が施行されており（地方分権一括法の一部

を成す「市町村合併特例法」は、昨年７月に他の

法律に先立って施行済み）、今後、ますます広域

行政に対する住民の関心が高まるものと予想され

る。

そこで本稿では、広域行政執行のための主な組

織、制度の概要及びそれらに関係する法律や各種

委員会答申等の変遷、また、当該組織等に対する

問題点等を中心に検討し、その後で広域行政を議

論する上でのポイントについて考察する。なお、

記述に当たっては、住民に身近な行政の執行が求

められる基礎的自治体たる市町村を念頭に置きな

がら記述する。

また、「広域行政」という言葉には、�１需要の

広域性をそのまま広域行政とする使い方（大病院

や動物園等の運営・管理といった、広域から人が

集まるという需要の広域性のためにその仕事が広

域行政とされる場合）、�２広域的自治体（都道府

県）の行政自体を指す使い方、�３広域的行政需要

を複数の自治体の関係を通して処理するという使

い方、これら三通りが考えられるが、本稿では、

�３の意味で広域行政を使用することとする。

１ 広域行政遂行のための主な組織・制度

現行地方自治法上の地方公共団体は図表２のと

おりであり、また、それ以外のものを含めた広域

行政方式は図表３のとおりである。ここでは広域

行政執行のための主な組織・制度として、一部事

務組合、広域連合、市町村合併、また、法律に根

拠を有した制度ではなく、かつ、直接の広域行政

執行主体でもないが、広域行政について述べる上

で重要であると思われる「広域行政圏」を取り上

げ、その組織別に、概略（組織等の内容、創設の

目的、メリット等）、関係法律・答申等の変遷及

び懸念・問題点について検討する。

図表２ 地方公共団体の種類

（資料）：地方自治法等より作成
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１．１ 一部事務組合

�１ 概 要

一部事務組合は、普通地方公共団体及び特別区

が、構成団体又はその執行機関の事務の一部を共

同処理するために設ける地方公共団体の組合であ

る。一部事務組合の設立は、原則として任意設立

によるが、強制設立も認められている。任意設立

の場合は、関係地方公共団体の協議により規約を

定め、加入者が都道府県の場合は自治大臣、その

他の場合は都道府県知事の許可を要する。強制設

立は、例外的に公法上の必要がある場合に、市町

村及び特別区の組合について認められる。一部事

務組合が共同して処理する事務は、教育、民生、

衛生等、多岐に渡るが、一旦当該組合が成立する

と、それによって共同処理するものとされた事務

は、関係団体の機能から除外される。

一部事務組合の設置数の推移をみると、１９７４年

の３，０３９件をピークに緩やかな減少傾向にあり、

１９９８年７月１日現在では２，７７０件となっている。

これは、国の指導もあり、統合・集約化が進んで

いるからだと考えられる。

なお、一部事務組合とともに、地方自治法に規

定され、「組合」という名称が付いている組織と

しては、全部事務組合と役場事務組合があるが、

前者は、町村がその事務の全部を共同処理するた

めの組織、後者は、町村が役場事務を共同して処

理するための組織である。なお、両者については、

１９５９年１０月１日以降存在しないため、これ以上の

説明は省く。また、次の「変遷」の部分で「複合

（的一部）事務組合」という名称が出てくるが、

図表３ 各種広域行政方式

区 分 内 容

地

方

自

治

法

に

基

づ

く

方

式

特

別

地

公

体

組

合

一部事務組合
・事務の一部を共同処理するため、複数の団体が共同して設置するもの

・構成団体から独立して独自の議会や執行機関を設置できる

広 域 連 合

・事務を広域的に実施するため、複数の団体が共同して設置するもの

・一部事務組合とは異なり、構成団体を経ることなく、国等から直接権限委譲を受ける

ことができ、事業執行上必要なことを、構成団体に対し勧告できる

地方開発事業団 ・土地区画整理事業等の法定事業を実施するため、複数の団体が共同して設置するもの

協 議 会

・事務の一部等を共同して管理・執行、連絡調整、広域に渡る総合的な計画を作成する

ため、複数の団体が共同して設置するもの

・法人格を持たないため、固有財産の所有等権利・義務の主体となれないことや、ハー

ド事業の主体となれないことが問題点として指摘されている

機関等の共同設置

事 務 の 委 託

職 員 の 派 遣

公の施設の共同利用

相互救済事業経営委託

機 関 の 連 合 組 織

・執行機関の簡素化を図るため、複数の団体が行政委員会等を共同で設置するもの

・一部事務の管理・執行を、他の団体へ委託するもの

・他の団体の要請に応じ、関係職員の派遣を行うもの

・公の施設の共同利用のため、区域外の設置及び他の団体の利用を行うもの

・相互救済事業を実施するため、全国的公益法人に委託するもの

・団体の首長、議会議長の連絡協議のため、全国的連合組織を設置するもの

そ

の

他

公共法人（３セク） ・公共事業を行うことを目的として設立されるもの

任 意 の 行 政 協 定 ・複数の団体が一定の事項を合意の上行う取り決め手法

事 実 上 の 協 議 会

・法律上の協議会ではないが、事実上これと同様の活動を行っているもの

・担当職員間の連絡調整、共同調査研究、研修、会議等を行うもの

・複数の団体が自発的に連携し、広域的課題の調査・研究、連絡調整、計画策定等を行

い、人材育成、啓発普及等により機運の醸成に努める「まちづくり協議会」等がある

（資料）：自治省資料等より作成
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これは、従来の一部事務組合の制度を拡充し、市

町村の広域行政を効率的に推進することを目的と

した、いわば一部事務組合の制度を発展させた組

織であり、設立できるのは市町村に限られている。

また、制度自体も、関係団体相互に関連する事務

であれば、その共同する事務が構成団体間で異な

る場合でも一つの組合で処理できる等、弾力的な

ものとなっている。

�２ 変 遷

１９４７年制定の現行地方自治法では、一部事務組

合については戦前の制度が承継された（市相互間

又は市と町村間の一部事務組合については１９１１の

市制改正で、また、同年改正の町村制で、町村組

合については一部事務組合及び全部事務組合が認

められた。役場事務組合は、１９４３年改正の町村制

により明文化されている）。ここで注意すべきこ

とは、最初の自治法制である１８８８年の町村制にお

いては、町村間の組合の設立は、町村合併の協議

が整わない場合などに、やむを得ずそれに代わる

方法として規定されていた点、また、戦前の組合

の設立、解散がともに許可制であったのに対し、

現行の地方自治法では、前者が許可制、後者が届

出制となっている点である。このことから、一部

事務組合の設立は、できるだけ認めない方がよい

という判断が働いていたように思われる。また、

１９７１年には、後述の広域市町村圏の設立と関連し、

市町村の一部事務組合の設立を盛り込んだ地方自

治法の改正が、また、１９７４年には複合的一部事務

組合の法制化が成されている。これは、１９６９年の

十三次地方制度調査会答申（正式には「広域市町

村圏及び地方公共団体の連合に関する答申」。合

併により全ての広域市町村圏における広域行政体

制を整備するのは困難・不適当であるため地方公

共団体の連合に関する新たな制度の創設が必要で

あるとする提言）を具現化するために、同年、市

町村連合法案が提出されたが廃案となったため、

それに代わるものとして法制化されたものである。

以降、１９７９年に自治省の「新広域市町村圏計画

策定要綱」で複合事務組合の推進が、１９８２年の第

二次臨時行政調査会の第三次答申においては、府

県を越える広域行政は将来の課題であるとされた。

また、１９８６年の第一次行革審の「今後における行

財政改革の基本方向」では、一部事務組合の複合

事務組合化、さらに複合事務組合から市町村合併

へと進めることが望ましいと答申されている。最

近では、２０００年４月から施行されている「広域行

政圏計画策定要綱」において、広域行政圏の整備

振興を推進するための行政機構として、一部事務

組合等の広域行政組織を設置することが求められ

ている。

�３ 懸念・問題点

一部事務組合における主な問題点としては、以

下の点が指摘できる。�１複合的一部事務組合等へ

の組織の統合が進んでいるとはいえ、まだまだ処

理事務ごとに設立された組合が数多く存在したり、

同じ広域市町村圏内に同一の事務処理を内容とす

る組合が複数存在する等、効率的な組織・財政運

営が成されていない。�２住民による直接請求等、

住民参加の仕組みが存在しない（住民からの距離

が遠く意見の反映が難しいため、住民自治を空洞

化するおそれがある）。�３構成団体との関係にお

いては、構成団体に対して規約を変更するよう要

請することができない（組合自らのイニシアティ

ブを発揮できない）。�４国や都道府県に対し、広

域連合のように権限・事務を委任するよう要請し

たり、国等が組合に対して委任を行うことができ

ない。�５構成団体の共同処理する事務が全て同一

の種類でなくても一つの組合で処理できるとする

複合的一部事務組合の設立に際し、都道府県及び

特別区が構成団体になれない。
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１．２ 広域連合

�１ 概 要

広域連合は、一部事務組合が前述の問題点を有

していることから、多様化する広域行政需要によ

り適切かつ効率的に、十分対応するために、また、

地方分権の受け皿を整備するため、新たに創設さ

れた「地方公共団体の組合」の一種である。広域

連合は、次のような特徴をもつ。�１市町村同士や

都道府県と市町村、都道府県同士といった多様な

組み合わせが可能である。�２一般廃棄物処理（市

町村事務）と産業廃棄物処理（都道府県事務）と

いった、複合事務を処理できる。�３国や都道府県

図表４ 一部事務組合と広域連合の主な相違点

区 分 一 部 事 務 組 合 広 域 連 合

団体の性格 ・特別地方公共団体 ・特別地方公共団体

構 成 団 体 ・都道府県、市町村及び特別区

ただし、複合的一部事務組合にあって

は市町村

・都道府県、市町村及び特別区

設置の目的等 ・構成団体又はその執行機関の事務の一

部の共同処理

・多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応すると

ともに、国からの権限委譲の受け入れ体制を整備する

国等からの事

務権限の委任

―――

・国又は都道府県は、広域連合に対し直接権限・事務の委

任を行なうことができる

・都道府県の加入する広域連合は国に、その他の広域連合

は都道府県知事に権限・事務を委任するよう要請するこ

とができる

構成団体との

関 係 等

―――

・構成団体に規約を変更するよう要請することができる

・広域計画を策定し、その実施について構成団体に対して

勧告することができる

・広域計画は、他の法定計画と調和が保たれるようにしな

ければならない

・広域連合は、国の地方行政機関、都道府県知事、地域の

公共団体等の代表から構成される協議会を設置できる

設置の手続 ・関係地方公共団体が、その議会の議決

を経た協議により規約を定め、都道府

県の加入するものは自治大臣、その他

のものは都道府県知事の許可を得て設

ける

・関係地方公共団体が、その議会の議決を経た協議により

規約を定め、都道府県の加入するものは自治大臣、その

他のものは都道府県知事の許可を得て設ける

ただし、自治大臣は、広域連合の許可を行なおうとす

るときは、国の関係行政機関の長に協議

直 接 請 求 ・法律に特段の規定はない ・普通地方公共団体に認められている直接請求と同様の制

度を設けるほか、広域連合の区域内に住所を有するもの

は、広域連合に対し規約の変更について構成団体に要請

するよう求めることができる

組 織 ・議会―管理者（執行機関）

ただし、複合的一部事務組合にあって

は、管理者に代えて理事会を設けるこ

とができる

・議会―長（執行機関）

議員等の選挙

方 法 等

・議会の議員及び管理者は、規約の定め

るところにより、選挙され又は選任さ

れる

・議会の議員及び執行機関の選出については、直接公選又

は間接選挙による

（資料）：自治省HP資料より作成
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に対して権限・事務を委任するよう要請したり、

国や都道府県が連合に対して委任を行うことがで

きる。�４広域計画の実施ついて構成団体に勧告で

きる。�５住民による直接請求の制度がある。（一

部事務組合との主な相違点については図表４参

照）。

この広域連合の設立数は、介護保険制度の円滑

な実施のための準備等の意味から、平成１１年度に

急激に増加しており、平成１２年４月１日現在、６５

の広域連合が設立されている（図表１）。

�２ 変 遷

地方公共団体の連合制度については、既に１９６２

年の第八次地方制度調査会の「地方開発都市に関

する答申」や、１９６３年の第九次地方制度調査会の

「行政事務再配分に関する答申」において構想さ

れていた。それ以降も、後述の１９６９年の第十三次

地方制度調査会答申では、地方公共団体の連合に

関する新たな制度の創設が必要であると提言され、

１９８９年には、新行革審が「国と地方の関係等に関

する答申」において、都道府県連合、市町村連合

制度の創設を提唱している。また、１９９３年には、

第二十三次地方制度調査会により「広域連合及び

中核市に関する答申」が出されている。その結果、

１９９４年の地方自治法改正により、広域連合制度が

創設された。さらに、１９９６年の地方制度調査会に

よる「地方分権の推進に伴う地方行政体制の整

備・確立についての専門委員会報告」では、広域

行政制度による補完・支援につき、新たに創設さ

れた広域連合の積極的活用が提言されている。

なお、１９８９年の「ふるさと市町村圏」設立（「ふ

るさと市町村圏」については、後述�４で簡単に触

れる）以前では、地方公共団体の連合に関する答

申が、関係団体事務の共同処理方式としての「連

合」に関するものであったものが、当該市町村圏

設立以降の答申は、国や都道府県から権限の委譲

を受ける主体としての「連合」に関するものに変

化してきている点に注意されたい。

広域市町村圏成立後における、一部事務組合、

広域連合等による事務の共同処理方式は、市町村

合併のための条件整備として位置付けられている

ように思える。具体的には、１９８２年の第二次臨時

行政調査会の第三次答申において、市町村間の共

同処理体制・制度の充実による市町村合併の条件

整備が提唱され、また、１９８６年の第一次行革審の

「今後における行財政改革の基本方向」では、一

部事務組合の複合事務組合化、さらに複合事務組

合から市町村合併へと進めることが望ましいと答

申されている。前述の「広域行政圏計画策定要綱」

においても、一部事務組合や広域連合等の広域行

政組織の設置が求められているものの、当該計画

に基づく施策の実施を積み重ねることにより、結

果的に圏域の一体感が十分に醸成されている場合

には、市町村合併の検討を求めている。

�３ 懸念・問題点

広域連合は、前述のとおり、一部事務組合の問

題点を補完する組織に思えるが、以下の問題点が

指摘できよう。

�１広域連合が国等に権限・事務の委任を要請する

場合、国等が広域連合に委任する場合に比べ、そ

の対象が「当該連合の事務又は連合の長その他の

執行機関の権限に属する事務に密接に関連する」

ものに限定されている。また、国等の権限の実効

ある委任を保障する規定がない。�２国等から広域

連合への権限委譲の例がほとんどなく、地方分権

の受け皿としてうまく機能していない（単に、事

務の共同処理の仕組みに留まっている）。�３議会

議員及び執行機関の選出について直接選挙だけで

なく間接選挙も認めている（これは、連合におけ

る住民自治の保障の不充分さを示している）。�４

自律的運営の前提となる広域計画の策定が、広域
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連合の設立後相当遅れて策定されるのが常態化し

ている。�５連合による行政の広域化が進むと、国

からの直接的な権限の委譲や事務の集中が進み、

都道府県が形骸化するおそれが出てくる。

１．３ 市町村合併

�１ 目 的

市町村合併という広域行政実現のための仕組み

は周知であると思われるので、説明は省略する。

市町村合併の目的（メリット）は、一般的に責

任の所在が不明確になることを避けながら、自治

体規模の拡大によって、行政運営の効率化や行政

能力の向上を図ることにあると言えよう。例えば、

合併により、�１重複事務・議会の統合による関係

職員等の削減及び専門職員の増配置、�２重複投資

を避けながらの、広域的観点からの重点的な投資

の実施による効率的な町づくり施策の展開、�３介

護保険の安定的運営等、行政基盤の強化による行

政サービスの充実・安定等を実現することが挙げ

られる。また、地方分権の推進という観点からは、

より権限委譲が期待できる政令指定都市等への指

定が展望できる点や、分権推進の成果を十分に上

げるための行財政基盤の強化等も目的として挙げ

られよう。

�２ 変 遷

市町村合併についての答申・法律等は、戦後だ

けを見ても次々に提出され、制定されている。主

要なものに限定しても、次のようなものが挙げら

れる。�１１９５２年の都道府県知事による市町村の適

性規模の勧告を規定した地方自治法の改正。�２

１９５３年の「町村合併促進法」（３年間に町村数を

１／３に減らすことを目途に合併を促進）。�３１９５６

年の「新市町村建設促進法」（合併による町村数

の削減促進を未合併町村に適用）。�４１９６２年の「市

の合併の特例に関する法律」（市の合併の全国化

を目指す）。�５１９６５年の「市町村合併特例法」（合

併の全国化を目指す）。�６１９８６年の第一次地方制

度調査会答申「今後における行財政改革の基本方

針」（市町村の自主合併の促進）。�７１９９５年の「改

正合併特例法」（住民からの合併発議を支援）。�８

１９９７年の地方分権推進委員会第二次勧告及び自治

省の「地方自治新時代に対応した地方公共団体の

行政改革推進のための指針」（地方行政体制の整

備・確立のための市町村合併の推進等）。�９１９９８

年の地方制度調査会による「市町村の合併に関す

る答申」（市町村行政の広域的展開等）。�１０１９９９年

の地方分権一括法中の「市町村合併特例法」（住

民発議制度・財政措置の拡充、地域審議会の設置

等）等である。

また、それらの内容の変遷を時期ごとに見ると、

次のようになる。�１１９６５年の「市町村合併特例法」

成立前までは、国主導で合併を促進した時期。�２

当該法律の成立以降８０年代末までは、国は合併の

枠組みのみ主導的に設定し、その他は地方の自主

的な取組みに任せた時期。�３８０年代末、地方分権

がクローズアップされ始めた頃以降は、地方主導

の合併を国が支援する傾向が強まっている時期。

なお、地方自治法制定後の市町村数の変遷は、

図表５のとおりである。

�３ 懸念・問題点

市町村合併については、明確に「問題点」を指

摘することは難しく、全て懸念材料と言えるが、

例えば、以下の点が指摘できる。�１規模が拡大す

ることにより、きめ細かいサービスが受けられな

い。�２住民の意見が役所に十分届かなくなる。�３

役所が遠くなる。�４従来の地区住民意識が残り、

地域間対立が生じる。�５税金が増える。�６合併後

の中心部から離れた周辺地域が荒廃する。�７構成

市町村間の行政サービスや住民負担格差の調整が

難しい。
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市町村合併については、前述したとおり数々の

制度改正がなされ、例えば、住民発議制度や普通

交付税の合併算定替制度（合併後も一定期間合併

しなかった場合の地方交付税の額を保障する制

度）の創設・拡充、特例地方債の充当、また、特

別交付税措置等の支援策が用意されてきた。ただ、

現状を見ると、昭和６０年４月１日から平成１１年４

月１日の間に合併に関係した市町村数を見ても２６

団体しかなく、また、平成１２年５月１日現在で、

合併のための協議会が設置されているのは１８地域

（５４市町村）であり、そのうち住民の発議により

設置された協議会は９（２５市町村）にしか過ぎな

い。このことは、前述の懸念材料に裏打ちされた

結果とも言えるのではないだろうか。

１．４ 広域行政圏

�１ 概 要

広域行政圏は、１９６９年から設定が開始された広

域市町村圏と、１９７７年から開始された大都市周辺

地域広域行政圏とを合せた総称であり、１９９１年に

自治省の「広域行政圏計画策定指針」により誕生

した圏域である。

このうち、広域市町村圏は、圏域人口が概ね１０

万人以上であり、一定の要件を具備した日常社会

生活圏を形成し、または形成する可能性を有する

と認められる圏域で、大都市周辺地域広域行政圏

を除いた圏域をいう。この広域市町村圏は、設定

当初は広域ネットワークの形成、広域事務処理シ

ステムの整備に主眼が置かれたものの、その後は、

地域の総合的居住環境の整備、産業振興、教育・

スポーツ等、広域サービスシステムの整備等にも

重点が置かれてきている。

また、大都市周辺地域広域行政圏は、圏域人口

が概ね４０万人程度の規模を有すること、地理的・

歴史的又は行政的に一体と認められること等の条

件を具備した圏域をいう。

図表５ 市町村数の変遷

年 月 市 町 村 合 計 前回との差 備 考

１９４７．８ ２１０ １，７８４ ８，５１１ １０，５０５ ― 地方自治法施行

１９５３．１０ ２８６ １，９６６ ７，６１６ ９，８６８ －６３７ 町村合併促進法施行

１９５６．４ ４９５ １，８７０ ２，３０３ ４，６６８ －５，２００ 町村合併促進法施行

１９５６．９ ４９８ １，９０３ １，５７４ ３，９７５ －６９３ 新市町村建設促進法施行

１９６１．６ ５５６ １，９３５ ９８１ ３，４７２ －５０３ 新市町村建設促進法一部失効

１９６２．１０ ５５８ １，９８２ ９１３ ３，４５３ －１９ 市の合併の特例に関する法律施行

１９６５．４ ５６０ ２，００５ ８２７ ３，３９２ －６１ 市町村の合併の特例に関する法律施行

１９７０．４ ５６４ ２，０２７ ６８９ ３，２８０ －１１２

１９７５．４ ６４３ １，９７４ ６４０ ３，２５７ －２３ 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行

１９８０．４ ６４６ １，９９１ ６１８ ３，２５５ －２

１９８５．４ ６５１ ２，００１ ６０１ ３，２５３ －２ 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行

１９９０．４ ６５５ ２，００３ ５８７ ３，２４５ －８

１９９５．４ ６６３ １，９９４ ５７７ ３，２３４ －１１ 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行

１９９８．１０ ６７０ １，９９４ ５６８ ３，２３２ －２

１９９９．４ ６７１ １，９９０ ５６８ ３，２２９ －３

（資料）：自治省HP資料より作成

９６郵政研究所月報 ２０００．８



先に延べたように、両者とも直接的に広域行政

を執行する組織ではなく、広域市町村圏における

実際の事務は、広域連合、一部事務組合又は協議

会が、また、大都市周辺地域広域行政圏において

は、協議会が事務を執行している。

なお、広域行政圏の圏域数、行政機構の現況等

については、図表６のとおりである。また、次の

「変遷」において、「ふるさと市町村圏」につい

ても触れるが、これは広域市町村圏施策を進めて

いく上でのモデルとして選定された一部の圏域で

あるので、ここでは説明を省く。

�２ 変 遷

１９６９年の新全国総合開発計画では、広域行政推

進のためには、都道府県又は市町村の区域を越え

る広域開発行政の円滑な推進が重要であり、早急

に広域生活圏の画定等について検討する必要があ

るとされた。この新全国総合開発計画における広

域生活圏を具体化するものとして、同年、自治省

から「広域市町村圏」が提唱され、「広域市町村

圏振興整備措置要綱」が策定された。この要綱に

おいては、広域市町村圏計画に基づく事業の実施

に際し、普通地方公共団体の協議会を広域行政機

構として設定している場合はこれを廃止し、新た

に広域行政機構たる一部事務組合を設置すること

等を規定している。

また、１９７２年の「日本列島改造論」ブームに対

する自治省の対応策として、１９７７年に自治省が

「大都市周辺広域行政圏振興整備措置要綱」によ

り、「都市周辺地域広域行政圏」を設定した。続

いて、１９７９年に策定された三全総の定住構想を受

けて、同年、自治省が「新広域市町村圏計画策定

要綱」を策定し、これにより広域サービスシステ

ムの整備に重点を置く新広域市町村圏計画の策定、

及びこれに基づく施策の実施を促進することによ

り、広域市町村圏施策の一層の充実、強化が図ら

れた。

さらに、１９７９年から、地域の総合的居住環境の

整備を目標とし、産業振興や複合事務組合の推進

を含めた総合計画として「新広域市町村圏計画」

の策定が開始された。

続けて、１９８９年自治省は、１９８７年の四全総にお

ける「多極分散型国土の形成」という基本目標を

受け、今後の市町村圏施策のモデルとして、「ふ

るさと市町村圏推進要綱」により「ふるさと市町

村圏」を設定し、広域市町村圏施策の一層の充実

を図ることとした。この要綱では、ふるさと市町

村圏に広域行政組織として複合事務組合を設置す

ること、圏域内の一部事務組合についてはできる

限り複合事務組合化を進めることにより、広域行

政体制の簡素化を図り、広域事業の実施体制の強

化・広域的調整の円滑化を進めることが規定され

た。また、１９９１年には、自治省の「広域行政圏計

画策定指針」により、これまでの広域市町村圏と

大都市周辺地域広域行政圏を合せ、「広域行政圏」

と総称することとされた。

さらに、２０００年には、自治省の「広域行政圏計

画策定要綱」により、都道府県知事による広域行

図表６ 広域行政圏の状況 （Ｈ１２．４．１現在）

区 分 圏 域 数 市区町村数 執行組織の種類別数

広域行政圏 ３６４ ３，１４３

広域市町村圏 ３４０ ２，９２４ 広域連合（３０）、一部事務組合（２２４）、協議会（８６）

大都市周辺地域広域行政圏 ２４ ２１６ 協議会（２４）

（資料）：自治省HP資料より作成
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政圏の設定・自治大臣への報告、広域行政組織と

しての一部事務組合、広域連合等の設置が指導さ

れている。

�３ 懸念・問題点

広域行政圏に関しては、�１広域行政圏を構成す

る地方公共団体の意識として、「わがまち優先」

の意識が強くなりがちであるため、統一的で生き

た広域計画を策定しにくい状況になりやすい、�２

広域行政機構の事務職員が構成地方公共団体の事

務職員と兼務であることが多いことから、広域行

政機構自体が弱体である、�３事務の中心的役割を

担う市も広域行政機構も、広域圏の行政に関して

権能や権限がほとんどなく、リーダーシップがと

りにくい等の懸念・問題点を挙げることができよ

う。

なお、戦後の広域行政に係る法律や各種委員会

答申等の変遷を簡単にまとめたのが図表７である。

なお、日本における広域行政の議論が、歴史的に

地方分権を推進するための、その受け皿としての

組織の整備（合併の推進等）という観点からも議

論されてきたこともあり、地方分権に係る部分を

含めて作成しているので参照されたい。

２ 広域行政を議論する上でのポイント

以上、広域行政を遂行するための組織・制度の

主なもの及びそれらが答申・創設されるまでの議

論の変遷を見てきたが、以下、それらを踏まえた

上で、今後、広域行政を議論する上でのポイント

について考えてみたい。

２．１ 広域行政組織・制度に対する問題点

前述のとおり、広域行政を遂行するために創設

される組織・制度には、種々の懸念・問題点が存

在している。広域行政組織・制度全体としてみて

も、�１広い視野からの行政執行が期待できる、�２

組織の拡大により効率的な事務の執行・行政能力

の向上等が期待できる、�３地方分権の受け皿とし

ての機能が期待できる、等のメリットがある。し

かしその一方で、�１合併以外は地方公共団体とは

別の組織であるため、住民から離れた存在として

意識される結果、その事務の執行について関心の

薄い存在になりかねない（例えば、平成１０年の和

歌山県の調査では、一部事務組合や広域連合を

知っている住民が、調査参加住民の４割に満たな

いとの結果が出ている）、�２規模の拡大によって、

住民の声が届きにくくなる、�３規模が拡大するこ

とによって、責任の所在が不明確になりやすい等

のデメリットも指摘できよう。よって、広域行政

について議論する場合、現に広域行政需要が存在

し、それを行政として解決すべきとの結論に達し

た場合でも、行政が広域需要全部を処理しなくて

はならないとの理由は無く、地域の特性を踏まえ

つつ、当該団体に対するメリット・デメリット双

方を十分に勘案しながら議論する必要があろう。

また、その際には、広域行政需要があることと、

新たな組織を設立することは別であることも認識

しておくべきである。

２．２ 事務内容と広域行政の必要性

一般的に共同処理しようとする事務事業の内容

は多岐に渡るため、その内容によって広域行政の

必要性は異なってくる。中には、各種開発事業等、

より狭域な範囲でこそ効率的かつ民主的に決定し

実施されている事務を含んでいるかもしれない。

それを一緒に議論しようとすると、何を広域行政

に求めようとしているのか曖昧・不明確なまま議

論が進む危険性がある。広域行政の必要性を検討

する際には、個別の事務事業ごとに、その必要性

を検討すべきである。
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２．３ 行政能力の向上

２．１でも触れたように、広域行政組織等につい

て議論される場合、組織等の拡大による行政能力

の向上がそのメリットとして挙げられる場合が多

い。だが、この行政能力の向上は、本来、組織規

模の拡大や合併ではなく、住民が力を出せる地方

行政を保障する自治体内分権と、住民参加による

民主主義によってもたらされるべきものである。

広域行政の議論の際には、その点を忘れてはなら

ない。

２．４ 住民自治、団体自治の実現

これまでの広域行政組織・制度に関する議論の

変遷を見ると、�１地方自治体の広域行政が、これ

まで日本全体の国土開発とリンクしながら議論さ

れてきた点、�２広域行政組織に係る議論が、国等

からの支援をバックにしつつ、主として事務を能

率的・効率的に共同処理するための組織づくり

（組織規模の拡大による効率化の推進。いわゆる

「規模の自治」）として議論されてきた点（介護

保険の開始に伴って、急遽「広域連合」設立の動

きが活発化したことをみると、その感を強くす

る）、�３広域行政組織の最終点として（あるいは

より良い組織として）、「市町村合併」が常に念頭

に置かれながら議論されてきた点を特徴として挙

げることができよう。特に、�２及び�３は、ややも

すれば住民不在、住民軽視の色が濃いように思え

る。

広域行政に対する地方公共団体の対応としては、

単に規模の拡大による事務の効率化を求めるので

はなく、住民自らが地域のことを考え、自らの手

で治めて行くという「住民自治」の実現及びそれ

を実現するための、地域のことは地方公共団体が

自主性、自立性をもって自らの判断と責任の下に

地域の実情に沿った行政を行い、「団体自治」の

実現という観点から対応していくことが重要であ

る。そのために、単に効率論からのアプローチに

留まることなく、広域行政の真の目的は何かを常

にイメージしながら、その実現のためにはどのよ

うな制度・組織がふさわしいかを議論すべきであ

る。「まず特定の組織、効率化ありき」であって

はならない。この点が、広域行政を議論する場合、

最も注意すべき点であると考えられる。

ちなみに、行政の効率化のみで広域行政組織の

あるべき姿を議論しようとした場合、結論は自ず

から出てくるように思う。人口一人当たりの歳出

規模を最小にするような市町村規模に関する研究、

例えば経企庁「地域経済レポート’９７」では、１０

～５０万人の人口規模でそれが最小となり（図表８）、

また、宮城県の分析では、人口１０～２０万人の人口

図表８ 人口１人当たりの歳出規模

人口規模

以上～未満
対象市町村数

対象人口規模

人口総数（人）

対象人口規模

歳出合計（千円）

人口１人当たり

歳出総額（円）

～ １０００人

１０００～ ５０００人

５０００～１００００人

１００００～５００００人

５００００～１０００００人

４０

６０６

８６９

１，２７３

２３１

２６，６７１

１，９７９，５１０

６，３２３，５５４

２７，１１１，０３１

１５，９８２，９５５

７４，６５５，８０８

２，００４，２８４，８３８

３，９３７，３１９，９９８

１０，４４２，４７２，７８３

５，２３４，０２８，９０３

２，７９９，１３８

１，０１２，５１６

６２２，６４４

３８５，１７４

３２７，４７６

１０００００～５０００００人 ２１３ ４６，６０７，３９０ １４，８４１，０７５，１３５ ３１８，４２８

５０００００人～ ２５ ２６，６２４，３８７ １１，９５８，７３３，０８３ ４４９，１６５

全市区町村 ３，２５７ １２４，６５５，４９８ ４８，４９２，５７０，５４８ ３８９，０１３

（資料）：経企庁「地域経済レポート’９７」より引用
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の間に歳出規模が最小となる人口規模があるとし

ている（図表９）。つまり、目指すものが効率化

だけならば、市町村をそれらの規模に合併させれ

ばよいことになる。

３ おわりに

地方公共団体に対し、広域需要への早急な対応

が求められ、地方分権もこれからさらに進展させ

るべきものと思われる。このような地方公共団体

を巡る環境の変化の中、地方公共団体が円滑に広

域行政を執行していくためには、まだまだ議論し、

解決していかねばならない課題は多い。市町村関

係組織の広域化に伴う都道府県との関係の整理

（都道府県の役割の明確化）、住民参加・監視シ

ステムの構築による住民自治の実現、広域行政を

遂行する上で避けては通れない財源の問題（税源

の地方公共団体への委譲、交付税・補助金の削減

等を含めた財政制度全体の見なおし）等である。

これらは、すぐには解決できない問題ではある

が、かと言って先延ばしにはできない。前述した

ように、住民自治・団体自治の実現の観点から、

また、「住民参加により、地域の将来は地域が自

主的に決定すべきであり、そのために、国等によ

る自立した行政主体への誘導が重要」との観点か

ら、国及び地方公共団体等によって早急に解決・

整理されることが望まれる。

図表９ 人口１人当たりの歳出規模

人 口 １人当歳出総額 指 数

１，０００

３，０００

５，０００

１０，０００

３０，０００

５０，０００

１００，０００

２，３７０，８３９

１，０９１，４１５

８１０，６４０

５７７，３９５

３９２，４１６

３４９，３４３

３１８，１５７

７．６１

３．５１

２．６０

１．８５

１．２６

１．１２

１．０２

１６９，７９６ ３１１，３６４ １．００

３００，０００

５００，０００

１，０００，０００

３１９，２２９

３４０，６２３

３９６，６５１

１．０３

１．０９

１．２７

（注）１ 面積は、その平均値＝１１４km２と置いた場合
（注）２ 指数：人口１６９，７９６人を１．０とした場合の１人当た

りの歳出総額
（資料）：「財政的側面からみた市町村合併」より引用

（元資料：「みやぎ新しいまち・未来づくり構想調
査研究書（Ｈ１１．３）」）
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図表７ 広域行政・地方分権関係法・答申等の変遷

時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９４６

年

・都制・府県制・市制・町村制の改正法 住民の選挙権、被選挙権の拡大（男女平等の普通選挙権）、首長の公選制、

直接請求制度の実現

１９４７ ・地方自治法

・内務省廃止

地方公共団体の自主性・自律性の強化、住民自治の徹底、一部事務組合等

１９４８ ・地方自治法の改正

・地方財政法

・地方税法・地方配布税法

・地方自治法改正

地方公共団体の事務処理の権能拡大、条例・規則に罰則を付し得る等

地方公共団体の事務範囲を例示

１９４９ ・ドッジライン

・地方自治庁設置

・第一次シャウプ勧告

・地方行政調査委員会議設置

日本経済安定策を指示

地方税収入の増額、独立税主義の徹底、補助金等の整理、地方自治優先

主義に基づく国と地方の事務再配分等について勧告

１９５０ ・政府内に「道制案」、「州制案」構想

・国土総合開発法

・地方財政平衡交付金法

・第二次シャウプ勧告

・地方行政調査委員会議勧告

・同委員会議第一次勧告

配布税から平衡交付金へ

勧告に基づき政府は地方税法の改正案を提出

国庫補助金制度の改正関係

行政事務再配分関係

１９５１ ・地方税法改正

・政府諮問委員会答申

・地方行政調査委員会議第二次勧告

第二次シャウプ勧告に基づく改正（市町村）税法人税割の設定、国民健康

保険税の設定、国税と地方税の徴収順位の同順位等）

市町村規模の適正化、行政事務再配分等

行政事務再配分関係

１９５２ ・地方行政調査委員会議の廃止

・全国市長会が府県廃止を決議

・地方自治法改正

・自治庁発足

・地方制度調査会設置

市町村の適正規模の勧告等を規定

１９５３ ・全国市長会「地方制度改革意見」

・全国町村会「地方制度改革に関する意見」

・町村合併促進法

・第一次地方制度調査会答申

府県廃止、道州制構想

府県廃止、道州設置

３年間に９，６２２の町村を１／３の３，７３３に減らすことを目途に合併を促進
都道府県と市町村との機能の区分等

１９５４ ・地方財政平衡交付金法改正

・全国市長会「地方制度改革意見案」

・全国市議会議長会「道州制要綱」

・全国町村会「地方制度改革に関する意見」

・全国町村議長会「府県制―道州制に関する

意見」

・全国五都市連合構想

平衡交付金を地方交付税制度に改正

府県廃止、道設置案

道州庁設置案

阪神都市協議会設置要綱

１９５５ ・関経連「地方行政機構の改革に関する意見」 府県制の廃止、道州制の創設等

１９５６ ・首都圏整備法

・地方財政の再建等のための公共事業に係る

国庫負担等の臨時特例に関する法律公布

・地方自治法改正

・新市町村建設促進法

首都圏建設法の廃止

府県の広域自治体としての性格を規定、特別市制の廃止と政令指定都市制

度の採用等

１９５７ ・第四次地方制度調査会「地方制度の改革に

関する答申」

・東北開発促進法

道州制の答申（現行府県制廃止、国と地方の間に「地方」を置く、「地方」

の区域は全国７ないし１０のブロック等）
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時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９６０ ・四国地方開発促進法、九州地方開発促進法

・自治庁が自治省に昇格

・地方制度調査会中間報告 首都制度改革

１９６１ ・阪神地方小都市「阪神広域行政都市協議会」

設置

・自治省「基幹都市構想」、建設省「広域都

市構想」発表

・四国四県県会議長会四県統合の原則で一致

・臨時行政調査会設置

・地方自治法改正 自治大臣及び都道府県知事は、関係地公体に対して広域総合計画策定のた

めの協議会の設置を勧告できる

１９６２ ・第八次地方制度調査会中間答申「地方開発

都市に関する答申」

・新産業都市建設促進法

・市の合併の特例に関する法律

・第八次地方制度調査会答申

・全国総合開発計画

市町村の連合体設置を提起

新産都市の一体的な建設促進のための市町村合併を盛り込む

地方開発事業団、連絡協議組織を提言

拠点開発方式

１９６３ ・地方自治法改正

・近畿圏整備法

・第一次臨調「首都制度改革に関する答申」

・自治省「地方公共団体連合法案」

・関経連「府県広域行政法案に望む」

・第九次地方制度調査会「行政事務再配分に

関する答申」

・地方自治法改正

地方開発事業団（特別地方公共団体）の設置

首都圏庁構想

府県合併方式

事務再配分の受け手として地方公共団体の連合制度を提言

協議会の制度に広域に渡る総合的な計画を共同して作成することを付加

１９６４ ・自治省「連合法案」を国会提出

・工業整備特別地域整備促進法

・臨調第一次答申「広域行政の改革に関する

意見」

・第九次地方制度調査会「行政事務再配分に

関する答申」

審議未了

都道府県の自主合併と広域行政処理

１９６５ ・市町村合併特例法

・地方行政連絡会議法

・第十次地方制度調査会「府県合併に関する

答申」

・政府「都道府県合併特例法案」

全国９ブロックによる国の出先機関、都道府県、指定都市の広域的連絡調

整

１９６６ ・都道府県合併特例法案提出 廃案

１９６７ ・自治省「地方中堅都市の育成」構想

１９６８ ・日本商工会議所道州制構想決議

・西日本経済団体会議「都道府県合併特例法」

早期成立決議

・国土計画協会「地域社会の変動に対応する」

市町村行政のあり方に関する報告書

・自民党都市政策大綱

・中部圏開発審議会「中部圏基本開発整備計

画」答申

・新都市計画法

・第十二次地方制度調査会「最近における社

会経済情勢の変化に伴う地方行政の変貌に

対処する行政上の方策に関する中間答申」

・首都圏整備委員会、新首都圏基本計画発表

全国８ブロック首長公選制の道州制

自治省委託研究報告書
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時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９６９ ・新経済社会発展計画

・自治省「広域市町村圏の振興整備に関する

施策」

・新全国総合開発計画

・自治省「広域市町村圏振興整備措置要綱」

・建設省「地方生活圏」

・広域市町村圏第一次指定

・広域市町村圏第二次指定

・第十三次地方制度調査会「広域市町村圏及

び地方公共団体の連合に関する答申」

・関経連「地方制度の根本的改革に関する意

見」

７３年度までに３２９圏域を設定（一部事務組合１３５、協議会１９４）

工業基地の地方分散と広域ブロックごとの開発計画

全国３５０圏域予定

全国１６０～１７０圏域

４１圏域

１４圏域

地方公共団体の連合に関する新たな制度の創設を提唱

府県廃止、道州制

１９７０ ・日本商工会議所「道州制で新しい国づくり

を」

・過疎地域対策緊急措置法

・広域市町村圏第三次指定

・自治省「コミュニティ」構想

・第十四次地方制度調査会「大都市制度に関

する答申」

７３圏域

１９７１ ・地方自治法改正

・自治省「コミュニティ対策要綱」

・広域市町村圏第四次指定

・自治省モデルコミュニティ指定

広域市町村圏の設立と関連して市町村の一部事務組合（連合）を設けること

１１７圏域

全国３９地区

１９７２ ・日本列島改造論（田中通産相）

・広域市町村圏指定終了

・工業再配置地域指定

・第十五次地方制度調査会「特別区制度の改

正に関する答申」

８４圏域

移転促進地域、誘導地域

１９７３ ・地方中核都市整備要綱案

・全国知事会自治制度研究会「新しい行政課

題と府県」

・第十五次地方制度調査会中間答申「土地対

策、コミュニティ及び住民参加」

・新全総見直し作業 広域生活圏施策の再検討

１９７４ ・国土利用計画法

・地方自治法改正

・国土庁設置

複合的一部事務組合制度成立等

１９７５ ・市町村の合併に関する法律の改正

・第十六次地方制度調査会答申「地方財政の

硬直化を是正するためにとるべき方策につ

いて」

・国土庁「新全総総点検中間報告」

・全国市長会「地方財政危機突破大会」

・国土庁 第三次全国総合開発計画概要発表

有効期限の１０年間の延長

地方都市のおける都市化の進展を指摘。市町村主導で新都市づくりを提言

１９７６ ・国土利用計画決定

・第十六次地方制度調査会「住民自治意識向

上に資するための方策に関する答申」

・第十六次地方制度調査会「地方税財政制度

のあり方についての起草委員会報告」

住民投票制度の拡張、直接請求制度の改善等
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時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９７７ ・自治研修協会研究報告書「国と地方の新し

い関係」発表

・自治省「大都市周辺広域行政圏振興整備措

置要綱」

・三全総国土庁試案概要発表

・自治省「大都市周辺地域振興圏域事業」ス

タート

・第三次全国総合開発計画閣議決定

広域市町村圏の大都市班（新広域市町村圏構想）

人口の地方定住をうたい、１０年間で２４０兆円の公共投資計画

１９７８ ・工業再配置促進法に基づく特別誘導地域の

指定

・自治省「新広域市町村計画」づくり策定指針

・全国知事会臨時地方行財政基本問題研究会

「新しい時代に対応する地方行財政に関す

る措置についての報告」

北海道等１２道県、９４市町村

１９７９ ・三全総策定

・自治省「新広域市町村圏計画策定要綱」

・国土庁「モデル定住圏計画策定要綱」

・三全総策定

・第十七次地方制度調査会「新しい社会経済

情勢に即応した今後の地方行財政のあり方

についての答申」

・建設省「モデル地方生活圏総合整備事業」

定住構想

複合事務組合の推進

定住構想

１９８０ ・定住構想推進連絡会議がモデル定住圏計画

を決定

・全国知事会行財政基本問題研究会「基幹委

任事務の整理再配分について」

全国４０圏域

１９８１ ・第二臨調第一次答申

・第十八次地方制度調査会答申

・関経連「地方庁」構想

・自治省「田園都市中核施設整備事業」

・国土庁「田園都市構想モデル事業実施要綱」

国と地方との機能分担及び地方行政の改善

府県制の現状維持を表明

１９８２ ・第二臨調第三部会報告

・全国市長会「行政改革に関する提言」

・日本商工会議所「新しい国づくりのために」

・第二次臨調第三次答申

日常生活圏の拡大に対応した合併の推進を

地方分権の徹底

道州制案

府県を越える広域行政は将来の課題

１９８３ ・第二臨調第五次答申

・自治省「地域経済活性化対策要綱」

・第十九次地方制度調査会小委員会報告「広

域行政のあり方に関する小委員会の報告」

最終答申

推進地域は広域市町村で

１９８４ ・第一次行革審地方行革推進小委員会報告

「地方公共団体における行政改革の推進方

策」

・国土庁「定住圏等の圏域づくりの推進方策

に関する調査報告書」

・建設省「地方都市中心市街地活性化事業」

・臨時行革審「地方公共団体に対する国の関

与・必置規制の整理合理化に関する答申」

・自治省「地域経済活性化対策」、「まちづく

り特別対策事業」
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時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９８５ ・自治省「地方行革大綱」

・第一次行革審中間答申「民間活力の発揮推

進のための行政改革の在り方」

・臨時行革審地方行革推進小委員会「機関委

任事務及び国・地方を通ずる許認可権限等

の在り方」

・首都圏改造計画

代執行制度の見直し

業務核都市構想

１９８６ ・第一次行革審最終答申「今後における行財

政改革の基本方向」

・建設省「地方生活圏地域振興計画」

・民間活力活用推進懇談会「地方における民

間活力の活用方策」

都道府県の広域化、市町村の自主合併推進

１９８７ ・第四次全国総合開発計画 多極分散型国土形成

１９８８ ・第二十一次地方制度調査会答申「地方公共

団体への国の権限移譲等についての答申」

・多極分散型国土形成促進法

・自治省「ふるさとづくり特別対策事業の創

設について（概要）」策定

多極分散型国土形成のための地方分権

１９８９ ・業務核都市基本方針

・経団連「市町村相互間、都道府県相互間の

連携、合併決議」

・自治省「ふるさと市町村圏推進要綱」

・全国市長会「第二政令指定都市構想」

・関経連意見書「府県共同体構想」

・中部経済連合会「望ましい国と地方のあり

方」

・自治省の新行革審小委員会ヒアリングに対

する意見書「都道府県の在り方について」

・新行革審「国と地方の関係等に関する答申」

９２年度までに３６０広域圏域中、１１４圏域に設定

段階的道州制

都道府県の役割の重要性を強調

都道府県連合制度、地方中核都市制度、市町村連合制度の提唱

１９９０ ・行革国民会議

・日本青年会議所「地方分権へのいざない」

地方主権の提唱

藩制構想

１９９１ ・地方自治法の改正

・自治省「広域行政圏計画策定要綱」

・第三次行革審豊かなくらし部会報告「本当

の豊かさをめざして」

・関経連意見書「都道府県連合制度に関する

提言」

・第二十二次地方制度調査会答申

・第三次行革審第二次答申

機関委任事務の職務執行命令訴訟制度、監査委員等

広域市町村圏と大都市周辺地域広域行政圏を「広域行政圏」と総称

東京一極集中の是正

都道府県連合試案

地方分権特例制度

１９９２ ・地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設

の再配置の促進に関する法律

・第三次行革審「国際化対応・国民生活重視

の行政改革に関する第三次答申」

・閣議決定「地方分権特例制度について」

・経済同友会「地方活性化への提言」

・政治改革推進協議会（民間政治臨調）「地

方分権に関する緊急提言」

地方拠点都市法

地方分権特例制度（パイロット自治体）答申

地方分権基本法提唱
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時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９９３ ・第二十三次地方制度調査会小委員会報告

「都市の規模能力に応じた事務移譲を含む

都市制度のあり方についての考え方」

・地方分権特例制度実施要領

・第二十三次地方制度調査会答申「広域連合

及び中核市に関する答申」

・衆・参両院「地方分権の推進に関する決議」

・第三次行革審最終答申

・経済同友会地方活性化委員会提言

・自由民主党道州制を維持する会

事務次官会議等申合せ

広域連合、地方中核都市制度構想

地方分権に関する立法化等の推進。市町村の自主的合併の推進や広域的自

治体制度の導入を地方分権の前提条件とはせず（それぞれが広域的・自律

的な自治体へ成長することを期待）

都道府県合併、市町村合併

１９９４ ・閣議決定「今後における行政改革の推進方

策について」

・行政改革推進本部地方分権部会設置

・地方６団体「地方分権の推進に関する意見

書」

・第二十四次地方制度調査会「地方分権の推

進に関する答申」

・閣議決定「地方分権の推進に関する大綱方

針」

・地方自治法の改正 広域連合制度、中核市制度の創設

１９９５ ・閣議決定「地方分権推進法案」

・地方分権推進法

・地方分権推進委員会発足

・改正合併特例法

地方分権推進委員会の設置等（委員会任期は２０００年７月まで）

住民からの合併発議を支援し自主的合併の実現

１９９６ ・地方分権推進委員会中間報告「分権型社会

の創造」

・地方制度調査会「地方分権の推進に伴う地

方行政体制の整備・確立についての専門小

委員会報告」

・地方分権推進委員会第一次勧告

国・地方を上下・主従の関係から対等・協力の関係へ転換、国の地方への

関与は立法統制に制限、機関委任事務の廃止

広域連合の積極的な活用による広域市町村圏機能の強化等

機関委任事務の廃止、国と地公体との関係についての新たなルール等

１９９７ ・閣議決定「財政構造改革の推進について」

・地方分権推進委員会第二次勧告推進

・地方分権推進委員会第三次勧告

市町村合併の推進を指摘

福祉・医療等、組織と職の専門性を位置づけてきた必置規制の緩和と市町

村合併の推進

駐留軍基地用地の使用事務を国の直接執行事務として規定

・地方分権推進委員会第四次勧告

・自治省「地方自治新時代に対応した地方公

共団体の行政改革推進のための指針」

・自治省「機関委任事務制度の廃止後におけ

る地方公共団体の事務の在り方及び一連の

関連する制度の在り方についての大綱」

・自治省「自治体リストラ新指針」

・行政改革会議（最終報告）

・財政構造改革の推進に関する特別措置法

国の関与を巡る紛争がおこった場合の係争処理等、市町村の規模に応じた

事務移譲

地方行政体制の整備・確立のため市町村合併、広域連合を活用

（地方分権大綱）

「規制緩和・行政改革と地方分権は両輪」の考えを具体的に示す

地公体規模の拡大に際しては地方制度の在り方の抜本的変革も視野に入れ

るべき
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参考文献

○文献等

・大西幸雄著『介護保険と広域連合―地方自治土曜講座ブックレットNo.４９―』公人の友社、９９．１２

・経済企画庁調査局編『地域経済レポート’９７―特色のある地域経済をつくる地方行財政―』大蔵省印

刷局、９７．５

・自治体問題研究所編集部 日本自治体労働組合総連合自治体行財政局編『Q＆A 分権一括法と地方

自治の課題』自治体研究社、９９．１２

・自治体問題研究所 水口憲人編『広域行政と地方分権』自治体研究社、９３．９

・村上博 自治体問題研究所編『広域連合と一部事務組合―域行政でどうなる市町村―』自治体研究社、

９９．８

・山梨学院大学行政研究センター編『分権化時代の広域行政―府県の役割と市町村合併―』地方自治体

ジャーナルブックレットNo.１９ 公人の友社、９８．１２

・横道清孝著「財政的側面からみた市町村合併」『地方財政』地方財務協会、２０００．２月号

○インターネット関係

・自治省HP（http：／／www.mha.go.jp）

・総理府HP（http：／／www.sorifu.go.jp）

・NIPPON―NET（自治体HP検索システム「地域発見」）（http：／／www.nippon―net.ne.jp）

・日経テレコン２１（http：／／telecom２１．nikkeidb.or.jp）

時期 関 係 法 ・ 答 申 等 備 考

１９９８ ・閣議決定「地方分権推進計画」

・地方分権推進委員会第五次勧告

・中央省庁等改革推進本部「中央省庁等改革

に係る立案方針」

・地方制度調査会「市町村の合併に関する答

申」

・財政構造改革法停止法

公共事業の見直しとそれに伴う補助金制度の検討

新道州制と評価

市町村行政の広域的展開等

１９９９ ・閣議決定「第二次地方分権推進計画」

・地方分権の推進を図るための関係法律の整

備等に関する法律（地方分権一括法）

・「市町村合併推進本部」の設置

・自治省「市町村の合併の推進についての指

針」

中央省庁等改革に係る大綱事務局原案

関係法律４７５本

（市町村合併特例法（有効期限Ｈ１７．３．３１）は施行）

中核市の要件緩和、特例市の創設

本部長自治事務次官

市町村合併、広域行政、その他地公体の振興を明記

２０００ ・自治省「広域行政圏計画策定要綱」

・自治省「広域行政圏計画策定要綱について」

・地方分権一括法施行

・介護保険制度開始

・閣議決定「地方分権推進法の改正」

地域間の交流を効果的に進める観点から自主的な市町村合併を積極的に推

進

広域行政圏（広域市町村圏又は大都市周辺地域広域行政圏）の設定

広域行政圏の振興整備に係る旧通知の廃止

１年延長を決定

（資料）：「広域行政と地方分権」及び自治省資料等より作成
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○その他

・日本経済新聞 各号

・総理府HP（http：／／www.sorifu.go.jp）

・NIPPON―NET（自治体HP検索システム「地域発見」）（http：／／www.nippon―net.ne.jp）

・日経テレコン２１（http：／／telecom２１．nikkeidb.or.jp）
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１ はじめに

近年、開発途上国の発展のために「知識」が果

たす役割の重要性が認識されている。知識ギャッ

プ・情報不全こそが、貧困の原因であり、これを

解消することが開発政策における中心的課題と考

えられるようになってきた（図１）。

このような「知識」の重要性が高まるに従って、

情報通信インフラの整備は、「知識のやり取り」

を促進し、知識ギャップ・情報不全を解消するた

めの、開発政策の要として位置づけられるように

なった２）。

しかしながら、発展途上国における現実の電気

通信インフラ整備は、あまり進んでいるとは言い

難く、１０００人当たりの基本電話回線数を見ると、

低所得国と高所得国の間で、約１５倍もの差が生じ

ている（表１）。

こうした格差を解消するため、国連を初めとし

て情報通信インフラの整備を積極的に支援してゆ

く姿勢を見せている３）。

トピックス

電気通信分野への国際協力について１）

通信経済研究部研究官 宍倉 学

１）本稿は「開発途上国における電気通信事業の収益性に関する研究」の中間報告として、その内容を一部要約したものである。
当研究においては元郵政研究所通信経済研究部高地晴子主任研究官、国際部国際協力課山本滝夫課長補佐、野村総合研究所山
形浩主氏から多大な協力を得た。この場をかりて感謝を申しあげる。もちろん本稿におけるいかなるあやまりも筆者個人に帰
するものであり、また本稿における見解は、郵政省あるいは郵政研究所の公式見解を示すものではないことをおことわりして
おく。

２）世界開発報告１９９８／１９９９では、新たなグローバル経済で競争していくために、開発途上国は情報インフラストラクチャーの開
発と有効活用を国家の最優先目標とすべきであることが述べられている。

図１ 教育、貿易開放度、電話網密度が経済成長に与える影響

出所：世界開発報告 １９９８／１９９９
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本稿では、電気通信分野における国際協力につ

いて、世界的な潮流を明らかにすることを通じて、

その在り方の検討を行う。

はじめに、国際的なトレンドを明らかにするた

め、代表的な国際援助機関である世界銀行を例に

とり、電気通信分野に対する援助について整理を

行う。世界銀行の電気通信部門への援助方針が、

プロジェクト援助からセクター改革などのプログ

ラム援助４）へと転換された事を示した後、この方

針の転換の背景についてまとめる。

次に、OECDにおけるタイド援助に関する規制

ルールをもとに、電気通信分野におけるプロジェ

クト援助の在り方についての検討を行う。まず

OECDのタイド規制の概要について整理を行い、

タイド規制のポイントが、援助プロジェクトの商

業性の有無にあることを示す。また電気通信プロ

ジェクトに対するタイド規制の全般的傾向を明ら

かにし、タイド援助が認められる場合のプロジェ

クトの特性及び具体的事例について検討を行う。

さらに、電気通信分野へのプロジェクトベースで

の融資の実施条件、実施形態などに関して検討を

行う。

最後に、これらの動向について、我が国の電気

通信分野における開発支援の在り方に対する含意

を示す。

２ 世界銀行における電気通信の位置づけ

２．１ 世界銀行の融資の傾向

世界銀行における電気通信への融資の特徴は、

以下のようにまとめられる。

●融資残高のなかで、電気通信関連融資は世界銀

行融資の１．５％程度（図２）

●総融資額に占める電気通信部門に関する融資は

０．２％程度（表２）

そもそも世界銀行の融資において、電気通信部

門への融資は残高、貸付額でも共に小さく、さら

に近年は縮小傾向にあることがうかがえる。また

直接のプロジェクト投資は縮小し、セクター改革

融資が増加している（表２）。

２．２ １９８５年以前の融資方針とその問題

かつて、電気通信は、自然独占性が存在する分

野であると考えられてきたため５）、世界銀行にお

いても、１９８５年以前には、通信が基本的には独占

３）アナン国連事務総長は、Seven Point Program for Creating the Enabling Environment for Global Knowledgeを発表して、そ
の中で各種の情報を活用した開発支援の方策をうちだし、情報インフラの整備の支援や、遠隔教育や遠隔医療の充実をうたっ
ている。

４）特定の貧困地域の回線設置など、個別プロジェクトに対する支援を、プロジェクト援助とよぶ。一方、個別プロジェクトを特
定しない援助をプログラム援助とよぶ。より詳細な分類に関しては小浜（１９９２）を参照

５）電気通信のようなネットワーク産業の場合、巨額の固定費・共通費が必要となるため、生産規模の増加に伴って平均費用が低
下し、最も生産規模の大きい企業が最低の費用で生産を行うことが可能になる。このため民間事業者によりサービスの提供が
行われる場合、独占が成立し（自然独占性）、独占力による資源配分上の非効率が生じるため、サービスの供給にあたり政府
もしくは公的機関が介在する必要があると考えられていた。

表１ （１９９８年）

１０００人当たりの電

話回線数

積滞件数

（単位：千）

回線設置時間

（単位：年）

１回線当たり収入

（単位：ドル）

３分当たりの地域

網通信費

低所得国

低位中所得国

上位中所得国

高所得国

３７

１１５

１８９

５６７

６７３６．０

１９８４５．３

７７０１．４

１０１．４

５．５

１．９

０．４

０．０

２９０

３５５

６６３

１０３５

０．０７

０．０４

０．０７

０．１０

注：低所得国（７８５ドル以下）低位中所得国（７８６～３１２５ドル）上位中所得国（３１２６～９６５６ドル）高所得国（９６５６ドル以上）
出所：世界銀行 １９９９年次報告より作成
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農業�
15.0％�

教育�
5.0％�

電力等エネルギー�
14.7％�

環境�
1.4％�

金融�
10.0％�工業�

6.1％�
小企業�
1.5％�

ノンプロジェクト�
11.6％�

石油・ガス�
3.0％�

人口・保健�
2.2％�

公的部門管理�
3.0％�

社会部門�
1.8％�

通信�
1.5％�

運輸�
14.7％�

都市開発�
4.4％�

上下水道�
4.1％�

的に提供されることを前提として、国有・国営

（あるいはそれに近い）電気通信会社のネット

ワークの拡張を支援する事を目的として、プロ

ジェクト単位での融資が行われてきた。

しかしながら、開発途上国における電気通信事

業の運営に関して以下のような問題点が顕在化し

図２ 世界銀行の融資残高の割合（１９９９）

出所：世界銀行 １９９９年次報告より作成

表２ １９９５―１９９９までの世界銀行の各部門への融資額 （単位：百万ドル）

FY９５ FY９６ FY９７ FY９８ FY９９ （FY９８） （FY９９）

農 業 ２２０５．３ ２０７８．９ ３５６２．５ ２６９１．９ ２８０７．８ ３０５２ ２５２８

教 育 ２０５２．２ １７０５．７ １０１７．４ ３１２９．３ １３４４．３ ３１１０ ２０１４

電 力 ２２４１．５ ３２４７．１ １８８９．２ ２００４．０ ４４０．０ １９００ ５９１

環 境 ８２４．０ ８８２．７ ２２６．７ ８０１．６ ５３９．３ １０８３ ９７８

金 融 ２９２９．７ １４３０．４ １１７８．８ ６２４９．５ ２８７６．４ ５８２４ ６６４５

工 業 １７８．２ ２５２．１ １９５．５ ７３．０ ６７７．０ ７３ ６７７

小 企 業 ２４．８ ６９２．０ ３２１．４ １３７６．５ ３１５．０ １２１６ ３４６

ノンプロジェクト ３１５１．５ １６６５．５ ２１８６．０ １８５２．６ １０２６９．６ １２９６ ４２９３

石 油 ・ ガ ス ６０３．１ ５５．６ １３５．６ １４０．０ １７．５ １４０ １８

人 口 ・ 保 健 １１０１．２ ２３５３．４ ９４０．４ １９９０．９ １１０６．０ ２１８１ １７２６

公 的 部 門 管 理 １０９７．６ １８７６．２ ９４０．５ ２２６０．２ １４３０．０ １１３６ １０８３

社 会 部 門 １０５０．７ ９９４．５ １３８９．７ １３４０．０ ２６７８．６ ２５３０ ３５９５

電 気 通 信 ３２５．０ ３５．０ ― ７０．５ １０．８ ７５ ２２８

運 輸 ２２５３．４ ２７７２．６ ３８３１．８ ３２８７．５ ３０２１．８ ２９８９ ３０２２

都 市 開 発 １５０２．０ ８６８．５ ６６８．３ ７７３．５ ７０６．５ １３１３ ６０５

上 下 水 道 ９８１．５ ６０９．８ ６８２．８ ５５２．９ ７５２．７ ４７６ ６４５

融 資 合 計 ２２５２１．０ ２１５１６．６ １９１４６．７ ２８５９３．９ ２８９９４．１ ２８５９４ ２８９９４

注１：網掛けの部分はノンプロジェクトに分類されていた部分を再分類したもの

注２：数値は世界銀行と国際開発協会（IDA: International Development Association）の両融資を含む

出所：世界銀行 １９９９年次報告

１１１ 郵政研究所月報 ２０００．８



たことから、こうしたプロジェクト単位での融資

の方針に関して見直しが行われた。

●国営電話会社による供給の非効率性

国営の電話会社は、きわめて効率が悪く、回線

の敷設が需要にまったく追いつかなかった。多く

の国で、電話を申し込んでからそれが設置される

までに１年以上、場合によっては１０年以上かかり、

供給効率が悪かった６）７）。

● テクノロジーの急速な進歩

通信手段・通信技術の進歩と多様化により、市

内電話網を除き、既存ネットワークの優位性に頼

るより、むしろ新規のネットワーク投資を推進す

ることで、より安価なサービスの提供が可能に

なった。したがって自然独占という従来の見方が

崩れ、競争を導入することが可能になった。

●競争導入による供給の拡大

実際に、いくつかの国で競争原理が導入され、

サービス・コスト面においても新規の敷設のほう

が優れていることが裏付けられはじめた８）。

開発途上国における電気通信サービス普及の遅

れは、独占形態による供給不足にその原因がある

と認識されるようになったため、独占国営電話会

社のプロジェクトに対して援助を行う、という従

来型の援助から、競争導入もしくは市場が正しく

機能できるための基盤を築くための援助に重点が

変更されるようになった。

２．３ 現在の方針

１９８５年以前と以後の方針の違いは、表３のよう

にまとめられる。

現在の世界銀行は、民間の競争を通じた供給を

行うことでセクターの成長、技術革新、効率化の

促進を達成する方針をとっている。これに伴い融

資の手法も、プロジェクト援助からプログラム援

助にその重点が移された。

もちろん現実の開発途上国を見た場合、あらゆ

る国に、ただちに民間による競争導入を行うこと

は合理的な政策とは言えない。このため実際の援

助は、「発展段階に応じた援助」という形を取っ

ている。各段階に応じた世界銀行の対応は、表４

のようなものである。

また、すべての分野が市場化・民間参入できる

ものではない点についても認識されている。特に、

広大な地域に人口がまばらに分布する孤立した過

６）改革以前のガーナでは、４００人に１人しか電話を持てず、申請してから実際に電話が引かれるまで１０年かかった。
７）開発途上国における国営電話独占企業の投資コストは、電話線１本につき４０００ドルと、達成可能なコストの３～４倍にまで達

していることも多い。
８）詳しくは世界開発報告１９９８／１９９９を参照

表３ 世界銀行の融資方針の比較

１９８５年以前の基本方針 １９８５年以後の基本方針

目 的
・ネットワークの延長と拡張

・運営企業体（国営電話会社）の体力強化

・セクターの成長を加速する

・効率性、技術革新、ユーザ選択肢を増す

援助手段

・IBRD（世界銀行）／IDA（国際開発協会）による
投融資

・協調融資

・IBRD（世界銀行）／IDA（国際開発協会）による
投融資、TAローン

・IFC（国際金融公社）による投融資

・MIGA（多国間投資保証機関）による政治リスク

の保証

ポイント
・効率的なプロジェクト実施

・運営企業体の経営・運営自立

・国の経済構造とセクター改革に注力

・政策支援、アドバイザリーサービス

１１２郵政研究所月報 ２０００．８



疎地は、民間の事業者には魅力的なものではなく、

サービスの確保が難しい。開発途上国のなかでも

地方の町や村では、いまだ電気通信の拡充が遅れ

ており９）、こうした部分については、何らかの公

的な補助なり支援が必要であると指摘されている。

しかしながら、世界銀行は、このような場合にお

いても、直接的な支援よりも、一部市場原理を生

かした支援を行うべきであると主張している１０）。

２．４ 世界銀行の方針についてのまとめ

開発途上国の発展にとって、知識ギャップを埋

めるインフラとして電気通信産業の重要性はこれ

まで以上に高まっており、これを支援して行く必

要性は十分認識されている。

世界銀行の融資において、電気通信分野の援助

が縮小しているのは、国営・国有の電気通信事業

者を直接支援するプロジェクト型の融資から、民

間事業者による競争を通じてネットワーク整備を

行うセクター改革型の融資に重点を移した結果で

ある。プロジェクト型の融資が減少しているため、

金額ベースでは減少してしているが、代わりに競

争の導入・競争環境の維持を目的としたシステム

面での支援の重要性が高まっている。

また不採算地域へのアクセスの確保など、民間

事業者だけでは達成困難なプロジェクトに関して

は、市場原理を有効に活用しつつも必要であれば

プロジェクト単位での支援を行う必要性を認めて

いる１１）。

３ 電気通信分野におけるプロジェクト援助

DAC（Development Assistance Committee：

開発援助委員会）加盟のOECD諸国による通信分

野の援助についても、世界銀行と同様、援助額及

び援助全体に占める比率のいずれも低下している

（図３、図４）。

しかしながら、前節で述べたように、プロジェ

クト援助の必要性がなくなったわけではなく、商

業ベースにのらない一部の開発途上国のプロジェ

クトに対しては、引き続き援助が供与されている

（表５）。

３．１ 融資方法

開発途上国のプロジェクトに対して融資を行う

場合には、一般的には以下のような方法が存在す

る。

●輸出信用を行う

●アンタイドでの援助供与を行う

●タイドでの援助供与を行う

９）アジアやアフリカ諸国の農村部の電話普及率は、各国の最大都市の５分の１にすぎない。
１０）世界開発報告１９９８／１９９９では、このような例として、チリにおいて、リモートエリアでの電話普及プロジェクトに対して、補

助金を最小化するオークションが採用されたことがあげられている。
１１）この意味で、世界銀行などの通信事業に対する立場は、電力などに対する立場とまったく同じである。電力においても、特に

発電部門へのプロジェクト融資は行われなくなっており、セクター改革融資と送配電への融資、さらに地方電化の部分に限っ
て融資が行われる状況となっている。

表４ 発展段階別の対応

ステージ１ ステージ２ ステージ３

状 況
民間資本がまったく参入できな

い状況

民間投資が不十分かつ政策的に

参入障壁が高い状況

民間資本の流入が増大している

状況

世界銀行の対応

・セクター改革の推進

・競争導入と事業の政府からの

分離

・セクター改革をさらに推進

・競争促進的な規制整備

最終的な調整を行いつつ、

フェードアウト
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このうちタイド援助に関しては、国際的な規制

が存在するため、一定の条件を満たすプロジェク

トでなくては、この方法を採用することは出来な

い。

３．２ OECDにおけるタイド援助規制

開発途上国に対して資金協力を行うということ

は、先進国からの資金によって、途上国に対して

最終的にはものが提供されることになる。このた

め、自国企業に対してビジネスチャンスを与える

図４ 電気通信援助の比率の推移

出所：OECD通信白書より作成

図３ 援助総額と通信援助額の推移

出所：OECD通信白書
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ために、敢えて不利な条件（途上国にとっては有

利な条件）で途上国融資を行うインセンティブが

存在する。特に「自国企業を使う場合」といった

条件付きの融資、すなわちタイド援助の場合は、

こうした性格がきわめて強い。

このようにタイド援助は、公的な輸出補助金に

よる輸出振興策と同じく、自由・公正な貿易を歪

曲する側面を持つため、これを是正するための仕

組みとして設けられたのが「Arrangement on

Guidelines for Officially Supported Export

Credit（公的支援を受ける輸出信用ガイドライン

に関する取り決め（以下「輸出信用アレンジメン

ト」と略す））」である。これは１９７８年に合意され

ており、強制力を持たない非公式な紳士協定であ

るが、国際的なルールとして確立しており、わが

国も合意している。

さらに１９８７年には、タイド援助信用に関する制

限が強化され、後発開発途上国（LLDC）向けに

ついては譲許性（Concessionality Level１２））５０％

未満、その他の国向けについては譲許性３５％未満

のプロジェクトに対して、タイド援助が認められ

ないこととなった。つまり、譲許性の低い案件に

ついてはタイド援助としない、ということである。

また１９９２年からは、さらに「ヘルシンキ・パッ

ケージ」と呼ばれる新ルールが採用された。タイ

ド援助信用に対するヘルシンキ・パッケージのポ

イントは、（１）比較的裕福な途上国へのタイド

援助の禁止、（２）事前通報義務１３）、（３）商業条

件でのファイナンスが可能なプロジェクトへのタ

イド援助供与の禁止、である。以下それぞれのポ

イントについて詳細に検討する。

�１ 比較的裕福な途上国へのタイド援助の禁止

タイド援助が認められるには、この国が二年連

続で世界銀行１７年融資の対象となっている必要が

ある。１９９６年のデータを使うと、一人あたり

GNPがUS＄３，１１５以上の国はこの対象とはならな

い。

また、東欧諸国及び旧ソ連の旧社会主義国に対

しても、タイド援助をなるべく供与しないことが

定まっている。これは通称「ソフト・バン」と呼

ばれる。ソフト・バンの対象国は、ブルガリア、

チェコ、スロバキア、ハンガリー、ポーランド、

ルーマニア、ベラルーシ、ロシア連邦、ウクライ

ナ、エストニア、ラトビア、リトアニア及びスロ

ベニアである。

�２ 事前通報義務と検討プロセス

タイド型のプロジェクト援助は、事前通報が義

務づけられており、以下のような検討プロセスを

クリアする必要がある。

表５ 通信援助プロジェクト数

通信プロジェクト数

１９８５

１９８６

１９８７

１９８８

１９８９

１９９０

１９９１

１９９２

１９９３

１９９４

１９９５

１９９６

１２２

１４８

１２５

１７４

１４４

１５５

１４２

１９０

１６１

２３０

２１６

２３２

合 計 ２０３９

出所：OECD通信白書より作成

１２）融資条件の緩さを示す基準。具体的には利息と元金の返済を、その国の市中金利で割り戻して現在価値を算出し、それが実際
の融資額に比べてどのくらい低いかを求めたもの。

１３）コミットメント日または入札締め切り日のうち、早いほうから３０working days前までに、アレンジメント参加国とOECD事
務局に事前通報することが義務づけられている。

１１５ 郵政研究所月報 ２０００．８



●事前通報

タイド援助を行いたい国が、アレンジメント参

加国とOECDに対して事前に通報を行う。

●チャレンジ

通報を受けたアレンジメント参加国は、問題が

あると思ったプロジェクトに対してチャレンジを

行う。チャレンジとは、当該案件のフィージビリ

ティ・スタディ（feasibility study：F／S）と援助

クォリティーアセスメント（AquA）の提出、さ

らにコンサルテーションでの協議を求めるという

ことである。

チャレンジを行った国が、提出された資料を読

んで納得すれば、チャレンジ要求は取り下げられ

る。また、チャレンジが行われなければ、そのプ

ロジェクトは自動的に認められる。

なお、金額があまりに大きく、ほかの国では

ファイナンスできる見込みがないために、チャレ

ンジされずに通過するプロジェクトも存在する。

●コンサルテーション

資料提供後もチャレンジが取り下げられないプ

ロジェクトについては、コンサルテーション会議

が開かれ、プロジェクトのCV性（Commercially

Viable：商業条件でのファイナンスが可能性）に

ついて協議審査が行われる。ここで、このプロ

ジェクトが、タイド援助なしでは財務的に実施が

困難であり、輸出信用ベースでの資金供与が不可

能であることについて、アレンジメント参加国の

十分な支持（Substantial Support）１４）を得られれ

ば、そのプロジェクトは認められる。

�３ CV性について

タイド援助すべてを規制してしまうと、援助そ

のものが停まってしまい、途上国の発展に支障を

きたすおそれがある。このため、民間も輸出信用

機構もファイナンスしないような収益性の低い案

件に関しては、タイド援助信用を供与したとして

も輸出振興にはなりえないとして、規制の対象か

ら除かれている。具体的には、譲許性が８０％以上

の案件について、規制の対象外となっている１５）。

譲許性が８０％未満の案件に関しては、CV性が

成立するか否かが判断基準となる。CV性の判断

基準としては、輸出信用アレンジメント第３５条に

的確性判断のキーテストが記述されている。

具体的には、当該プロジェクトにおける１０年間

のキャッシュフローについて分析を行い、累積

キャッシュフローがプラスならCV、マイナスで

あればNCV（Not Commercially Viable：商業条

件でのファイナンスが不可能）と判断される。通

常のプロジェクト実施の妥当性評価においては、

財務的な収益性と同時に、プロジェクトによって

被る経済的な便益も収益に含めて計算を行う場合

が多いが、輸出信用アレンジメントにおけるCV

性評価においては、あくまでそのプロジェクトが

商業的にファイナンスをつけられるかどうか、と

いう点のみで評価されることになる。

プロジェクトのCV性判断において最も大きな

問題になるのが、評価に用いられる価格（料金）

である。キーテストの条件に「市場原理にした

がって適切な価格設定を行った場合」という記述

がある。電力や通信関連では、各種の小売り・卸

料金が政策的に低くおさえられている場合が多い

が、CV性の評価においてはこうした政策的な要

因を排除した適正な市場価格を使わなくてはなら

ない。この「適正な市場価格」をどこにおくかは

１４）十分な支持（Substantial Support）には、必ずしも明確な基準があるわけではない。各国の意見を議長がきいたうえでとりま
とめを行い、白黒の判定をつける、程度の意味である。

１５）２００万SDR未満の案件については、審査コストの面からみて無駄が多いという理由で、審査対象からはずされており、タイド
援助に対する制限はない。
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大きな争点となる。考え方としては、「現地価格」、

「調整価格」、「段階価格」が存在する。

「現地価格」は、現地で実際に使われている価

格である。「現地価格」が適正な市場価格である

ことを証明するために、現地市場の特色、採用し

た市場価格の根拠や出所などについて説明しなく

てはならない。

「現地価格」が「適正な市場価格」とはいえな

いと判断される場合には、理論上の適正な市場価

格「調整価格」を算定して、使用しなくてはなら

ない。もちろん、これについては正当な根拠が必

要となる。また同時に、「現地価格」がなぜ不適

当と判断されるかについても説明が必要である。

ただしこの場合、世界銀行などの国際金融機関で

使用している価格表や類似市場における事例を参

考として適用できる。

対象となる受益者（国営企業等）が、初期の段

階では十分な支払い能力を持っていないとされる

ようなプロジェクトの場合、段階的に調整価格へ

の移行を行う、「段階価格」によりCV性の評価が

行われる。

３．３ 電気通信プロジェクトに関する規制

ヘルシンキ・パッケージは１９９２年２月に導入さ

れたが、以来１９９９年３月までの期間、タイド援助

について千数百件にのぼる事前通報が行われた。

このうち、コンサルテーションに至ったものは一

割以下と見られており、さらにCV性があると判

断されたのはその半数程度である。

セクター別に見た場合、タイド性が問題になる

プロジェクトは、明らかに一部セクターに集中し

ている。実際にコンサルテーションがあったのは、

農業、製造業、エネルギー、運輸、通信、社会そ

の他のセクターであり、そのうち製造業、運輸、

通信は、２０％以上のプロジェクトがコンサルテー

ションにかけられている。

さらにコンサルテーションにかけられた場合、

製造業と通信については半数以上がCV性ありと

いう判断を下されている。以下に具体的な電気通

信プロジェクトについて評価例を示す。

●甘粛地区及び安徽省の電気通信網整備（中国）

どちらも比較的貧困な農村地域へのデジタル交

換機と関連サービスの提供を行うプロジェクト。

当該プロジェクトの対象地域が人口密度が低く、

農村地帯であったため、回線あたりの設置コスト

の高さと、需要の伸びが期待できないとして

NCVと判断された。

●ムタレ地方電気通信拡張（ジンバブエ）

ジンバブエのムタレ地方電話網の復旧・拡張の

ための交換機及びケーブルの供給、設置プロジェ

クト。判定にあたって現地価格と国際市場価格の

両方で評価を行い、前者ではNCV、後者ではCV

となった。コンサルテーションでは、世界銀行が

現地政府に対して要求している料金引き上げの効

果、最新設備の導入による効率化及びコストダウ

ンの可能性が指摘されて、結果的にCVであると

判断された。

電気通信プロジェクトのCV性の判断において

は、料金設定、回線あたりの設置コスト、将来成

長見通しが争点となる。通信プロジェクトについ

てCV性がないと判断されるのは、

●地理的に不利な地域（一回線あたりの設置コス

トが高い及び運営メンテナンスコストが高い）

のプロジェクト

●需要の伸びが遅い地域のプロジェクト

である。

しかしながら、こうしたプロジェクトであって

も、ジンバブエのムタレプロジェクトのように料

金設定を考慮してクレームがつく場合もある。ジ

ンバブエの例では、現行の現地価格ベースで

NCVであるという主張が行われていたが、追加

的な補正の検討が行われCVと判断された。
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なお世界銀行が多くの開発途上国について詳細

な調査を実施しており、設備費用、運転費用の回

収をベースとした回線あたりの費用（料金）推計

を行っている数字があるため、議論はこれをベー

スに行われるケースが多い。このため、この数字

から大きく乖離した数字を使用する場合には、よ

ほど強力な理由がなければ困難だと思われる。

４ 日本の援助に対する含意

電気通信分野の中にもプロジェクト援助が必要

であり正当化され得る部分は存在しているという

点に関しては、各援助供与国とも認めており、実

際にプロジェクト援助を行っている例も多い。さ

らに、セクター改革支援などへのニーズはきわめ

て高く、世界銀行をはじめとするドナーも、こう

した分野での融資は積極的に行っている。

わが国の国際協力においても、電気通信部門へ

の競争原理や市場性導入などを目的とするセク

ター改革型の援助を行うと同時に、ルーラル地域

などへの電気通信導入に対するプロジェクト援助

を組み合わせせてゆく必要がある。
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１ はじめに

経済成長の牽引車として、ベンチャー企業の育

成が各国で注目を浴びている。経済構造の変革を

伴う米国の長期にわたる経済成長がベンチャー企

業の勃興によるところが大であるとの認識の下、

シリコンバレーを象徴として、シリコンアレー

（ニューヨーク）、バンガロール（インド）、イス

ラエル等の動向が取りざたされてきた。我が国で

はこれまでビットバレー（東京・渋谷）が注目を

浴び、日本においてもベンチャー育成の重要性が

説かれている。

ベンチャー企業が勃興するためのインフラとし

ては、人材と資金の供与がスムーズに行われるこ

とが不可欠であることは十分認識されている。た

だし、高度経済成長期の成功体験から脱却して新

たな政策手法を打ち出しているとの信認を得られ

ていない行政の関与には、否定的な見解が多い。

イスラエル政府のプロジェクトは、リスクが高

くてマーケットからの資金調達が困難であるプロ

ジェクトを支援し、１００のうち５プロジェクトの

成功があれば制度として成功と解する（ベン

チャー＝ハイリスクの認識の下、マーケット思想

を基本においた制度）。

比較的紹介されることが少ないイスラエルに関

する状況を簡単にまとめてみた。

２ イスラエルのベンチャー環境

２．１ なぜイスラエルなのか？

ハイテクベンチャーで中近東諸国が注目を浴び

るのはイスラエルだけである。これはなぜか。ヨ

ルダンとの比較で検討してみる４）。

�１ 軍事力（安全保障）への注力

ヨルダンはシリア、イラク、イスラエル、サウ

ジアラビアの強大国に囲まれ、けして治安が盤石

で安全保障が確保されていると言い切れるわけで

はない。しかしイスラエルはアラブ諸国の中に孤

立して存在しており、安全保障の確保は死活問題

であるとの認識がより切実である。したがって、

安全保障の確保のための情報収集活動やハイテク

技術の開発に国家として力を注いでおり（ヨルダ

トピックス

イスラエルのベンチャー産業１）２）

―ベンチャー育成の鍵は人材・資金・制度３）―

研究交流課長 近藤 勝則

１）本件に関する見解は筆者個人に属し、郵政省あるいは郵政研究所の公式見解をなんら示すものではない。
２）なお、本稿においては著者の在ヨルダン日本大使館勤務時代の古い資料や出典が明確でない資料によっている箇所もあり、引

用が不十分・不適切な点がありうる。この責任は筆者にある。
３）以下では、イスラエルのベンチャー育成政策の光の部分を主に述べている。しかし現実には影の部分もあるであろうし、また
我が国の社会背景とは大きく異なる点も多々存する。したがって、１つの制度として念頭におきつつ、我が国におけるベン
チャー育成を論じるにあたっては、行政による制度インフラ整備の要否・是非等を議論する必要があると思われる。

４）筆者は、１９９６年５月から１９９９年６月までの３年間、在ヨルダン日本大使館経済班に勤務したため、本稿においてはヨルダンと
の比較においてイスラエルの状況を述べることとする。
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ンは米国、日本、英国等の海外からの援助に頼る

傾向が強い）、ある程度経済成長を犠牲にしても

国家安全の維持をより重要視する姿勢が見られる。

→ ハイテク技術の習得、開発は国家的目標

→ 軍事技術の民生転用

�２ 人材育成

ヨルダンでは、国家への帰属意識があまり強く

なく（但し血縁は大切にする）、留学した者はＵ

ターンせずに留学先で職を見つけたり移住する者

が多い。また、優秀な人材を海外に留学させる奨

学金制度が充実しておらず、裕福な家庭の子弟の

留学がほとんどである。たしかにヨルダンは天然

資源等に恵まれないため、教育・人材育成には力

をいれており、国民教育レベルはアラブ諸国の中

でも高水準と言われているが、ハイテク技術者を

国内で確保することは困難である。

イスラエルでは、伝統的に教育投資に熱心であ

るとともに、高学歴な移民や皆兵制によるハイテ

ク技術修得者層の厚さが指摘されている。

→ 教育熱心で、ハイテク技術を持つ知識者層

が厚い。

�３ 資 金

ヨルダンは中央政府財政の２割近くを海外経済

援助資金に頼っており、社会インフラとしての徴

税制度や公共料金設定・回収の手続・運営にも不

備が見られる。自国政府の資金でベンチャー育成

を行える財政的余裕もない。

イスラエルでは政府の補助金によるベンチャー

育成制度が存在する。この制度の存在に起因する

安心感のため海外からの資金も流入しやすくなっ

ている。また、元来米国とのつながりが深く（毎

年３０億ドルの無償援助資金が米国から拠出され

る）、欧米資金が流入しやすい環境にある。実際

二国間等における研究開発基金が創設されている。

→ ベンチャー企業への資金流入の環境整備

３ イスラエルの関連制度インフラ

３．１ 政府間協調

イスラエルはEUや米国との間で自由貿易協定

や投資保護協定を締結している。

また、二国間共同研究開発基金（米イ工業開発

基金（US―Israel Industrial R ＆ D Foundation）、

加イ工業開発基金（Canada―Israel Industrial R

＆ D Foundation）等）が存在している。

３．２ ハイテク研究開発支援政策５）

�１ イスラエルの科学技術政策においては、チー

フサイエンティスト・オフィス（Chief Scientist

Office（CSO））と呼ばれる国家機関（１００名程

度のスタッフ）が存在し、ここで支援プロジェ

クトの採否が決定される。またこのCSOの下に

インキュベーターという組織が設置されている。

このインキュベーターは採択が決定された個々

のプロジェクトの推進管理を支援する。この推

進管理にあたっては、評価委員が任命され、プ

ロジェクト推進における評価・改善を行う

（注：プロジェクト自体の是非ではなく、「推

進」の是非を評価）。

�２ 国による支援内容は一定額の補助金の交付。

補助金の交付は一度限りとは限らず複数年の実

施も可能となっている。研究成果により利潤が

生じれば一定割合（２０％）で国に還付される。

プロジェクトが失敗した場合には還付義務はな

し。

�３ プロジェクトの成功・失敗の評価はマーケッ

トに反映されるというマーケット思想が根底に

５）イスラエル政府公表資料よりとりまとめ。
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あり、成否の評価は行わない。補助金の交付に

よるモラルハザードが生じて、税金の無駄使い

ではないかという批判が予想されるが、�１成功

時に研究者が得るであろう利益は補助金額に比

して著しく高いため研究者に対するインセン

ティブは十分ある、�２研究者自身も出資してい

る、�３元来ハイリスクな事業であること（公的

資金でないと参入できない）の認識は共有され

ている、などの理由により制度が運営されてい

る。

�４ プロジェクトの採択基準として「技術開発リ

スクが高いこと」がある。労働集約的に人的投

入で解決できるプロジェクトは対象とならない。

�５ プロジェクトの成功率は数パーセントあれば

よいとの考え方。ハイテクだからリスクがある

のは当然。

�６ 技術開発支援とは別に、製品化・商品化、

マーケッティング支援のための機関（MATHI-

MOP：マティモップ）がCSOの下にある。

MATIMOPの業務は、コンサルタント的に

ファイナンス、マネージメント、マーケティン

グ等のサービスを提供する。

３．３ イスラエル政府自身による成功要因の分析６）

�１ 質の高い大学の存在

�２ 旧ソ連・東欧からレベルの高い技術者が移民

�３ 徴兵制度によるネットワーク

�４ 防衛産業からの民生品転用

�５ 政府主導による資本投資と科学研究開発の促

進政策の充実

�６ 欧米諸国との自由貿易協定などによる、商業

マーケットの確保

�７ 通信インフラの整備

�８ 資金調達の多元化（ベンチャーキャピタルの

チャネル充実）

�９ アイデア提供者と投資家を結びつけるサービ

スを提供するボランティア組織の存在

４ FACTs７）

４．１ 人材・人材開発

�１ 人口１万人あたりのエンジニア数は約１３０人

で世界第一位。

�２ イスラエルでは、徴兵制度（男子は１８歳から

３年間、女子は１８歳から２年間）があり、軍隊

勤務中にハイテク・スキルを身につける。

�３ 最近はロシア系からの移民がR＆D（技術開

発）に寄与している。

４．２ 資 金

�１ イスラエルの潜在的成長力、高い教育・技術

水準、政府からの研究開発資金援助制度等に注

目し、米国を中心として、諸外国からのハイテ

ク分野への投資が増加している。

�a イスラエル中銀によれば、９７年のイスラエ

ルへの対内直接投資額は、３４億ドルと対前年

比９億ドル増。

�b 分野別では、製造業（８９％）とホテル（７％）

がメイン。製造業ではエレクトロニクス分野

が全体の８５％を占める（９７年）。

（対イスラエル主要進出企業）

米国：モトローラ、マイクロソフト、IBM、

インテル等

欧州：シーメンス、フォルクスワーゲン等

４．３ 実 績

�１ ベンチャー企業の数は３，０００社を超え、ナス

６）イスラエル政府ホームページより。
７）以下のデータ等は、日本外務省資料、イスラエル大使館ホームページ、JETRO投資白書等からのとりまとめ。
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ダックでの株式公開企業も９７年末に１００社を越

えた。

�２ 通信機器やコンピュータソフトの分野を中心

に企業が誕生している。

�３ 得意な分野は半導体チップの設計（例：イン

テルの「MMXペンティアム」はイスラエルで

デザインされる）８）。

�４ ビデオ圧縮技術では世界的リーダーであり、

著名なソフトとして「Optibase」がある。

�５ インターネット関連のコミュニケーション技

術、電子商取引に不可欠なデータセキュリティ

の分野は世界最先端９）。

４．４ 政府の支援体制

�１ 輸出型のハイテク・ベンチャー企業を育成し

て、外貨を稼ぐ姿勢を鮮明に打ち出す。

�２ 軍事技術の民間移転を活発化。

�３ 政府は科学技術を国家開発の重要なファク

ターとして支援している。そのため科学技術省

をはじめ科学・技術分野を所掌する関係省庁に

R＆Dを担当するオフィスを設置している。

�４ 全国２７カ所にインキュベーター施設を設置。

研究開発費用の半分を政府が負担する制度を導

入して起業を促している。

�５ 科学技術省は、基礎研究強化・着手ファンド

（FEIR）を設定・運用し、貿易産業省も工業

分野研究開発奨励法によりハイテクを中心とす

るR＆Dの資金的支援を実施。

５ イスラエルの概要と我が国との経済関係

５．１ 経済関連基礎データ

�１ 人口６０４万人

�２ 国内総生産（GDP）

９８２億米ドル（日本の約５０分の１。シンガポー

ル、マレーシアを上回る。）

�３ １人あたり １６，９５０米ドル

�４ ９９年国家予算 ５２４億米ドル

�５ 経済成長率 １．７％（９８年）

�６ インフレ率 ８．６％（９８年）

�７ 失業率 ８．７％（９８年）

�８ 貿易収支（９８年）

輸出２１２億米ドル（対日：７．５億ドル）

輸入２７０億米ドル（対日９．８億ドル）

�９ ８５年以降、輸出増加のテンポ拡大。（輸出

額：８５年約５５億ドル、９０年約６０億ドル、９５年約

１８０億ドル、９８年約２１０億ドル）

製品別では、工業製品が約３分の２。エレク

トロニクス関連の伸び。

製品別のシェア（除く：ダイヤモンド）。

エレクトロニクス 化学 繊維 食品

９１年 ２３％ ２０％ １０％ ７％

９６年 ３４％ ２０％ ７％ ４％

５．２ 日本・イスラエル二国間関係

�a 貿易：輸出入あわせて約１７億ドルで、我が国

の２億ドルの黒字（９８年）

�b 対イスラエル進出企業

進出日系企業数は、日建総本社、東洋インク

等３７社（把握分のみ）。

�ｃ イスラエルへ進出している主な日系企業（エ

レクトロニクス関係）

�東洋インキ（８９年～９３年、電子部品製造、集

積回路パッケージ製造等）

�ネミック・ラムダ（９１年、整流器製造）

�京セラ（９３年、電子部品製造）

�ケンウッド（９５年、イスラエル企業と合弁で

８）毎日新聞より。
９）１９９８年１０月毎日新聞より。
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ベンチャー・キャピタル）

�安川電機（９６年、ロボット制御用部品）

�住友商事（９７年、ハイテク企業向けベン

チャー・キャピタル）

�富士通ビジネスシステム（９７年、ソフト開

発・技術開発）

�トーメン（９８年、ハイテク企業向けベン

チャー・キャピタル）

�野村証券（９８年、ハイテク企業向けベン

チャー・キャピタル）

�富士通（９８年、半導体関連企業）
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１ 刊行物等の発行

�１ 調査研究報告書

「技術標準における知的財産権の取り扱いに関する調査研究」

「定量的方法による通話トラヒックの特性分析に関する調査研究」

「双方向性ネットワークを利用した意見集約手法とその影響に関する調査研究報告書」

「地域における障害者、高齢者福祉への郵便局の活用に関する調査研究報告書」

「２次元バーコードを用いた郵便情報システムに関する調査研究報告書」

「無線ID（RFID）タグを用いた郵便処理システムに関する調査研究報告書」

「金融機関利用に関する意識調査（平成１１年度）」

�２ ディスカッションペーパーの発行

「金融機関の相対的利便性と家計の金融機関選択：『金融機関利用に関する意識調査（平成１１年

度）』より」

「退職予定年齢を考慮した消費関数の推計」

�３ 金融・経済解説紙等の発行

「NEWS BRIEF（経済指標解説）」（随時発行）

「IPTPトピックス（金融経済解説）」（適宜発行）

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

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

２ 広報活動

�１ P―sat放映

「発展を続ける移動体通信市場」（６月１３日）

「月例経済・金融概観の解説」（６月２７日）

「地域における障害者、高齢者福祉への郵便局の活用」（７月１７日）

「月例経済・金融概観の解説」（７月２５日）

�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「インターネトコンテンツ統計に関する調査研究」日本工業新聞［シンクタンクの目］（６月７日）

「江戸時代の飛脚」郵政（６月号）

「環境会計」郵政（６月号）

「民事再生法」かんぽ資金（６月号）

「２月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（６月号）

郵政研究所通信
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「行政手続における電子的情報提供に関する調査研究」情報通信ジャーナル（６月号）

「郵政事業へのナレッジ・マネジメント活用に向けて」通信文化新報（６月２９日）

「日経平均株価と除数」かんぽ資金（７月号）

「３月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（７月号）

「ISDNの利用動向分析」情報通信ジャーナル（７月号）

「米国郵便庁（USPS）における区分機を活用した新サービス」郵政（７月号）

「かもめーる」郵政（７月号）

「ていぱーく１２０％活用術�４」郵政研究（７月号）

３ 学会・大学・講演会等での発表

「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」郵便と配達の経済学に関する会議

（６月８日 カナダ、バンクーバー）

「ナレッジマネジメントの現状に関する日米比較」経営情報学会春季全国発表大会（６月１１日）

「講義内容：企業と環境会計」電気通信研修所法人財務科（６月１５日）

「今後の経済・金融動向」三郷郵便局（６月１３日）

「情報通信技術によるSustainable Societyの実現可能性とわが国情報化投資の現状」情報通信学

会大会（６月１７日）

「経済の仕組みと最近の経済情勢について」中央郵政研修所（７月４日）

「最新金融経済情勢」中国郵政研修所（７月１８日）

４ 第１２回 郵政研究所研究発表会

第一部（６月７日）

・特別講演「２１世紀日本の展望」 舛添 要一

・各研究分野の代表的な成果発表

・ていぱーくエキシビジョン

第二部（６月９日）

郵便・物流セッション、金融・経済セッション、情報通信セッション、技術開発セッション、

郵政文化セッション 各セッションごとの発表

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）

・「おもしろBSデジタル館」・「富士山写真」展（６月１８日�日～７月９日�日）

・NTT特別展（７月１６日�日～８月１３日�日）

・夏休みこども大会（８月１８日�金～８月３１日�木）
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◆ 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

ていきます。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 Webサイト http：／／www.iptp.go.jp
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編集後記

残暑お見舞い申し上げます。

関東は夏真っ盛り。冷房の効いた部屋から外へでると、暑さと日差しの眩しさにくら

くらするくらいです。こんな日に涼しい部屋で研究しているのは、果たして贅沢なのか、

もったいないのか。。。

郵政省も人事異動期が過ぎ、新体制で発行する初めての月報です。そのためもあって

少々発行が遅れておりますが、ご容赦ください。特別寄稿を含むボリュームのある８月

号、避暑地へのお供にいかがですか。

郵政研究所では、研究の成果等をインターネットで公開しています。夏休みの研究や

勉強にお役に立てれば幸いです。まだ見ていない方は、一度アクセスしてみてください。

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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