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ていぱーく所蔵資料紹介⑱ はっかく

八角時計

郵便を結束させるためには正確な時間を知る必要があり、郵便創業当初は日時

計や和時計などが利用されたと考えられます。

西洋式の時計は、東京郵便役所には開局時から１台設置されていましたが、一

般の郵便局は、明治６年１０月に東京府下の郵便仮役所１６局に配備されたのが最初

のようです。明治７年６月頃には、この写真のような八角時計が、各地の郵便役

所や郵便取扱所に１，０００個ほど交付されました。

当時、ほとんどの職員は時計の使い方を知らなかったので、その取扱方法を詳

しく記入した「時計用法」という解説書が配布されました。

このように、まだ時計は珍しい存在であったため、郵便局に時計が掛けられる

と町の話題となり、遠くからこれを見にくる人もいたようです。

（表紙解説）

東海道五拾三次之内 保士ヶ谷 新町橋

かたびら

帷子川に架かる新町橋（帷子橋）の手前から保士谷宿の家並みを望む風景が描かれてい
こ む そ う は っ ぴ りょうがけ

る。深網笠をかぶり尺八を持つ虚無僧や揃いの法被を着た駕籠かき、両懸を担ぐ人足が

橋を渡っている。宿入口に二八蕎麦の看板が見える。蕎麦の値段は十六文だろうか。



郵政研究所月報 №１４４
目 次

巻 頭 言
情報格差を下支えするのは……………………………………………………………………………２

こ う づ か ん な

作家 �津 十月
特集１
平成１２・１３年度経済・金融見通し……………………………………………………………………４

第三経営経済研究部
特集２
平成１２年版通信白書特集

平成１２年版通信白書の公表について…………………………………………………………………３１

郵政省大臣官房企画課

「平成１２年版通信白書：特集『ITがひらく２１世紀』」について …………………………………３９
いしぐろ かずのり

東京大学法学部教授 石黒 一憲

ネットワーク社会のビジョンを提起する『通信白書』……………………………………………４２
こも だ ふみ お

埼玉大学経済学部教授 菰田 文男
特集３
２１世紀日本の展望 ―第１２回郵政研究所研究発表会特別講演―…………………………………４５

ますぞえ よういち

舛添政治経済研究所所長 舛添 要一
調査研究論文
機関投資家の運用体制…………………………………………………………………………………５７

はまもと ひろゆき

第二経営経済研究部研究官 �本 浩幸

双方向性ネットワークを利用した調査手法とその影響……………………………………………７２
のう み ただし

通信経済研究部主任研究官 能見 正

月例経済・金融概観…………………………………………………………………………………９８
第三経営経済研究部

トピックス
ドイツ、英国、フランスのダイレクト・マーケティングの動向 ………………………………１１１

のぶはら たいせい

第一経営経済研究部研究官 延原 泰生

米銀だけが手本か？―英銀に見る「得意分野を核とする多角化」― …………………………１３３
いち き み ほ

第二経営経済研究部主任研究官 一木 美穂

機械処理が可能な郵便物の柔軟性について ………………………………………………………１４１
ご ん だ つとむ

前技術開発研究センター主任研究官 権田 努

通信経済研究部技術開発研究グループ研究官 平澤 努

郵政研究所通信………………………………………………………………………………………１５２

本誌に個人名で発表・掲載する研究内容や意見は執筆者個人に属し、郵政省あるいは郵政研究

所の公式見解を示すものではない。

月報７月号表紙に誤植がありました。
読者の皆様、ならびにご寄稿くださいました作者の方には、大変申し訳ありませんでした。
訂正するとともに、お詫び申し上げます。 （郵政研究所月報編集担当）

＜表紙＞ 「郵政事業に望むこと―ガバナンスの確率を―」
↓

「郵政事業に望むこと―ガバナンスの確立を―」

「能美 正」
↓

「能見 正」

ひらさわ つとむ

お詫びと修正



IT革命という言葉がもてはやされているが、このIT革命をほんとうに成功させる

には、必ず表面化する「情報格差」をどのように埋めるか……ということにかかって

いるのではないかと私は思う。

何か大きな変革があれば、そこに当初、ある種の格差が生まれるのは当然のことで

ある。

電化製品一つとっても、それが市場に登場してからしばらくは、持てる者と持たざ

る者が混在する。だから当然そこには格差が生じるわけだが、その壁が無くならない

限り、製品は市民権を得た商品にはなりえない。

したがって企業は、価格、性能、操作の容易性、周辺機器やソフトの開発等々に必

死になる。けれどもIT革命というのは、一つの機器や製品の普及という簡単な問題

ではないから、ややこしい。

パソコンの家庭への普及は加速度的な高まりをみせているし、携帯電話の出荷台数

も目ざましい。製品だけをみればもはや成功というところだが、問題はそれらを使っ

てどれだけのことができるか……という部分だから、奥が深い。

私もパソコンを扱いはじめてから三年ぐらいになるが、原稿を書き、電子メールで

送るという作業だけを取ってみても、ワープロソフトやエディターソフトをあれこれ

取り替えるという遍歴を重ね、メールソフトもそれに合わせて替えてきた。だんだん

分かるようになると、あれこれ欲求が出てきてもの足らなくなるが、この世界は底知

れぬ沼のようで、より良い情報をと求めると不思議なことに、その思いを満たしてく

れる情報に出会えるから凄い。

ただ、凄いということは、ITが生む格差も凄いということなのである。三年前の

私と今の私では情報量も理解力もまるで違う。仕事の必要性があったからなんとか追

いかけてきたが、そうでなかったらとてもとても、今の状態まではやってこられな

かったと思うし、この先の道のりというか、沼の深さを考えると暗澹たる思いに駆ら

情報格差を下支えするのは

作家 �津 十月

巻 頭 言
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れることもある。

私などの及びもつかぬ、想像もできぬほどのところにいる人は無数に存在するので

ある。つまり、格差は無限大なのである。

しかも情報格差は一つのパターンだけではない。途上国と先進国、経済の良し悪し、

教育、あるいは地域、年齢、やる気、等々、あらゆる部分で生み出してしまう。すべ

ての人がおしなべて平等にというのは無理だとしても、さまざまな形で生まれてくる

であろう「情報格差」をどの程度押さえることができるか……は大変な課題であろう。

通信事業を統括する郵政省には、したがって大きな期待がかかる。インフラ整備は

当然として、全国に配置された郵便局を、情報格差解消のためにどれだけ有効活用で

きるか、日本のIT革命の下支えは郵便局にあると、私は言い切ってもいいのではな

いかとさえ思っている。

とはいえ、何も突然、町や村の郵便局がハイテク局舎になる必要はない。離島や過

疎地にも同じ料金で郵便を届けるのと同じように、ITの格差を受けてしまうような

場所や人々のために、きちんとしたフォローアップをするための方法を、まずは考え

ればいいのである。

運営の困難な地方の公立文化会館などでは、住民に運営に参加してもらい、地域に

必要な文化会館のあり方を模索するようになった。

郵便局も、IT革命の時代に郵便局が何をできるか、住民とともに考えて積極的な

取り組みを始めるのもいいのではないかと思う。

ますます面白くなるのが「郵便局」。私ははっきりとそう思っている。

３ 郵政研究所月報 ２０００．９



この見通しは、郵政研究所の調査研究の成果をとりまとめたものであり、郵政省の公式見解を示すも

のではありません。

●企業部門を中心に民需主導の自律的回復に向けた動きが広がっている。一連の政策効果

で実体経済悪化と信用収縮の悪循環を断ち切ったこと、民間部門が在庫調整や資本ス

トック調整を一応終えたことが、民需主導の回復に向けた基礎となっている。

●生産拡大、人件費抑制をてこにした企業収益の大幅改善が、設備投資拡大に結びつくな

ど、回復の動きは企業部門を中心に広がっている。また、すでに雇用・所得環境にも改

善の兆しが出始めており、こうした動きは家計部門の支出に波及していこう。特に、設

備投資拡大は収益率の改善を背景としており、平成１２年度は１０％程度の拡大が見込まれ

るなど、典型的な循環的景気回復の様相を呈し始めている。平成１２年度の実質経済成長

率は、２．６％を見込む。

●一方、在庫率の動きから、１２年度下半期には積極的な在庫積み増し局面もいったんは転

機を迎える可能性がある。これは、米国経済の減速が見込まれることとも相まって、１３

年度の成長率をやや押し下げる要因となろう。平成１３年度成長率は、２．２％成長を見込

む。

特 集 １

平成１２・１３年度経済・金融見通し

第三経営経済研究部

○概観

４郵政研究所月報 ２０００．９



－4

－2

0

2

4

6

8

60 61 62 63 元� ２� ３� ４� ５� ６� ７� ８� ９� 10 11 12 13

民間需要�
公的需要�
外需�
実質国内総支出�

（前年度比､％）�

（年度）�

予測�

�１ 日本経済見通しの概要

【民間最終消費支出】……１２年度は＋１．９％、１３年度は＋１．８％と緩やかな回復
企業収益の回復を背景に、所得環境は徐々に改善する。ただし、企業の人件費削減意欲は依然として根強

いため、雇用・所得環境の改善は緩やかなものとなる。このため、個人消費の伸びもこれを反映して緩やか
な増加にとどまる。

【民間住宅】………………１２年度は－２．８％と反動減、１３年度は＋０．５％とほぼ横這い
１２年度下半期は、減税適用を見込んだ持家の駆け込み着工が発生するが、需要前倒しの反動減等の影響か
ら住宅着工は漸減する。１３年度下半期には、雇用不安の後退や所得の回復等から、住宅着工は下げ止まる。
しかし、金利上昇、住宅ストック調整等、着工の抑制要因もあり低迷が続く。

【民間企業設備】…………１２年度は＋９．４％、１３年度は＋６．８％と景気を牽引
企業収益の回復、情報化投資や更新投資に加え、期待成長率の高まりから設備投資は増加する。１３年度に

は、企業収益の伸びが減速を見せる中で、外部資金を積極的に取り入れるには至らず、設備投資の伸びもや
や鈍化する。ただし、内需の回復基調から設備過剰感が高まることはなく、依然高水準で推移する。

【公的需要】………………公的固定資本形成：１２年度は＋０．８％、１３年度は－０．８％と再びマイナスへ
政府最終消費支出：１２年度は＋０．５％、１３年度も＋０．３％と低い伸びを継続

公的固定資本形成は、１２年度は、１１年度に策定された「経済新生対策」の効果が上期を中心に本格的に現
れる。この効果は年度下期には剥落する恐れがあるため、秋頃に補正予算が編成されると想定することから、
前年度比でプラスとなる。また、１３年度は、１２年度補正予算の効果が本格的に発現するものの、当該予算額
が１１年度に比べて大幅に減少すると想定されるため、再び前年度比でマイナスとなる。
政府消費は、国や地方自治体の厳しい財政事情を背景とした歳出抑制の動きから、１２年度、１３年度ともに

前年度比で低い伸びを継続する。

【外需】……………………財・サービスの純輸出は、１２年度－３．７％、１３年度－１．９％と黒字縮小
１２年度は、企業の円高吸収余力の増加や海外経済の拡大により輸出が増加基調を維持する。一方、輸入も
個人消費、設備投資等の伸びを反映して内需が回復する結果増加し、純輸出は縮小する。１３年度も、輸出は
海外経済の拡大から増加基調を維持する。輸入も、１２年度に比べて内需拡大ペースが鈍るためプラス幅は縮
小するものの増加基調を維持するため、純輸出は縮小を続ける。

【物価】……………………消費者物価（生鮮食品を除く総合）：１２年度は－０．２％、１３年度は＋０．２％
国内卸売物価：１２年度は＋０．２％、１３年度は±０．０％

日本経済の回復に伴い、国内需給が改善することに加え、海外経済の拡大から世界的にも需給ギャップが
縮小し、物価には上昇圧力がかかる。ただし、円高や原油高の剥落から、緩やかな上昇にとどまる。

【雇用】……………………完全失業率は、１２年度４．５％、１３年度４．１％と緩やかな改善へ
景気の緩やかな回復を受けて雇用環境は改善する。ただし、収益率向上を図る企業の人件費抑制の動きが

続くほか、労働需給のミスマッチなどにより、失業率改善のペースは通常の回復期より緩やか。

実質経済成長率需要項目別寄与度の推移

５ 郵政研究所月報 ２０００．９
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�２ 海外経済見通しの概要

米国経済は緩やかに減速するものの堅調に推移し、２００１年には＋３．６％へソフトランディング。欧
州・アジアでは９９年半ば以降の景気改善が続く。この結果、海外の景気は全体として堅調に推移する。

【米国経済】………２０００年は＋４．８％、２００１年には＋３．６％へソフトランディング
２０００年の米国経済は、足許でやや減速の兆しも見られるものの、水準そのものは依然として高く、
＋４．８％の高い経済成長となろう。２００１年には、度重なる金融引締めの影響を受けて＋３．６％程度にま
で減速し、ソフトランディングに向けての推移となろう。

【欧州経済】………２０００年は＋３．１％、２００１年は＋２．９％と拡大持続
２０００年は、９９年後半からの景気の改善傾向が続く。外需は相対的に低いユーロ水準から好調を持続
し、個人消費も失業率の緩やかな低下などから堅調に推移することから、成長率は＋３．１％まで高ま
る。２００１年はユーロ域内の失業率の改善傾向が続くが、米国経済の減速を受けて外需が頭打ち傾向と
なり、拡大テンポがやや鈍化し３％程度となる。

【アジア経済】……２０００年は＋６．５％、２００１年は＋６．１％と拡大傾向を持続
２０００年は、経済好転の流れの中でNIEsは６％台、ASEAN４は４％台、中国は７％台のプラス成長
になろう。２００１年は、米国経済の減速から外需が頭打ちとなり全体的にやや減速するが、アジア全体
では６％台の成長を維持することになろう。

海外主要地域の実質経済成長率（暦年ベース）

（注） 欧州はEU加盟１５か国、アジアはNIEs、ASEAN４、中国の経済規模による加重平均成長率。

米国、欧州、アジア地域の実質経済成長率の推移

（注） 各地域の経済成長率の計算については、左表参照。

米国、欧州、アジア地域の経済見通し
（前年比、％）

９８暦年
（実績）

９９暦年
（実績）

００暦年
（予測）

０１暦年
（予測）

米国 ４．４ ４．２ ４．８ ３．６

欧州（EU） ２．７ ２．３ ３．１ ２．９

うちドイツ
フランス
イギリス

２．２
３．２
２．６

１．５
２．９
２．１

３．０
３．３
２．８

３．０
２．９
２．５

アジア ０．８ ６．５ ６．５ ６．１

うち N I E s
ASEAN４
中 国

－２．３
－９．０
７．８

７．４
３．１
７．１

６．７
４．４
７．１

６．０
４．９
６．８

（注） 地域の成長率は、構成国の経済規模による
加重平均。

６郵政研究所月報 ２０００．９
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�３ 金融市場見通しの概要

【為替レート】……ドル・円レート（年度平均値）は、１２年度１０５円、１３年度１０３円と円高傾向
平成１２年度下期は日本経済の自律的回復が広がるため円高傾向となるが、米国経済も依然と高水準
の成長となること、急激な円高には政府の市場介入警戒感が強いため円の上値は限定的となる。平成
１３年度は日本の自律的回復が続き、日米金利差は縮小するため、円高基調は継続する。ただし、米国
経済は減速するものの堅調さが持続し、日本の経常黒字や米国経常赤字は徐々に縮小傾向となるため
円高進行は緩慢となる。

【原油価格】………原油価格の年度平均値は、１２年度２７ドル、１３年度２３ドルと徐々に下落
平成１２年度下期は世界経済の回復による需要増に伴う需給逼迫懸念から一時的に高値となるが、
OPECや非OPECの増産で徐々に下落する。平成１３年度は引き続き需要が旺盛なものの、OPECの増
産枠の拡大や生産枠を上回る供給過剰懸念から下落傾向が継続する。

【国内金利】………１３年度下半期には次の利上げも視野に
１０年最長国債利回り（年度平均値）は１２年度１．８％、１３年度２．１％と緩やかに上昇

ゼロ金利政策解除後の追加的な利上げは当面行われないが、自律的な景気回復が続くことから、平
成１３年度下半期には次の利上げも視野に入ってくる。１０年最長国債利回りは、景気の回復、設備投資
の増加基調を受けて上昇する。ただし、資金需要の増加が限定的であり、物価が安定的に推移するこ
となどから、緩やかな上昇にとどまる。

【米国金利】………FFレートは２０００年後半にも小幅な引上げ
１０年物国債利回りは、安定した推移

高水準の需要を抑制し、インフレを予防的に抑制するためにも、２０００年後半にFFレートで０．２５～
０．５％の小幅の引上げが行われる。ただし、物価が安定し、景気がソフトランディングに向かう中で
は、金融引締めも最終局面となり、１０年物国債利回りも安定的な推移となろう。

為替レートの推移（ドル・円レート）

（注） 東京市場、中心レートの四半期平均値。
（出所） 日本銀行

原油価格の推移（WTI期近物価格）

（注１） WTIとは、国際的な原油価格指標とされている原
油銘柄。

（注２） 四半期平均値。
（出所） 日本経済新聞社

国内長期金利の推移（１０年最長国債利回り）

（注） 四半期平均値。
（出所） 日本相互証券

米国長期金利の推移（１０年物国債利回り）

（注） 四半期平均値。
（資料） FRB

７ 郵政研究所月報 ２０００．９
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見通しの視点と概要

民需主導の回復へ

９９年度の実質経済成長率は、戦後例を見ない２年連続のマイナス成長から脱し、＋０．５％と３年ぶり

のプラス成長に転じた。景気の遅行指標とされる失業率も２月、３月に戦後最悪の４．９％を記録したが、

５月には４．６％に低下するなど回復の兆しが出ている。また、最終財需要財の在庫循環を見ると、９８年

１０―１２月期辺りを在庫率の山として調整は終

了し、２０００年１―３月期には積極的な在庫積

み増し局面に入ったと判断される。経済企画

庁も、今次の景気の谷を９９年４月とする判断

を下した。

９９年度の成長率は、ゲタが＋０．５％ポイン

トであることを考慮すれば事実上横ばいとい

う、景気回復初年としては極めて緩慢なもの

にとどまった。とはいえ、公共投資が２０００年

１―３月期まで３四半期連続で前期比マイナ

スと息切れ感が強い一方、設備投資が９９年１０

―１２月期以来２四半期連続で拡大するなど、

景気回復の牽引役は公需から企業部門を中心

とする民需へ交代が明確になりつつある。ま

た、物価は依然として緩やかながらも下落が

続いているものの、成長率はプラスに転じ、

企業収益も大幅に改善するなど、需要、所得

の減少と物価下落が相乗的に働く９８年のデフ

レスパイラル的状況からも脱却したと判断さ

れる。

見通しの視点

９９年度の回復がきわめて緩慢なものにとど

まった要因は、�１企業部門が収益率向上を目

指してバランスシート調整と雇用調整を進め

たこと、�２雇用調整の結果、家計部門の需要

が低迷したこと、�３政策需要の息切れに求め

ることができ、いわば我が国経済が正常化に

最終需要財の在庫循環

（出所） 通産省

デフレスパイラルからの脱却

（出所） 経済企画庁「国民経済計算」より郵政研究所作成。

９ 郵政研究所月報 ２０００．９
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設備投資（その他有形固定資産＋建設仮勘定）�

（右軸）�

ROA
（２四半期先行、左軸）�

向けた調整を進めた結果といえよう。

今後の経済動向を占う上では、大きく２つのポイントが指摘できよう。

第一は、循環的側面からの検討である。景気の緩やかな回復、民間部門の資本ストック調整、雇用調

整、債務圧縮の結果、構造調整圧力は軽減しつつあり、在庫循環などの通常の景気変動メカニズムが重

要性を増してくる。

第二は、民間部門の構造調整がどの程度進展し、自律的回復の条件が整ったのかである。大規模な公

共事業の追加、金融機関への公的資金注入、中小企業向け特別信用保証枠設定による金融仲介の確保、

ゼロ金利政策など強力かつ異例の政策によって９７年、９８年の危機的状況からの脱出に成功したものの、

政府地方自治体の債務残高は２０００年度末には６４５兆円に達すると見込まれるなど、これ以上刺激策を追

加することは困難になりつつある。また、９９年４月からは緩やかながらも景気回復局面に入り、民需主

導の景気回復が展望できる地点にたった。今後は財政、金融政策ともに、「正常化」を図る時期を探る

動きが活発になろう。これまでの景気回復が、政策効果に依存する面が大きかっただけに、民間の構造

調整がどこまで進み自律的回復への条件を整えたのか、政策の「正常化」への耐性がついてきたのかが

カギになる。

設備投資は拡大局面入り

９９年１０―１２月期以来２四半期連続で拡大するなど、設備投資に回復の動きが明確化してきた。６月調

査の日銀短観でも、２０００年度の設備投資計画は、大企業全産業で前年比４．６％増と４年ぶりにプラスに

転じている。

９９年冬の見通しでも指摘したように、構造的失業率の上昇幅（０．８％ポイント）からオーカンの法則

を用いて趨勢的なGDP成長

率の低下幅（１．２％ポイント）

を算出すると、すでに９９年央

までに粗資本ストックの伸び

（I／K）も 同程度（１．５％ポ

イント）低下していることが

わかる。個別産業によりばら

つきはあろうが、全産業の平

均的なイメージとしては資本

ストック調整は９９年央には終

了したと見なせる。

さらに、「法人企業統計季

報」によれば、金融保険業を

除く企業の経常利益は２０００年

１―３月期で前年比４割増と

ROAと設備投資

（注） ROA＝（経常利益＋支払利息・割引料）／総資産で定義。４半期移動平均。
（出所） 大蔵省「法人企業統計季報」より郵政研究所作成。

１０郵政研究所月報 ２０００．９
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大幅増益を記録し、ROAも上昇している。このような資産収益率の改善からも、設備投資の拡大局面

は当面続く公算が大きく、２０００年度の設備投資は前年比１０％程度の拡大に達すると予想される。

民間部門の構造調整はどこまで進んだのか

一方、企業部門のバランスシート調整はどの程度進んだのであろうか。前述のように、９９年度の企業

の経常利益は大幅増益となった。単位労働コストを分解してみると、生産拡大と人件費抑制が大幅な増

益に寄与したことが分かる。

また、株式売却益も大幅なもの

であったと見られる。東京証券取

引所の主体別売買動向を見てみる

と、９９年度の株価上昇局面で、銀

行（信託銀行を除く）、非金融法

人企業ともに大幅に売り越してい

る。各主体の保有銘柄構成が

TOPIXと同じという前提で、９８

年以来の株式売買損益を試算して

みると、事業法人と銀行（信託銀

行を除く）でそれぞれ５兆、３．５

兆円の売却益が出た計算になる。

しかし、日本経済新聞社が集計

した全国上場企業１８１６社の２０００年

３月期末決算によれば、経常利益

は前年比１５．５％増と３年ぶりに増

益に転じたが、最終損益では依然

として赤字が続いていることから

もうかがわれるように、こうした

企業収益の大幅改善や株式売却益

の多くは、不良資産の処理や年金

債務の償却などにあてられたと見

られる。

同様のことを資金循環面からも

確認しておこう。まず、経常利益

の５０％を税引き後利益と見なし、

これに減価償却費を加えたものを

キャッシュフローと定義しよう。

単位労働コストと企業収益

（注） 単位労働コスト＝現金給与総額×常用雇用指数／鉱工業生産指数で定義。
（出所） 大蔵省、通産省、総務庁統計より、郵政研究所作成。

株式主体別売買動向

（出所） 東京証券取引所「東証月報」より郵政研究所作成。

１１ 郵政研究所月報 ２０００．９
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さらに、こうして求めたキャッシュフローと設備投資の比率をみると、２０００年１―３月期時点でも０．８

と１を大きく割り込んでおり、企業の設備投資は内部資金の範囲内で行われていることがわかる。この

結果、企業部門の資金余剰幅は名目GDP比５％に達するなど戦後例を見ない大幅な資金余剰が続いて

いる。また、これに対応する形で、銀行の貸出残高は５月時点でも前年比－４．７％と減少を続けており、

企業のバランスシート調整と銀行の不良債権処理が並行して進んでいることがうかがわれる。

なお、企業の設備投資がキャッシュフローの範囲内に収まっていることは、とりあえず金融機関から

の借入や資本市場からの資金調達がボトルネックにはならないことも意味している。

次に、企業収益の金利感応度を考えてみよう。他の条件一定の元で借入金利が１％上昇したケースを

考えると、経常利益の押し下げ幅は

１５％程度と依然大幅で、借入金利上昇

に対して依然脆弱であると判断される。

これは、利益に対して未だに有利子負

債残高が高止まっているためで、企業

は今後も利益率の改善、有利子負債の

圧縮を目指す必要があろう。

家計部門の需要回復に遅れ

生産拡大、企業収益回復に伴い新規

求人倍率、有効求人倍率ともに上昇に

転じており、失業率も２月の４．９％を

ピークに５月は４．６％まで低下するな

ど基調としてはピークを打った可能性

が高い。所得も、所定外給与に続き、

所定内給与も前年比プラスに転じてお

り、生産拡大、企業収益改善の動きが

今後家計部門の支出にも徐々に波及し

ていこう。

しかし、これまでも指摘してきたよ

うに、景気の回復にも関わらず雇用所

得環境の改善は、企業部門と比較して

緩やかなものになる可能性が指摘でき

る。収益率の改善を資本市場から求め

られている企業にとって、売上高人件

費比率は改善に向かいつつも、その水

準は依然として非常に高い。これは非

法人企業部門資金過不足と投資比率

（注） 計数はいずれも４四半期移動平均。
（出所） 日本銀行「資金循環勘定」などより郵政研究所作成。

失業率と有効求人倍率の先行遅行関係

１２郵政研究所月報 ２０００．９
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在庫率（右逆目盛）�

製造業で著しく、収益率向上のための人件費

抑制の試みは今後も続くだろう。

家計部門の回復が相対的に遅れるもう一つ

の要因は、労働需給のミスマッチ拡大である。

これについては、９９年冬の見通しを参照され

たい。

なお、本年４月から導入された介護保険制

度は、４０歳以上の人に保険料負担を強いる半

面、介護サービスを家庭内から市場取引へ移

行させる側面もあるため、消費を攪乱する大

きな要因にはならないだろう。

在庫循環

このように、企業部門を中心にバランス

シート調整が一定の進展をみて構造調整圧力が軽減される中、民間部門主導の自律的回復は今後も続く

と見られる。一方で、在庫率が３月には前年比で底を打っており、在庫の積極的積み増し局面は２０００年

度下半期には転機を迎え、生産の伸び率が鈍化に向かう可能性が出てきている。

これまで、企業は生産拡大と人件費抑制によって単位労働コストを押し下げ、企業収益の大幅拡大を

図ってきたが、先行き生産拡大のペースとともに、企業収益改善にも減速感が出よう。

雇用者所得回復のペースも鈍い

（出所） 経済規格「国民経済計算」より郵政研究所作成。

在庫率と需要項目の動き

（出所） 通産省、経済企画庁統計より郵政研究所作成。

１３ 郵政研究所月報 ２０００．９
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過去の在庫循環と景気の関係を見ると、

在庫率が前年比で底を打つと（図中では

逆目盛りで表示）、１年程度で景気後退

局面入りするパターンが繰り返されてき

た。しかし、８６年および９３年からの景気

回復局面においては、教科書的な在庫循

環のパターンを描かず、軽度の在庫調整

局面をはさんだパターンとなった。過去

２回の循環で在庫率が再び低下した要因

は、外需の大幅な伸び、設備投資循環が

成熟していなかったことに求められよう。

８６年、９３年いずれのケースでも在庫率が

再び低下し、いわば在庫循環が若返るこ

とで生産が拡大したことが見て取れる。

今回も、在庫率の伸び率がいったん底

を打った可能性がある。米国経済が減速

に向かう公算が大きく外需の大幅な拡大は期待しがたく、生産、企業収益に減速感が出るものの、設備

投資循環の観点からは未だに未成熟な局面と見られ、２０００年度の段階でそのまま景気後退局面入りする

可能性は限定的であろう。

見通しの概要

企業部門を中心に民需主導の自律的回復に向けた動きが広がっている。９８年（平成１０年）春から、財

政均衡路線からの転換、２度にわたる金融機関に対する公的資金注入など一連の政策効果で実体経済と

信用収縮の悪循環を断ち切ったこと、在庫循環や資本ストック調整の観点から見ても、すでに９９年度半

ば頃までに一応の調整を終えたことが、民需主導の回復に向けた基盤となっている。

生産拡大、人件費抑制をてこにした企業収益の大幅改善が、設備投資拡大に結びつくなど、回復の動

きは企業部門を中心に広がっている。また、すでに雇用・所得環境にも改善の兆しが出始めており、こ

うした動きは家計部門の支出に波及していこう。特に、設備投資拡大は収益率の改善を背景としており、

２０００年度（平成１２年度）は１０％程度の拡大が見込まれるなど、典型的な循環的景気回復の様相を呈し始

めている。２０００年度（平成１２年度）の実質経済成長率は、２．６％を見込む。

一方、在庫率の動きから、２０００年度下半期には積極的な在庫積み増し局面もいったんは転機を迎える

可能性がある。これは、米国経済の減速が見込まれることとも相まって、２００１年度の成長率をやや押し

下げる要因となろう。２００１年度（平成１３年度）の成長率は、２．２％成長を見込む。

民需主導の自律的回復が広がるにつれて、財政・金融両面で政策の「正常化」を模索する動きも出よ

う。しかし、ROAの伸び率に対応して設備投資拡大がみられる半面、ROAの水準そのものは依然とし

設備投資サイクル

設備投資／資本ストック（I／K、１年前）

１４郵政研究所月報 ２０００．９
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て低位にとどまっており、政策の正常

化も漸進的なものにとどまらざるを得

ないと見られる。

なお、予測にあたっては、大規模な

信用収縮を伴う金融不安の再燃がない

こと、米国経済の急速な失速は回避さ

れ、海外経済は全般的に堅調に推移す

ることを前提とした。

以上のように、２０００年度、２００１年度

ともに民需主導の自律的回復が続くと

予測した。例えば、設備投資はROA

の伸び率に対応した、前年比１０％程度

と通常の景気回復期と比較しても遜色

のない拡大を予想した。

しかし、このようなフローの「伸び

率」が回復しつつあるのに対して、ROAの「水準」は依然として９６年景気回復期の４％にも達してお

らず、歴史的に見ても非常に低い水準にとどまっている。また、低ROAに対応する形で、企業部門の

大幅資金余剰、民間部門の需要低迷をてこ入れするための公的部門の大幅資金不足、低成長、低金利の

組み合わせが、いわば低位均衡として成り立っている。だが、企業部門が大幅資金余剰を続く状態では、

新たな成長局面を切り開くに十分な資本ストックの形成ができるのか疑問が残る。当面は、企業部門の

バランスシート調整が続く結果、大幅資金余剰は不可避であろうが、その後の成長軌道が、新たな２％

程度の成長軌道なのか、安定成長期の趨勢であった４％成長軌道なのかは依然として不透明である。

ROAと長期金利

（出所） 大蔵省「法人企業統計季報」などより郵政研究所作成。

１５ 郵政研究所月報 ２０００．９



予測要約表

国民総生産（季節調整系列） （平成２年価格、１０億円、％）

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 １１年度 １２年度 １３年度
４―６ ７―９ １０―１２ １―３ ４―６

（予）
７―９
（予）

１０―１２
（予）

１―３
（予）

４―６
（予）

７―９
（予）

１０―１２
（予）

１―３
（予） （予） （予）

民間最終消費支出
前期比
前年比

２８７，９０２
１．１
１．９

２８７，２１３
－０．２
１．７

２８２，６１０
－１．６
０．１

２９７，５６３
１．８
１．０

２９１，３０２
１．３
１．２

２９１，７２１
０．１
１．６

２９１，１３８
－０．２
３．０

２９２，５９３
０．５
１．７

２９４，６４２
０．７
１．１

２９６，４０９
０．６
１．６

２９７，２９９
０．３
２．１

２９９，０８２
０．６
２．２

２８６，３０７

１．２

２９１，６８９

１．９

２９６，８５８

１．８
住宅投資

前期比
前年比

１９，８２２
１２．９
３．７

１９，１９３
－３．２
５．１

１８，０７８
－５．８
４．３

１９，２７８
６．６
９．８

１８，８３５
－２．３
－５．０

１８，３４５
－２．６
－４．４

１８，３０８
－０．２
１．３

１８，７２９
２．３
－２．８

１８，７６７
０．２
－０．４

１８，４９５
－１．５
０．８

１８，５４１
０．３
１．３

１８，８００
１．４
０．４

１９，０９１

５．６

１８，５５４

－２．８

１８，６４８

０．５
設備投資

前期比
前年比

７８，１５８
－２．１
－０．９

７６，９１９
－１．６
－６．８

７９，４０２
３．２
１．７

８２，７３９
４．２
３．６

８１，００１
－２．１
３．６

８５，２９４
５．３
１０．９

８９，３０３
４．７
１２．５

９１，５３６
２．５
１０．６

９３，０９２
１．７
１４．９

９１，１３７
－２．１
６．８

９２，７７７
１．８
３．９

９３，８９１
１．２
２．６

７９，３８４

－２．５

８６，７８３

９．３

９２，７２４

６．８
民間在庫増減

寄与度
６３８
０．１

７３
－０．１

４３９
０．１

２７３
０．０

４００
０．０

９３８
０．１

７２６
０．０

９２７
０．０

９２８
０．０

９２９
０．０

９３０
０．０

９３１
０．０

３５１
０．１

７４８
０．１

９３０
０．０

政府消費支出
前期比
前年比

４５，９４２
－１．３
１．４

４６，３３９
０．９
１．２

４６，２７２
－０．１
０．２

４６，６５０
０．８
０．２

４６，４１６
－０．５
１．０

４６，６０２
０．４
０．６

４６，４６２
－０．３
０．４

４６，６９４
０．５
０．１

４６，６９４
０．０
０．６

４６，６９４
０．０
０．２

４６，６９４
０．０
０．０

４６，６９４
０．０
０．０

４６，３０２

０．７

４６，５４４

０．５

４６，６９４

０．３
公共投資

前期比
前年比

４４，５２４
２．８
１７．３

４０，７５２
－８．５
１２．２

３８，５５８
－５．４
－５．５

３５，６７０
－７．５
－１７．６

４０，３０７
１３．０
－９．５

４０，５０９
０．５
－０．６

３９，６５８
－２．１
２．９

３８，６６７
－２．５
８．４

３９，８２７
３．０
－１．２

３９，６２７
－０．５
－２．２

３９，４２９
－０．５
－０．６

３８，９５６
－１．２
０．７

３９，４７１

－０．９

３９，７８５

０．８

３９，４６０

－０．８
公的在庫増減

寄与度
１６６
０．０

６２
０．０

－４４３
－０．１

９１
０．１

１５５
０．０

３２
０．０

－４２１
－０．１

３４
０．１

１５７
０．０

２１
０．０

－４３５
－０．１

２７
０．１

－３０
０．０

－５０
０．０

－５８
０．０

純輸出
寄与度

１０，３４６
－０．１

１２，０６７
０．４

９，７５７
－０．５

１３，８２８
０．９

１１，０６５
－０．６

１１，０５８
０．０

１１，０３９
０．０

１１，０５１
０．０

１０，９９２
０．０

１０，８１０
０．０

１０，７９８
０．０

１０，７７３
０．０

１１，４７５
－０．２

１１，０５３
－０．１

１０，８４３
０．０

輸出等
前期比
前年比

６５，３０９
１．５
－０．４

６８，５７７
５．０
３．８

６９，０７５
０．７
７．４

７２，７８５
５．４
１３．

１７０，９６５
－２．５
８．７

７２，４５５
２．１
５．７

７３，５４２
１．５
６．５

７４，８６６
１．８
２．９

７５，７６４
１．２
６．８

７６，２９４
０．７
５．３

７７，１３４
１．１
４．９

７７，９０５
１．０
４．１

６８，９３６

５．９

７２，９５７

５．８

７６，７７４

５．２
輸入等

前期比
前年比

５４，９６３
２．６
４．２

５６，５１０
２．８
７．１

５９，３１８
５．０
１３．３

５８，９５７
－０．６
１０．０

５９，９００
１．６
９．０

６１，３９７
２．５
８．６

６２，５０３
１．８
５．４

６３，８１５
２．１
８．２

６４，７７２
１．５
８．１

６５，４８５
１．１
６．７

６６，３３６
１．３
６．１

６７，１３２
１．２
５．２

５７，４６１

８．７

６１，９０４

７．７

６５，９３１

６．５
実績GDP

前期比
前年比

４８７，４９８
１．０
０．７

４８２，６１９
－１．０
１．０

４７４，６７２
－１．６
－０．２

４８６，０９１
２．４
０．７

４８９，４８１
０．７
０．４

４９４，４９９
１．０
２．５

４９６，２１４
０．３
４．５

５００，２３１
０．８
２．９

５０５，０９８
１．０
３．２

５０４，１１３
－０．２
１．９

５０６，０３３
０．４
２．０

５０９，１５５
０．６
１．８

４８２，３５１

０．５

４９５，１０６

２．６

５０６，１００

２．２
名目GDP

前期比
前年比

５０２，２０１
０．４
０．１

４９４，９９３
－１．４
０．２

４８４，９５７
－２．０
－１．６

４９４，６９７
２．０
－１．１

４９８，６４５
０．８
－０．７

５０３，７５７
１．０
１．８

５０６，００９
０．４
４．３

５１０，１０６
０．８
３．１

５１５，５８４
１．１
３．４

５１４，５７９
－０．２
２．１

５１６，５３９
０．４
２．１

５１９，７２５
０．６
１．９

４９３，８１８

－０．７

５０４，６２９

２．２

５１６，６０７

２．４
デフレータ

前期比
前年比

１０３．０
－０．５
－０．７

１０２．６
－０．４
－０．７

１０２．２
－０．４
－１．４

１０１．８
－０．４
－１．７

１０１．９
０．１
－１．１

１０１．９
０．０
－０．７

１０２．０
０．１
－０．２

１０２．０
０．０
０．２

１０２．１
０．１
０．２

１０２．１
０．０
０．２

１０２．１
０．０
０．１

１０２．１
０．０
０．１

１０２．４

－１．１

１０１．９

－０．４

１０２．１

０．２
０．８ １．０ ０．６

前期比寄与度

実質GDP １．０ －１．０ －１．６ ２．４ ０．７ １．０ ０．３ ０．８ １．０ －０．２ ０．４ ０．６ ０．５ ２．６ ２．２
民間最終消費支出
住宅投資
設備投資
民間在庫増減
政府消費支出
公共投資
公的在庫増減
純輸出
輸出等
輸入等

０．７
０．５
－０．３
０．１
－０．１
０．３
０．０
－０．１
０．２
－０．３

－０．１
－０．１
－０．３
－０．１
０．１
－０．８
０．０
０．４
０．７
－０．３

－１．０
－０．２
０．５
０．１
０．０
－０．５
－０．１
－０．５
０．１
－０．６

１．０
０．３
０．７
０．０
０．１
－０．６
０．１
０．９
０．８
０．１

０．８
－０．１
－０．４
０．０
０．０
１．０
０．０
－０．６
－０．４
－０．２

０．１
－０．１
０．９
０．１
０．０
０．０
０．０
０．０
０．３
－０．３

－０．１
０．０
０．８
０．０
０．０
－０．２
－０．１
０．０
０．２
－０．２

０．３
０．１
０．４
０．０
０．０
－０．２
０．１
０．０
０．３
－０．３

０．４
０．０
０．３
０．０
０．０
０．２
０．０
０．０
０．２
－０．２

０．４
－０．１
－０．４
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．１
－０．１

０．２
０．０
０．３
０．０
０．０
０．０
－０．１
０．０
０．２
－０．２

０．４
０．１
０．２
０．０
０．０
－０．１
０．１
０．０
０．２
－０．２

０．７
０．２
－０．４
０．１
０．１
－０．１
０．０
－０．２
０．８
－０．１

１．１
－０．１
１．５
０．１
０．１
０．１
０．０
－０．１
０．８
－０．９

１．０
０．０
１．２
０．０
０．０
－０．１
０．０
０．０
０．８
－０．８

内需
国内民需
公需
国内最終需要
外需

１．１
０．９
０．２
０．９
－０．１

－１．４
－０．６
－０．７
－１．２
０．４

－１．２
－０．６
－０．６
－１．１
－０．５

１．５
２．０
－０．４
１．５
０．９

１．３
０．３
０．９
１．２
－０．６

１．０
１．０
０．１
０．９
０．０

０．４
０．６
－０．３
０．５
０．０

０．８
０．９
－０．１
０．７
０．０

１．０
０．７
０．３
１．０
０．０

－０．２
－０．１
－０．１
－０．１
０．０

０．４
０．５
－０．１
０．５
０．０

０．６
０．６
０．０
０．５
０．０

０．６
０．６
０．０
０．５
－０．２

２．７
２．６
０．１
２．７
－０．１

２．３
２．３
０．０
２．２
０．０

経常収支
（１０億円）
対名目GDP比（％）

３，３１１ ３，１２５ ２，７０８ ３，６５６ ２，４８６ ２，０６６ ２，６１７ ２，９９０ ２，１１５ １，８８３ ２，５２３ ２，８３３ １２，７９９

２．６

１０，１５９

２．０

９，３５３

１．８

完全失業率
雇用者所得
（前年比、％）

４．７
２８０，８５１
－１．３

４．７
２７８，３９８
－１．０

４．６
２７６，５１３
－０．９

４．８
２８５，１２７
０．４

４．７
２８５，９０６
１．８

４．５
２８３，１３１
１．７

４．４
２８１，４９０
１．８

４．３
２９０，８２９
２．０

４．３
２９０，７６７
４．７

４．２
２８８，５１０
１．９

４．１
２８７，４０１
２．１

３．９
２９７，８０９
２．４

４．７
２８０，２２２
－０．７

４．５
２８５，３３９
１．８

４．１
２９１，１２２
２．０

国内卸売物価
（前年比、％）

９５．８
－１．８

９６．１
－１．４

９６．０
－０．７

９６．１
－０．１

９６．１
０．４

９６．２
０．１

９６．２
０．２

９６．１
０．１

９６．１
－０．１

９６．１
－０．１

９６．２
０．０

９６．３
０．１１

９６．０
－１．０

９６．２
０．２

９６．２
０．０

消費者物価
（前年比、％）

１０２．１
０．０

１０２．１
０．１

１０２．１
－０．２

１０２．１
－０．２

１０１．８
－０．３

１０１．９
－０．２

１０２．０
－０．１

１０２．０
－０．１

１０１．９
０．１

１０２．０
０．１

１０２．１
０．２

１０２．３
０．３

１０２．１
－０．１

１０１．９
－０．２

１０２．１
０．２

原油価格（WTI）
（ドル／バレル） １９．３ ２４．５ ２５．６ ２６．９ ２８．６ ２８．０ ２６．０ ２５．０ ２３．０ ２４．０ ２３．０ ２２．０ ２３．１ ２６．９ ２３．０
円／ドル １２０．９ １１３．６ １０４．５ １０７．１ １０６．６ １０５．５ １０５．０ １０４．０ １０４．０ １０３．０ １０３．０ １０２．０ １１１．５ １０５．３ １０３．０
国債指標利回り １．５４ １．７８ １．７８ １．７９ １．７２ １．８０ １．９０ １．９５ ２．００ ２．０５ ２．１５ ２．２０ １．７２ １．８４ ２．１０
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民間最終消費支出

○１２年度は＋１．９％、１３年度は＋１．８％と緩やかな回復

【概観】

企業収益の回復を背景に、所得環境は徐々に改
善する。ただし、企業の人件費削減意欲は依然と
して根強いため、所得環境の改善は緩やかなもの
となる。また、労働需給のミスマッチの急速な解
消は見こみ難く、失業率の改善にも時間を要する
とみられる。このため、個人消費の伸びもこれを
反映して緩やかな増加にとどまる。

【主な要因】

■雇用・所得環境の改善を背景に消費は持ち直しへ
平成９年末の金融システム不安を受け異常に収

縮した消費性向は、ほぼ正常レベルまで戻ってい
る。従って、今後の個人消費の動向を占う上では
所得要因が重要となろう。足元では有効求人倍率
や完全失業率が改善している。すでに、企業の経
常利益は大幅に改善しており、所定外に加え、所
定内給与も拡大に転じるなど、雇用・所得環境に
は改善の兆しが見られる。企業収益改善の動きは
今後、徐々に個人消費にも波及しよう。

■企業の人件費削減継続から所得の伸びは緩慢
ただし、企業の人件費削減圧力が依然として強

いことは、消費回復への懸念材料である。今回復
局面における雇用者所得の動向を従来と比較する
と、足元でやや持ち直しているとはいえ、その回
復ペースは鈍い。これは、企業収益が改善しても、
企業の人件費抑制意欲が根強く、家計への所得分
配が従来に比べ抑制されていることが背景にある
とみられる。
また、有効求人数が大幅に増加している半面、

失業率は高水準となっているなど、労働需給のミ
スマッチが拡大している。このことは、職がある
にもかかわらず、何らかの理由で失業を選ぶ人の
数が増えていることを示唆している。例えば、５
月の情報サービス業の新規求人数は前年同月比＋
４４．６％と高水準となっているが、このような特殊
技能を要する業種の労働需要の高まりが、ミス
マッチ拡大の一因となっていると考えられる。こ
のように、労働需給にミスマッチが拡大している
場合、景気回復下でも失業率は高止まりやすく、
消費の回復ペースは緩やかなものにとどまろう。

労働需給のミスマッチ拡大

（注１） 欠員率＝（（有効求人数－就職件数）／（雇
用者数－（有効求人数－就職件数））

（注２） 失業率は原数値を使用
（出所） 労働省「一般職業紹介状況」、総務庁「労

働力調査」

企業収益と家計収入

（出所） 大蔵省「法人企業統計季報」、労働省「毎月勤労統計」

景気回復局面における雇用者所得の動き

（出所） 経済企画庁「国民経済計算」
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民間住宅

○１２年度は－２．８％と反動減、平成１３年度は＋０．５％とほぼ横這い

【概観】

平成１２年度下半期は、減税適用を見込んだ持家の
一時的な駆け込み着工が発生するが、減税効果が
徐々に剥落する中で、需要前倒しの反動減、金利上
昇の影響から住宅着工は漸減する。１３年度上半期は、
低水準で推移するが、下半期には、反動減にも一定
の目処がたち、雇用不安の後退や所得の回復等から、
住宅着工は下げ止まる。しかし、金利上昇、住宅ス
トック調整等、着工の抑制要因もあり低迷が続く。

【主な要因】

■政策効果の剥落で減少へ
住宅投資は、住宅ローン減税の拡充や公庫基準金

利の上げ幅抑制策等から需要の前倒しが起きており、
１２年度後半からはその反動が現れるため、減少基調
となろう。さらに、今後は景気回復に伴う市場金利
及び公庫基準金利の引き上げも避けられないとみ
られる。長期国債指標銘柄利回りは、新設住宅着
工の動きに４四半期程度先行する傾向があるが、
昨年５月以降およそ半年間、上昇基調で推移して
いる。このため、今後は、金利上昇による着工水
準の下押し圧力も強まるとみられる。

■１２年度後半には持家の一時的な駆け込み着工も
足元で増勢が続く分譲マンションについては、

在庫回転期間（分譲マンションの在庫回転期間は
分譲住宅着工戸数と逆相関で６か月程度先行する）
が長くなる兆しがあり、１２年度後半以降は在庫調
整や先食いしていた需要の反動減から減少に転じ
よう。一方、半年程度の着工期間を要する持家に
ついては、１２年度後半にかけて住宅減税の適用を
見込んだ駆け込み着工が予想されるが、雇用・所
得環境に対する先行き不透明感が払拭されていな
い状況では、家計の住宅投資意欲は減退しよう。

■ストック調整から低迷が続く
１３年度下半期には、需要前倒しの反動減にも一
定の目処がたち住宅投資は下げ止まる。また、所
得が緩やかに回復する一方で、住宅価格が下落基
調で推移することや、雇用不安の後退なども着工
を促進する要因となる。さらに、定期借家制度の
浸透から、貸家着工にも徐々に回復感が出てこよ
う。しかし、持家や分譲については、高水準の着
工が継続したことによるストック調整圧力が抑制
要因となるため低迷が続く。

雇用環境と民間住宅投資

（出所） 経済企画庁「国民所得統計速報」、「消費動向調
査」

新設住宅着工と長期金利

（出所） 建設省「建築着工統計調査報告」

分譲住宅着工と在庫回転期間の推移

（注） ３か月移動平均
（出所） 建設省「建築着工統計調査報告」、不動産経済研究

所
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民間企業設備

○１２年度は＋９．４％、１３年度は＋６．８％と景気を牽引

【概観】

平成１２年度は、企業収益の回復、情報化投資や
更新投資に加え、期待成長率の高まりから設備投
資は前年度比＋９．４％と増加する。１３年度には、企
業収益の伸びが減速を見せる中で、外部資金を積
極的に取り入れるには至らず、設備投資の伸びも
やや鈍化する。ただし、内需の回復基調から設備
過剰感が高まることはなく、前年度比＋６．８％と依
然高水準で推移する。

【主な要因】

■期待成長率の上昇
個別業種毎に見れば程度の差はあるものの、全

体としては、資本ストック調整は既に終了したと
いえる。また足許では、平成１１年からの景気回復
を受けて、企業の期待成長率も上昇に転じている。
粗資本ストック伸び率は、企業の期待成長率に応
じて決定されることから、今後は企業の想定する
成長率に見合った水準まで粗資本ストック伸び率
を高める動きが本格化するものと思われる。

■企業収益が設備投資を牽引
リストラ効果や好調な海外経済に支えられ、企

業収益は大きく改善している。企業サイドでは
キャッシュフローを重視するスタンスに転じつつ
あることから、投資の選別を進めるものの、投資
採算も改善しており、設備投資の牽引役となる。
在庫循環の観点から既に企業の生産の伸びが

ピークを打ちつつあること、高水準の原油価格の
影響から企業の投入物価が上昇していることなど
から、１３年度にかけて、企業収益の伸びは鈍化に
向かうものの、依然高水準で推移する。

■設備過剰感も改善が続く
企業の業況判断の改善の一方で、設備過剰感の

改善の遅れが指摘されてきたが、ここに来て改善
の動きが強まっている。
設備過剰感は、設備稼働率にほぼ連動している

が、その関係は依然として崩れてはいない。今回
設備投資がボトムを打った平成１１年からの設備過
剰感の水準は、前回のボトムである平成６年から
のそれと遜色ない程度にまで改善しており、設備
投資の循環的な回復を示唆している。
前述のように、企業の生産の伸びがピークを打

ちつつあるものの、減少に転じるまでには至らな
い。設備稼働率も同様に推移し、設備過剰感の改
善が設備投資を下支えすることになる。

資本ストック調整の終了

（注） 予想成長率は年次データ、粗資本ストック伸び率は
四半期データ。

（出所） 経済企画庁

企業収益が牽引

（注） キャッシュフロー＝経常利益／２＋減価償却費と定義。
（出所） 経済企画庁、大蔵省

設備過剰感も改善が続く

（出所） 日本銀行、通産省

１９ 郵政研究所月報 ２０００．９
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○公的固定資本形成：１２年度は＋０．８％、１３年度は－０．８％と再びマイナスへ

○政府最終消費支出：１２年度は＋０．５％、１３年度も＋０．３％と低い伸びを継続

【概観】

１１年度に策定された「経済新生対策」の効果は、１２年度下期にはその効果が剥落する恐れがある。そのた
め、秋頃に１２年度補正予算の編成が想定される。その効果の一部は１２年度中に発現するため、１２年度の公的
固定資本形成は弱いながら前年度比でプラスとなる。１３年度は、上期に１２年度補正予算の効果が本格的に発
現するものの、当該補正予算額自体が１１年度
に比べて大幅に減少すると想定されるため、
公的固定資本形成は、前年度比で再びマイナ
スとなる。
一方、政府最終消費支出は、国や地方自治

体の厳しい財政事情を反映したベア圧縮や公
務員数抑制の動き等から、１２年度、１３年度と
も前年度比で低い伸びを継続する。

【主な要因】

■経済対策の効果剥落と限定的な補正予算
効果
１１年度に策定された「経済新生対策」の効
果は、１２年度上期に本格的に発現するものの、
財政悪化を背景とした地方自治体等の弱い動
きもあり、下期には剥落する恐れがある。そ
のため、秋頃に補正予算の編成が想定される。
その効果の本格的な発現は１３年度に入ってか
らとみられるが、一部は年度中に発現するた
め、１２年度の公的固定資本形成は、弱いなが
ら前年度比でプラスとなる。１３年度は、上期
に１２年度補正予算の効果が本格的に発現す
るものの、当該予算額が１１年度に比べ大幅
に減少すると想定されるため、公的固定資
本形成は、前年度比で再びマイナスとなる。

■人件費抑制の動き
国と地方自治体の長期債務残高と、国、

地方自治体における人件費等の伸び率をみ
ると、年度により上下しているものの、基
調としては債務の増加（財政事情の悪化）
に伴って人件費等の伸びが縮小してきてい
ることが分かる。今後も財政事情の厳しさ
はすぐには解消されず、また、行・財政効
率化の動きもさらに進展すると予想される
ことから、政府最終消費支出についても、
ベア圧縮や公務員数抑制の動きは続き、１２
年度、１３年度ともに前年度比で低い伸びを
継続する。

■公的需要の成長寄与度の動向
以上の結果、公的需要全体としては、公

的固定資本形成の動きを主因として、平成
１２年度はプラス寄与、１３年度は寄与度ゼロ
となる。

最近の経済対策

（注） 日付は閣議決定日。
公共事業は、一般事業、地方単独事業、災害復旧事業
等の合計。
減税には、所得税・住民税減税の他、政策減税が含ま
れる。
その他は、住宅対策、公共用地先行取得等。

（出所） 各種報道、経済企画庁資料等より郵政研究所作成。

人件費抑制の動き

（出所） 参議院予算委員会調査室「財政関係資料集」等より
郵政研究所作成。

公的需要の成長寄与度の推移

（出所） 経済企画庁「国民経済計算年報」等より郵政研究所作成。

２０郵政研究所月報 ２０００．９
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外需部門

〇財・サービス等の純輸出は、１２年度－３．７％、１３年度－１．９％と黒字縮小

【概観】

平成１２年度の実質財・サービス等の輸出は、緩やかな円高基調、米国経済の緩やかな減速の影響は受けつ

つも、企業の円高吸収余力の増加やアジア経済、EU経済の拡大により増加基調を維持する。一方、輸入も

個人消費、設備投資等の伸びを反映し内需が回復する結果増加し、純輸出は縮小する。

平成１３年度も、引続き緩やかな円高基調や米国経済の緩やかな減速の影響がある一方、海外経済の拡大か

ら、輸出は増加基調を維持する。輸入も、１２

年度に比べて内需拡大ペースが鈍るためプラ

ス幅は縮小するものの増加基調を維持するた

め、純輸出は縮小を続ける。

【主な要因】

■輸出：海外経済の拡大が牽引
輸出の動きを主要地域向け輸出数量指数の

前年同期比推移でみると、アジア向けをはじ

め、米国向け、EU向けも増加基調にあるこ

とが分かる。今後、平成１２年度については、

緩やかな円高基調や米国経済の緩やかな減速

の影響は受けつつも、企業の円高吸収余力の

増加や、アジア経済、EU経済の拡大に牽引

され、財・サービスの輸出は増加基調を維持

する。また、平成１３年度も、引き続き緩やか

な円高基調や米国経済の緩やかな減速の影響

がある一方、海外経済の拡大から増加基調を

維持する。

■輸入：国内需要を反映した動き
実質財・サービス輸入と実質国内需要の関

係をみると、好況で国内需要が旺盛な時期に

は輸入は増加し、逆に不況時には輸入も鈍化

するという密接な相関関係が存在している。

平成１２年度は、個人消費、設備投資等の伸び

を反映して内需が回復するため、財・サービ

スの輸入は、前年度比プラスを維持する。ま

た、平成１３年度も、１２年度に比べて内需拡大

ペースが鈍るためプラス幅は縮小するものの、

増加基調を維持する。

■外需の寄与と経常収支の動向
このような輸出入動向を反映して、実質

財・サービス等の純輸出は、平成１２年度、１３

年度とも黒字は縮小する。

経常収支黒字の対名目GDP比については、

こうした財・サービス収支の動向を受け、平

成１２年度は２．０％、平成１３年度は１．８％となる。

主要地域向け輸出数量指数の前年同期比推移

（出所） 大蔵省「外国貿易概況」より郵政研究所作成。

実質財・サービス輸入と実質内需の推移

（注） シャドーは景気後退期を示す。
財サービス輸入、内需はともに４四半期移動平均。

（出所） 経済企画庁「国民経済計算年報」より郵政研究所作成。

外需寄与度と経常収支の名目GDP比率

（注） 外需の成長寄与度は、実質GDP成長率への寄与度。
（出所） 大蔵省「国際収支状況」、経済企画庁「国民経済計算年

報」より郵政研究所作成。

２１ 郵政研究所月報 ２０００．９
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物 価

○消費者物価（生鮮食品を除く総合）：１２年度は－０．２％、１３年度は＋０．２％

○国内卸売物価：１２年度は＋０．２％、１３年度は±０．０％

【概観】
平成１２年度の物価は、アジア経済の拡大や

欧米経済の拡大など世界的な需給ギャップ縮
小による原油等の海外商品市況の上昇などに
加え、日本経済も設備投資主導の自律的回復
局面に入ることから、デフレ懸念が払拭され、
安定的に推移する。
１３年度も、日本経済の自律的回復基調が続
き、需給ギャップがさらに縮小に向かうこと
から、物価には上昇圧力がかかる。ただし、
円高基調や原油価格急騰の影響の剥落といっ
た外部的なデフレ要因、雇用・所得環境の回
復の遅れなどから、インフレには至らない。

【主な要因】
■デフレ懸念の払拭
平成９年からの景気後退期において、日本

経済は物価の下落と実体経済の縮小が相互作
用的に進行する事態（いわゆるデフレスパイ
ラル）に見舞われた。短期的には賃金は下方
硬直性を有するため、それは企業収益の悪化
という形で現れる。
依然として物価の下落は続いているものの、

平成１１年から企業収益は回復を続けており、
足許では既に、デフレスパイラル的な状況は
脱している。ただし、雇用・所得環境の回復
は鈍く、インフレには至らない。

■原油価格高騰の影響が剥落
平成１１年から急騰している原油価格だが、

既にピークを打っている。今後は産油国の増
産にともなって徐々に下落し、ボックス圏で
の推移となる見込み。１３年には供給過剰懸念
から原油価格は下落基調となるため、足許で
卸売物価を押し上げている石油石炭製品価格
も、下落に向かい、１３年には逆に物価を押し
下げる要因となる。

■国内景気の回復
円高傾向、原油価格の下落という外生的な

物価押し下げ要因はあるものの、国内景気は
回復基調を持続することから、国内物価も基
本的には上昇基調で推移する。
１２年後半には、一時的に伸びが鈍化する局
面が想定されるものの、鉱工業生産、設備稼
働率とも上昇を続け、需給ギャップの縮小か
ら物価に上昇圧力がかかる。このため、内需
が物価を牽引することになる。
ただし、パソコンなどのいわゆる情報通信

関連の耐久消費財は、陳腐化が極めて早く、
これらは趨勢的な物価押し下げ要因となる。
この結果物価上昇のペースは緩やかなものと
なる。

デフレ懸念の払拭

（出所） 大蔵省、日本銀行

卸売物価に対する石油石炭製品の寄与度

（出所） 日本銀行

国内景気の回復

（注） 平成元年４月消費税導入、平成９年４月消費税率引上げ
（出所） 日本銀行、経済企画庁

２２郵政研究所月報 ２０００．９
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米国経済

○２００１年の実質経済成長率は、＋３．６％にソフトランディング

【概観】

９９年後半以降、加速度的に上昇した米国の経済は、足許でやや減速の兆しを見せ始めている。昨年６月以

降の政策金利の引き上げが、漸く経済に波及してきたと考えられる。ただし、景気の水準そのものは依然と

して高く、２０００年の経済成長率は＋４．８％程度となろう。高水準で推移する需要を抑制し、インフレを予防

的に抑制するために、当面は引締め的な金融政策が見込まれ、これらの政策効果がタイムラグを伴い、実体

経済に波及する。この影響を受けて、２００１年の経済成長率は、＋３．６％程度へと減速し、景気はソフトラン

ディングに向けての動きとなる。

【主な要因】

■見え始めてきた金融引締めの効果
今回の金融引締めは９９年６月から始まってい

るが、度重なる利上げにも関らず、９９年後半か

ら２０００年初にかけての経済は堅調な推移を見せ

た。しかし、足許では漸く景気の減速を示唆す

る経済指標が散見されるようになってきており、

今後も一定のタイムラグを伴いながら金融引締

めによる景気抑制効果は出てくる。政策金利の

引き上げにより長短金利差が縮小すると、１年

程度のラグを伴い景気が減速する傾向が窺われ

るが、現在の長短金利差は、９８年後半のロシア

の金融不安に端を発した金融危機の時期を除け

ば、９０年代以降では最も縮小してきている。今

後も金利の影響を受けやすい部門を中心に、景

気は減速に向かう。

■財政政策と金融緩和の余地
堅調な景気を背景に、財政黒字は拡大基調に

あり、政府は今後１０年間で約４．２兆ドルの財政黒

字を見込んでいる。政策金利は引き上げられて

いるものの、物価は落ち着いた推移となってい

る。従って、景気が急速な落ち込みを見せた時

には、財政・金融ともに政策出動の余地が残さ

れており、大幅な景気減速に至る可能性は小さ

く、ソフトランディングに向けての推移となろ

う。

■資産効果も徐々に剥落
実質可処分所得が伸び悩む中で、消費が堅調

な推移を見せた背景には、株高などの資産効果

の影響も無視できない。株価は目立った下落は

見せてはいないものの、上昇ペースは確実に鈍

化しており、今後は資産効果を頼みとした消費

の拡大は期待し辛い状況となりつつある。

消費と株価の動向

（出所） 商務省、S&P社資料より郵政研究所作成。
（注） 消費と所得の伸び率の差は、実質個人消費支出の前年同

期比－実質個人可処分所得の前年同期比

長短金利差と経済成長率

（出所） 商務省、FRB資料より郵政研究所作成。

需要項目別の見通し（前年同期比寄与度）

（出所） 商務省資料より郵政研究所作成。

２４郵政研究所月報 ２０００．９
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欧州経済

○２０００年は実質経済成長率＋３．１％、２００１年は＋２．９％と拡大持続

【概観】

欧州経済は、９９年半ばまで、外需の低迷とそれに伴う企業収益の悪化や設備投資の鈍化から景気が減速し
ていた。しかし、９９年下期以降は外需が改善し、また雇用者数が鈍いながら着実に増加していることから、
景気全体も改善傾向を強めてきている。
２０００年には相対的に低いユーロ水準から引き続き外需が改善し、また、失業率の一層の低下など雇用が顕
著に改善し、個人消費、生産が堅調に推移することから、実質経済成長率は＋３％台前半に成長する。
２００１年も、ユーロ域内の失業率の改善傾向が続くが、米国経済の緩やかな減速から外需が頭打ち傾向とな
り、拡大テンポがやや鈍化し３％程度となる。

【主な要因】

■失業率の着実な低下が景気を下支え
独、仏などの主要国をはじめ、域内の雇

用情勢は９９年後半から着実に改善しつつあ
り、２０００年以降も引き続き改善が見込まれ、
個人消費等を下支えする。特に仏では、
２０００年１月より導入された法定週労働３５時
間制に基づく雇用創出により、消費の押し
上げ効果が期待されている。

■相対的に低いユーロ水準等から堅調な外
需
堅調な米国経済、急回復したアジア経済、

相対的に低いユーロ水準などから、２０００年
の外需は堅調に推移する。
２００１年は米国経済が緩やかに減速し、世
界貿易の伸びが鈍化することから外需は頭
打ちとなる。

■独、仏などユーロ圏は、内外需とも堅調
に推移し、拡大傾向を持続
独では好調な輸出が企業心理に好影響を

与え、鉱工業生産、設備投資などが好調に
推移している。２０００年の成長は３％程度と
なるが、減税を中心とした税制改革が決定
したことから、２００１年は個人消費が景気を
下支えするとともに産業構造変化が促進さ
れる可能性がある。
仏では、新制度導入の影響もあり顕著に

雇用が改善され、個人消費が好調を維持し、
２０００年は主要国の中で最も高い３％台半ば
の成長を持続する。

■英はポンド高の影響が減少し、拡大傾向
を持続
英では、対ユーロで見たポンド高は緩や

かに改善し好調な域内輸出が続く。生産の
改善、好調な消費等から、２０００年は２％台
後半の成長となる。なお、ここではポンド
のユーロ未加入を前提としている。

欧州主要国の失業率推移

（出所） 各国統計（いずれも季節調整値）より作成。

ユーロと主な通貨との為替動向の推移

（出所） 各国統計より作成。

EU全体の実質GDP推移

（出所） OECD資料より作成。

EUと主要国の実質GDP推移（前年比、％）

９８暦年GDP
シェア（％）

９８暦年
（実績）

９９暦年
（実績）

００暦年
（予測）

０１暦年
（予測）

EU計 １００．０ ２．７ ２．３ ３．１ ２．９

ド イ ツ
フ ラ ン ス
イ ギ リ ス
イ タ リ ア
その他１１か国

２５．３
１７．０
１６．６
１４．０
２７．１

２．２
３．２
２．６
１．５
―

１．５
２．９
２．１
１．４
―

３．０
３．３
２．８
２．５
―

３．０
２．９
２．５
２．７
―

（注） 実績は欧州委員会及び各国統計。予測は郵政研究所。

２５ 郵政研究所月報 ２０００．９
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アジア経済

○２０００年は実質経済成長率＋６．５％、２００１年は＋６．１％と拡大傾向を持続

【概観】

アジア経済（以下では、NIEs、ASEAN４、中国の９か国・地域が対象）は、９７年７月のタイ・バーツの
下落に端を発した広範な通貨危機の影響により９８年には成長率が＋０．８％にまで落ち込んだものの、各国の
積極財政、金利低下の効果、輸出増加等から、９９年に入ると景気は急速に回復し６．５％の成長率となった。
２０００年は経済好転の流れの中で、NIEsは６％台、ASEAN４は４％台、中国は７％台のプラス成長となり、
アジア全体でも６％台の成長率となる。
２００１年は、米国経済の減速から外需が頭打
ちとなり全体的にやや減速するが、アジア全
体では６％台の成長を維持する。

【主な要因】

■輸出増加が生産、雇用、消費など内需に波
及し成長を牽引
アジア諸国では、９９年以降、好調な海外経

済を受けて輸出が増加し、各国の景気を牽引
している。２０００年も多くの国で輸出増が続き、
産業別には、IT（情報技術）関連分野の好調
の持続が、国内生産、雇用、消費等内需に波
及し、各国のGDP成長率を高める要因となる。

■NIEs、中国は好調持続、ASEAN４は緩や
かに拡大
NIEsでは、韓国は輸出の伸びが低下してい

るものの、生産、消費、設備投資等が好調を
続け、２０００年も＋７％台の高い成長を維持す
る。また、台湾は輸出の伸びが高いこと及び
昨年９月の大地震の復興需要が残ることから
＋６％台、香港は輸出に加えて民間投資、消
費など内需の回復から＋５％台、シンガポー
ルも好調な内需により＋６％近い成長となる。
NIEs全体では２０００年は＋６％台、２００１年も＋
６％の成長を維持する。
ASEAN４では、マレーシアがエレクトロ

ニクス製品の輸出増と公共支出増が景気を支
え、タイも輸出増加と財政拡大により景気拡
大が続く。
一方、フィリピンは運輸・通信等のサービ

ス部門の堅調が景気を支え、インドネシアは、
石油関連輸出増、積極財政による個人消費増
等が景気を支えるものの、２０００年の成長は
３％台の緩やかなものに止まる。
ASEAN４全 体 で は２０００年 は＋４％台、

２００１年も＋４％台と緩やかに拡大する。
中国は積極財政等による内需振興や輸出増

を背景として相対的に高い成長を維持し、
２０００年は＋７％台、２００１年は＋６％台の成長
を維持する。

NIEs輸出額の推移

（出所） 各国統計より作成

実質GDPの推移

（出所）各国統計より作成

アジア経済の動向 （前年比、％）

９９暦年GDP
シェア（％）

９８暦年
（実績）

９９暦年
（実績）

００暦年
（予測）

０１暦年
（予測）

NIEs ３９．９ －２．３ ７．４ ６．７ ６．０
香 港
韓 国
シンガポール
台 湾

６．７
１７．３
３．６
１２．２

－５．１
－６．７
０．４
４．６

３．０
１０．７
５．４
５．７

５．４
７．７
５．９
６．３

５．２
６．２
６．１
６．１

ASEAN４ １７．８ －９．０ ３．１ ４．４ ４．９
インドネシア
マレーシア
タ イ
フィリピン

６．０
３．３
５．３
３．２

－１３．２
－７．６
－１０．２
－０．６

０．５
５．６
４．２
３．３

３．３
６．１
４．８
３．９

４．２
６．０
５．４
４．２

中国 ４２．３ ７．８ ７．１ ７．１ ６．８
９か国計 １００．０ ０．８ ６．５ ６．５ ６．１

（注１）００年、０１年は、IMF、OECD、アジア開発銀行等の見通
しも参考に、郵政研究所が予測。

（注２） NIEs、ASEAN４、９か国計の計数は９９年名目GDPシェ
アによる加重平均。

（前年同月比、％）

２６郵政研究所月報 ２０００．９
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○ドル・円レート（年度平均値）は、１２年度１０５円、１３年度１０３円と円高傾向

【概観】

平成１２年度下期のドル・円相場は、日本経済の自律的回復が広がるため円高傾向となるが、米国経済の成

長率は減速といえども依然と高水準であること、急激な円高には政府の市場介入警戒感が強いこと等のため

円の上値は限定される。日米金利差は米国のインフレ懸念が残るため縮小せず、ドルの下支えとなる。平成

１３年度は日本経済の自律的回復が続く一方、米国経済がソフトランディングすることから金利差も縮小し、

円高傾向は継続する。ただ、日本の経常黒字や

米国経常赤字は徐々に縮小傾向となり、米国経

済の底堅さから円高進行は緩慢となる。

【主な要因】

■日本経済の自律的な回復の広がり、米国経済
のソフトランディング
平成１２年度後半以降は日本経済は自律的回復

が広がる一方で、米国経済が緩やかに減速する

ことから、日米両国における先行き景況感の違

いを反映して、円高ドル安基調となる。ただ、

米国経済は依然高水準の成長率を維持するため、

金融市場は堅調さを持続し円高圧力は限定的と

なる。

■日米金利差の縮小
１２年度は、日本のゼロ金利政策は解除される

ものの、景気の自律的回復を阻害しないよう超

低金利政策が続く。一方、米国ではインフレ懸

念が残り、金利の小幅引き上げが行なわれるこ

とから日米金利差は縮小しない。１３年度は米国

経済のソフトランディングから米金利は安定的

に推移するが、日本の金利は緩やかに上昇する

ため、日米金利差は縮小し、日本から米国への

資本移動が鈍化し、円高圧力が高まる。

■経常黒字の緩やかな減少傾向
経常収支については、平成１２年度後半は欧州

やアジアの景気拡大に伴う好調な輸出に支えら

れ経常黒字は高水準で推移するものの、１３年度

は日本の景気回復に伴う輸入拡大や米国経済の

ソフトランディングで経常黒字が緩やかな縮小

傾向となることから円高圧力が徐々に弱まる。

証券投資については、日本経済の自律的回復に

より日本への投資意欲が強まると思われるもの

の、米国金融市場も堅調であるため一方的な資

金移動による円高とはならない。

日米経済比較とドル・円レート

（出所） 経済企画庁、米国商務省

日米金利差とドル・円レート

（注） 長期金利は国債指標銘柄と１０年物財務省証券（米国）。
短期金利は３か月物のCD気配値（日本）とCD（米国）。

経常収支・証券投資収支とドル・円レート

（出所） 大蔵省

２７ 郵政研究所月報 ２０００．９
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○１３年度下半期には次の利上げも視野に

○１０年最長国債利回り（年度平均値）は１２年度１．８％、１３年度２．１％と緩やかに上昇

【概観】

ゼロ金利政策解除後の追加的な利上げは当
面行われないが、自律的な景気回復が続くこ
とから、平成１３年度下半期には次の利上げも
視野に入ってくる。
１０年最長国債利回りは、景気の回復、設備
投資の増加基調を受けて上昇する。ただし、
企業が借入金などの外部資金を積極的に取り
入れる状況には至らず、資金需要の増加は限
定的となることや物価が安定的に推移するこ
となどから、金利は緩やかな上昇にとどまる。

【主な要因（１０年最長国債利回り）】

■超低金利政策の継続：上昇抑制要因
ゼロ金利政策解除後も物価が安定的に推

移し、インフレ懸念は生じないことから、超
低金利政策が継続される。

■景気の動向：上昇要因
景気の回復、設備投資の増加基調を受けて

金利は上昇する。しかしながら、企業がバラ
ンスシート調整を進めるスタンスを維持する
ため、借入金などの外部資金を積極的に取り
入れる状況には至らず、資金需要の増加は限
定的となり、金利は緩やかな上昇にとどまる。

■物価の動向：影響は限定的
試算によれば、物価上昇率の１％の増加は

長期金利を約０．５％上昇させる要因として働
く。物価は１２年度は安定的に推移、１３年度は
上昇基調となるものの、ペースは緩やかであ
ることが見込まれるため、金利に与える影響
は限定的。

■政府債務残高の増加：影響は限定的
平成１２年度末の国・地方の長期債務残高は

６４５兆円に達する見込み（大蔵省）であるな
ど財政は危機的状況にあり、国債の需給悪化
が懸念される。これまでは、民間部門の資金
需要の低迷などを反映して、金融機関は資産
を「貸出」から「国債」へシフトさせてきた。
今後も、民間部門の資金需要の増加が限定的
であり、金融機関の運用難が続くことから、
国債の需給バランス悪化の懸念は生じにくく、
金利に与える影響は限定的。

機関別の国債の資産負債残高の推移

（注） 期末値。残高の増減を比較するため、便宜的に平成１０年
３月時点での残高を０兆円、金融機関「民間金融機関貸出」
（資産）については５０兆円とした。

（出所） 日本銀行「資金循環統計」

長期金利の要因分解

（注） 日本銀行調査統計局ワーキングペーパーシリーズ№９８―
１山口智之、吉田知生「最近の国債金利低下の背景につい
て」を参考に郵政研究所作成

（出所） 日本相互証券、短資協会、総務庁、通産省、日本銀行、
労働省、FRB

長期金利と設備投資

（注） シャドーは景気後退期。民間企業設備、名目GDP
は季節調整値。

（出所） 日本相互証券、経済企画庁
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○フェデラル・ファンド・レートは、２０００年後半にも小幅引き上げ

○１０年物国債利回りは高止まりの後、安定した推移へ

【概観】

景気には減速の兆しも見られるが、水準は
依然として高く、インフレを予防的に抑制す
るためにも２０００年後半に小幅な金融引締めが
行われる。ただし、９９年６月からの金融引締
めが、景気にも影響を及ぼし始めており、物
価が落ち着いている中では、景気のソフトラ
ンディングに合わせ、金融引締めも最終局面
を迎えることになる。１０年物国債（財務省証
券）利回りは、金融引き締め懸念が残る２０００
年後半はやや高めに推移するものの、その後
は安定的な推移となる。

【主な要因】
■景気のソフトランディングと物価の安定
度重なる金融引締めの影響から、漸く景気

にも減速感が見られるようになってきた。た
だし足許では、低水準の失業率に見られるよ
うに、雇用の逼迫感は残っており、足許での
原油価格の高止まりなど、インフレが懸念さ
れる要因も見られる。しかし金融引締めの影
響は、今後もタイムラグを伴って出てくるた
め、景気は緩やかな減速を辿り、物価も落ち
着いた動きとなる。

■引き締めから中立へ（短期金利）
足許で景気は減速の兆しを見せ始めている

ものの、その水準は依然として高く、FRBの
インフレ警戒的なスタンスに変化は見られず、
インフレを予防的に抑制するためにも２０００年
後半に０．２５％～０．５％の小幅な金融引締めが
行われる。ただし、９９年６月から２０００年５月
までに、FFレートで６回、１．７５％に及ぶ利上
げが行われており、その効果が景気にも影響
を及ぼし始めている。物価が落ち着きを見せ
ている中では、今後更なる数次に渡る大幅な
引締めは考え難く、景気のソフトランディン
グに合わせ、金融引締めも最終局面を迎える
ことになる。

■長期金利は安定的な推移へ（長期金利）
長期国債（１０年物財務省証券）の利回りは、

２０００年後半は金融引締め懸念が残るため、や
や高めの推移となる。その後は、景気のソフ
トランディングに合わせ、更なる引締め懸念
は後退し、徐々に安定感を増していく。ただ
し、急激な景気の失速や株価の暴落などが無
ければ、この間に金融が緩和されることも想
定され難く、現状の政策金利の水準を考慮す
ると、金利の低下余地も限られ、６％を挟ん
だ推移となろう。

物価と金利

（出所） 労働省、FRB資料より郵政研究所作成

労働生産性と金利

（注） トレンドからの乖離は指数とトレンド線との差。
（出所） 労働省、FRB資料より郵政研究所作成。

成長率を下回る長期金利

（出所） 商務省、FRB資料より郵政研究所作成。
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郵政省は、「平成１２年通信に関する現状報告」

（平成１２年版通信白書）を、平成１２年６月２０日の

閣議に報告後、公表しました。

通信白書は、郵政省が、情報通信全般に渡る現

状と政策を広くお知らせすることを目的として毎

年公表しており、今回の白書では、特集として

「IT（情報通信技術）がひらく２１世紀―インター

ネットとモバイル通信が拡げるフロンティア」と

題し、著しい普及をみせる「インターネット」と

携帯電話・PHS等の「モバイル通信」を取り上げ

ています。

公表方法については、情報通信関連のデータを

収録したCD―ROM添付の冊子が市販されるほか、

インターネット上のオンラインショッピングモー

ル「Bay Side」（http：／／marine.bayside.ne.jp：９５１０

／library／index.html）においてオンライン販売が

行われます。また、郵政省ホームページ（http：／

／www.mpt.go.jp／policyreports／japanese／papers

／index.html）において全文を公開しています。

なお、昨年開設した、小中学生向けホームペー

ジ「通信白書for Kids（フォーキッズ）」（http：／／

www.kids.mpt.go.jp／）については、平成１２年版

通信白書の発行にあわせてリニューアルしていま

す。

平成１２年版通信白書の主なポイントは、以下の

とおりです。

第１章 「特集 ITがひらく２１世紀～インターネッ

トとモバイル通信が拡げるフロンティア

～」

１ ２１世紀の情報通信

�１ 情報通信のトレンド

インターネット及びモバイル通信は、我が国の

情報通信分野において急速にその重要性を増して

きています。現在、パソコン保有者の９割近くが

インターネットなどに接続しています。１１年度に

おけるパソコンの国内出荷台数は、対前年度比

３１．９％増の９９４．１万台、カラーテレビの国内出荷

台数は、対前年度比０．３％減の１，０１４．６万台となっ

ています。また、東西NTT加入電話契約数は、

１１年度末には、５，５４５万となりましたが、モバイ

ル通信（携帯・自動車電話及びPHS）の契約数の

合計は５，６８５万台となっています。

�２ インターネットの普及

１１年末における我が国の１５～６９歳までのイン

ターネット利用者数は２，７０６万人（対前年比５９．７％

増）と推計され、１７（２００５）年には７，６７０万人に達

するものと推計されます。また、インターネット

普及率は、世帯が１９．１％、事業所が３１．８％、企業

が８８．６％となっており、様々な場所におけるイン

ターネットの利用が拡大を続けています（図表１）。

特 集 ２

平成１２年版通信白書の公表について

郵政省大臣官房企画課
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�３ モバイル通信の普及

電気通信技術審議会「次世代移動通信方式委員

会報告」（１１年９月）においては、IMT―２０００だ

けでなく、携帯・自動車電話及びPHSを含めた将

来の公衆陸上移動通信サービス全体に対する需要

を予測しており、１２（２０００）年度末には６，４５０万契

約、２２（２０１０）年度末は８，１００万契約に達するとし

ています。この数値を参考に１７（２００５）年度末の総

契約数を試算すると、７，９０３万契約に達するもの

と推計されます（図表２）。

２ ２１世紀のビジネス

�１ 概 況

インターネットビジネスには大きく分けて、

「インターネットコマース」と「インターネット

関連ビジネス」があります。本白書では、イン

ターネットビジネスを「TCP／IPを用いたネット

ワーク上の商取引及びそのネットワーク構築や商

取引に関わる事業」と定義しました。このうち、

特に１１年から新たに開始されたマイクロブラウザ

内蔵の携帯電話端末等を接続端末とするビジネス

についてはモバイルビジネスと定義し、内数とし

て計上しました。１１年における、これらの市場規

模は、合計で２１兆１，７５６億円となっています（図

図表１ 我が国におけるインターネット普及状況

※１ 事業所は全国（郵便業及び通信業を除く。）従業者数５人以上の事業所。
※２ 企業は全国の（農業、林業、漁業及び鉱業を除く。）従業者数３００人以上の企業。
「生活の情報化調査」、「通信利用動向調査」（郵政省）により作成

図表２ モバイル通信サービスの契約数の推移及び将来予測

※ １７（２００５）の予測値には、IMT―２０００も含まれる。
郵政省資料により作成
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表３）。

�２ インターネットコマース最終消費財市場

インターネットコマース調査によれば、我が国

における１１年のインターネットコマース最終消費

財市場の市場規模は、３，５００億円（対前年比約２．１

倍）となっています。これは全産業の最終需要の

０．０６％に相当し、インターネット人口一人あたり

に換算すると約１２，９３４円に相当します。また、同

市場は、２００５年には７兆１，２８９億円に達するもの

と予想されます。

�３ インターネットコマース中間財市場

インターネットコマース調査によれば、１１

（１９９９）年の我が国におけるインターネットコマー

ス中間財市場の市場規模は、１４兆４，２９８億円と推

計されます。これは、全産業の中間需要の３．３％

に相当します。今後は、インターネット技術が急

速に普及したことに伴い、現在中間財の取引を電

子化していない企業や、EDIで行っている企業が

TCP／IPを用いたインターネットやエクストラ

ネットにおける取引に移行していくことが予想さ

れます。そのため、インターネット中間財市場規

模については、２００５年には１０３兆４，２１９億円に達す

るものと推計されます。

�４ インターネット関連ビジネス

インターネット関連ビジネスは、�１インター

ネット接続ビジネス市場、�２インターネット接続

端末市場、�３インターネット構築関連市場、�４イ

ンターネット周辺ビジネス市場、の４つに分類さ

れます。１１年におけるこうしたビジネスの市場規

模の総額は、６兆３，９５８億円（対前年比６０．３％増）

となっています。また、今後もインターネットの

普及に伴い、１７（２００５）年には３１兆２，５００億円まで

拡大するものと予想されます。

�５ モバイルビジネス

モバイルビジネスの市場は、�１マイクロブラウ

ザ内蔵の携帯電話・PHS又は携帯情報端末（単体）

から、C―HTML等の言語で記述されたインター

ネット上のコンテンツにアクセスして有料情報の

提供を受けたり、商取引を行う「モバイルコマー

ス市場」、�２モバイルコマースに関連して発生す

る端末、通信料金、移動通信事業者が提供するイ

ンターネット接続サービスの利用料等の「モバイ

ルコマース関連ビジネス市場」の２つに分類され

ます。郵政省が実施した事業者に対するヒアリン

グ等の調査から推計した、我が国における１１年の

モバイルビジネスの市場規模は１，７２９億円であり、

１７（２００５）年には４兆５，２０６億円まで拡大すると予

図表３ 両ビジネスの市場の分類

３３ 郵政研究所月報 ２０００．９
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待ち合わせに遅れそうになったり、変更があった場合などに、こまめに連絡をとるようになった�

移動時間や待ち時間が有効に使えるようになった�

深夜でも知人と連絡がとれるようになった�

待ち合わせの場所や時間を事前に細かく決めなくなった�

待ち合わせに多少遅れてもあせらなくなった�

仕事とプライベートの境界がはっきりしなくなった�

電話がかかってこないと不安を感じるようになった�

自分の部屋で過ごす時間が長くなった�

想されます（図表４）。

３ ２１世紀のくらし

�１ 概 況

インターネット利用の増加は、テレビや雑誌等、

既存のメディアに接する時間に影響を与えていま

す。特に、「テレビを観る時間」が減ったとする

ユーザーが半数近くに達しています（図表５）。

一方、携帯電話・PHSは、従来、情報通信が難し

かった移動中や待ち時間を利用するため、生活時

間の変化というよりは生活時間に対する考え方を

変化させています（図表６）。

図表４ モバイルビジネスの市場規模

図表５ インターネット利用による生活時間の変化

「インターネットユーザー調査」により作成

図表６ 携帯電話・PHS利用による生活時間に対する考え方の変化

「生活の情報化調査」により作成
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�２ 障害者

インターネットやモバイル通信を有効に活用す

ることにより、障害者はコミュニケーションを拡

大し、必要な情報をより容易に入手することが可

能になります。このため、障害者の自立・社会参

加が促進され、生活の質的向上につながると考え

られます。「障害者アンケート」によれば、イン

ターネット利用により生活が向上した理由として、

「情報収集がしやすくなった」（６４．４％）、「趣味・

娯楽が増えた」（６１．１％）を挙げる利用者が多く

なっています。また、聴覚障害者にとって、文字

情報を送受信できる情報通信メディアは貴重です。

聴覚障害者が、携帯電話・PHSを使い始めて生活

がよい方向に変わった理由として、「安心して外

出できるようになった」（６０．６％）、「文字情報を

送受信できることで通話がしやすくなった」

（５５．８％）、「障害のハンディを補うことができる

ようになった」（４８．１％）点を挙げています。

４ 情報通信の課題

�１ インターネットに関する総合的な研究開発の

推進

インターネット利用者の増加やマルチメディア

化の進展に伴い、インターネットの超高速化・大

容量化の実現とともに、パソコンに加え、デジタ

ル・テレビから携帯端末等の情報家電まで、更に

はメモリやCPU等電子機器に埋め込まれたデバ

イスまで、あらゆる機器にインターネットに対応

させるための技術開発の重要性が高まってきてい

ます。

郵政省においては、インターネットの総合的な

研究開発を図るため、ミレニアム・プロジェクト

により、�１次世代インターネットに関する研究開

発等、�２情報家電を活用したインターネット技術

の研究開発、�３スーパーインターネットに関する

研究開発を実施することとしています。

�２ デジタル・ディバイド

世界の地域別インターネット普及率をみると、

利用者数と同様に米国・カナダの普及率（４５．７％）

が非常に高く、次いでヨーロッパ（９．９％）、中東

（２．２％）となっており、米国・カナダとその他

の地域における普及率の格差は非常に大きくなっ

ています（図表７）。

「通信利用動向調査（世帯調査）」により、イン

ターネットを利用している世帯の属性について分

析すると、居住する都市の規模が大きいほど、世

帯主の年齢が若いほど、世帯年収が高いほどイン

ターネットの普及率が高くなっており、地域、年

齢、所得によって格差が生じていると考えられま

す（図表８）。

図表７ 世界の地域別インターネット普及率

世界の統計２０００年版（総務庁）、NUA社資料により作成
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第２章 「情報通信の現況」

１ 情報通信産業

我が国の情報通信産業の実質国内生産額は、１０

年には１１２．９兆円となり、全産業に占めるシェア

は１２．５％と、我が国の経済活動が低迷を続けた近

年においても、順調に成長を続けています。実質

国内生産額を情報通信産業と主な産業について比

較すると、情報通信産業は昭和６０年に卸売を、７

年には建設を上回りました。

２ 電気通信サービス

１０年度の総通話回数は１，２３７．９億回で、対前年

度比１．０％増となっています。また、総通話時間

は５０．８億時間で、対前年度比５．０％増となってい

ます。これを発信別にみると、加入電話等からの

通話時間は４２．４億時間（対前年度比０．６％減）と

減少しています。一方、携帯・自動車電話及び

PHSは、それぞれ７．２億時間（同５６．１％増）、１．１

億時間（同７．１％増）と増加しており、特に携帯・

自動車電話は、急速な伸びを示しています。

３ 放送サービス

「衛星放送」は、現在アナログ放送を提供する

BS放送、主にデジタル放送を提供するCS放送と

も、契約数は順調に伸びています。NHKのBS放

送は、平成１１年度には、１，０００万契約を超えてい

ます。

４ 情報化

家庭の情報化についてみると、１１年度において

は携帯電話の世帯普及率が６４．２％、インターネッ

トの世帯普及率は１９．１％と、家庭において情報化

がさらに進んでいます。

一方、家庭において通信・放送サービスに対す

る平均支払金額は、１０年度から１１年度にかけて増

加しています。特に「移動通信料金」は１１年度に

は１０，０００円を超えており、２年以降、消費支出は

図表８ インターネット普及率

「通信利用動向調査（世帯調査）」（郵政省）により作成
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概ね横ばいの傾向にある一方、情報通信支出は７

年以降、一貫して増加しています（図表９）。

第３章 「情報通信政策の動向」

この章では、１１年度を中心とした郵政省の情報

通信政策について述べています。

１ 電気通信市場の改革

郵政省としては、２１世紀初頭を視野におき、電

気通信分野において新たに取り組むべき政策とし

て、�１競争政策の一層の推進、�２インターネット

の普及・高度化、�３電波利用の一層の促進・高度

化、�４情報通信利用環境の整備を内容とする「第

三次情報通信改革」を推進しているところです。

２ 放送の高度化

地上放送のデジタル化については、１０年１０月に

出された地上デジタル放送懇談会報告を受けて、

関東・中京・近畿の３大広域圏については１５

（２００３）年末までに、その他の地域については１８

（２００６）年末までに本放送が開始されることを目

標に環境整備を進めています。通信・放送機構は、

新技術・サービスの開発を推進し、早期の全国的

普及を図ることを目的として、全国１０か所の地上

デジタル放送研究開発用共同利用施設及びこれら

を接続する全国ネット中継実験設備を整備し、１１

年８月から７か所で、１１年１２月から全１０か所でデ

ジタル放送の実証実験を開始しました。

３ 研究開発の推進

２１世紀の高度情報通信社会を人間と親和性のあ

る豊かなものとするため、通信総合研究所では１２

年度より５か年計画で、�１情報通信のヒューマニ

ゼーション技術、�２次世代マルチギガビット通信

プラットフォーム技術、�３ペタビット級ネット

ワーク基礎技術の研究開発を一体的に実施してい

ます。

４ 高齢者・障害者対策

高齢者・障害者を含む誰もが情報通信の利便を

享受できる「情報バリアフリー」環境の整備を図

ることを目的として、１１年度においては、情報バ

リアフリー型通信・放送システムの研究開発、福

祉支援情報通信システムの開発・展開、高齢者・

障害者のためのホームページ簡易制作システムの

実証実験、高齢者・障害者向け通信・放送サービ

ス充実研究開発助成等の施策を実施しました。

５ 沖縄振興策の推進

郵政省では、沖縄をアジア・太平洋地域におけ

る情報通信ハブとして形成するため、「沖縄マル

チメディア特区構想」を提唱し、情報通信分野に

おける�１情報通信基盤の整備、�２人材の育成・研

究開発の推進、�３先進的なアプリケーションの展

開、�４情報通信産業の集積、�５情報発信機能の強

化を促進するための施策を実施しているところで

す。

また、１２年７月には、九州・沖縄サミットが名

図表９ 消費支出と情報通信支出の変化（２年を１００とする）

「家計調査年報」及び「家計調査報告」（総務庁）により作成
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護市で開催されるなど、政府としては北部地域の

振興策に積極的に取り組んでいく方針が決定され

ており、郵政省も名護市を中心に様々な情報通信

施策を展開しています。
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平成１２年６月２０日に刊行された「平成１２年版通

信白書」第１章『ITがひらく２１世紀』について、

以下に若干のコメントをしておく。

まずもって強調すべきは、この白書において、

地域格差是正、女性や高齢者・障害者の社会参加、

教育、環境、等々の諸点、即ち「社会的視点」が、

経済的なそれと同等の、あるいはそれ以上のもの

として、重視されていることである。この白書刊

行の約１ヶ月後に出されたG８サミットでの「グ

ローバルな情報社会に関する沖縄憲章」（いわゆ

るIT憲章）でも強調された「デジタル・ディバ

イド」問題への言及を含めて、「平成１２年版通信

白書」が沖縄IT憲章の重要な基礎を提供したと

思われることは特筆に値する。

「平成１１年版通信白書」の特集は「インターネッ

ト」であったが、今度は「IT」関連の特集であ

り、その５頁には、「本特集では、２１世紀の課題

の克服を主なテーマとして、分析を進めていく」、

とある。ただ、平成１１年版に対しては、橋元良明

教授が郵政研究所月報１９９９年９月号３９頁で、「家

庭でのインターネット利用」の場合に即して、「や

や強引に楽観的観測をアピールしているのではな

いかと思わせる箇所もあった」との、多少辛口の

コメントをしておられる。そのことをも一応念頭

に置いた上で、まず、序節から第４節までで私が

感じた点を、述べて行こう（以下、引用頁は１２年

版のそれ）。

インターネットの対人口普及率（１３頁）で、日

本は「世界１３位」だが、実はアメリカも第５位に

とどまっている点など（第１位はアイスランド）、

一般国民はどこまで知っているのだろうか。また、

「ネットのモバイル化」（９頁）との関係で、「モ

バイル通信の対人口普及率」についても、日本は

世界１４位だが、イギリスは１９位、アメリカは実に

２３位、といった点（「契約数」ではアメリカが１

位、日本は２位）も興味深い。

もとより、数字の取り方にもいろいろあるし、

また、何がどこまで重要な数字かについては、常

に注意すべきである（石黒『法と経済』［１９９８年・

岩波書店］参照）。だが、情報通信についても、

全ての点で日本はアメリカに大きく水をあけられ

ている、との�過度の自身喪失�がいまだに氾濫

している今の日本においては、上記の点など、

もっと一般国民に強くアピールしておく必要が、

あるように思われる。

「電子メール」や「ホームページの閲覧」が個

人のインターネット利用の大宗をいまだに占めて

いること（２０頁）は嘆くべきだが、他方、「イン

ターネットコマース」（２２頁以下、３５頁以下）と

いう言葉には、私は若干抵抗を覚える。「イン

ターネットコマースをはじめとする電子商取引

（EC）」（４３頁）との表現もあるが、法的制度設

特 集 ２

「平成１２年版通信白書：特集『ITがひらく２１
世紀』」について

東京大学法学部教授 石黒 一憲

３９ 郵政研究所月報 ２０００．９



計のあり方を考えれば、曖昧なITという言葉と

同様、とりわけ情報通信分野での新語にすぐ飛び

つく今の日本の風潮は、そもそも問題なはずであ

る（「デジタル・ディバイド」問題も、「持てる者

と持たざる者［the haves and the have nots］」

という言葉で自然に表現されていたのに、同様の

プラカードの掛け替えがなされている）。所詮は

言葉の問題、と思ってその流れに乗っていると、

いつの間にか論議の対象がずれてしまっていたり

することは、情報通信分野での国際的論議におい

ても、しばしば私自身体験して来ていることであ

る。

なお、「シニア・高齢者ユーザーにみるイン

ターネット利用の効果」について、「当初インター

ネットに期待していた目的は、ほぼ達している」

とあるが、「趣味・娯楽が増えた」とか、「情報収

集がしやすくなった」ことが「当初」の「目的」

だったのか（以上、６１頁以下）。この白書を全体

として読めばそうではないことが別途判明するで

あろうが、「シニア・高齢者ユーザー」（情報弱

者！）にはそこそこのもので十分、という不純な

ことを考える向きも、居ることは居るのであり、

慎重な言葉遣いが必要であろう。

さて、ここで今後の政策・技術の課題を論じた

第５・６節に移る。「インターネット・ガバナン

スとドメイン・ネーム」（７４頁）の項で、「ドメイ

ン・ネーム等の国際的な管理主体」たるICANN

という組織への言及がある。そこには、「ドメイ

ン・ネームの登録ビジネスに関しては、我が国か

らはわずか３社が参加しているのみ」、等の問題

も指摘されている。だが、�真にオープンなイン

ターネット�の構築のためには、ICANNの組織

運営面での問題を深く抉り出し、それとともに、

ITUでも議論されているところの、インターネッ

トのいわゆる「USセントリック問題」（ユーザー

急増で必要となる設備増設費をアメリカ側が分担

しようとしない問題）や、インターネットのいわ

ゆる“（Global）Tier One”問題（インターネッ

ト接続の最上位部分がC ＆ Wを含む米英５社の、

閉鎖的パテント・プール類似の状態にあること―

―簡単には『諸君！』２０００年８月号に書いておい

た）についても、言及する必要があったはずであ

る。

「日本を世界のIT革命の創造拠点・最良の実験

場」とすべく、その「成功モデルを世界に先駆け

て提示する」（６９頁）のが究極の、そして正しい

政策目標である。そのための全国光ファイバー網

構築の「２００５年への前倒し」（２２４頁）だったはず

である。

だが、「FTTHについては、中期［５年～１０年

以内］以降実現」とある（７０頁）。「光ファイバー

網の整備スケジュール」も、「１００％全国」は再度

２０１０年になってしまっている（２２４頁。にもかか

わらず、同頁に「光ファイバー網の整備」は「順

調」とあるのも気になる）。

これは、どうしたことであろうか。DSLブーム

等に幻惑された結果であろうか。「定額制イン

ターネット料金の日米比較」において、日本の

ADSL事業者の料金が意外に高いこと［８，０５０円

中の５，５００円］は、それ自体として興味深い（９５

頁）。だが、「アクセス網における技術の進化動

向」の図（２２３頁）における、「１００X」（現在の１００

倍の高速データ量）の時代止まりのADSL（所詮

は�つなぎ��）と、唯一「１０００X」の時代を突

き抜けている「光ファイバー」とを、冷静に対比

せよ。

他方、２００５年頃に「アクセス網については家庭

で５～１０Mbps」と の「展 望」（２２３頁）、ま た、

現在の「学校インターネット」（９２頁以下）が１．５

Mbps止まりであることも、「２１世紀の課題の克

服」（５頁）というこの白書の基本からして、問

題なのではなかろうか。
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最後に、「電子認証」（８１頁）について。そこに

示された法案は既に成立したが、問題は政省令作

りである。曖昧なものが出来てしまったら、「イ

ンターネットコマースの不安要因」（２４頁）は、

一層増幅される。この点では「規制的標準」・

「サービス（品質！）標準」と純粋な技術標準と

を組み合わせる、社会安全重視のEUの行き方が、

大いに参考とさるべきだと、私は考える。

（以上、平成１２年７月３０日）

４１ 郵政研究所月報 ２０００．９



OECD『２１世紀の技術』（１９９８年）は、アメリ

カ・クリントン政権の提起した情報スーパーハイ

ウェイ構想が新しいネットワークの生成期の段階

において共通のゴールを提起し動機づけする上で

極めて重要な役割を果たしたと高く評価している。

もちろん、現実の進展が当初のビジョン通りに進

まず、その修正を迫られたこともある。たとえば

NIIは光ファイバーやCATVによるネットワーク

化を目指していたが、ネットワーク化を主導する

のがTCP／IPをベースとしたインターネットであ

ることが９０年代半ばに明らかになると、NGIでは

インターネットの方向へと大きく転換したのであ

る。

ところで、情報スーパーハイウェイのような

ネットワークのビジョン作りの役割の一翼を担う

のは、日本においては『通信白書』であろう。た

だ、毎年刊行される白書の性格として、経年的な

データや分析が必要であるし、旧来からの音声電

話や放送も含めて通信業界全体にもれなく目配り

する必要もある。白書のこのような必要性と、未

来のネットワークを特徴づける部分を固有に取り

出してビジョンを提起する必要性との、両立を迫

られているのが同白書である。そして、間違いな

くこの１０年間に後者としての役割の比重が極めて

大きくなっていることが、過去１０数年間の白書を

あらためて机上に並べてみると明白に看取される。

たとえば、昭和６３年版白書はその大部分を旧来の

電気通信サービスや政策を論じることに費やして

いる。その後、平成に入ってからは、通信事業の

再編問題やマルチメディアなどの新しいサービス

への言及・分析が急速に増えてくる。さらに、

『通信白書』がA４版サイズとなったのは平成７

年版からであるが、このころからインターネット

への言及が多くなり、特集として「情報通信が牽

引する社会の変革」（平成８年版）「デジタルネッ

トワーク社会の幕開け」（平成１０年版）「インター

ネット」（平成１１年版）などが取り上げられ分析

される。そして本年度の特集は「ITがひらく２１

世紀～インターネットとモバイル通信が拡げるフ

ロンティア～」である。

今年の白書はその特集のタイトルから分かるよ

うに、インターネットとモバイル通信をビジョン

の中心に据えている。このことはインターネット

の爆発的発展と昨年からのiモードに代表される

携帯情報端末の急展開を見れば当然のことといえ

る。とりわけ、日本の高いハードウエア技術とも

結びついたモバイル技術は世界のネットワークの

構築に向けて日本から世界に向けてビジョンを提

案しうる重要な分野である。

ところが、ネットワークに関する優れた分析や

ビジョンの提起であっても、それが広く社会一般

に理解されねばその意義は小さくなる。評者も含

特 集 ２

ネットワーク社会のビジョンを提起する
『通信白書』

埼玉大学経済学部教授 菰田 文男
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めて一般の読者にとってネットワークの理解がき

わめて難しい理由は、それが膨大な要素技術から

成ることにある。たとえば、電子メールの交換を

可能にするシステムの基礎にある技術を理解する

ためには、パソコンやそれに搭載されたCPU、

サーバー、ビット情報の伝送路としての同軸ケー

ブルや交換機のLSIなど、きわめて多くの技術に

ついて知らねばならない。セキュリティや決済機

能を伴い、また巨大なデータベースの構築とその

中から真に必要な情報を検索することが可能な知

的なソフトを含む電子商取引や電子金融システム

になれば、それを支える要素技術はさらに膨大に

なり、その全体像をイメージすることはほとんど

不可能になる。しかもこれらの技術は、自動車の

ような場合と異なり目に見えないし、また生成期

の技術であるので不断に変化するため、ますます

理解が難しくなる。われわれはネットワーク社会

がどのようなライフスタイルを作り上げるのかを

知るためには、それを支えるネットワークの技術

的構造を理解することが不可欠であるにもかかわ

らず、この理解は容易ではないのである。

このような文脈からは、インターネットを中心

に構築されるであろう２１世紀のネットワークの全

体像を理解することに大きく貢献してくれる第１

章の図表１「技術展望マップ」の意義は大きい（７０

ページ）。同図はネットワークを「サービス」「サー

ビスネットワーク」「端末」に分けて、われわれ

が直接享受するサービスとそれを支える要素技術

について明確にしている。例えばワンストップ電

子商取引の育成ためには五感通信脳機能知能モデ

ルや自動翻訳国際コミュニケーション技術などの

発展を必要とし、また企業内ネットワークが必要

となることなどを知ることができる。しかも、そ

れぞれのサービスや技術の実現年についての予測

が示されていることが、ネットワークの構造を立

体的に理解することを可能にしてくれる。

同表の中でも、現在最も重要となっているのは、

「サービスネットワーク」である。出自の異なる

多様なネットワークを統合し、２１世紀に花開く諸

サービス群の共通のプラットホームとして機能し、

また膨大な情報の中から真に必要な情報を発見し

互いに関連づけるのがミドルウェアとも呼ばれる

サービスネットワークの役割だからである。この

ことは「共通ミドルウェアのイメージ図」（２４２ペー

ジ）でも示されているとおりである。

ただ、今年の白書のサブタイトルがインター

ネットだったことでもあり、TCP／IPに基礎を置

くインターネットを中心に据えた上で、同図のよ

うなネットワークの全体像をさらに体系的に可視

化してくれれば、読者の一人として有り難かった

という感が残る。

このようにネットワークの全体像を描くことが

できれば、次の課題は日本のネットワークの現状、

とりわけ欧米と比較した技術の水準の評価である。

この問題については第２章２―８―２「研究水準」

において、アンケート調査やIEEEの主要論文誌

への掲載論文数や受賞者数の国別比較に基づいて

論じてられている。日本がアメリカから大きく引

き離されているという現実をあらためて確認でき

るし、日本が「端末系技術」「光ネットワーク技

術」「移動ネットワーク技術」などの分野で比較

的強いのに対して、「コンテンツ支援技術」「ネッ

トワーキング技術」などで極めて弱いということ

も知ることができる。今後、より正確な事実認識

のための一層多方面からの情報収集が必要となろ

う。ところで私見によれば、技術分野別の日本の

水準の現状の基礎には、世界のネットワーク技術

進歩の基本線の中でみれば、�１ソフトウエアより

もハードウェアに偏り、�２インターネットのよう

なコンピューターネットワークよりも電話網の延

長上にあるテレコムネットワークに偏った日本の

研究開発の特質がある。このような観点からも、
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日本のネットワーク技術水準の評価と研究開発政

策の提起ができるのではないかと考えている。

ネットワークの全体像を知ることの必要性とい

う観点から最後にふれておかねばならないのは、

世界のネットワークにおける日本の位置づけにつ

いてである。世界はますます情報化に向けて進み

つつあるが、このことは従来のように人が足で稼

いだ情報が暗黙知のように人に体化される情報に

代わって、将来はネットワーク上を走り回るビッ

ト化されたデジタル情報の重要性を高めることに

なる。したがって、ビジネスに生かされわれわれ

の社会生活を豊かにすることに役立つ価値ある

ビット情報は、ネットワークのどこに集積され、

付加価値をつけられ、利用されるのかを知ること

が重要になる。たとえば、アメリカを中心にして

構築されているインターネットの国際的に非対称

的構造の意味、インターネットの相互接続点とし

てのIX、さまざまな情報が蓄積され処理される

データベースとネットワークとの関係、等々の分

析が必要になる。このような文脈から、第３章の

３―６―４「沖縄振興策の推進」におけるネットワー

クハブの叙述は極めて意義が大きいものがあると

いえる。

２１世紀は本格的な情報化社会となる。そのビ

ジョンを提示しなければならない『通信白書』の

役割はますます重要になる。
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どうも皆さん、こんにちは。きょうは「２１世紀

の展望」ということで、日本の国際的な地位、そ

れから国内の問題について簡潔に、日ごろ考えて

いることをお話し申し上げたいと思います。

先般、外国人向けに英文の書籍で、１９９０年代の

日本をふり返るということで、「失われた１０年間」

という『ザ・ロースト・ディケード』という題に

しようかなと思っていたのですが、あまりに暗い

ので、『イヤーズ・オブ・トライアル』という「試

練の時代」という形でまとめてみたのですが、こ

の１０年間をふり返って、２１世紀をどういう方向に

もっていくかということで、最初に国際社会との

からみでひとこと申し上げます。それから情報通

信革命を含め、今の日本の大きな変化について次

にお話ししたいと思います。

最初の国際社会とのからみでいいますと、少な

くとも１９８５年のプラザ合意の前後というのは、例

えばジャパン・アズ・ナンバーワンというような

形で、非常に日本の経済力が強くなった。こうい

う中で、ある意味では浮かれていた時代であった

わけです。

われわれの国際政治の学会の中でも、世界シス

テム論というのが非常にその当時、その前後は

やっていまして、世界の覇権を握る国はどこであ

ろうかという議論がありました。歴史をふり返っ

てみれば、少なくとも２０世紀はアメリカの世紀、

パックス・アメリカーナであった。１９世紀、そし

て１８世紀、この二つの世紀はイギリスの世紀、

パックス・ブリタニカであった。それからオラン

ダ修好４００年ということで、長崎なんかで今年は

大々的な催しをやっていますが、先般天皇皇后両

陛下もオランダにいらっしゃったばかりですが、

この江戸時代の日本、つまり１７世紀はオランダが

世界を支配していた。

そういう観点から、２１世紀、さてどの国がどう

いう形で世界をリードするのであろうかという議

論をしたときに、１９８０年代から９０年代の初めにか

けては、アメリカの凋落ということがいわれて、

相対的にアメリカの力が落ちました。その中で日

本が目覚ましく伸びてきている。パックス・ジャ

ポニカになるのではないか、そういう話がありま

した。

しかしながらご承知のように、バブルがあって、

バブルが崩壊してその処理に時間がかかる。そう

いう過程の中で、アメリカ経済が構造改革を成し

遂げて、しかもIT革命の力もあって復興してい

特 集 ３

２１世紀日本の展望
―第１２回郵政研究所研究発表会特別講演※―

舛添政治経済研究所所長 舛添 要一

※ 本特集は、第１２回郵政研究所研究発表会の特別講演として平成１２年６月７日に開催された、舛添

要一氏の講演の内容を、講演者の了解を得て取りまとめたものです。
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く。そこでやはりアメリカにはかなわないという、

ある意味で失望感、日本人にとっての自信の喪失

ということが出てきた。パックス・アメリカー

ナ・マークⅡになるのではないかという議論もあ

りました。

しかし、よく考えてみますと、やはりアメリカ

とヨーロッパと日本、この三つの３極が力を合わ

せて世界をリードしていかなければならないとい

う、そういう時代であることは確かなわけです。

その中で、この９０年代の変化について申し上げ

ますと、一つはEU、ヨーロッパの統合が非常に

進んできた。特にマーストリヒト条約によって通

貨統合がおこなわれた。EUの統合、これは戦争

のない、国境のない世界をつくろうという人類の

夢をある意味で実現しようとする努力ですが、経

済的な議論をすれば、通貨統合というのは論外。

お話にならない。無理であることは当たり前であ

ると。しかし政治的意志のほうが優先した。政治

的な意志で一つの統合を成し遂げた。

経済の規模によっても、それから人口、地域の

活力についていっても、アメリカに匹敵するだけ

の大きさをもっている、このヨーロッパの統合が、

拡大と進化、拡大というのはメンバー国が増える

ことで、進化というのは、ディープニング。ワイ

ドニングとディープニング。ワイドになって広げ

ていく、そしてディープになってくる。つまり通

貨統合をやる。次は軍隊の統合をやるのか。次は

何の統合をやるのかと、そういう拡大と進化の両

方をバランスを取りながら進んでいる段階である

わけです。

ですから１９９０年代の日本にとって新たなチャレ

ンジというのは、先ほど申し上げたように、アメ

リカ経済の再活性化ということがまずありますが、

２番目は、このEUの統合、特に通貨統合という

ことが大きなチャレンジであった。そういう中で、

どうも日本が改革に後れを取っていたのではない

かということであります。

それからもう一つ別の観点からいいますと、

１９４５年８月１５日、戦争が終わる。そこから５０年以

上たつ一つのシステムが、大きく変わらなければ

いけない。戦後の国際的システムは戦勝国、戦争

に勝った国がつくったシステムである。その代表

が国連である。ユナイテッド・ネーションズ。そ

の国連の、安全保障理事会の常任理事国、つまり

アメリカ・ロシア・中国・フランス・イギリス、

この五大国、拒否権をもった五大国は、すべて核

大国である。そしてすべて第２次大戦の勝者であ

る。だから戦勝国クラブとしての意味をもってい

る。

もう一つの戦争が戦後戦われた。それは冷たい

戦争である。冷戦が１９８９年に終わりました。終

わったら新しいシステムをつくらなければならな

い。戦争の勝者が新しいシステムをつくるとすれ

ば、それは西側が勝ったわけですから、西側が新

しいシステムをつくるべきである。

では、そういうシステムは何かというと、１９７５

年からすでに機能している先進国サミットである。

これは日・米・欧、つまり東側を排除した形での

西側のシステムであったわけで、日本の国益とい

うことを考えた場合に、１９４５年の終戦のときの戦

勝国のクラブよりも、１９８９年の終戦、つまりわれ

われはそこで勝っているわけですから、そのクラ

ブがシステムをつくるべきで、どちらを大事にす

るかといったら、米ソ冷戦が終われば国連主導だ

といっているけれども、実をいうとサミット主導

にしないといけない。

ところが大きな間違いを一つ起こした。冷戦の

敗者であるロシアを入れたということです。これ

は沖縄サミットがもうすぐありますが、G７がG

８になった。G８になったら機能しないんですね。

だから実質的にG７でやらざるを得ない。

プーチンという人が出てきたということは何を
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意味しているか。つまりこの１０年のロシアの改革

についていうと、資本主義社会になじめない。自

由な経済システム、マーケット・メカニズムが機

能するような、そういう社会ではとても適応でき

ないのがロシアの体質だということが分かったわ

けです。だから強いロシアへの逆戻り。もっとい

うと、世界が地方分権になっているときに、中央

集権、つまり民選で選ばれた知事であっても大統

領がクビを切ることができるというような中央集

権法を今入れようとしているわけです。だから、

ロシアは、これはきわめて異質である。その意味

でもすっきりした整理がなされていないわけです。

ですから、２１世紀、国際社会においてまず日本

がやらなければいけないことは、安全保障理事会

の常任理事国になることである。そのときに、何

が何でもなりたいということになれば、拒否権の

ない常任理事国という案もありますが、拒否権が

なければ何もならないので、国際社会に対する大

きな発言力をもたない。しかし、拒否権をもたな

くても、とりあえず新幹線でいうと、ミニ新幹線

でフル規格でなくてもいいからとにかく走らせる

ことが先だと思えば、そういう拒否権をもってい

なくても、常任理事国であるかないかで情報の入

り方が全然違います。これまで日本は、８回にわ

たって非常任理事国を務めていて、これはブラジ

ルと並んで世界最多です。しかし国際社会で大き

な力をもつということになると、そのことが必要

である。

しかし拒否権をもって常任理事国になるという

ときは、PKOをはじめとして、いわゆるPKFで

すね。これは凍結していますが、軍隊を派遣しな

い、紛争地に派遣することのできない常任理事国

というのはあり得ないわけですから、そこで、そ

れを国連の場でどうするのか。こんどの選挙にし

ても、そういうことは争点になっていませんが、

もし国際社会でフルフレッジとなっているか、完

全なメンバーになろうとして、しかも国連という

舞台で活躍しようとするならば、国内の体制を整

えなければならない。

そういうときに、国連の旗のもとでPKFを展

開できるようにするにはどうすればいいか。憲法

まで変えなければいけないのか。変えないででき

るのか。そういう議論が、実をいうと国際社会と

の関連では、わが国に求められているわけです。

すべてこれは凍結したままになって、細則につい

ていうと、PKO法案というのは変わりましたが、

そこから先は変わっていない。本来的には２１世紀

の日本を展望する、特に２０００年の選挙というのは、

そういうことが争点であるべきなんですが、残念

ながら今回こういう突発的な感じの選挙ですから、

取り上げられない形になっていますが、ぜひ２１世

紀、この国の国際社会でのあり方をどうするのか。

これを考えなければいけないと思います。

確かに失われた１０年であるし、アメリカの経済

の再活性化に比べれば遅れていますが、日本人の

潜在的な、日本の潜在的な能力というのは、決し

て捨てたものではないので、それを全面的に開花

させるためにも、やはり経済力だけが強くてやっ

ていけるという時代ではなくなってきている。世

界をリードするためには、今まで歴史をふり返っ

てみると、要するに四つか五つの分野でトップク

ラスの力をもたなければならないんです。１番目

は軍事力です。２番目が経済力。３番目が通貨の

力。４番目が文化の力。そういうものが全部そ

ろっていますかと。アメリカについていうと、も

ちろんアメリカは世界一の軍事大国である。経済

も世界一である。通貨も、ドルが世界を支配して

いる。文化も、アメリカン・ウェイ・オブ・ライ

フというような形で、アメリカ的な文化様式、生

活様式が世界を支配している。

これを、では日本がアメリカに代わろうとする

なら、軍事力が世界一になりますか。経済力。
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パー・キャピタルでいってもいいですが、一時的

にパー・キャピタルで世界一になったことがある

にしろ、GNPの問題がある。３番目、通貨。円

が世界の機軸通貨になり得ますか。なり得るため

には、オフショア・マーケットを整備するという

ようなことを含めて、今、金融のビッグバンを

やっていますが、そういう大きな改革が必要に

なってくるだろう。文化。文化の面では、ある意

味では、わたしは一つのチャンスだと思っている

のは、大量生産、大量消費、大量廃棄という文化

が、これが行き詰まりが来ている。ゴミの問題を

含めて、環境問題というのが非常に大きくなって

います。そうすると、大量生産、大量消費、大量

廃棄とは違う文化のあり方。例えば江戸時代は完

璧なリサイクル社会だった。こういう循環型社会、

そういうものは日本に非常に伝統的であるわけで

すから、ひとことでいって「もったいない」とい

う感じをわれわれがもって、いろんな意味でモノ

を大切にする。簡単にいうと、そういう文化を、

ある意味で世界に広めるという形で、文化的な貢

献ができるかもしれない。

いずれにしても、そういう問題をはらんで、国

際社会の中での日本の地位を考えなければいけな

い。だからただ単に国連の中でどうだとか、サ

ミットの中で日本の地位がどうだということを考

えるのみならず、ではそれに対応する形で行動で

きるようにするためには憲法をどうするのですか。

日本外交をどうするのですか。そういうことを国

民レベルで議論する必要があると思います。

さてそこで、日本の国内の問題ですが、先ほど、

ヨーロッパ統合のインパクトということを申し上

げましたが、もう一つやはり１９９０年代、日本に

とって失われた９０年代だといわれる理由は、イン

ターネット革命に対しての対応が遅れたというこ

とであります。これはインフラストラクチャーの

整備を含めてですが、やはりこの点は急速に追い

ついていく必要があるだろうと。それは携帯電話

を含めて追いついてはいますが、ハード、ソフト

の両面において、まだまだ遅れを取っている。

そこで、２１世紀の日本ということを考えたとき

に、このインターネットの問題を含めて、三つの

問題に全面的にわれわれは取り組まなければなら

ないと思います。１番目は今いったインターネッ

トの問題。２番目はグローバライゼーションとい

うことです。それから３番目は、社会全体の問題

として少子・高齢化の問題をどうするか。これが

２０世紀最後にわれれわれに突き付けられたチャレ

ンジであって、こういうチャレンジに対して的確

な対応ができなければ、わが国のサーバイバルと

いうことは非常に難しくなるだろう。日本が２１世

紀になっても、活力ある、そして世界に貢献でき

る国であり続けるとすると、今の問題を解決しな

ければならないと思います。

インターネットはのちほど申し上げるとして、

順不同にいいますと、最初に国際化の問題。グ

ローバライゼーションの問題。この問題を考えた

り、インターネットの問題を考えますと、要する

に今の時代を、歴史というフレームワークを使っ

て、フレーム・オブ・リフェランスというか、引

照基準を使って比較をするとすれば、やはり幕

末・明治維新に最も近いのかなあという感じがし

ます。

つまり、黒船の衝撃、ウエスタン・インパクト、

西洋の衝撃がある。それに対してどう対応するか。

アジア全体に欧米の帝国主義の波が押し寄せてく

る。対応に失敗した。アヘン戦争でやられる中国。

ほとんどのアジア諸国、朝鮮半島も。李朝の朝鮮

もそうですが、これも失敗した。そういう中で日

本が成功する。それにはいろんな理由がありまし

た。すでに中国の経験がありますから、その経験

から学んだとか、それから例えば同じ役人にして

も、朝鮮のヤンバンとそれから中国のマンダリン

４８郵政研究所月報 ２０００．９



と、それからわれわれの武士、全然質が違う。国

がどうなっても教養人であればいいというヤンバ

ン、こういうところでは国は守れません。それは

マンダリンにしてもそうです。しかし、日本の陽

明学とか朱子学とか、そういうものが日本的な転

化を遂げて、的確な対応ができた。

そういう比較もできますし、それから何よりも、

欧米のより優れた、特に技術に直面したときに、

それをショービニズム的に排除するのか、それと

もいいものを採り入れるのか。和魂洋才という形

で採り入れました。だから例えば尊王攘夷という

ことで、異国船打払い令、これを出したときに、

異国船と実際戦います。長州藩が戦う。下関に連

合艦隊が、外国軍が攻撃をしかける。もちろん下

関の砲台はやられます。同じ大砲でも射程距離が

全然違う。こちらが劣っている。船もこちらは木

造の船で、向こうは黒船だ。

敗戦という結果を見てどういう反応を取るか。

一つの反応は、いやいやそのうちカミカゼが吹く

と。蒙古が来ても日本は助かった。大和魂でやれ

ば排除できると。もう一つはそうではなくて、や

はり優れたものを採り入れないと日本は負けるよ

と考える。きのうまで異国船打払い令を出して攘

夷をいっていても、きょうから開国だという決定

があり得るわけです。

全く今の日本も同じなので、開国という決定を

しなければいけないし、したところが、進んでき

ている。だから今でもそうですが、テレビなんか

でインターネットの議論をしますと、必ず一部の

評論家に「いや、これはアメリカの陰謀だ」とい

う人がいる。それは英語を主として使うからであ

る。しかしアメリカの陰謀でも何でも、便利なの

は便利なので、蒸気機関が、黒船がやってきまし

た。これはイギリスの陰謀だといっていて済んだ

か。アメリカの陰謀だといっていて済んだか。そ

れは馬で走るより、駕篭に乗っていくよりは蒸気

機関車で行ったほうがはるかに速いわけですから、

これで日本の近代化をやった。

だから常にくり返しこういう議論が出てくる。

アメリカ陰謀説というのは必ず出てくる。しかし、

それをいっても何の役にも立たない。大きく世の

中を変えていくことになるわけですから、例えば

インターネットに対しての反応を見てみるとよく

分かるわけです。

国際化ということについて、端的な例をいうと、

日本を代表する産業である自動車産業、それから

家電産業、これは世界に冠たる製品をつくってい

る。そういう自動車産業の中の、しかもリーディ

ングカンパニーであるはずの日産の社長がフラン

ス人になりました。マツダの社長は３８歳のアメリ

カ人です。こういう時代は、まさに明治維新と同

じなわけです。東京帝国大学の先生、日本人に能

力がなければ、大森の貝塚を発見したモースとか、

『ベルツの日記』のベルツとか、そういうのを呼

んでくる。だから東京帝国大学の初期の日本人の

学生は大変だっただろうと思いますのは、英語と

フランス語とドイツ語が分からなければ授業につ

いていけなかったわけで、日本人で先生になる

方々も、その三つの言葉ぐらいは、会話は下手

だったかもしれませんが、みんな読んで書けたん

ですね。今は日本語の能力もおぼつかない方が先

生をやっているからだめなのかなと思ったりしま

す。学生を含めてですが。そういうふうに皮肉を

いいたくなるんですが、しかしながらそれぐらい

やはりレベルが高かった。

それは学問ということを見ても、ボアソナード

が来て日本の法律体系を整える。コードシビール、

フランスのナポレオン法から始まってのちゃんと

した法律の体系がある。それを日本に採り入れる。

軍隊の編成にしてもそうだ。

それと比べたときに、では日産とかマツダとい

うのは、あれだけすばらしい車をつくっているに
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もかかわらず、何で赤字なんですかと。赤字であ

るはずがない。いいものをつくって、世界中から

求められている。あれだけすばらしい製品をつく

りながら赤字だというのは、何が悪いか。それは

経営です。経営の能力がだめだからです。これは

世界の水準に達していないということですから、

そこで経営者を変える。世界的な水準にある経営

者をつれてくる。

これはグローバライゼーションで、スポーツの

世界と全く同じことです。日本人の相撲取りがだ

めならば、曙のような外国人を連れてくる。日本

の国技だといっていて、外国人が入ってきて、何

も、いろいろなことでアメリカの陰謀だというな

ら、曙が来るのもアメリカの陰謀だといわなくて

はいけないが、だれも文句をいいません。はるか

に国技のほうが一歩進んでいる。野球はもちろん

そうです。どちらかというと観客動員数からいく

と野球がいちばんですから、その野球で外国人の

選手が平気でやっている。日本人の野茂にしても

吉井にしても伊良部にしても、こんどは向こうの

メジャーリーグに出ていく。世界でおそらく今い

ちばん有名な日本人は中田でしょうね。これはも

ちろんサッカーの選手で、外へ出ていっている。

したがって、経営という、これは会計学なんか

はそうなんですが、経済学をやっていると、経営

学とか会計学というのは一段下の、学問的でない

学問のように思われてバカにする面があるんです

が、しかし会計学が分からなくて経済学は分から

ないはずなので、非常に大切な分野なのです。国

際会計基準というのが入ってきます。要するに、

今の日本で見て、今いいものをつくっておきなが

ら、会社が赤字だったら経営が悪い。経営という

ことの能力がない方が経営をおやりになっていた。

だから取って代わりますよと。そして、経営の能

力が欠けているからこういう状況になっているん

ですというのは、要するに実態を反映しない、例

えば決算報告というのを出す。だからそうなんで

す。いちばん典型的な言葉でいうと、黒字倒産と

いうこと。黒字であれば倒産するはずは絶対ない

んです。黒字倒産しているということは、それは

実態が反映していない。ある会社が倒産したとい

う事実が正しいのか、黒字であるという事実が正

しいのかといったら、倒産している事実のほうが

重いはずですから、倒産しますよということを明

示した紙が出てこないとだめだ。

ところが、今は、その会社の状況をわれわれが

判断するときに、二つの紙しかない。つまりバラ

ンスシート。貸借対照表、それから損益の計算書

しかありません。しかし第３の紙としてキャッ

シュフローが必要です。その紙を出してくれとい

うことをいっているわけで、その中で例えばバブ

ルで不動産の評価が下がります。しかしバランス

シートのうえでは１億で買ったものは１億のまま

です。東京都内では１千万にそれが落ちたら１千

万と書くべきではありませんかということです。

そういうのがグローバライゼーションということ

でありまして、例えば自己資本比率の問題なんか、

銀行についていうと、何で４パーセントなのか、

８パーセントなのというのは何の理由も、ある意

味ではないんですが、ルールはルールです。そう

すると、そういうのがディスクロージャーを各金

融機関がやっていったときに、それを見てやはり

数字が悪いところには預けませんから、これはこ

れで対応していかないといけないと思います。要

するに、経営という分野についていうと、江戸時

代の経営をやっていた。だから明治維新をやらな

いといけない。それが今起こっている状況である

のだろうと思います。

そういう中で、国際化というのは、ある意味で

はグローバライゼーションというのは、グローバ

ルに通用するものというのはいいものなわけです

から、本物が通用する時代が来ました。偽物が淘
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汰される時代が来ました。サッカーが下手くそ

だったら、何人であれだめなわけです。相撲でも

そうです。野球でもそうです。長島さんのミス

ターの子どもが、子どもであるだけではプレーで

きない状況です。阪神の野村さんにしてもそうで

すが。だから今おそらく子どもであるだけでプ

レーできる分野というのは政治の分野だけだと思

います。だからここは最も遅れているというよう

なことを、もっとしゃべりたいんですが、テーマ

と違いますから、それは省きまして、非常に熾烈

な競争にそういう意味ではさらされている。

そこで、日本社会のあり方も変えないといけな

い。ラフに、非常に緻密な議論はこういうところ

でやらないで問題提起だけしておきますと、右肩

上がりの成長の時代は終わっただろうと思います。

そうすると、１００年のインフレの時代の次にはや

はり１００年のデフレの時代かなと考えます。した

がって、デフレ対応ということを考えなければい

けない。そうすると、インフレ的傾向かデフレ的

傾向かということについて変化があれば、つまり

インフレからデフレという変化があれば、そうす

ると生活習慣から、いろんなわれわれの発想法か

ら、１８０度転換しなければいけないということに

なります。

だからよくいわれるように、土地なんかについ

て、所有から利用へ、保有から利用へと。もっと

いうと、レンタルの時代が来ましたよと。マイ

ホームを買うことから、借家へという、そういう

動きをやっていく必要が出てくる。それから右肩

上がりで、賃金もボーナスも何も上がっていくと

いう状況のもとにおいては、やはり日本的経営と

いうのは非常に適合的であった。日本的経営とい

うのは、終身雇用と、それから年功序列賃金と、

企業別組合。この三つが音を立てて崩れ始めまし

た。年功序列がなくなる。なくなるどころか山一

證券ではないけれども会社がなくなってしまう。

それから終身雇用、これもそうです。年功序列。

年功序列というのは、この賃金体系は生活賃金体

系であるわけですから、歳をとればとるほど交際

費から子どもの教育費から、生活費がかかります

ので、上がっていくというのは非常に合理的なん

ですが、しかしよく見ると能力に関係ない。つま

りこの年功序列賃金体系というのは、無能な中高

年のために優秀な若者の賃金が減らされていると

いうことになるわけです。

それから退職金というのは何ですかと。退職金

というのは、会社にとってみれば、最後まで働け

ば一時的にたくさんお金をあげますよということ

で、要するに従業員のロイヤリティー、忠誠心を、

最後まで会社に忠誠であるための一つの担保であ

るし、それから年功序列賃金というのは、若いと

きは、大学を出ても使い物にならないので、自分

の会社で研修しますから、やっと一人前になる前

に投資をやった。それを取り戻すのは、あとで取

り戻すという、いろんな意味がある。

しかしこれが仮に年功序列賃金が崩れて、能力

給になるということは何を意味するかというと、

会社人間の時代は終わったということです。サラ

リーマンの立場からいうと会社人間。経営者の立

場からいうと日本的経営。これがある意味で終

わった。終わったほうが合理的であろう。という

のは、例えば会社人間の時代というのは、思考を

停止していてもよくて、全部会社に任せておけば

いい。給料も上がっていく。ボーナスももらえる。

では住むところはというと、会社の寮があります。

住宅があります。では、暑くなりました。海水浴

に行きます。すると会社の海の家があります。こ

ういう、つまりすべて会社に任せておけば安泰

だった時代が終わって、会社自体がなくなるよう

な時代になりました。

そうなると当然年功序列賃金も崩れて、ある意

味でいいのは、３０代で非常に頭が柔軟なときに、
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例えばインターネットがらみで大変な業績を上げ

て１００万の給料をもらうと。しかし３０歳で１００万の

給料を使いきれませんから、自分で貯蓄をする。

そして５０で頭が固くなって２０万しかもらえなく

なったときに、若いときの貯蓄を崩す。つまり自

分で生活設計をするような、そういう形になりま

したから、個人個人の能力と判断が問われる時代

になってきた。

これは金融の世界についても同じなわけで、

ビッグバンというのはそういう意味で競争すると

いうことですから、金利がどこでも一定というこ

とではなくなったわけです。だからグローバライ

ゼーションの時代は非常に厳しいですが、本物が

勝ち残る時代であるし、いろんな意味で土地神話

も終わりました。大企業神話も終わりました。会

社人間も終わりました。日本的経営も終わりまし

た。新しい形を模索しなければいけない。では完

全に能力給でいいかといったら、過渡期において

はそういうことは不可能で、その過渡期を含めて、

折衷的な何かを求めるのか。こういう模索の努力

をしなければいけない、ちょうど今過渡期である

と思います。

ただ長期的に見れば、自分で自分の人生設計を

するような非常に社会的にモビリティーの高い社

会になる可能性がある。それは活力を生むことに

なる。今までのモビリティーは戦争によって起

こっていた。日本の近代史は１０年にいっぺん戦争

をやっていた。１８９４年に日清戦争をやる。１９０４年

に日露戦争をやる。１９１４年、第１次世界大戦。そ

して日中戦争。しかし戦後の長い平和、これはこ

れで非常にありがたいんですが、モビリティーの

ない社会になってきた。全部二世、三世というこ

とで、それではいけないのに、能力に関係なく親

の稼業を継ぐ。そういうことが起こってきた社会

が、いかに活力がないかというのは、今の日本の

政治を見ればお分かりのとおりです。異常ですね。

日本だけです。ここまで活力がなくて、ここまで

世襲ということが起こっているのは。

そのモビリティーをつくる一つの手段というの

は、今いったような形で、企業の変化ということ

を考える。それからわれわれが社会保障を考える

ときに、社会的な安全ネット、ソーシャル・セー

フティー・ネットという言葉、つまり何かあった

とき、病気になったとき、急に会社をクビになっ

たとき、だれが助けるか。その社会的な安全ネッ

ト、ネットといういい方をするのはサーカスのた

とえであって、綱渡りをするときに下にネットが

張ってある。名人だから落ちないにしろ、空中ブ

ランコでもサーカスでも、落ちたときにネットが

あるから安全だ。これがなければ、とてもじゃな

いがリスクを冒して綱渡りはやらないわけです。

われわれが平穏に生活をしていく、仕事をしてい

く。何かあったときに、ネットが張ってあります

ということがあるからやってきた。

今までそのネットというのは、日本についてい

うと会社が張っていた。何かあっても会社が救っ

てくれる。しかし、会社が救える時代は終わりま

したよと。だから政府がやらなければいけない時

代になった。政府の社会保障システムをどうする

か。年金から介護から。それが非常に大きなテー

マになるわけで、そのネットが張られていない。

張っていた会社がネットを取り去ってしまった。

しかし、では地方自治体、政府、張っていますか。

まだ張っていません。その不安感、将来不安とい

うものが消費を抑えている。だからいくらたって

もこの日本経済がよくならないというのは、そこ

にあるわけです。早急に社会的なネットを張る必

要があるわけです。

さて、その国際化とともに、もう一つはイン

ターネットの時代。これは生活から社会のあり方

から、すべて大きく変えるものをもっている。こ

れはご承知のとおりです。少子・高齢化の問題と
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ともにお話しいたしますと、少子・高齢化、これ

は高齢化社会についていうと、二つの側面があり

ます。長寿化と少子化と。長寿化についていうと

たいへん結構です。日本人は世界一長生きする。

先般の世界の発表でも、健康なままで何歳まで生

きられるか。男は７４．５才です。とにかく日本は世

界一健康なままで長生きできる。高齢者の１００人

のうちの８５人が元気です。倒れているのは１５人だ

けです。ですから、この１５対８５という比率を、１４

対８６、１３対８７という形で健康なお年寄りを増やす

にはどうすればいいか。これがバリアフリーとか

ノーマライゼーションという考え方であって、社

会保障、介護、こういうものもその中に組み込ま

れていかないといけないというふうに思います。

しかし、たいへん深刻なのは少子化。合計特殊

出生率、つまり１人の女性が生涯何人子どもを生

むか。この率が１．３８でしかないわけです。最近の

不況で、これが新しい数字が発表されるともっと

減るはずなんです。そうなったときに、年金の問

題を含めて、日本社会は長期的には２１世紀、人口

が減っていく。景気が回復したときにまず起こっ

てくるのは労働力の不足です。この労働力不足を

補うためには、第１に女性に働いてもらう。第２

に高齢者に働いてもらう。だから女性と高齢者が

仕事ができる環境を整える。システムをつくって

いくことが喫緊の課題であるわけです。

そうしますと、ではなぜ高齢者が働かないか。

年金の問題がかかってくる。あまり働くと年金が

もらえなくなる。だから年金という制度が、いつ

から支給というのは政府が決めます。それがその

まま退職年限になってくる。だからフレキシブ

ル・リタイアメント、いつ定年退職してもいいよ

うな形で、フレキシブルな、そういう年金に変え

ていく。これが非常に大きな課題になるわけです。

それから女性が、せっかく能力をもっておきな

がら仕事をしない。したがって日本経済が落ちて

いく。働いてもらう。働いてもらうためには働け

る条件を整える。女性が、人生において２回挫折

する時期がある。特に働いて家庭と両立させよう

としている女性が、１回目は出産をして、保育園

がない。保育所が、あっても５時で閉まる。２回

目は、子育てが終わって中高年になって再就職し

て、さあ、やろうというときに親が倒れて、親の

介護。男は仕事を辞めませんから「あんた、辞め

なさい」と、カミさんを辞めさせる。

そうすると、この二つの要因を取り除けばいい

わけですから、保育園の数を増やすのみならず、

夜遅くまで開けておく。老人を預かるデイケアの

システムも開けておく。そういうことをやる必要

があって、これを整えるということが日本経済を

活性化させる道であるわけです。

しかしそれでもなお、女性はやはり負担が多い。

これはもう男が手伝わないからといってしまえば

それまでですが、それは、同じときに入省ないし

入社して、頭の中身はあまり詰まっていないほう

の男が先に課長になって、自分はいつまでもなれ

ない。頭はいいのになぜか。それは残業しないか

らだとか、そういうことがあるわけです。で、た

だボケッと残っているだけなのに、アイツは先に

行く。これをどう阻止するか。自分も残ってやれ

ばいいと。早く帰らなければならないというのは、

晩ごはんのおかずを買って帰って、料理をつくる

ということがあるわけですから、そうするとイン

ターネットの時代ですから、バーチャルショップ

でいいわけですね。リアルなショップに行く必要

は全然ないので、３時のお茶を飲んでいるときに、

夕方の素材を全部注文する。するとそれを運んで

くれる。もっと残業になるということならば、料

理までつくって届けさせればいいわけです。お金

の決済も全部インターネットでやっていく。そう

いう時代が来ているので、これは仕事をもってい

る女性にとってはきわめて有効なツールになるし、

５３ 郵政研究所月報 ２０００．９



それは日本経済の活性化にも、例えば卑近な例で

すが、つながっていく。

ですから、ぜひ、このインターネット、コン

ピューターのネットワーク、パソコン、こういう

ものを道具として、あくまでも道具として使う。

これを使うのは、要するに自分の自由な時間をつ

くるためであって、わたしはもう母親の介護を始

めて５年目になりますが、東京と九州を往復して

やれているのは、インターネットのお陰であって、

こういう文明の利器がなければ、とても仕事と両

立はできない。つまり、どこにいるかということ

が関係なくなる。世界中のどこにいても情報が取

れる。そしてそこで情報を処理する。だからイン

ターネットというのは、情報処理の個人化とか分

散化といってもいいですが、受発信を含めて情報

処理を個人のレベルできるようになった。だから

今までと違って、広い土地が必要でも何でもない

し、場所が固定されているわけでもない。まさに

移動体通信というので、どこにいてもモーバイル

というのができる。

それはやはり利用しない手はないので、そのこ

とによって、例えば先ほどの例だと、月曜日から

金曜日まで、勤めに出ているときは、女性は全部

インターネットで晩ごはんの注文をしてもってき

てもらって決済する。しかし土・日空いたら、そ

のために土・日をしっかり休めるということにな

れば、自分で買い物カゴを下げて買い物に行って、

自分で手づくりでやればいいので、実をいうと、

そういうリアルの側面を本当に享受するために、

楽しむために、バーチャルを利用する。そこが、

そのことをはっきり教える必要があるので、その

ことの見境がつかなかった連中、少年たちが、ナ

イフをもって凶悪な犯罪を犯すということになる

ので、バーチャルリアリティーの問題、これも一

つ問題ではありますが、インターネットは、まさ

に今いったような形で生活を豊かにする。それか

らもう、そもそも例えば飛行機の切符の予約をす

るのに、今までのように旅行代理店に行って何月

何日の何便をくださいといって、２万円かかりま

すが、インターネットで注文すれば１万５，０００円

です。そうすると、こちらのほうが非常に安上が

りだということになれば、一気に普及していく可

能性もあると思います。

ですからこのために、皆さん方を含めて、ハー

ド、ソフトの研究を進めていって、アメリカに負

けないようにする。ただ非常に問題なのは、アメ

リカがここまでコンピューターの活用が進んだの

は、景気がよくなる。それである一つの商品をつ

くっても、競争が激しくて、消費者からの値段を

下げろという圧力が非常にある。そこでコストダ

ウンをしていかない限りは、商品の値段を下げる

ことはできない。そのコストダウンをやるための

手段としてのパソコンを導入する。ところが日本

はただ遅れている。では企業の経営者というのは、

とにかくコンピュータ屋さんを呼んで「うちを何

とかしてくれ」といっても、何をあなたが求めて

いるのか、そういうことが必要です。たとえば、

今まで１０人の従業員を使って１億円の収益を出し

ていた。５人で１億円を出したい。そのためには

どこをコンピュータ化すればいいか、という課題

があれば、それはできるはずです。

それから雇用の問題についていえば、むしろ

ちゃんとした政策をとれば、過渡期は少しは苦し

いにしろ、雇用は必ず生まれてくる。つまりそれ

ぞれが専門分野に特化する。集中と選択という言

葉はそうでした。アウトソーシングをやるという

のは、自分の得意な分野以外は全部外注に出しま

す。そのことによって経費を下げていく。そうし

ますと結果としてバランスシートが非常に軽く

なっていく。大企業神話は終わりました。企業は

小さければ小さいほどいい。なぜならば専門に特

化すれば企業は小さくならざるを得ない。だから
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分社化という、そういう傾向なわけですから、こ

ういう選択と集中、何を本業とするか選択してく

れと。だから自分よりもっとうまい、つまりもっ

と効率性の高い企業があればそこに外注に出して、

アウトソーシングしていけば自分が減っていく。

そうするとアウトソーシングされることによって

クビを切られる人というのは、アウトソーシング

の相手のほうに就職すればいいわけですから。そ

して隙間産業的なものも生まれてくる。だから政

策さえしっかりすれば雇用の問題も起こりません。

しかし、今過渡期なのでこういう問題が起こって

いる。

それから、少子・高齢化の問題も今申し上げま

したが、もう一つ、少子化現象を解明するときに、

今後の課題として考えなければならないのは教育

問題です。政府の発表でも、今いったように保育

園が開いていないとか、女性が仕事と家庭を両立

できるシステムができていないということはだれ

でも述べるのですが、ではなぜ子どもを生まない

のかという回答の一つで忘れられている問題があ

ります。それは教育問題。教育費のコストがかか

りすぎるんです。幼稚園から大学までを私立にや

りますと、大体１，７００万円から２，０００万円。教育費

のみで１人にこれぐらいかかります。すると、３

人子どもをつくると約５，０００万から６，０００万の資金

がなければ、３人の子どもを大学教育まで私立で

受けさせることは不可能です。そうすると、とて

もそのお金は出ませんから、１人生むのが精一杯

になる。一人っ子ということは、家庭の中での

きょうだいのコミュニケーションの訓練をやりま

せんから、むしろバーチャルリアリティーでやる。

そこで、いろんな問題が学校の中で起こってきて、

いじめや何かが起こってくるわけです。

では、全部公立に行ったらどうなのかと。公立

に全部行っても、１人について７００万はかかる。

本当はこれはただでいいはずなんですが。やはり

塾とか家庭教師なんですね。その負担が非常にあ

る。ということは、公教育が破たんしていて、学

校に行っていても、学校ではだめだからみんな塾

にやる。では学校はいらないのではないかという

ことになりまして、やはり教育改革というのは、

実は少子・高齢化対策でもあるわけです。

この問題に本格的に取り組むということが、少

子・高齢化についても新たな回答を出すというこ

とになると思いますし、それから例えば公共事業

についても、すでにあるのに二つ目、三つ目の図

書館をつくるという発想はもう必要なくて、そう

いう予算があれば、子どもたちに教育の現場でパ

ソコンを教え、インターネットを教えればいいわ

けです。つまりどんな大きな図書館をつくっても、

収蔵される図書の数は限られますから、インター

ネットでやれば世界中の図書館にアクセスできる

わけです。世界中の図書館を子どもに与えるとい

うことは、インターネットをやらせるということ

ですから、そういうことも含めてやる必要がある。

そういう中から、家族とか学校の崩壊の問題を

どう解決するか、非常にこれは深刻な問題だと思

います。そういうことで、あと残された問題につ

いて、一つは今の教育問題です。あと二つ申し上

げますと、冒頭申し上げましたグローバライゼー

ションとのからみでいうと、ナショナリズムと国

際協力というのは、どういうふうにバランスを

とっていくか、これは常に大きな問題になってく

る。必ずショービニスティックな排外主義的な、

ナショナルな反応が出てくる。ナショナリズム的

な反応が出てくる。それを先ほどいったように、

インターネットはアメリカの陰謀だというような

考え方の人で、これはインターネットを知らない

人に特に多い。わたしのホームページというのは、

１年間で３００万件のヒット数ですから、だから、

パッと開けているだけで３００万の人が訪れてくれ

る、そういう店を東京駅の前でも開いても無理だ
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ろうと思います。また、デジカメでやれば自分で

放送局もできる。

そういう時代に、例えば放送法というものをど

ういうふうに変えるのか。非常に大きな問題です。

公職選挙法をインターネットはどういうふうに変

えるか。これも非常に大きな問題です。わたし自

身の経験でいえば、昨年の都知事選挙で、負けは

したものの約８４万票取りました。８４万票のうちの

４分の１ぐらいの２０万票はインターネットで取っ

たんだろうというふうに、自分で勝手に判断して

いるわけです。ではこれは公職選挙法とのからみ

はどうか。しかし今まだ選挙も始まっていないの

に、各政党が何の何兵衛といって、うるさいぐら

いに街宣車で回っています。そんなめちゃくちゃ

な、事実上の違反を許しているぐらいなら、イン

ターネットでチャットルームを設けて有権者と直

接議論するほうがはるかにいいわけなので、町の

騒音にもなりませんし、だから新しい時代に公職

選挙法をどう変えるか。新しい時代に、わたし

だって放送局をやれるときに、郵政省は、許認可

をどうするのか。もう地上波の時代ではなくて、

CSの時代になっている。こういうのも一つ大き

な問題です。

それから最後に社会保障、社会福祉の問題。先

ほどいったようにセーフティ・ネットをどうやっ

て張るのかが問題です。

そういう中で、わたしは、母親を介護している

北九州で、いろいろ地元の郵便局と、こういう実

験をしてみよう、ああいう実験をしてみようとい

うことをいっているので、郵便局の一つの力とい

うのは、日本一のネットをもっている。ネット

ワークをもっているということで、これだけの緻

密なネットをもっている。網は張り巡らされてい

るわけですから、これを利用しない手はないので、

こういう国民にとっての大変な財産というのをい

かに活用していくかというのは、インターネット

時代においても考えなければいけない。介護の面

でいろいろ実験して相当な成果も上がっています。

ぜひ皆さん方、きょう今からご発表になるような

いろんな研究を基にして、ぜひ２１世紀に日本がよ

その国に負けないでやっていける道を模索してい

ただきたいということをお話ししまして、時間に

なりましたので終わります。どうもありがとうご

ざいました。

５６郵政研究所月報 ２０００．９



１ はじめに

近年、金融自由化の進展やデリバティブ取引の

拡大、リスク管理についての国際的論議の高まり

を受け、リスク管理の重要性が高まっている。代

表的な金融機関である銀行では、従来は、規制金

利、護送船団方式のなかで、預金を集め貸出を伸

ばすといったバランスシートを膨らませることに

より収益が拡大できるという状況にあったものが、

近年は、金利の自由化により金利の変動幅が大き

くなり、金利リスク・マネジメントが必要となっ

てきている。なお、このことは生命保険において

も同様の状況にあるといえるであろう。

このような状況の中、生命保険会社等の機関投

資家はどのような運用体制・リスク管理体制を築

いているのであろうか。

［要約］

近年、金融自由化の進展やデリバティブ取引の拡大、リスク管理についての国際的論議

の高まりを受け、リスク管理の重要性が高まっている。このような状況の中、生命保険会

社等の機関投資家はどのような運用体制・リスク管理体制を築いているのであろうか。

本稿では、生命保険会社等の機関投資家に対して実施したヒアリングの結果を基に機関

投資家の運用体制の実態について観察する。ヒアリングは生命保険会社、損害保険会社、

都市銀行、系統金融機関、信託銀行に対して実施し、�１資金運用に関する組織、�２資金運

用に関する管理体制、�３運用実績の評価、�４リスク管理の実態について調査している。

ヒアリングの結果、次のような特徴がみられた。

資金運用に関する組織については、�１フロントオフィスとバックオフィスは完全に独立

している。�２リスク管理を行うミドルオフィスは独立していく傾向にある。

資金運用に関する管理体制については、�１経営陣への情報伝達に当たっては委員会制度

が採られていることが多い。�２ミドルオフィスが運用の監査をしているところがほとんど

である。

運用評価の方法については、比較評価が用いられていることが多く、その結果は運用プ

ランニングに反映させているところがほとんどである。

リスク管理の方法については、ALMを基本としつつ、短期的にはVaRを重視している

ところが多い。また、信用VaRをみるところが増えてきている。リスク管理については、

負債の特性に応じた管理が行われている。

調査研究論文

機関投資家の運用体制

第二経営経済研究部研究官 �本 浩幸
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本稿では、生命保険会社等の機関投資家に対し

て実施したヒアリングの結果を基に、機関投資家

の運用体制・リスク管理体制の実態について観察

する。

ヒアリングは生命保険会社、損害保険会社、都

市銀行、系統金融機関、信託銀行に対し実施し、

�１資金運用に関する組織、�２資金運用に関する管

理体制、�３運用実績の評価、�４リスク管理の実態

について調査している。調査は１９９９年１１月から

２０００年２月の間に、ヒアリングの承諾を得られた

会社（各業態につき数社程度）に対し実施した。

なお、以下にとりまとめている図表は、ヒアリ

ング結果を元に各業態における特徴をあらわした

模式的な図表にしたもの、または、ヒアリングと

直接に関係ない公表資料を使用したものであり、

今回のヒアリング結果による各個社の特徴が現れ

ないよう配慮しているものである。

２ 資金運用に関する組織・人員

機関投資家の運用担当組織は、運用執行部門で

あるフロントオフィス、事務管理部門であるバッ

クオフィス、運用企画・管理部門であるミドルオ

フィスの３部署からなっている。通常それぞれが

独立した部署で責任者を分け、専任の担当者を従

事させて、相互牽制を働かせる仕組みとなってい

る。

フロントオフィスは、全社の業務計画、リスク

管理方針等をもとにミドルオフィスで策定された

運用の基本方針に従い、実際に運用の執行を行う

部署であり、債券や株式等の現物の売買やデリバ

ティブ取引の注文を金融機関等の仲介機関に対し

て行い、あらかじめ定められた以上の運用収益の

確保を目指して取引を行う。

バックオフィスは、フロントオフィスが執行し

た取引の事務処理を行い、フロントオフィスで執

行した取引のチェックを行うなど運用に関する事

務管理を集中して行う。例えば、有価証券の売買

等を行った際に、証券会社から送られる取引確認

書を、売買を執行したフロントではなくバックオ

フィスに送らせて、取引内容の照合・チェックを

行う。

ミドルオフィスは、経営層で決定された業務計

画や資産運用の基本方針、リスク管理方針をもと

に、具体的な運用の基本計画の策定や、アセット

アロケーションの設定、リスクのアロケーション

の決定を行う部署で、運用全体を統合的に管理し

ている。また、運用実績についてモニタリングを

行い、その評価・分析、運用プロセスのチェック

やVaR等リスク管理指標の算出とその管理を実施

するなど、運用全体に係わる幅広い企画・管理機

能を有している。

ミドルオフィスが運用に関する全体の企画を行

い、それに沿って実際の運用がフロントオフィス

で執行される。執行された取引はバックオフィス

で取引内容の照合やチェックを受ける。このよう

な牽制体制により、各運用担当者が、当初の運用

基本方針から逸脱した運用を行ったり、許容リス

クリミットを超える運用を行ったりすることを組

織的に防止している。

この牽制があいまいであったことから、生じた

事件としては、１９９５年のベアリングズ銀行の倒産

や、大和銀行ニューヨーク支店の巨額損失がある。

２つの事例とも、運用の執行者と運用の管理者が

同一人物であり、組織的なチェック体制が構築さ

れていなかったため生じたものと考えられる。

ベアリングズ銀行の事件はシンガポール支店の

トレーダー（ニック・リーソン）が発生させた

１，３００億円の巨額損失のため１９９５年２月に倒産し

たというものである。リーソンは自分専用の管理

口座をかってに作成し、ミスによって生じた損失

を一時的に待避させていたが、その後その損失を

取り戻すべく、大量の自己売買やオプション取引
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図表１ 生命保険会社の資金運用に関する組織

財務企画部：運用の企画 、 リスク管理の統括 、 市場リスク管理

融 資 部：融資（個人向、法人向）

審 査 部：融資、社債の審査、 信用リスクの計測

市場金融部：社債投資、融資のフロント

有価証券部：株、債券のフロント

証券業務部：バックオフィス

投資調査室：国内株式の調査

不 動 産 部：不動産のフロント

図表２ 損害保険会社の資金運用に関する組織

財務企画部：運用企画 ・ 評価 、 リスク管理の企画

財務管理部：バックオフィス 、 リスク管理 、与信管理

投 資 部：市場リスク運用

金融サービス部：信用リスク運用

不 動 産 部：不動産

図表３ 都市銀行の資金運用に関する組織

資 金 部：フロント（政策株式を含む）

市場リスク管理部：ミドルオフィス

決裁業務部市場事務管理室：バックオフィス

図表４ 系統金融機関の資金運用に関する組織

市場運用部：市場運用のフロント

財務企画部：リスク管理・ALM管理

市場事務部：バックオフィス

図表５ 信託銀行の資金運用に関する組織

投 資 企 画 部：各種企画立案、 リスク管理 、 パフォーマンス評価

資 産 運 用 部：下２部門の資金の各種有価証券による運用

公的資金運用部：公的資金のポートフォリオ策定 、 運用管理

年 金 運 用 部：企業年金のポートフォリオ策定 、 運用管理

（注） 信託銀行はカストディを業務として行っているためバックオフィスは運用部門からも独立している。
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等を行い、結果、損失を拡大させてしまった。通

常、このような異常な取引は、組織的な管理体制

ができていれば容易に発見されるものであるが、

ベアリングズ銀行の運用管理体制はほとんど機能

していなかった。

大和銀行ニューヨーク支店の事件は、嘱託行員

（井口俊英氏）が、帳簿外の米国債の売買取引を

繰り返し、１１年間で１１億３，２００万ドルの巨額損失

を出していたことが１９９５年に発覚したというもの

である。彼は、債券売買の責任者として、本来で

あれば別々に管理するはずの債券売買と管理の責

任者を兼任しており、証券会社から送付される取

引確認書を自分に送らせ、損失の発生した売買取

引分の書類を隠匿したり、損失穴埋めのために無

断売却した有価証券の残高証明書を偽造するなど

不正の隠匿を行っていた。

両事件とも組織的なチェック体制が構築されて

いれば防げていたものと考えられる。

図表１～５はそれぞれの業態の資金運用に関す

る組織の模式図である。図表中、枠がない部分が

フロントオフィス、細い線の枠で囲んであるのが

ミドルオフィス、二重枠で囲んであるのがバック

オフィスを表している。

各業態ともにフロントオフィスとバックオフィ

スは完全に独立しており、投資執行が相互に

チェックできる体制が整っている。

なお、リスク管理を行うミドルオフィスについ

ては、近年、リスク管理の重要性が認識されるよ

うになってからは独立した部署となる傾向がみら

れる。

運用に関する人員については、資金量が多くな

るほど、また、機動的に運用しているところほど、

人員が多くなる傾向がみられる。

３ 資金運用に関する管理体制

図表６～１０はそれぞれの業態における資金運用

に関する代表的な管理体制を年次報告書等の公表

資料から抽出したものである（今回のヒアリング

図表６ 生命保険会社の資金運用に関する管理体制（例）

（出所） 日本生命年次報告書
（注） 当該資料はヒアリング協力企業とは無関係である。
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協力企業とは関係がない。）。

生命保険会社は、その負債特性から基本的に長

期投資を志向しているために財務企画部や運用企

画部と呼ばれる投資のプランニングを行うセク

ションが投資活動全体のイニシアティブを取って

いるケースが多い。そうした状況下で、リスク管

理部門がどの程度、投資計画部門との間で独立し、

また、社内で重要な位置付けを与えられているか

は、各社の考え方による。

また、経営陣への情報伝達に当たっては、各社

ともに何らかの委員会制度を採っている。（図表６）

損害保険会社については、財務企画部と呼ばれ

る投資のプランニングを行うセクションが、許容

リスクの配分や運用目標等投資活動全体の方針を

決めている。財務企画部がフロントオフィスの行

う日々の運用にはほとんど口をはさまない体制を

採っている場合や、アセットアロケーションや運

用手法についてもある程度の方針を決め、それに

基づいてフロントオフィスが運用を行うという体

制を採っている場合がある。

図表７ 損害保険会社の資金運用に関する管理体制（例）

（出所） 安田火災年次報告書
（注） 当該資料はヒアリング協力企業とは無関係である。

図表８ 都市銀行の資金運用に関する管理体制（例）

（出所） 三和銀行年次報告書
（注） 当該資料はヒアリング協力企業とは無関係である。
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また、経営陣への情報伝達に当たっては、委員

会制度を採っている場合と委員会を設置していな

い場合とがあった。ただし、一般的には委員会を

設置する方向であるといえよう。（図表７）

都市銀行は、市場リスクと信用リスクという２

つのリスク管理を行っており、それぞれのリスク

に対して相互牽制の仕組みがつくられている。都

市銀行では委員会制度を採っており、市場リスク、

信用リスク、流動性リスクなどを統合管理する委

員会が基本方針を決定する。その下に市場リス

ク・信用リスクについて審議・監督を行う会議が

各々設けられている。

また、経営陣への情報伝達に当たっては、各リ

スク管理部署が委員会等を通じて定期的に報告を

行っているほか、市場リスクは日次で経営陣へ報

告されている。（図表８）

図表９ 系統金融機関の資金運用に関する管理体制（例）

（出所） 農林中央金庫年次報告書
（注） 当該資料はヒアリング協力企業とは無関係である。

図表１０ 信託銀行の資金運用に関する管理体制（例）

（出所） 東洋信託銀行年金PR資料
（注） 当該資料はヒアリング協力企業とは無関係である。
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系統金融機関においてはミドルオフィスが評

価・管理し、その管理情報をミドルオフィスを通

じて経営陣に伝達していく体制が採られている。

経営陣への情報伝達にあたっては、市場リスク

と信用リスクを分離した委員会制度を採っている

例がみられた。金利リスクに関するALM管理と

保有債権のクレジットの管理という銀行として重

要な二大リスク管理を対等のものと考えているこ

とが窺える。（図表９）

信託銀行はミドルオフィスが評価・管理し、そ

の管理情報をミドルオフィスを通じて経営陣に伝

達していく体制が採られている。

信託銀行の場合は、委託者のニーズや運用のガ

イドラインに合わせ、運用方針を決定していくこ

とになる。年金の場合には年金ALM分析により、

それ以外の場合にはより簡単なMPTによって方

針を定めている。

また、経営陣への情報伝達に当たっては、何ら

かの委員会制度が採られている。（図表１０）

４ 資金運用に関する管理体制（運用執行モニタ

リング、委員会等）

図表１１～１５はそれぞれの業種の運用執行モニタ

リングと運用に関する委員会の設置状況を取りま

とめたものである。

生命保険会社では、運用執行がルール通り行わ

れているかどうかについては、リスク管理部門が

実施しているというケースが主流である。

また、各種委員会については、リスク管理の専

門委員会を設置し、リスク量等の分析結果を経営

陣に報告しているところは多いが、投資が長期投

資であるため、リスク量の大きさに応じて機動的

にアセットアロケーションを変更する等のアク

ションを起こすことはほとんどない状況である。

委員会の開催頻度は月次・四半期ベースで行われ

ることが多い。（図表１１）

損害保険会社では、運用執行がルール通り行わ

れているかどうかのチェックはリスク管理部門が

実施している。

また、各種委員会については、運用方針の決定

及びALM管理について専門委員会を開催してい

図表１１ 生命保険会社の資金運用に関する管理体制（モニタリング、委員会等）

運用執行モニタリング 委員会等（経営陣への報告）

フロントで実施する場合、ミドルで実施する場合、バッ

クオフィスで実施する場合がある（主流はミドル部門）

市場リスク管理、信用リスク管理、ALM管理等を目的

として資産運用担当の経営陣を含む委員会形式による報告

が行われている

委員会の開催頻度は市場リスク、信用リスクなどに関す

る委員会が月次開催されており、ALMに関する委員会は

主に四半期次開催されている

図表１２ 損害保険会社の資金運用に関する管理体制（モニタリング、委員会等）

運用執行モニタリング 委員会等（経営陣への報告）

ミドルオフィスで実施するのが一般的である 運用戦略会議（概ね月次）：運用の基本方針やリスクの大

枠の配分を決定

ALM委員会（概ね月次）：ALM管理の方針の決定、運用

状況の把握

等が代表的である
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る。また、委員会の開催頻度は月次ベースで行わ

れることが多い。（図表１２）

都市銀行では、運用執行がルール通り行われて

いるかどうかのモニタリングは、市場リスク、信

用リスクの各ミドル部門が実施しており、委員会

については、リスク量等の分析結果を経営陣に報

告し審議する場となっている。（図表１３）

系統金融機関では、運用執行がルール通り行わ

れているかどうかについては、リスク管理部門が

実施している。

また、ALM委員会またはリスクマネジメント

会議という名称の委員会が設置されており、リス

クの状況が報告され討議が行われている。委員会

の開催頻度は週次ベースで行われることが多い。

（図表１４）

信託銀行では、運用執行がルール通り行われて

いるかどうかについては、ミドルオフィスのリス

ク管理部門においてモニタリングを実施している。

また、市場見通しや顧客毎のパフォーマンスの

報告を受けたり、公的資金や企業年金等の顧客の

属性に応じた運用方針を決定・承認する運用委員

会（審議会）といった組織を設置している。運用

全般にかかる横断的事項に関する方針決定・承認

を行う委員会を設置しているところもある。委員

会の開催頻度は月次ベースで行われることが多い。

（図表１５）

図表１３ 都市銀行の資金運用に関する管理体制（モニタリング、委員会等）

運用執行モニタリング 委員会等（経営陣への報告）

リスク全体について、リスク管理体制が適切に機能して

いるか、検査部門でチェック

市場リスクに関しては、市場リスク管理担当部門がモニ

タリングを行うことが一般的である

〈ALM委員会〉

ALMについては四半期に１回開催

〈市場リスクマネジメント会議〉

ALM運営方針の具体的運営状況のフォローを行うリス

ク管理部とフロントの担当役員が出席（月１回開催）

〈信用リスクマネジメント会議〉

ALM運営方針の具体的運営状況のフォローを行う（月

１回開催）

等が代表的である

図表１４ 系統金融機関の資金運用に関する管理体制（モニタリング、委員会等）

運用執行モニタリング 委員会等（経営陣への報告）

ミドルリスクにおいてモニタリングを実施 ALM委員会（役員級：週次開催または都度開催）

市場リスクマネジメント会議（役員部長級：週次）

信用リスクマネジメント会議（役員部長級：週次）

等が代表的である

図表１５ 信託銀行の資金運用に関する管理体制（モニタリング、委員会等）

運用執行モニタリング 委員会等（経営陣への報告）

主にミドルオフィスでモニタリングを行っている

また、監査の専任者により業務が顧客との契約どおり適

正に行われているか監査されている

運用委員会：月次開催（常務役員以上が出席）

パフォーマンス、市場見通し、顧客毎のパフォーマン

ス、スタイル別のパフォーマンスが報告される他、規則

規定の制定、改廃が審議、決裁されるのが一般的
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５ 運用実績の評価

図表１６～２０はそれぞれの業種の市場運用（債券

運用）の運用評価と評価への対応を取りまとめた

ものである。

生命保険会社の運用評価については、ベンチ

マーク比較・ユニバース比較といった機関投資家

としての投資評価を行っている社と決算対策とし

ての単年度の期間収益という金融機関としての評

価を重視している社（こういった社でもベンチ

マーク対比の評価はしている。）がみられた。

また、評価結果の投資行動への反映としては、

運用のプランニングに反映するという例が多くみ

られたが、政策株式の存在等の環境要因が大きい

ために実際の運用へフィードバックするのはほと

んどやっていないという例もみられた。（図表１６）

損害保険会社の運用評価については、ベンチ

マーク比較、ユニバース比較といった機関投資家

としての投資評価を行っている例が一般的である

が、絶対水準であるネット・アセット・バリュー

で評価を行う例もみられた。

また、評価結果の投資行動への反映としては、

運用のプランニングに反映することが一般的であ

る。（図表１７）

都市銀行の場合は、バンキング全体での収益性

を捉えており、債券投資だけでパフォーマンスを

捉えることは行われていないため、運用に対する

評価はあまり積極的に行われていない。

また、債券投資だけで評価することはないため、

評価結果が投資行動へ直接的に反映されることは

ない。（図表１８）

系統金融機関においても、投資の評価は基本的

には行っておらず、あくまでも決算見込の計画か

ら投資計画を立てており、運用活動を評価してさ

らに良い運用成果を目指すというスタンスではな

い。むしろ、自らが要する利益額を生み出すだけ

のリスクをとっているに過ぎないということであ

る。（図表１９）

信託銀行では、委託者毎にファンドの特性が異

図表１６ 生命保険会社の全体的パフォーマンス

評価・対応

運用評価 評価への対応

ベンチマーク比較やユニ

バース比較といった機関投

資家としての運用評価を行

う場合

と

期間収益等を重視する場合

がある

運用プランニングへ反映す

るか

もしくは

直接的にアクションをとら

ない

場合がある

図表１７ 損害保険会社の全体的パフォーマンス

評価・対応

運用評価 評価への対応

ベンチマーク比較・ユニ

バース比較等を使用する場

合と実収益率で評価する場

合がある

運用プランニングへ反映す

る場合が多い

図表１８ 都市銀行の全体的パフォーマンス

評価・対応

運用評価 評価への対応

ベンチマーク比較などの

基準はない

債券投資だけでは評価しない

バンキング全体（期間損益の

実額、安定性）でとらえる

図表１９ 系統金融機関の全体的パフォーマ

ンス評価・対応

運用評価 評価への対応

多くの場合、運用に対す

る評価は行なっていない

多くの場合、毎年の決算見込

に対する運用プランの策定を

行なっているために運用評価

結果等が反映される訳ではな

い
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なっているため運用資産全体としての評価ではな

く、個別のポートフォリオの評価を行うことにな

る。

運用評価については、ベンチマーク比較といっ

た機関投資家としての投資評価を行っており、そ

れに加えてリスクに見合ったリターンをあげてい

るかという分析も行っている。

また、評価結果の投資行動への反映としては、

運用のプランニングに反映している。（図表２０）

６ リスク管理（統合リスク管理）

６．１ 銀行型ALM

かつては、銀行業では、短期で資金を調達し長

期で運用することによって、長短の金利差から収

益をあげていた。ところが、金融自由化によって、

金利が市場金利化されてきたことにより、そのよ

うな事業経営を続けた場合、大きな金利リスクを

抱えることとなった。

それに対して、調達側と運用側の期間特性を一

致させれば、そうした金利リスクは排除されるこ

とから、それに対する研究が続けられた。期間特

性が同じ負債と資産の間にどの程度のギャップが

あるか算出する「ギャップ法」から始まり、保有

資産と保有負債のデュレーションを計測し、その

デュレーションを一致させる「デュレーション

マッチング法」が使われるようになり、最近では、

各期間毎の資産額と負債額を完全に一致させる

「キャッシュフローマッチング法」が主流になっ

ている。

現在の銀行型ALMにおいては、期間毎の

キャッシュフロー（「インフロー」－「アウトフ

ロー」）に対して、各期間の金利の変動率及びそ

の変動率の相関関係から、１日後に９９％の確率で

最大どの程度の損失が発生するかというVaRを算

出して、これを指標にリスク量をコントロールす

べくポジションを変動させるという方法が採られ

ている。

６．２ 生保型ALM

生保型ALMは、負債サイドの将来キャッシュ

フローを予測し、それに対するマッチング状況と

投資効率性から資産サイドの運用プランを定めて

いこうとするものであり、その分析においては

ショートフォールリスク（運用利回りが負債の予

定利率を下回るリスク）を重視することが多い。

６．３ 実態調査結果

図表２１～２５はそれぞれの業態の統合リスク管理

を取りまとめたものである。

生命保険会社における統合リスク管理としては、

VaRを重視しているところが多くなっている。た

だし、VaR値がリスクリミットに近づくような運

用を行っていない場合には対応方法を定めていな

いことが多い。また、統合リスク管理を生保型

ALMにより行う例もみられた。

生命保険会社におけるALMは生保型ALMの考

え方に沿っている。また、ALMの対象は一般勘

定資産全体が一般的である。また、ALM実施上

の課題としては、細かいばらつきはあるものの総

じて負債サイドの予測の困難さや生命保険契約の

特性からくるコントロールの困難さがあげられて

いる。（図表２１）

損害保険会社における統合リスク管理としては、

市場リスク及び信用リスクに対してVaRを計測し、

その結果をリスクリミットの管理で対応するとい

う方法が一般的である。また、分析結果は経営レ

図表２０ 信託銀行の全体的パフォーマンス

評価・対応

運用評価 評価への対応

ベンチマーク比較 運用プランニングへの反映
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ベルへ報告され、投資プランニングにも反映され

る。

損害保険会社におけるALMは、負債である積

立保険の特性に合わせた資産運用を行うという考

え方に従ったものである。具体的には、負債サイ

ドの将来キャッシュフローと資産サイドの将来

キャッシュフローをできる限りマッチングさせよ

うとするものであるが、デュレーションマッチン

グを基本とする例やキャッシュフローマッチング

を基本とする例がみられた。また、ALMの対象

は積立勘定資産全体が一般的である。（図表２２）

都市銀行における統合リスク管理としては、市

場リスク、信用リスクを管理対象として重視して

おり、市場リスク及び信用リスクに対してVaRを

計測し、その結果をリスクリミットの管理で対応

するという方法を採っている。

都市銀行におけるALMは、銀行型ALMの考え

方に従ったもので、VaRを指標としている。

ALMの対象はバンキング勘定、トレーディング

勘定である。ALM実施上の課題としては、政策

株式の問題や、負債サイドの予測等の営業サイド

の運営上の問題があげられた。（図表２３）

系統金融機関は基本的に銀行であるため、統合

リスク管理においては、ALMポジションに対す

るVaRまたはδを最重要指標としている。そのポ

ジションによってはリスク量をスワップ取引等に

よってアクティブにコントロールする。

系統金融機関におけるALMは、銀行型ALMの

考え方に沿ったものである。具体的には、負債サ

イドと資産サイドのキャッシュフローのミスマッ

図表２１ 生命保険会社の統合リスク管理

最重視指標 対応方法 ALMの考え方 ALM実施上の課題

信用リスクと市場リスクを

統合したVaRを重視する場

合と生保ALMの分析結果

（ショートフォールリスク

等）を重視する場合がある

多くの場合、左記の分析結

果に対して特段のアクショ

ンをとらないか、または、

投資プランに反映する

生保型ALM（将来キャッ

シュフローの予測と運用プ

ランへの反映）

負債サイドの予測が困難

負債サイドがコントロール

できないこと

図表２２ 損害保険会社の統合リスク管理

最重視指標 対応方法 ALMの考え方 ALM実施上の課題

市場VaR

信用VaR

リスク管理部門がチェック

月１回担当役員に報告

投資プランに反映する

負債特性に応じた資産運用を行うため、

市場金利の変動に伴って予定利率を下回

るリスクやキャッシュフロー等を分析・

検討して、安定的な運用収益の確保を目

指す

キャッシュフローマッチングまたはデュ

レーションマッチングを行っている

ヘッジ会計の適用範囲

図表２３ 都市銀行の統合リスク管理

最重視指標 対応方法 ALMの考え方 ALM実施上の課題

市場VaR

信用VaR

ALM委員会が、オペレーションをチェック

警告ライン８０％で臨時のALM会議が開催さ

れ、方針の見直しが行われる

銀行型ALM 営業サイドの運営

政策株式 等
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チからのリスク量を計測するものである。（図表

２４）

信託銀行における統合リスク管理としては、ト

ラッキングエラーを使用している。また、市場リ

スクに関するVaRについては補完的指標として使

用しているところもあった。リスク管理への対応

方法については、フロント部門、企画・管理部門

で定期的にチェックを行い、経営陣への報告を行

うとともに、その分析結果を投資プランニングに

反映している。

信託銀行の受託財産については、負債という概

念がないため、一般に運用部門でのALMに基づ

いた管理は行われない。ALM的な考え方は、年

金ALMのコンサルテーションの中で政策アセッ

トミックスを検討する際には使われている。（図

表２５）

７ 市場リスク、信用リスクの管理

市場リスクの管理には市場VaR、信用リスクの

管理には信用VaRが用いられることが多くなって

きている。

市場VaRとは、特定の保有期間（例えば１日）

後の、特定の確率（例えば９９％）における統計的

に最大発生する損失額のこと。算出方法は、分散

共分散法が一般的であり、モンテカルロ法によっ

ても求められる。

信用VaRとは、信用リスクを計量化した場合、

貸し倒れの平均値としての損失とともに、その想

定される貸し倒れがぶれることにより生じるであ

ろう損失の両者が信用リスクの概念としてあるが、

そのうち、特定の保有期間と特定の確率を与えた

場合の後者のリスクを信用VaRという。

図表２６～３０はそれぞれの業態の資産運用リスク

の管理方法について取りまとめたものである。

生命保険会社では、市場リスクについてVaRで

リスク量のモニタリングを行っている例は多くみ

られるが、長期運用が前提であるために、リスク

量のモニタリング結果によってアクティブに投資

行動を起こすことは余りない。

信用リスクについても、信用VaRでリスク量の

モニタリングを行っている例は多くみられるが、

モニタリング結果によって短期的に対応をとる

ケースはほとんどない。（図表２６）

損害保険会社では、市場リスクについては、

VaRでリスク量のモニタリングを行い、リスク量

のモニタリング結果によって、市場情勢をみなが

ら、現物とデリバティブを組み合わせて調整を

行っている。

信用リスクについても、信用VaRでリスク量の

モニタリングを行っているが、運用対象を一定以

上の格付に限定しつつ、モニタリング結果によっ

て投資対象の組み替え等の対策を行っている。

（図表２７）

都市銀行では、市場リスクについては、VaRで

図表２４ 系統金融機関の統合リスク管理

最重視指標 対応方法 ALMの考え方 ALM実施上の課題

VaR

または

金利感応分析結果

ポジションに合わせてリスク

量を増減

銀行型ALM 貸付金の位置付け

VaRを使用していないこと

等

図表２５ 信託銀行の統合リスク管理

最重視指標 対応方法

トラッキングエラー パフォーマンス報告会で経営陣

へ報告

投資プランへ反映
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リスク量のモニタリングを行っており、リスク量

が一定限度を超えた場合には、方針の見直しが行

われることとなっている。

信用リスクについても、信用VaRでリスク量の

モニタリングを行っており、それに基づいた投資

が行われている。（図表２８）

系統金融機関では、市場リスクについては、銀

行という業態上、金利リスクの管理が中心であり、

VaRの他、BPV、金利変動に対する収支変動係数

といった種々の分析に基づいてポジションを計測

しポジション調整を行っている。

信用リスクについては、与信集中を避けるため

にポートフォリオの構築により管理している例や

クレジットラインを設定している例がみられた。

（図表２９）

信託銀行では、市場リスクについては、トラッ

キングエラーでリスク量のモニタリングを行って

おり、その制御にあたっては、基本的には現物有

価証券の売買で対応し、局面によっては限定され

た範囲でデリバティブを使用して調整している。

信用リスクについては、財務データや倒産デー

タを用いて投資対象の信用リスクを分析し、投資

対象銘柄を委託先との契約で決められた格付以上

のものに限定している。（図表３０）

８ おわりに

以上、機関投資家の運用体制・リスク管理体制

をみてきたが、機関投資家のリスク管理について

図表２６ 生命保険会社の資産運用リスクの管理

市 場 リ ス ク 信 用 リ ス ク

VaRで管理する（保有期間１年９５％・分散共分散法等が

一般的） または 生保ALM分析で管理する場合がある

その両者において間接的に運用プランニングに反映する

程度のアクションに留めている

信用VaRで管理する場合が多いが、一部、総与信量、与

信の分布などで管理する場合がある

それに対するアクションとしては、リスクリミットの

チェックを行っているという程度である

図表２７ 損害保険会社の資産運用リスクの管理

市 場 リ ス ク 信 用 リ ス ク

VaRで管理（保有期間１年９９％・分散共分散法が一般的）

それに対する対応方法としては、市場情勢により、現物

とデリバティブを組み合わせて調整

信用VaRで管理

それに対するアクションとしては、運用対象を一定の格

付け以上のものに限定しつつ投資対象の組み替えを行う

等

図表２８ 都市銀行の資産運用リスクの管理

市 場 リ ス ク 信 用 リ ス ク

VaRによるリスク管理（保有期間１日９９％・モンテカル

ロ法が一般的）

それに対するアクションとしては、デリバティブ等でポ

ジションの調整を行う

信用VaRによるリスク管理（社内格付に基づく信用リス

クの計量化手法が一般的）

都銀においては、信用リスクの管理はまさしく本業であ

るため、Expected Loss（信用リスク引当）、Unexpected

Loss（信用VaR）等に基づく投資効率分析結果による投資

を実施
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は負債の特性に応じて行われていることが分かる。

業態別の運用の特徴を単純化してみると、生命

保険会社は、生命保険が長期の契約であることか

ら長期調達であり、運用は長めで行われている。

損害保険会社は積立型の保険が５年程度であるこ

とから、中期調達であり、運用も中期である。都

市銀行は預金を短期で集め、運用は貸出で行って

いる。貸出の多くは変動金利の貸出であるので、

短期調達、短期運用を行っている。系統金融機関

は基本的に銀行と同じで、運用は少し長めのもの

も行っており、短期調達、中～短期運用である。

信託銀行は受託財産の運用を行っており、運用は

受託者の運用目的によって異なる。

もちろん、この他にリスクをとって機動的に短

期運用を行う場合があるが、どの程度の規模で行

うかは各社の考え方によっている。

資金運用は基本的に負債の特性に応じて行われ

るため、リスク管理についても負債の特性に応じ

たものとなっている。短期の調達で運用側を負債

側に合わせて管理できる業態は銀行型のALMが

行われており、長期の調達で運用側を負債側に合

わせることが難しい場合は生保型のALMでシ

ミュレーションを行って管理している。なお、信

託銀行については負債という概念がないため、運

用側の管理がされている。

リスク管理は、負債の特性に応じたALMを基

本としつつ、短期的にはVaRを重視しているとこ

ろがほとんどとなっている。

ただ、リスク管理は行われているものの、リス

ク管理の指標が経営判断の材料として使われてい

るところまで至っている会社はまだ少ないようで

ある。余裕のある経営が行えていたことがその背

景にあったと考えられるが、リスク管理とは指標

を算出することが目標ではなく、指標を使ってリ

スクをコントロールすることが目標であり、経営

管理・経営判断のひとつの道具として位置付けら

れるものであろう。今後は経営環境は厳しさを増

す一方であると考えられ、リスク管理は経営判断

と密接に関係しトップダウンで行われていく方向

に進んでいくものと予想される。

図表２９ 系統金融機関の資産運用リスクの管理

市 場 リ ス ク 信 用 リ ス ク

VaRによる管理（保有期間１日９９％・分散共分散法が一

般的）

それに加えて、金利感応度分析や収支変動係数による管

理を重視している

それに対するアクションとしては、スワップ取引や現物

の売買等でポジション調整を行なう

与信残高の管理や与信限度額（クレジットライン）の設

定等で管理している

それに対するアクションとしては、貸付ポートフォリオ

の策定を行う

図表３０ 信託銀行の資産運用リスクの管理

市 場 リ ス ク 信 用 リ ス ク

トラッキングエラーで管理

制御にあたっては、基本的には現物有価証券の売買で対

応、局面によっては限定された範囲でデリバティブを使用

するのが一般的

倒産確率モデル等を使って、投資銘柄の信用リスクを分

析し、投資適格な範囲を定めるのが一般的
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［要約］

１ インターネットに代表されるような「双方向性」を有するネットワークを活用して収

集した「大量のフィードバック情報」をもとに意見集約を行う取組みには、「迅速」か

つ「低コスト」で実現可能であるという点のほか、従来よりも多様かつ複雑な方法によ

り意見集約を行うことが可能であることから、双方向性ネットワークを利用した手法に

は大きな将来性があると考えられるが、その一方で、どのような者を対象とした調査な

のか明確でないこと（調査対象者は誰か）、回答者の属性に偏りがあること等を理由と

して、調査結果の信頼性やその解釈方法がしばしば問題とされている。

２ 本稿では、双方向性ネットワークを利用して意見を集約するために用いられる調査手

法について、文献調査及びヒアリング調査を行った結果からその利用実態や問題点等に

ついて整理するとともに、既存の調査手法とインターネットを利用した調査手法（Web

を利用した調査）との比較分析を行うため、既存の調査手法（訪問留置調査）により用

いられた調査票の一部を活用して、インターネット上においてWebを利用したアン

ケート調査を行い、調査結果にどのような違いが表れるのかについて比較分析した。

３ 比較分析の結果から、回答者属性の偏りによる影響が無視できない設問と、回答者属

性の違いが回答結果に影響を及ぼしていない設問が見られた。

また、回答者属性の偏りの影響を受けていないと思われる設問の回答結果について、

既存の調査手法による回答結果とWebを利用した調査の回答の分布の中央値の差を統

計的に検定したところ、多くの場合において両調査間の回答結果には有意差が存在して

いた。このように差が現れる原因としては、回答者属性以外の要因、すなわち手法上の

違いが結果に影響を及ぼしていると考えられる。

手法上の違いとは、「回答方法（パソコン画面上記入と紙面上記入）の違い」と「イ

ンターネットユーザーである回答者の特性の違い」の両方の側面があるものと推定され

る。

４ また、回答者属性の補正（ウェイトバック）を行うことにより、回答者属性の偏りの

影響を取り除いて比較分析をした結果についても、Webを利用した調査と既存の調査

手法による調査結果の間には依然として有意差が認められた。このことからも、イン

ターネット調査と既存調査の回答結果の違いは、回答者属性の偏りの影響以外、すなわ

調査研究論文

双方向性ネットワークを利用した調査手法とその影響

通信経済研究部主任研究官 能見 正
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１ 調査研究の背景と目的

インターネットの普及や通信と放送の融合によ

るネットワークの高度化により、双方向での情報

発信が容易になってきており、特に最近は、従来

郵送調査などで実施してきたマーケティング調査

や新製品のイメージ調査などに対し、双方向性

ネットワーク、特にインターネットを活用して調

査を行う事例が増えてきている。

双方向性ネットワークを利用した調査が増加し

ているのは、これらの調査へ双方向性ネットワー

クを活用することによって、従来の調査手法より

も短期間にかつ低コストで調査を実施することが

可能となるためである。

さらに、 「即時性」・「双方向性」を有するネッ

トワークを活用して収集した「大量のフィード

バック情報」をもとに意見集約を行う取り組みに

は、「迅速」かつ「低コスト」で実施可能である

という点のほか、従来の手法よりも多様かつ複雑

な調査票を活用した調査の実施可能であることか

ら、双方向性ネットワークを利用した手法には大

きな将来性があると考えられている。

その一方で、どのような者を対象とした調査な

のかが明確でないこと（調査対象となる母集団は

何か）、回答者の属性に偏りがあること等を理由

として、調査結果の信頼性やその解釈方法がしば

しば問題とされている。

そこで、このような「フィードバック情報」を

用いて意見を集約する手法について、その利用実

態や問題点等を明らかにし、既存の調査手法とイ

ンターネットを利用した調査手法（Webを利用

した調査）との比較分析を行うため、既存の調査

手法（訪問留置調査）により用いられた調査票の

一部を活用して、インターネット上において

Webを利用したアンケート調査を行い、結果に

どのような違いが表れるのかについて比較分析を

行った。

２ 調査研究概要

本研究の調査方法は次のとおりである。

�１ 文献調査

意見集約手法に関する利用実態・問題点等を明

確にするため、書籍、過去の調査研究成果等の文

献等から必要な情報を収集した。

�２ アンケート調査

既存の調査手法とインターネットを利用した調

査手法との比較分析等を行うため、既存調査に用

いられた調査票を活用して、インターネットを利

用したアンケート調査を行った。

�３ ヒアリング調査

�１及び�２により明らかとなった問題点や、今後

の適用可能性について分析するため、顧客調査関

係者等に対してヒアリング調査を行った。

３ インターネット調査に関するリサーチ業界の

動向

リサーチ業界では、８０年代以降はCATI（Com-

puter assisted telephone interviewing）やCAPI

（Computer assisted personal interviewing）、あ

るいはファックスやパソコン通信などネットワー

クの助けを借りて地理的な制約をなくすための

ネットワーク化が実査現場で急速に普及してきた。

この背景としては、サンプリング環境や実査環

境が悪化していることが挙げられる。例えば訪問

面接調査を例に挙げると、近年のオートロック式

のマンションの増加が訪問調査員による調査対象

者へのアクセスを困難にしており、これが訪問調

査におけるサンプルの回収率を低下させる原因と

ち手法上の違いが結果に影響を及ぼしているものと推測された。
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なっている。

また、電話調査についても、携帯電話の普及に

伴って、固定電話の回線を持たない世帯が増加し

てきていることや、プライバシー意識の高まりに

より電話番号を電話帳に掲載しないケースが増加

してきているため、電話調査を円滑に実施するこ

とが難しくなってきたという指摘がある。

一方で、市場調査に期待される役割というもの

が変化してきている。従来は、１つの調査を実施

するために必要となる調査費用が数千万円程度、

調査の対象はマス、そして調査内容は匿名で顧客

の態度・意識調査を行うもの、が多かった。

ところが最近では、１つの調査の受注単価が数

百万円と小さくなり、調査対象は識別された顧客

で、調査内容は顧客の行動調査、そして調査が頻

繁に行われるというケースが多くなってきている。

そのため今まで以上に「迅速であること」、「効率

的であること」が、特にマーケティング活動にお

ける市場調査の価値を高めることが明らかとなっ

てきた。

このように調査を取り巻く環境が変化してきた

ことが双方向性ネットワークを利用した意見集約

手法をリサーチの分野において活用されるように

なってきた大きな理由と考えられる。

３．１ プロモーションとリサーチ（サーベイ）の

境界に関する変化

本来は一番距離が離れていた、リサーチにより

消費者の情報を取り込むプロセスと、それを実際

に販売を通じて消費者に送り出していくというプ

ロセスが、インターネットを活用したリサーチの

世界では急激に狭くなると言われている。いわゆ

るOne―to―Oneマーケティングである。

今までは、リサーチからプロモーションに移行

するまでに、顧客の視点が企業論理等と置き換

わってしまう可能性があると言われていた。例え

ば、大企業だと、自社製品を作っている中で、最

初のリサーチの段階では顧客の視点に立って考え

ているところがあるのが、徐々にまとまってくる

と、組織として様々な情報が流れていくことによ

り、ある程度企業論理に置き換わってしまうこと

があるとされていたが、インターネットを活用し

たリサーチの世界では顧客と直接対話できるので、

消費者の言葉を直接感じ取ることができる。

このようにリサーチとプロモーションの情報距

離が狭まってくると、リサーチからプロモーショ

ンへ結びつけるプロセスがより効率的なものに変

化していくと考えられる。

３．２ リサーチ業界内でのインターネット調査へ

の理解不足・経験不足

インターネットを活用したアンケートの特徴と

して、現場の方が経験を蓄積するのに有利である

と指摘されている。例えば、現場ではどのような

属性を持つ回答者が多いのか、回答者の流動性は

どの程度なのか、どのようなテーマのときに、ど

の程度の時間が回収にかかるのか、あるいは回収

率はどの程度か等といったノウハウを現場のみが

蓄積していくといったことである。

また、コミュニティーのサイトでは活発に創造

的な意見交換がなされ、チャットではニュースよ

りも早く情報が流れるとも言われている。また、

メーリングリストでは自分の知らない情報で活発

な意見交換がなされるとか、新たなモデルによる

評価システムのホームページが立ち上がるとか

いったように、インターネットの世界における変

化のスピードは極めて速いものである。このよう

な環境下では、リサーチ業界全体でみた場合にお

けるインターネットの現状把握や新技術等の理解

不足が進む恐れがあるという指摘がある。
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３．３ リサーチ業界での調査市場

リサーチ業界で用いられる調査手法の実態等に

ついては、（社）日本マーケティング・リサーチ

協会が実施している「経営業務統計実態調査」に

よって明らかにすることができる。

図表１の調査手法別売上構成比率を見ると、最

も多いのが依然として訪問法の２２．２％となってい

る。ここで訪問法とは、面接調査（１２．２％）、留

置調査（５．２％）、留置調査・面接調査の併用

（４．８％）をいう。次に多いのが、調査対象者を

会場に呼んで行う調査である。その次に郵送調査、

グループインタビューによる調査、電話調査と続

いている。

図表２の調査目的別売上構成比率を見ると、最

も多いのが消費・購入態度、消費者の態度・意識

の３５．３％で、その後は新製品開発（コンセプト・

テスト、製品テスト）、既存製品の開発・評価、

市場実験・テストマーケティング、世論調査・社

会調査、広告事前テスト（コピーテスト・CMテ

スト）、広告効果測定の順に続いている。

世論調査・社会調査は７％を占めるのみであり、

その他ほとんど全てマーケティング調査となって

いる。

リサーチ業界へのヒアリング結果からは、調査

業務の仕事量は増大している一方で、１件当りの

受注額は減少してきており、受注額全体としては

減少傾向にあるという意見が多い。

インターネットを利用した調査は、現時点では

まだ調査全体の数％程度の実施にとどまっている

模様である。今のところは各調査会社とも、ノウ

ハウを手探り状態で蓄積しながら実施していると

いう現状にある。

リサーチ業界ではインターネットアンケートが

今後普及していくのか否かについては賛否両論が

あり、今後ますます活発にインターネットアン

ケートの利用に関する議論が行われていくことが

予想される。

４ 双方向性ネットワーク利用による意見集約手

法

４．１ 手法の種類

「双方向性ネットワークを利用した意見集約手

法」とは、ここでは、「調査実施者と調査回答者

が１回もしくは１回以上の意見・情報交換をする

ために、電子的なネットワークを利用して、何ら

かの意見集約を行う手法」を広く含めるものとす

図表１ 調査手法別売上高構成比

調査手法 １９９７ １９９８

Ａ．アドホック（除くオムニバス） ６６．５％ ６８．３％

訪問調査小計 ２０．２％ ２２．２％

面接 １１．６％ １２．２％

留置・面接併用 ４．６％ ４．８％

留置 ４．０％ ５．２％

街頭 １．０％ １．６％

郵送 １３．２％ １２．５％

電話 ３．４％ ４．３％

観察 １．３％ １．２％

会場テスト・集合調査 １２．３％ １３．６％

その他の量的調査 ４．４％ １．９％

グループ・インタビュー ８．３％ ８．１％

デプス・インタビュー １．１％ １．６％

その他の質的調査 １．３％ １．３％

Ｂ．継続調査 ２６．６％ ２３．６％

オムニバス調査 ０．９％ １．３％

消費者パネル １１．２％ ８．３％

事業所パネル １３．４％ １２．４％

その他の継続調査 １．１％ １．６％

Ｃ．その他 ６．９％ ８．１％

集計・分析 ３．９％ ４．４％

その他 ３．０％ ３．７％

合 計 １００％ １００％

回答社数 ５２ ５５

出所：社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 ホー
ムページ
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る。なおここで、「電子的なネットワークを利用

して」というのは、質問内容の提示・回収等に通

信・放送ネットワークを利用することをいうもの

とする。

これに該当する主な意見集約手法をまとめると、

次の�１～�１０のとおりとなる。

�１ ウェブページを用いた非会員制の調査（ウェ

ブオープン調査）

�２ ウェブページを用いた会員制の調査（ウェブ

クローズド調査）

�３ 電子メールを用いた会員制の調査

�４ メーリングリストを用いた調査

�５ チャットを用いた調査

�６ 電子掲示板を用いた調査

�７ コミュニティーサイトを用いた調査

�８ 携帯電話を用いた調査

�９ テレゴング（テレビ受信機と電話）を用いた

調査

�１０ テレビ受信機とファックスを用いた調査

４．２ 手法の特徴

調査結果が（統計的な意味での）代表性・信頼

性を有していることを説明するためには、母集団

の中から調査対象者を無作為抽出すること（サン

プリングが可能であること）が必要と考えられる

が、この手法の中には無作為抽出が可能な手法と

図表２ 調査目的別実施会社の割合と売上高構成比

調 査 目 的
特定目的の調査

を実施した

調査目的別

売上高を回答

した社数

調査目的別

売上高

構成比

実数 割合

１．消費・購入態度、消費者の態度・意識 ６７社 ９９％ ３６社 ３５．３％

２．既存商品の検討、開発 ６１ ９０ ３２ ９．７

３．新製品開発（コンセプト・テスト、製品テスト） ６５ ９６ ３５ １２．９

４．市場実験、テスト・マーケティング、マーケット・モデル ４８ ７１ ２６ ７．６

５．価格 ５０ ７４ ２３ １．７

６．パッケージ、ネーミング ５５ ８１ ２８ ２．９

７．広告の事前テスト（コピー、CMテスト） ５２ ７６ ２７ ４．４

８．広告効果測定 ５９ ８７ ３０ ３．８

９．テレビ、ラジオ ３２ ４７ １４ ０．８

１０．新聞、雑誌その他の媒体 ３６ ５３ １５ ０．８

１１．世論、社会調査 ３１ ４６ １４ ６．９

１２．企業イメージ、CI ４６ ６８ ２３ ２．６

１３．産業財、生産財 ３５ ５１ １８ １．５

１４．流通段階 ３８ ５６ １９ １．５

１５．商圏 ２９ ４３ １６ １．４

１６．その他 ４０ ５９ １８ ６．２

合 計 ６８ １００ ３７ １００．０

回答社数 ６８ ３７

出所：社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 ホームページ

７６郵政研究所月報 ２０００．９



不可能な手法とがある。さらには、グループイン

タビューのように参加者（調査対象者）を募集す

る手法もある。よって、どの手法を利用するかは、

調査目的をよく考慮して選定する必要がある。

どの程度の調査対象人数（参加人数）を見込む

かによっても適している手法が異なる。数人程度

が適しているチャットから、数十人程度が適して

いるメーリングリストや掲示板を用いた手法、ま

た、数千から数万人を対象とした調査が可能な手

法まで様々である。

意見を集約するのに必要とされる期間は、

チャットのように数時間程度のものから、１週間、

２週間、数ヶ月かかる手法がある。基本的には、

期間は参加者数に比例している。

テーマは、意見集約期間（調査に必要とされる

期間）に強く関係しており、短いものはワント

ピック、中位のものはワンテーマを掘り下げ、長

いものは多岐の分野をテーマにすることもできる。

目的としては、以上の制約が大きく関わり、従

来型アンケートの代替して利用されるものから、

グループインタビューの代替として利用されるも

のまである。従来のグループインタビューの代替

として利用される手法は、複数回意見交換をして

意見を集約させるのが目的で使用されている。放

送メディア（テレビ・ラジオ等）を使う手法は、

番組制作上のツールとして利用されることが多い。

４．３ 双方向性ネットワークを利用した各種調査

�１ ウェブオープン調査

ウェブを利用する調査は、調査条件に適合して

いる者が誰でも参加可能な「オープン型」と、あ

らかじめ調査協力者として登録されているものの

中からサンプリング等により抽出された者だけが

回答可能な「クローズド型」に分けることができ

る。

ウェブオープン調査は、調査条件に適合してい

る者（例えば、２０歳以上の者であるとか、パソコ

ンを保有しているといった条件に該当する者）は、

誰でも参加可能である。調査実施の周知方法とし

ては、懸賞サイトあるいは検索サイト、あるいは

調査実施者のホームページ（トップページ）等で

周知していることが多い。

ウェブを利用した調査手法は、双方向性ネット

ワークを利用した調査手法の中でも非常によく行

われている手法である。この調査手法の利点・欠

点等については後述するが、この調査方法の主な

利点としては、訪問調査で必要とされる交通費、

人件費、電話調査・郵送調査で必要とされる通信

費が不要となるため、一般的に従来型の調査手法

よりも低コストで実現可能であるとされている。

また、インターネットを利用した調査手法のため、

調査の告知や調査票の回収に要する時間が極めて

短いということである。

問題点としては、母集団が不明確であることか

ら、適切なサンプリングが困難であり、そのため

調査結果の代表性あるいは信頼性が必ずしも充分

でない点である。したがって、統計的に意味のあ

る数値が調査結果から導き出せないという批判を

受けることも多い。

�２ ウェブクローズド調査

クローズド調査は調査対象者をあらかじめ調査

対象者として登録している者を対象として行われ

るものであるため、クローズド調査に回答するた

めには、調査会社の会員（パネル）として登録し

ておく必要がある。なお、この際に会員のプロ

フィールについてもあわせて登録されるため、あ

る程度調査目的に適合したサンプリングを行うこ

とが可能である。
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�３ 対話型ソフトウェアによる調査（メーリング

リスト、チャット、電子掲示板）

電子掲示板やメーリングリストあるいはチャッ

トを通じて回答者同士が意見を述べ合い、その議

論の結果から新しい発見を得るという調査手法で

ある。

従来の調査手法でこの調査手法に比較的近い方

法はグループインタビューである。グループイン

タビューとは、６名から８名程度の対象者を会場

に集め、特定のテーマについて２時間程度意見を

交換してもらう調査方法であり、定性的な調査を

行う際に活用される。

インターネットによる調査には、この既存のグ

ループインタビューで行われる対象者同士の意見

交換とその中から生まれてくる新たな発見に類似

した効果があることが明らかにされつつあり、さ

らに、通常のグループインタビューでは難しい、

地方居住者や、家をなかなか出られない人（乳幼

児を持つ母親や障害を持つ方）を対象とするグ

ループインタビューも、インターネットを使うこ

とで実施が容易となってくる。

また、グループインタビューのように回答者の

お互いの顔が直接見えないことが、本音の意見を

自由に発言できる雰囲気の中で活発に出てくるこ

とにつながって、プラスの効果を生み出している

いわれている。

�１ メーリングリストを使った調査

メーリングリストを使うことによって、参加者

が各自の意見を自由に述べていくものである。参

加者の他に、司会者、分析者が存在する。

調査対象としては、１つのテーマについて深く

掘り下げて議論していくものに適している。議論

の時間は、通常２週間程度である。人数は１０名～

３０名が適している。参加者は、期間中決められた

回数の発言を求められる以外には大きな制限はな

いのが一般的である。楽しみながら自分の体験や

感想を自由に話し合ってもらうのである。司会者

は座談会の参加者同士が自由に話せる雰囲気を

作っていくホスト役となる。司会者が質問を連発

するような進行方法ではなく、あくまでも対象者

同士での自然な流れを重視した「話し合い」を作っ

ていくことを心がける。ここは、司会者の力量が

問われるところである。分析者は司会者のナビ

ゲータ役全体の流れを把握しながら、適切な質問

方法のアドバイスを行う。分析者は発言集に目を

通しながら、マーケティングの視点から重要な発

言をピックアップし、レポート化作業を行う。

�２ チャットを使った調査

チャットを使った場合は、メーリングリストを

使った場合よりもストーリー展開が速い。従って、

数時間程度で一つのテーマは終了することが多い。

調査対象人数としては少人数（数名程度）が適し

ており、通常数名～１０名程度で行われている。

調査内容としては定性的な評価等を行うのに適

している。

�３ 電子掲示板を使った調査

調査対象人数、調査期間という点において、

メーリングリストの場合とチャットの中間的な存

在である。調査に要する期間は３日～７日程度で

あり、調査対象人数は通常６名～３０名程度である。

調査内容は定性的な調査に向いており、例えば

「あるメーカーの車を乗っている理由は何か」と

いった内容の調査に適している。

�４ 電子メールによる調査

電子メールによる調査はオフライン実施可能で

あるため、回答者側にとっては通信料金をそれほ

ど気にしなくてもよいという利点がある。アン

ケート実施に向けたプロセスとして、

�１会員に電子メールで告知

�２直接電子メールに回答を記入し返信

�３分析
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�４ 分析結果は送られてくる電子メールで紹介さ

れるという方法によることが多い。

なお、一般的に電子メールによる調査対象者と

して登録されるためには、まず、ウェブサイト上

において、あらかじめプロフィールを登録（メー

ルアドレス、パスワード、性別、生年月日、自宅

の郵便番号、独身・既婚の別、職業、勤務先の郵

便番号、電子メールの受信制限数、良く行く店、

興味のある電子DMジャンル、興味ある街等）し

ておく必要がある。

�５ コミュニティーサイトによる調査

多くの企業では、自社製品の販売促進のために

独自のコミュニティーサイトを活用している。コ

ミュニティのメンバーに対しアンケート調査を実

施することによって、顧客のニーズ・要望を収集

することにより、新製品の開発につなげるととも

に、収集結果をフィードバックすることによって

顧客に対して常に情報の提供などを図ることによ

り、顧客の囲い込みを目指している。

�６ 携帯電話による調査

携帯電話を利用した調査は最近少しずつ増加し

てきている。今後の技術進歩と普及率の増大に

よって、新たな調査手法の一つとして有望視され

ている。

しかしながら現時点では、キー操作にある程度

時間がかかるといったことなどから、質問の量が

制限されるという問題点がある。

�７ テレゴングによる調査

テレゴングとはテレビ等のマスメディアで設問

に対する選択肢としてPRされたサービスで、

コール数を、自動的にカウントし・集計し、結果

を契約者に通知するシステムである。

テレビ番組等の視聴者からの電話の一部を契約

者の指定する受付用回線に接続させ、視聴者と話

をすることもできる（これをカットスルー機能と

呼ぶ）。なお、テレゴングには放送メディアタイ

プと活字メディアタイプ（ただし、活字タイプは

本報告書における双方向性ネットワークを利用し

た手法には該当しない）の２種類がある。

�１ 放送メディアタイプ

サービス番号をテレビ・ラジオなどの放送メ

ディアによってPRし、数秒ごとに集計結果が把

握できるようになっている。契約者は、パソコン

等により集計結果を照会することができる。複数

のサービス番号の利用が可能である。

�２ 活字メディアタイプ

サービス番号を新聞・雑誌などの活字メディア

によってPRし、約１時間後に結果が把握できる

サービスである。契約者は、パソコンまたはプッ

シュ信号送出可能電話機により、集計結果を照会

することができる。�１と同じく複数のサービス番

号の利用が可能である。

�８ テレビ受信機とファックスによる調査

テレビ番組上での話題提供等を目的として、視

聴者から意見を収集するときに用いられる手法で

ある。ただしテレゴングが定量的な意見収集を目

的としているのに対して、この手法は定性的な意

見を収集するために利用されている。

５ 従来からの意見集約手法との比較

４．１において、双方向性ネットワークを利用し

た意見集約手法を１０通りに分類したが、この中で

最近非常によく行われるようになってきたのがイ

ンターネット上でウェブを利用する調査手法であ

る。

そこで、ウェブを利用する調査手法が従来型の

調査手法と比べて優れている点、あるいは問題と

されている点等について、関係業界へのヒアリン
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グ調査と実際にウェブをしたアンケート調査を行

い、その結果を既存の調査手法の結果と比較する

ことにより分析を行った。

５．１ ウェブアンケート手法の利点・欠点（定性

的な分析）

リサーチ業界を対象としたヒアリング調査の結

果等に基づき、ウェブアンケートが既存の調査手

法と比べてどのような点が優れているか、あるい

はどのような点が問題とされているのか整理した。

�１ ウェブアンケートの利点

�１ 特殊な分野を対象とした調査

ａ）インターネットビジネスに関する調査

調査対象者の興味分野に近いという点で、イン

ターネットビジネス分野に関する調査に適してい

るといわれている。例えば、インターネットプロ

バイダー評価、ホームページ評価、ネット上ソフ

トウェア評価、Eビジネス分野のニーズ調査など

へウェブアンケートを適用することで、有意義な

回答が得られると考えられる。

ｂ）情報通信機器に関する調査

ａ）と同様の理由により、この分野に関する調

査にも適しているといわれている。

具体的には、パソコン、ソフト、プリンター、

デジタルカメラ、携帯電話、モバイルパソコンに

関する調査である。

ｃ）嗜好性・趣味性の高い分野の調査

嗜好性や趣味性の高い分野では、特に高い関心

を持っている人の方が回答してくれるといった傾

向があるとされており、そのため回答結果を有効

活用することができるといわれている。例えば、

音楽、スポーツ、映画、読書、車、バイク、タバ

コ、グルメ、料理等といった分野の調査などがこ

れに該当する。

ｄ）対象者が集めにくい分野の調査

対象者がごく少数しか存在しないような調査に

ついても、インターネットを活用することにより、

比較的多くのサンプルを回収することが可能であ

るとされている。

そのため、この分野の調査にもウェブアンケー

トは有効であるとされている。例えば、調査対象

者を集めにくい分野としては、乳幼児を持つ母親、

海外居住者、特定ブランド愛用者などが挙げられ

る。

ｅ）自由記述式の調査

自由記述式に関しては、ウェブアンケートは有

効であるといわれている。自由記述の回答では、

非常に多様かつ豊かな表現を用いて回答している

ものが既存の調査手法による回答よりも多く、そ

のような回答の中には非常に貴重な意見が含まれ

ていることがあるといわれている。

ｆ）その他

女性用の清涼飲料水に関する調査において、

ウェブアンケートを活用することにより非常に有

効なデータが得られたという意見がヒアリング調

査において指摘されている。これは、インター

ネットユーザーが急増するなか、依然として女性

のユーザーは少ないものの、その少ないユーザー

の意見は非常に先鋭的なもので、将来的なニーズ

を適確につかんでいる層であるためといわれてい

る。今後、ユーザーが増加してしまうと、逆にこ

のような利用が難しくなる可能性がある。

�２ ビジュアル性、質問の複雑性

ウェブアンケート調査は電話調査よりも優れ、

かつ代替となる可能性が高いといわれている。そ

の理由としては、音声・画像の提示が比較的簡単

であること、質問への回答結果によって設問を自

動選択することが可能であること、他のウェブと

のリンクにより他のホームページの画像等を閲覧

させながら質問を行うことが可能であるといった

ことが挙げられる。これにより従来の調査手法よ
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りも多様かつ複雑な調査票を設計できる可能性が

あり、将来性は非常に高い。

�３ コスト、即時性

サンプルの回収という点に関しては、一般的に

は既存の調査手法よりもサンプル当りの回収コス

トは安い。また、回収コストそのものは回収サン

プル数が増加しても極端に大きくなることもない。

また、「早く実施できる」という即時性に関して

も、配布・回収に要する時間を従来手法よりも大

幅に短縮させることが可能である。

�４ 双方向性、利便性・簡便性

モニター化して、継続調査を実施するのに優れ

ているという意見がある。アンケート・モニター

を事業として実施している企業の多くはウェブア

ンケートを利用しており、調査対象者をモニター

として登録し、適正な管理を行えば、比較的容易

に継続調査を実施することが出来ると思われる。

�２ ウェブアンケートの問題点

�１ サンプルの代表性と回答者属性の偏り

インターネットユーザの中でも、アンケート調

査に全く回答しない者と、頻繁に回答する者の存

在が指摘されている。非常にボリュームのある調

査を極めて短時間に丁寧に回答する者、あるいは

商品・景品目当てに多くのアンケートに回答する

者といった、アンケートマニアの存在である。

すなわち、アンケートに回答するのは全体から

みるとごく一部の、極めて特殊な特性をもった者

であるとも考えられることから、この回答結果が

調査対象者を代表するものとみなすことには充分

な注意が必要である。

�２ サンプリングの方法

サンプリングを行うためにはその元となる母集

団が明確である必要がある。サンプリングは調査

対象となるリストの中から行うわけであるが、例

えばインターネットユーザ全体を対象とした調査

の場合には、現時点ではこのようなものを入手す

ることは困難である。すなわち、そもそもイン

ターネットユーザ全体を対象とした調査において、

サンプリング調査を行うことは困難であるといえ

る。サンプリングにより調査を行うには、例えば、

リサーチ会社にモニター登録してある会員等を対

象として、サンプリングを行うこととなる。

�３ 正確な属性の把握

パネル、登録者の流動性は高く、また、登録情

報も絶えず変化しているので、その管理を怠ると、

回答者属性を見誤る可能性があると言う点である。

例えば、未既婚率、住所、電子メールアドレス等

は絶えず変化しているために、「メールの未達」

がしばしば発生している。そのため十分な登録者

情報維持管理が必要である。

�４ 回答者同定

面接法などの対面調査と異なり、回答者本人が

実施に回答を行ったのかどうかの確認が極めて困

難である。

�５ ノウハウの蓄積不足

インターネットアンケート手法はまだ歴史が浅

いため、実施のノウハウの蓄積がほとんどされて

いない。アンケート実施部門で蓄積されたノウハ

ウがその現場だけの知識としてとどまり、リサー

チ業界全体のノウハウとして蓄積されていないと

いう指摘もある。

�６ インセンティブ・プレミアムの問題

インセンティブの付与の方法（回答者全員なの

かあるいは抽選なのか）及びその内容は、回収率

に大きな影響を与えることが指摘されている。

�７ 回答者の管理体制

登録情報の更新管理が充分にされていないとい

う指摘がある。

会員制のモニターアンケートの実施において、

あらかじめ登録してある属性情報と、アンケート

実施時の回答内容との矛盾が生じた場合（例えば、
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年齢が３０代と登録してある会員がアンケートの年

齢に関する設問において５０代と回答した場合等）、

どちらが正しい情報であるかは本人に直接確認し

なければ判明しない。

�８ ヘビーユーザーの存在

ウェブアンケート調査をはじめとするインター

ネットを利用したアンケート調査への回答者は、

既存の調査法の回答者よりもインターネットを長

時間使用するヘビーユーザの割合が多くなってい

る。これは当然のこととも考えられるが、調査の

実施に当っては、ヘビーユーザの属性がその他一

般回答者の属性と異なる面が存在している（例え

ば、性別では男性、職業では技術系が多い等）こ

とに注意する必要がある。

�９ 景品マニアの存在

回答者の中には商品・景品目当ての者が存在し

ていると指摘されている。特に懸賞サイトでアン

ケート調査の存在を知った回答者の場合はその可

能性が高い。しかしながら、結果全体にどの程度

の影響を与えているか判断するのは極めて難しい

のが実態である。

�１０ 「ウソ」の回答

商品・景品を目的として回答する者等の中には

「ウソ」の回答をする可能性が考えられる。例え

ば、アンケート対象者でない者が回答する（携帯

電話使用者を対象としたアンケート調査において、

一度も使用した経験がない者が回答する等）、あ

るいは製品のイメージ調査でよい印象を感じな

かった製品について「非常によい」と回答する等

が考えられる。

�１１ なりすましの問題

複数の電子メールのアドレスを利用して、あた

かも別人が回答したかのように装う可能性が指摘

されている。特に現在ではフリーメールアドレス

（無料で入手可能）を比較的容易に入手可能であ

ることから、重複回答のチェックは電子メール以

外、例えば氏名、年齢、住所等複数項目でチェッ

クを行うべきである。

�１２ インターネットユーザ像の変化

インターネットの普及にともない、ユーザ属性

の変化が大きく変化しつつある（例えば、女性比

率の上昇、若年層中心から中高年層への拡大な

ど）。世間一般の構成に近づきつつある。このこ

とは母集団の偏りがなくなる方向にあるというこ

とであるものの、その一方で（むしろ、偏りがあ

ることにより得られていた）先鋭的な意見が得に

くくなってきているという面もある。

�１３ 自由回答式の分析技術の遅れ

ウェブアンケートの持つ特徴の一つである即時

性を充分に生かすためには、自由回答式の設問に

対する回答内容の分析を効率的に行うことが必要

である。現在、回答文の単語パターンを分析する

ソフト等が使用されはじめている。また、レア

ケースの回答を自動探索するソフトの開発が進め

られており、今後、より効率的に分析可能となる

ソフト開発が期待される。

�１４ 回答者の経済的負担

一般的にウェブアンケート調査は、訪問調査員

に要する交通費を必要としない、郵送調査あるい

は電話調査に要する通信費が不要である等、既存

のアンケート調査と比べて低コストで実施できる

とされているが、回答者側からすればプロバイ

ダー料金（特に従量制の場合）、電話料金を負担

することとなる。

�１５ 母集団の考え方

インターネットを利用する調査手法である以上、

ネット利用者以外を調査対象とすることが出来な

い。また、特に、インターネット利用者全体を調

査対象とするオープン型の調査の場合、現時点で

は母集団像が極めて不明確（例えば、対象者数、

男女比、その他の属性があいまい）なままである。

�１６ 回収率、参加率、反応速度
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これらは調査対象、実施時期及び期間、調査実

施のPR活動、調査票のボリューム、インセン

ティブなどに大きく影響される。

５．２ ウェブアンケート手法と既存調査手法の調

査結果に関する比較

�１ 内容及び目的

本項では、インターネット上でのウェブを利用

したアンケート（オープン型、クローズド型）手

法における問題点（回答者属性の偏り・手法上の

問題点）等を分析するため、既存の調査手法で使

用した調査票の一部を活用して、ウェブを利用し

たアンケート調査を行い、比較分析を行った。

�２ 実施方法

�１ 既存調査の選定

既存調査の選定に当っては、一般的に統計的な

信頼性を有するとされる手法（面接法あるいは訪

問留置法など）によって実施された調査を活用す

ることとした。今回はその中から、訪問留置法に

より実施された調査票及びその調査結果を活用す

ることとした。

実際にウェブアンケートとの比較分析に活用し

たものは、１９９９年２月に（財）マルチメディア振

興センターが、携帯電話やPHSの利用実態等を明

らかにすることを目的として実施した「携帯電

話・PHSの利用とマナーに関するアンケート」の

調査票の一部及びその調査結果である。

�２ ウェブアンケート調査先の選定

ウェブアンケート調査は、ウェブ調査の実績を

有し、かつオープンアンケート及びクローズドア

ンケートの両方に対応可能である「gooリサーチ」

に依頼した。

�３ 各アンケート調査の概要

それぞれ３つのアンケート調査の概要は次のと

おりである。

�１ 既存訪問留置アンケート（「携帯電話・PHS

の利用とマナーに関するアンケート」）

【調査方法】

調査票に基づく、専門の調査員による訪

問留置調査法

【調査対象者】

東京３０km圏に住む１５歳～５９歳の男女

【回答者】

合計１０００サンプル（男性：５０２人 女性：

４９８人）

計画サンプル数 １５２０サンプル

有効回収率 ６５．８％

【調査実施時期】

１９９９年１月２９日～２月１０日

【主な調査項目】

携帯電話の利用実態、携帯電話の迷惑か

け度・受け度、携帯電話のマナー許容度、

意見、公衆のマナー、個人属性、情報機器

等の利用状況等

【標本抽出方法】

住民基本台帳から、性、年齢、による層

化を行い、町丁別の人口規模により確率比

例２段階抽出

�２ ウェブクローズドアンケート（「携帯電話・

PHSの利用とマナーに関するアンケート」）

【調査方法】

Gooリサーチのホームページ上でウェブ

を用いたクローズドアンケート

【調査対象者】

Gooリサーチ会員のうち、東京３０km圏

に住む１５歳～５９歳の男女

【回答者】
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合計１０９５サンプル（男性：９４３人 女性：

１５２人）

配布サンプル数 ５０００サンプル

回収予定サンプル数 １０００サンプル

（１０００サンプルを

超えた時点で終了）

【調査実施時期】

２０００年１月１４日（金）～１月１７日（月）

【主な調査項目】

既存訪問留置アンケートの質問項目の一

部

（携帯電話の利用実態、携帯電話の迷惑

かけ度・受け度、携帯電話のマナー許容

度、意見、公衆のマナー、個人属性、情

報機器等の利用状況等）

【標本抽出方法】

Gooリサーチ会員リストに基づき、性・

年齢、による層化を行ったのちに無作為抽

出

�３ ウェブオープンアンケート（「携帯電話・PHS

の利用とマナーに関するアンケート」）

【調査方法】

Gooリサーチのホームページ上でウェブ

を用いたオープンアンケート

【調査対象者】

東京３０km圏に住む１５歳～５９歳の男女

（ただしgooリサーチの会員を除く）

【回答者】

合計１０５１サンプル（男性：５５４人 女性：

４９７人）

配布サンプル数 ５０００サンプル

回収予定サンプル数 １０００サンプル

（１０００サンプルを

超えた時点で終了）

【調査実施時期】

２０００年１月１４日（金）～１月２１日（金）

【主な調査項目】

ウェブクローズドアンケートと同じ質問

を行った。

（携帯電話の利用実態、携帯電話の迷惑

かけ度・受け度、携帯電話のマナー許容

度、意見、公衆のマナー、個人属性、情

報機器等の利用状況等）

【標本抽出方法】

サンプリングは行っていない。

gooリサーチのサイトにアクセスした人

の中から、居住地・年齢の条件を満たすも

のは誰でも回答可能。

�４ 各調査における属性の特徴

�１ 性・年齢の特徴

１）既存の訪問留置アンケート調査（以下「既存

調査」という。）

既存調査では、東京３０km圏に居住している、

１５歳から５９歳までの男女それぞれを５歳ごとに均

等にサンプリングし、１０００サンプル回収を試みた

ため、ほぼ各層５０名程度となっている。各年齢層

における男女それぞれの携帯電話・PHSの利用状

況やマナーが回答に反映されている（図表３、４

参照）

２）ウェブクローズドアンケート調査（以下「ク

ローズド調査」という。）

クローズド調査は、既存調査と同様に、Gooリ

サーチ会員のうちで東京３０km圏に居住している、

１５歳から５９歳までの男女を対象とした。

年齢は５歳ごとに均等に回答者を得られるよう

サンプリングを試みた。まず、Gooリサーチ会員

から前記の条件を満たす者を会員名簿から抽出す

る（本条件に適合するものは約９０００サンプルで

８４郵政研究所月報 ２０００．９



あった）。

回収目標サンプル数は、既存調査の回収数と同

じ１０００サンプルに設定した。Gooリサーチにおけ

るアンケートでは、過去の調査実績から比較的高

回収率が見込めることから、Gooリサーチでは回

収目標サンプル数の５倍を目途としてアンケート

実施の告知をしている。そこで今回の調査におい

ても同様に、年齢性別毎に分類したセグメント毎

に無作為抽出法により、合計５０００サンプルの会員

（各セグメントにつき２７８サンプル）にアンケー

トの実施を電子メールで告知した。

ただし、Gooリサーチ会員の会員属性の偏りか

ら、５０歳から５４歳の女性、５５歳から５９歳の男女に

関しては、会員総数がサンプリング予定数（２７８

サンプル）に達しなかったため、５０歳から５９歳の

年齢層には対象者全員にアンケートの告知を行う

形をとることとした。

サンプルの回収は、既存調査と同程度となるよ

う、回収数が１０００サンプルを超えたところで終了

することとした。

サンプルの属性分布は、既存調査のように均等

に分布されているものではなく、偏りが発生し、

次のような特徴がみられた（図表３、４参照）。

�a 年齢は１５歳から４４歳までがほとんどで、４５歳

以上が急激に減少していた。

�b 性別では、男性が圧倒的に多い。（特に、２０

歳～３９歳までの女性が非常に少なかった。）。

�a に関しては、若年層の回答者が多くなること

は、この種の調査において一般に知られている現

象であり、今回もその特徴を示していた。今回の

サンプリング手法を用いることによって、属性の

偏りを解消することを期待していたが、完全に排

除することができなかった。しかし、後述するが、

このサンプリング手法によって、オープンよりも

属性の偏りは解消された結果となった。

�bに関しては、通常のウェブ調査ではあまり見

られない現象である。他のGooリサーチが実施す

るアンケートの回収結果を見てもこのような男女

の偏りは稀な現象で、２０歳から３９歳までの女性が

アンケートに答えにくい特性を持っているとは考

えにくいところである。

この原因として考えられるのは、女性で特に会

社員などの層は、アンケート調査を告知するため

の電子メールの受信場所（またはアンケート調査

の回答場所）が自宅の端末以外であることが考え

られる。

クローズド調査は２０００年１月１４日（金）から開

始し、１０００サンプルを回収した時点でクローズド

調査を終了したが、１６日（日）まででほぼ１０００サ

ンプルを回収するという結果となった（クローズ

ド調査は１月１７日（月）の早い時点で終了）ため、

自宅以外の端末で主にアクセスする層は回答でき

なかった可能性が考えられる。

クローズド調査への回答者の職業を見ると、

オープン型調査の回答者の職業と比べて専業主婦

の層がかなり少ない。また、パートタイムの層も

同様である。（逆に、会社員・学生の層が多い）。

平日インターネットにアクセスする時間の少ない

層が、週末に集中的に回答したため、その結果と

して専業主婦層の割合が小さくなったのではない

かと推測される。

３）ウェブオープン調査（以下「オープン調査」

という。）

オープン調査では、Gooリサーチのホームペー

ジ上でのみアンケートの実施を告知し、その告知

によりアンケート調査の実施を知った、東京３０

km圏に住む、１５歳から５９歳までの男女に回答し

てもらった（ただし、gooリサーチの会員はオー

プンアンケートに回答できない）。

すなわちオープン調査では、特にサンプリング

を行っていないため、回答者属性の制御は原理的

にできない。そのため、このような手法によるイ

８５ 郵政研究所月報 ２０００．９
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オープン�
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ンターネットアンケートに対しては、サンプリン

グ手法上の問題点が指摘されてきた。

今回のアンケートにおける回答者属性の偏りは

予想された通りであった。特徴としては次の２点

である（図表３、４参照）。

�a 年齢では、２０歳から３９歳までがほとんどで

あった。

�b 性別では、男女差はほとんどみられなかった。

�a に関しては、クローズド調査よりも更に２０歳

から３４歳までの年齢層に集中しており、１５歳から

１９歳と４０歳以上の年齢層の回答者が極端に少ない。

�bに関しては、この種の調査で通常見られる、

男性が多くなるという傾向が現れず、男女ほぼ同

数の結果となった。これは、最近、インターネッ

トユーザーが２０歳代の女性から主婦層まで広がっ

てきたことと、オープン調査の方がクローズ調査

よりも実施期間が長かったため、平日昼間でもア

クセスできる状況であったことから、主婦層が増

えたためではないかと考えられる。

�２ 職業・学歴・年収の特徴

１）既存調査

職業は専業主婦、学生、自営業が多い。その他、

会社員（販売・サービス職）、会社員（専門・技

術職）、パートタイムなどの層が多い。一番多い

図表３ 回答者属性【年齢】

図表４ 回答者属性【性別】
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層は専業主婦であるがそれでも約１５％であり、全

体的に比較的平準化している（図表５参照）。

学歴は高卒が一番多く約４０％を占め、続いて大

学・大学院卒が約３７％となっている（図表６参照）。

年収は４００万～６００万の間が一番多く約１５％で、

６００～８００万、８００～１０００万がこれに続いているが、

無回答の者が３０％とかなり多い（図表７参照。た

だし、既存調査における無回答の層は含まれてい

ないことに注意）。

２）クローズド調査

職業は会社員（専門・技術職）が一番多く約３０％、

続いて学生が約２０％で、この二つの層でほぼ半数

を占めている。

学歴は大学・大学院卒が一番多く約７０％を占め

ており、高卒は約２０％である。

年収は既存調査とほぼ同様の傾向であるが、高

額所得者層の参加は既存調査、オープン調査より

も多くなっている。

図表５ 回答者属性【職業】

図表６ 回答者属性【学歴】
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どちらも使ったことはない�

以前は使っていたが、今は使っていない�

３）オープン調査

クローズド調査とほぼ同様の傾向が見られた。

�５ 各アンケート調査結果（単純集計結果の概要）

今回のアンケート調査は、「携帯電話・PHSの

マナー」そのものを調査することが目的ではない

ことから、それぞれの調査の単純集計結果につい

ては概要のみを説明する。

�１ 携帯電話・PHSの利用状況

既存調査の回答者のうち、携帯電話を使用して

いるのが約４５％、PHSを使用しているのが約１０％、

どちらも使用したことがないものは約３５％であっ

た。クローズド調査の回答者では、携帯電話を使

用しているものは約６０％、PHSを使用しているも

のが約１５％、どちらも使用したことがないものが

約５％であった。なお、オープン調査の回答者に

ついては、クローズド調査の回答者と同様の結果

であった（図表８参照）。

図表７ 回答者属性【年収】

図表８ 携帯電話・PHSの利用状況
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�２ 利用目的

既存調査の回答者では、私用のみ利用が４０％強、

主として私用が約２０％であり、この２つで６０％以

上を占めている。

これに対しクローズド調査の回答者では、私用

のみが４０％弱、主として私用が約３０％である。

オープン調査の回答者では、私用のみが５０％弱と

多く、また主として私用も約３０％おり、この２つ

で８０％近くを占めている（図表９参照）。

�３ 自分から発信する回数／受ける回数

既存調査、オープン調査、クローズド調査とも

に、１日１回～２回の層が最も多かった。また、

全体の傾向についても、３調査ともに同様の傾向

を示しており、調査手法による違いはほとんど見

られない結果となった（図表１０、１１参照）。

�４ １回当りの通話時間

既存調査、オープン調査は２～３分の層が最大

で、クローズ調査は１～２分の層が最大と違いが

あったものの、傾向としては３調査の結果ともほ

ぼ同様である（図表１２参照）。

図表９ 携帯電話・PHSの利用目的

図表１０ 自分から発信する回数
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図表１１ 受ける回数

図表１２ １回当りの通話時間

図表１３ 電話をよくかける場所
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�５ 電話をよくかける場所（複数回答可）

「路上・街頭」が３調査ともに最も多く、それ

ぞれ約７０％を占めていた。その他、「駅・バス停」、

「自宅」、「職場」が約３０～４０％でこれに続いてい

る（図表１３参照）。

�６ マナーに関する設問

既存調査の回答者は、携帯電話・PHS（以下「携

帯電話等」という）を使う人のマナーについて、

回答者全体の約６割が、全体的に見れば許せる範

囲としている。また、路上や電車のホームといっ

た場所での携帯電話等の使用に関しては、クロー

ズド調査、オープン調査の回答者よりも厳しい見

方をしている人が多い（図表１４参照）。

クローズド調査の回答者は、携帯電話等を使う

人のマナーについて、許せる範囲であるとした人

は約４割であり、既存調査結果よりかなり少なく

なっている。

また、携帯電話等の使用の場所については路上

や電車のホームといった、比較的騒がしい場所で

の使用に寛大である。オープン調査の回答者につ

図表１４ マナー全体について

図表１５ 繁華街の路上での使用

９１ 郵政研究所月報 ２０００．９
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いては、クローズド調査とほぼ同様の結果であっ

た（図表１５～１７参照）。

�６ 回答結果の違いについて（統計的検定結果か

ら）

ウェブ調査との比較に利用した既存調査は１９９９

年１月に実施された調査であり、ウェブ調査の実

施時期（２０００年１月実施）とは約１年間の期間差

がある。この期間差が及ぼす影響を考慮する必要

がある。

携帯電話等の普及動向の変化は激しいことから、

定量的な比較分析を行うために取り上げる設問

（回答結果）として、携帯電話等の利用状況と

いった、普及動向に影響を受けると思われる設問

を採用することは適当でないと考えられる。

そこで、携帯電話等の普及動向に直接的な影響

を受けないと考えられる設問を取り上げ分析する

こととし、「一般的なマナーに関する設問」と「公

徳心に関する設問」の２つの設問（回答結果）に

ついて、主に性・年齢という属性の違いが、結果

にどのような影響を与えているのかを明らかにす

るため、回答結果が統計的な有意差を持つかどう

図表１６ 住宅街の路上での使用

図表１７ 電車のホームでの使用
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か分析した。

�１ 一般的なマナーに関する設問

既存調査、オープン調査、そしてクローズド調

査の結果に統計的な違いがあるか分析するため、

それぞれの調査への回答の分布の差（回答結果の

中央値の差）を検定した（図表１８参照）。

�a オープン調査―クローズド調査

オープン調査とクローズド調査の回答分布の差

を検定した結果、「一般的なマナーに関する設問」

に係る全ての項目で回答に有意差が見られなかっ

た（有意水準０．１％、以下全て同じ）。

オープン調査の「回答者属性（年齢・性）」と

クローズド調査の属性とは大きく異なるにもかか

わらず、ウェブ調査における「一般的なマナーに

関する設問」への回答には、「回答者属性（年齢・

性）」による影響が現れない結果となった。

�b 既存調査―クローズド調査

既存調査とクローズド調査の回答の分布の差を

検定した結果、５項目（１３項目中）で有意差が見

られた。

このように差が現れたことと�a の結果から、

「回答者属性（年齢・性）」以外の要因が結果に

影響を及ぼしていると考えられる。この要因が何

かについては、�７において考察するが、主に次の

２点である可能性が考えられる。

●クローズド調査の回答者が「年齢・性」以外に

別の特徴を持っている。つまり「クローズド調査

の回答者の一般的なマナーに対する考え」と「既

存調査の回答者の一般的なマナーに対する考え」

が異なる可能性がある。（�７参照）
●ウェブ上でクリックして回答を記入していく方

法が、回答者に何らかの影響を与え、既存調査で

答える回答とは違った回答をしてしまう。ウェブ

上での記入は本音が出やすいとの指摘があり、こ

の影響が現れている可能性も考えられる。（�７を

参照）

�ｃ 既存調査―オープン調査

既存調査とクローズド調査の比較と同様の結果

図表１８ 検定結果

質 問 オープンvs.クローズド オープンvs.既存 クローズドvs.既存

一
般
的
な
マ
ナ
ー

＊駅や電車の中でキスしたり抱き合ったりする

＊電車内でウォークマンから音が漏れている

＊満員電車の中で新聞を読む

＊電車内できつい香水のにおいをさせる

＊マンガを読みながら車を運転する

＊電車内でお化粧したり、髪をとかす

＊ホームや電車内で着替える、靴下を脱ぐ

＊電車内で膝にパソコンをおいて操作する

＊電車内でヌード写真の載った新聞を拡げる

＊電車内で大きな声でおしゃべりに熱中する

＊街頭で知人にあっても挨拶をしない

＊街頭で、地べたに座り込んで話をする

＊空き缶、煙草のすいがらを路上に捨てる

＊すべての面で公徳心がなくなってきたと思う

＊親は子供のしつけがなっていないと思う

＊社会全体に人を気遣う気持ちが失われている

＊社会全般が青少年を甘やかす傾向にある

＊公共の場で迷惑を気にしない人が増えている

＊公私のけじめをつけられない人が増えている
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が得られている。項目は違うものの、５項目（１３

項目中）で差がでている。この原因は�bで説明し

たのと同様の理由によるものと考えられる。

�２ 公徳心に関する設問

一般的なマナーに関する設問と同様の検定を

行った（検定結果は図表１８）。

�a オープン調査―クローズド調査

オープン調査とクローズド調査の回答の分布の

差を検定した結果、全ての項目（６項目）で有意

差が見られなかった。これは一般的なマナーに関

する設問と同様、ウェブ調査における公徳心に関

する質問の回答には「回答者属性（年齢・性）」

の影響が現れない結果となった。

�b 既存調査―クローズド調査

既存調査とクローズド調査の回答の分布の差を

検定した結果、５項目（６項目中）で有意差があ

り、残りは差がないという結果となった。

このように差が現れたことから、「回答者属性

（年齢・性）」以外の要因が結果に影響を及ぼし

ていると考えられる。この原因については�１の�b

で説明したのと同様の理由によるものと考えられ

る。

�ｃ 既存調査―オープン調査

既存調査とクローズド調査の比較と同様に５項

目で有意差が見られた。

この理由としては�１の�bで説明したのと同様の

理由によるものと考えられる。

�３ 携帯電話等に関する設問

携帯電話等に関する設問は、携帯電話等の利用

状況、携帯電話等を使うようになって感じること、

他人の携帯電話等の使用による迷惑を受ける度合

い、携帯電話等の使用により相手へ迷惑をかけて

いると認識している度合い、携帯電話等の会話内

容、携帯電話等のマナー・使い方、携帯電話等の

迷惑対策などがあるが、この中で、回答者属性

（年齢・性）の偏りが影響を受けた設問は次の３

つである。

●携帯電話等の利用は私用か仕事用か

●携帯電話等の１回あたりの通話時間

●職場で勤務中の携帯電話等の使用について

携帯電話等の普及率の影響も関係している可能

性もあるが、携帯電話等の利用環境に関しては、

属性の違いが結果に出やすくなっている可能性が

ある。しかし、全ての質問に対して有意差がある

わけではないため、設問内容によっては属性の偏

りの影響を無視できない可能性がある。

�４ 携帯電話等以外に関する設問

情報通信機器の使用状況（利用の有無）に関す

る設問への回答は、属性の偏りの違いが結果に現

れていない。携帯電話等の利用状況（利用の有無）

も同様に違いが見られないことを考えると、これ

らメディアの利用の有無に関しては属性の偏りの

影響を受けていないと考えられる。

注）図表１８は、回答分布に差があるかどうかにつ

いて、マン・ホイットニ検定を実施した結果で

ある。有意水準０．１％以下 Ｃ、０．１％～１％

Ｂ、１．０％以上 Ａとしている。

�７ 結果に与える要因

�１ インターネットユーザーの持つ特性

インターネットユーザーといっても、インター

ネットを長年使用している者もいれば、最近に

なって利用しはじめたユーザーもいる。また、た

まに遊び程度にインターネットを利用している者

から、毎日ほとんどインターネットを利用してい

るヘビーユーザーまでおり、じつに様々である。

ウェブアンケートに回答する者は、インター

ネットユーザのごく一部に限られている（ごく一

部の人が色々なウェブアンケートに回答してい

る）という指摘がある。更に、ウェブアンケート

に回答する者の中で、単に賞金・景品目当ての回

答者と異常なほどにアンケート好き（ものすごく
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長いボリュームのあるウェブアンケートであるに

もかかわらず、即座に丁寧に回答してしまう回答

者の存在をアンケート調査担当者が指摘してい

る。）な人が存在しているという事実も無視でき

ないものである。

�a インターネットユーザーかつウェブアンケー

トに回答する者

インターネットユーザーでもウェブアンケート

に回答する者と全く回答しないものが存在してい

ることについては、Gooリサーチの担当者や有識

者へのヒアリングにおいても、ウェブアンケート

に回答するインターネットユーザーの存在を指摘

していた。今回のウェブアンケートも、そのよう

な少数の特殊な人が回答したために、結果に違い

が現れた可能性が考えられる。

そこで、「インターネットを頻繁に利用してい

る、時々利用している」者と「インターネットを

めったに利用しない」者のクロス集計を行い、回

答結果に違いがあるかどうかを検定を行って分析

したところ、既存調査の回答者のうちの非イン

ターネットユーザー（インターネットをめったに

利用しない）と既存調査の回答者のうちのイン

ターネットユーザー（インターネットを頻繁に利

用している、時々利用している）に有意差はない

ことが判明した。また、既存調査のインターネッ

トユーザーの結果とオープン調査、クローズド調

査の結果は検定結果により有意差が認められた。

これは、一般的なマナーに関して、既存調査の回

答者と別の考え方をしているインターネットユー

ザーがウェブアンケートで回答している可能性を

示唆するものである。

�b 賞金・景品目当て

Gooリサーチの担当者や有識者へのヒアリング

調査では、賞金・景品目当ての回答者の存在につ

いても指摘されている。ただし、今回の調査範囲

でこれがどの程度結果に影響してきているのかを

明らかにするのは困難である。

�ｃ アンケート好き

その他、アンケート回答が異常に好きな回答者

の存在についてもヒアリング調査で指摘されてい

る。しかし、�bと同様これがどの程度結果に影響

してきているのかを分析することは今回の調査で

は困難である。

�２ 手法上の影響

�１に示したWeb調査への回答者の特性が一般

調査への回答者の特性と異なっていることが、結

果に影響を及ぼしている可能性のほか、これ以外

にも単純にパソコンの画面上のホームページ上で

回答する形式が回答に与える影響も考えられる。

今回のウェブ調査では、手法上の影響を示唆す

る現象がみられた。具体的には、複数選択式（い

くつでも選んでください）の設問の中で、「どの

ような内容を話すことが多いか」という設問への

回答結果を除いて、それ以外の全ての複数選択式

の設問の回答結果は、既存調査の紙面上に鉛筆で

回答する形式での回答結果よりも、平均選択項目

数が多いという現象である。

５．３ ウェイトバックによる属性の偏り補正

５．２において説明したように、クローズド調査

及びオープン調査における回答者属性（年齢・性

別）は、既存調査と大きく異なっている。そこで

クローズド調査及びオープン調査調査の回答者属

性を調整し、既存調査と同様の属性になるよう補

正（ウェイトバックによる属性の偏り補正）を行っ

たのち、これら３調査（クローズド調査・オープ

ン調査及び既存調査）の比較を行った。

�１ ウェイトバックの方法

�１ 年齢・性別によるウェイトバック

補正による誤差の影響が大きくならないために

は、年齢が高い層におけるサンプル数をある程度
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確保する必要がある。そのため、５歳刻みになっ

ているセグメントを、男女それぞれ１５歳～２９歳、

３０歳～４４歳、４５歳～５９歳の合計６つのセグメント

に整理することとした。

各セグメントのサンプル数が３００となるよう、

係数３００／N（Nは各セグメントのサンプル数）を

かけることにより調整した。次に、合計１８００人を

１０００人にするため、係数１０００／１８００をかけること

により再調整を行った。（最終的には、もとのサ

ンプルに対し係数１０００／６Nをかけたのと同じであ

る）

しかしながら、５歳刻みのセグメントを１５歳刻

みにした場合においても、多くの場合においてサ

ンプル数に１０倍以上（１０人を１００人とみなす）の

差が生じた。そのため、年齢・性別の両方による

補正は極めて困難であることが判明した。

�２ 年齢のみのウェイトバック（ウェブ調査と既

存調査の比較）

�１において、年齢・性別の両方によるウェイト

バックによる属性の補正が難しいことが判明した

ため、次の方法によりウェイトバックを行うこと

とした。

ア）高年齢層（４５歳以上）におけるサンプル数が

他の年齢層に比べて著しく少ないことから、高

年齢層についてはウェイトバックによる比較分

析の対象から除外することとした。さらに、サ

ンプル数の差を最大で１０倍以下に抑えるため、

１５歳～１９歳の年齢層についても除外した。

イ）各セグメントがそれぞれ２００人になるように

（合計１０００人）係数２００／Nをかける。

�２ ウェイトバックの結果

�１ クローズド調査とオープン調査の比較

クローズド調査とオープン調査の中央値の差を

検定した結果、ウェイトバックにより回答者属性

の補正を行う前後の変化がほとんどみられなかっ

た。すなわち、今回の調査では属性の偏りが結果

に与える影響がほとんど見られなかったことを示

図表１９ ウェイトバック後の検定結果

質 問 オープンvs.クローズド オープンvs.既存 クローズドvs.既存

一
般
的
な
マ
ナ
ー

＊駅や電車の中でキスしたり抱き合ったりする

＊電車内でウォークマンから音が漏れている

＊満員電車の中で新聞を読む

＊電車内できつい香水のにおいをさせる

＊マンガを読みながら車を運転する

＊電車内でお化粧したり、髪をとかす

＊ホームや電車内で着替える、靴下を脱ぐ

＊電車内で膝にパソコンをおいて操作する

＊電車内でヌード写真の載った新聞を拡げる

＊電車内で大きな声でおしゃべりに熱中する

＊街頭で知人にあっても挨拶をしない

＊街頭で、地べたに座り込んで話をする

＊空き缶、煙草のすいがらを路上に捨てる

＊すべての面で公徳心がなくなってきたと思う

＊親は子供のしつけがなっていないと思う

＊社会全体に人を気遣う気持ちが失われている

＊社会全般が青少年を甘やかす傾向にある

＊公共の場で迷惑を気にしない人が増えている

＊公私のけじめをつけられない人が増えている
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すものである。

�２ クローズド（オープン）調査と既存調査の比

較

クローズド（オープン）調査と既存調査の中央

値の差を検定した結果、ウェイトバックをかけた

後でもクローズド調査と既存調査の違いが消える

ことはなかった（図表１９参照）。これは、ウェイ

トバックによって属性の偏りの影響を取り除いて

も、まだ違いが認められたことを意味している。

つまり、クローズド（オープン）調査と既存調査

の違いは、属性の偏りの影響以外に、手法上の違

いが結果に影響を及ぼしている可能性を示唆する

結果となった。

注）図表１９は回答分布に差があるかどうかについ

て、マン・ホイットニ検定を実施した結果であ

る。有意水準０．１％以下 Ｃ、０．１％～１％ Ｂ、

１．０％以上 Ａとしている。

６ 今後の課題

Webを利用したアンケート調査と訪問留置法

により行われたアンケート調査の比較分析結果か

ら、回答者の性・年齢以外の要因（具体的にはイ

ンターネットユーザの持つ特性とテクニカルな手

法上の特性）が回答に影響を与えていることが示

唆される結果となったが、それぞれの要因が結果

にどの程度の影響を及ぼしているのかといった点

については今後更に検討を進めていく必要がある。

問題が存在することは明らかとなってきたが、そ

の解決方法に関してはこれからの研究課題である。
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○６月の景気動向指数（一致D . I . ）は7 5 . 0 ％と1 4か月連続で5 0 . 0 ％を超えた。�

《ポイント》�
・景気と一致して動き、景気の方向感を示す一致D.I.（ディフュージョン・インデックス）は、６月に75.0％�
　となり、景気の節目とされる50％を14か月連続で上回った。�
・景気に先行して動き、今後の景気の方向感を示す先行D.I.は、56.3％となり、３か月ぶりに50.0％を上�
　回った。�
・６月の結果を受け、経済企画庁では｢一致指数は、生産指数は増加傾向にあること、雇用関連の指標に改�
　善の動きが見られること等の影響が見られる｣との見解を示している。��

（出所：経済企画庁８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続いている｡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。生産は堅調に�
増加しており､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｡倒産件数はやや高い水準と�
なっており、負債金額の増加が見られる。�
内需面�
・６月の実質家計消費支出：前年同月比－1.8％（２か月連続の減少）。�
・６月の新設住宅着工戸数：年率換算値で126.6万戸（５か月連続の120万戸台）。�
・６月の機械受注（船舶･電力を除く民需）：前月比＋14.4 ％（２か月連続の増加）。�
・６月の公共工事請負金額（前払金保証実績）：前年同月比－7.3％（２か月ぶりの縮小）。�
外需面�
・６月の通関貿易黒字：前年同月比＋2.9％（２か月ぶりの拡大）。�
生産面�
・６月の鉱工業生産指数：前月比＋1.7％（２か月連続の増加）。�
・６月の在庫率指数（＝在庫／出荷）：前月比－2.1％（２か月連続の低下）。�
雇用面�
・６月の完全失業率：4.7％（前月比0.1％ポイント悪化）。�
・６月の有効求人倍率：0.59倍（前月比0.03ポイント改善）。�

物価面�
・６月の全国消費者物価（生鮮食品を除く総合）：前年同月比－0.7％。７月の国内卸売物価：同－0.3％。�
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（出所）経済企画庁�
（注）シャドーは景気後退期を示す�

月例経済・金融概観�
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○実質家計消費支出･････６月は前年同月比－1 . 8 ％と２か月連続の減少�

（注）シャドーは景気後退期を示す�

家�計�部�門�

《ポイント》�
・実質家計消費支出は､前年同月比－1.8％と２�
か月連続の減少となった｡費目別では､10費�
目中「交通・通信」､｢家具・家事用品｣の２�
費目がプラス寄与となり､「食料」､「教育」�
等８費目がマイナス寄与となった｡�
・小売業販売額は､同－1.1％と39か月連続の�
減少となったが､減少幅は２か月連続で縮小�
している｡業種別にみると､「織物・衣服・身�
の回り品小売業」､「飲食料品小売業」等７�
業種中４業種で前年を下回った｡�

（出所：総　務　庁８月３日発表�
通商産業省７月26日発表） 

○鉱工業生産･････６月の鉱工業生産指数は前月比＋1 . 7 ％と２か月連続で上昇�
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（注）シャドーは景気後退期を示す。12年７月、８月の点は予測値。�

企�業�部�門�

《ポイント》�
・出荷指数は前月比＋2.5％と２か月連続で上�

昇した。在庫指数は同－0.1％と２か月連続�

で低下した。その結果、在庫率指数は前月�

比－2.1％と２か月連続で低下した。�

・生産予測指数は、７月が前月比－0.2％、８�

月が同＋2.8％と一旦低下した後、上昇が見�

込まれている。�

・通産省は、｢総じて見れば、生産は緩やかな�

上昇傾向にある｣とし、前月の総括判断を継�

続した。�

（出所：通商産業省　７月28日発表）  

○通関貿易収支･･････６月の通関貿易黒字は前年同月比＋2 . 9 ％と２か月ぶりの拡大�� �  

-5000
0

5000
10000

15000
20000

7 8 9 10 11 12

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
（億円）� （前年同月比％）�

通関貿易収支（左軸）�

輸出（右軸）�輸入（右軸）�

年� 

海�外�部�門�

《ポイント》�  
・輸出は､ＥＵ向けが２か月ぶりにプラスに�

転じ､米国向け､アジア向けもそれぞれプ�

ラスを継続したことから､全体でも＋��

9.8％と８か月連続のプラスとなった｡�

・輸入は､ＥＵからの輸入が８か月ぶりのマ�

イナスとなったものの､米国からの輸入､�

アジアからの輸入がプラスを継続したこ�

とから､全体では＋12.6％と､輸出と同様�

８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�

＋2 . 9％の１兆1 , 9 6 5億円と２か月ぶ�

りで前年同月の水準を上回った｡�

（出所：大蔵省　７月27日発表）�
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〇実質ＧＤＰ成長率･･･４－６月期は、前期比年率＋5 . 2 ％�

（注）太字は前年比・前期比年率、斜体字は寄与度。�

《ポイント》�

・４－６月期の実質ＧＤＰ成長率（速報値）は、前期比年率＋5.2％と、引き続き高い伸びとなった。需要�
項目別に見ると、個人消費は前期比年率＋3.0％と、97年４－６月期以来の低い伸びとなった。設備投資�
は、同＋19.1％と引き続き高い伸びとなっている。住宅も、同＋3.9％と堅調である。外需は、輸出が同�
＋7.3％伸びているものの、輸入も同＋17.0％と輸出を上回る勢いで伸びており、純輸出は4161億ドルの�
大幅な赤字となった。民間在庫は、前期より603億ドルの増加となり、在庫積み増しのペースが拡大して�
いる。政府支出も、同＋6.0％と２四半期ぶりの高い伸びとなった。ＧＤＰ価格指数（デフレーター）は、�
前期比年率＋2.5％となり、前期より0.8％ポイント低下した。� （出所：商務省　７月28日発表）�

【概　要】�
全体�
・米国経済は堅調に推移。�
・７月の非農業部門雇用者数：前月差－10.8万人（失業率は4.0％）。�
・７月のＮＡＰＭ（全米購買部協会）製造業景況指数：51.8（前月と同水準）。�
内需面�
・６月の小売売上高：季節調整済み前月比＋0.5％（自動車を除くベースは同＋0.2％）。�
・６月の住宅着工件数：季節調整済み前月比－2.6％。�
・６月の非軍需資本財受注（除く航空機）：季節調整済み前月比＋7.7％。�
外需面�
・５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＋1.8％の310.4億ドル�
（輸出同－1.0％、輸入同－0.3％。赤字額は過去最大を更新）。�

・５月の対日貿易赤字：69.4億ドル（前月より3.9億ドルの減少）。�
生産面�
・６月の鉱工業生産指数：季節調整済み前月比＋0.2％（製造業は同＋0.3％）。�
物価面�
・６月の生産者物価：前年同月比＋4.3％（コアは同＋1.4％）。�
・６月の消費者物価：前年同月比＋3.7％（コアは同＋2.4％）。�
金融政策�
・ＦＦ（ﾌｪﾃﾞﾗﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ）金利誘導目標…6.5％。公定歩合…6.0％。�

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

95 96 97 98 99 2000
（年）�

個人消費� 設備投資�
住宅投資� 在庫投資�
純輸出� 政府支出�
実質ＧＤＰ�

（前期比年率、％）�
98年� 99年� 99年�2000年�

1-3月� 4-6月�
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〇個人消費＜実質ＧＤＰベース＞（４－６月期）…前期比年率＋3 . 0 ％�
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《ポイント》�
・� 個人消費は、前期比年率＋�3.0 ％の増加と�

なり、�97 年４－６月期以来の低い伸びに留�

まった。内訳を見ると、耐久財が同－�3.9 ％�

の減少となっているが、これは前期の高い�

伸びの反動によるものと思われる。非耐久�

財は同＋�3.5 ％と、伸び率は鈍化してい�

る。サービスは同＋�4.2 ％と、引き続き堅�

調に推移している。個人消費の減速から、�

国内最�終需要も同＋�5.6 ％に伸び率は低下�

した。�

〇設備投資＜実質ＧＤＰベース＞（４－６月期）…前期比年率＋1 9 . 1 ％�
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《ポイント》� 
・� 設備投資は、前期比年率＋�19.1 ％と、前期�

の同＋�21.0 ％に引き続き高い伸びとなっ�

た。�

・� 内訳を見ると、構造物の投資は、同＋�

13.0 ％と前期より伸び率は大幅に鈍化し�

た。設備及びソフトウェアは、同＋�21.0 ％�

と伸びが加速し、�98 年１－３月期以来の高�

い伸びとなっている。�

〇純輸出＜実質ＧＤＰベース＞（４－６月期）…輸出、前期比年率＋7 . 3 ％、輸入、同＋1 7 . 0 ％�

-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

輸出�
輸入�

（前期比年率、％）�

海�外�部�門�

《ポイント》�
・� 財・サービスの輸出は、前期比年率＋�7.3 ％�

の増加となった。財が、同＋�10.3 ％と堅調�

な増加となった一方で、サービスは同＋�

0.2 ％の増加に留まっている。輸入は、財�

が同＋�17.0 ％、サービスが同＋�17.1 ％とい�

ずれも前期より伸び率が加速し、堅調な推�

移となった。�

・� この結果、純輸出は�4161 億ドルの赤字と�

なり、実質ＧＤＰに対する寄与度も、�同－�

1.51 ％と２年振りの水準となった。�
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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 �】�
・7月の失業率は、失業者数が0.9万人減少の389.1万人となり、前月比－0.1ポイントの9.5％。景気拡�
大の影響を受け、高水準ながらも低下。東西別に見ると、旧西ドイツ地域では失業者数は前月比で1.2
万人減少しているものの旧東ドイツ地域では0.3万人増加しており、東西の格差が拡大している。�
【フランス】�
・6月の失業率は、失業者数が2.6万人減少の232.9万人となり、前月比－0.2ポイントの9.6％。昨年9
月より11ヶ月連続して低下しており、顕著な改善傾向を示している。�
【イギリス】�
・6月の失業率は、失業者数が1.2万人減少の109.8万人となったものの、3ヶ月連続して率は変わらず�
3.8％を維持している。�

（出所：独連邦統計庁､仏国立統計経済研究所､英中央統計局）�

＜欧州主要国の失業率推移＞�
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【概要：欧州経済】�
全体�
・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�
・［ドイツ］�

・［ドイツ］�

・［ドイツ］�

・［ドイツ］�

・［フランス］�

・［フランス］�

・［フランス］�

・［イギリス］�

・［イギリス］�

・［イギリス］�

6月の国内資本財新規受注：前月比－0.4％、前年同月比＋8.1％。�
6月の製造業新規受注：前月比＋0.4％、前年同月比＋13.3％。�
5月の小売売上数量：前月比－0.4％、前年同月比＋3.4％。�
6月の工業品家計消費：前月比＋0.1％、前年同月比＋6.2％。�
6月の小売売上数量：前月比＋0.7％、前年同月比＋4.5％。�

外需面�
5月の貿易収支：84億マルクの黒字、前年同月比＋3.0％と増加（輸出が同＋21.8％、輸入�

が同＋23.4％）。�
6月の国外向け製造業新規受注：前年同月比＋21.1％。�
5月の貿易収支：124億フランの黒字、前年同月比＋7.6％と増加。��
5月の貿易収支：25億ポンドの赤字、前年同月比－8.7％と赤字幅拡大。�

生産面�
6月の鉱工業生産指数は110.6で、前月比－3.5％、前年同月比では＋3.2％。�

6月の鉱工業生産指数は105.2で、前月比＋0.1％､前年同月比では＋1.9％。�
物価面�

6月の消費者物価：前年同月比＋1.9％、3月の生産者物価：前年同月比＋2.9％｡�
金融政策�
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策金利：8月31日に4.25％から4.50％へ（0.25％引上げ）。�
・イングランド銀行の政策金利：2月10日以降、6.00％のまま据え置き｡�

5月の鉱工業生産指数（除く建設）は116.9で、前月比＋0.7％、前年同月比でも＋4.6%。�

欧 州 経 済 �
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★ �
★ �

★ �
★ �★ �

★ �

★ �
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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）� 
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○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�
○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�
○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�

○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�

○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○� ○�

総 合 的 な 指 標 の 動 き �

５月の鉱工業生産指数（季節調整値）は､北海道管内で前月比横ばい､沖縄管内で同下降､その他10管内�
で同上昇となった｡有効求人倍率（季節調整値）は､信越､沖縄管内で前月比横ばい､北海道管内で同下降､そ��
の他９管内で同上昇となった｡大型小売店販売額（店舗調整済）は､沖縄管内で前年比増加､その他11管内で�
同減少となった｡建設関連の指標のうち新設住宅着工戸数は､関東､東京､中国管内で前年比増加､その他９�
管内で同減少となった｡建築着工床面積は､東北､沖縄管内で前年比減少､その他10管内で同増加となった｡�
新�車販売台数については､全管内で前年比増加となった｡実質家計消費支出は､東北等５管内で前年比増�
加､北海道等７管内で同減少となった｡�

0.0 2.0 1.1 2.6 3.3 1.0 2.5 1.0 0.2 3.2 1.5 -6.0 0.1
-0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
-6.6 -5.2 -6.1 -4.0 -6.3 -2.1 -7.1 -6.7 -5.9 -5.5 -5.9 2.0 -5.8
-3.2 -18.2 3.8 32.5 -9.6 -7.3 -2.6 -14.2 5.4 -8.0 -1.9 -21.3 -1.1

46.2 -8.9 22.4 212.4 46.5 30.6 9.6 100.9 35.6 224.5 15.2 -43.2 49.4
5.8 4.3 1.8 2.9 2.7 2.5 2.4 5.1 2.9 6.4 4.9 50.9 3.6
-17.3 10.4 -8.0 -2.2 0.5 5.0 -2.7 -3.1 -1.1 4.0 -4.3 4.7 -1.2
78.5 75.4 63.3 78.0 68.6 60.7 55.2 82.1 69.2 74.8 77.8 96.4 71.1
-1.4 2.3 1.6 4.7 7.5 1.5 2.6 1.9 2.2 2.5 1.7 -0.3 1.3

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

主 要 経 済 指 標 の 動 き � 

《５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�
・横ばい傾向の管内：沖縄�
・下降傾向の管内　：北海道� �

※　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�8月�10日現在�発表の指標を用いており、今後新�
しい指標の公表や改定により判断を変更する場合がある。�

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

鉱工業生産指数（季節調整値、前月比）� ①�
有効求人倍率（季節調整値、前月差）� ②�
大型小売店販売額（店舗調整済、前年比）�③�
新設住宅着工戸数（前年比）� ④�
建築着工床面積（商工業･ｻｰﾋﾞｽ用、前年比）�④�
新車販売台数（乗用車、前年比）� ⑤�
実質家計消費支出（前年比）� ⑥�
ＣＩ（平成３年＝100、３か月移動平均）�
ＣＩ（平成３年＝100、３か月移動平均、前月比）�

北海道�
東　北�
関　東�
東　京�
信　越�
北　陸�
東　海�
近　畿�
中　国�
四　国�
九　州�
沖　縄�

全国�

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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　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５月も前月比�

◎　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４月以降下落基調で推移し､８月から上昇に転じたが､12 年４月以降は再び低下傾向となってい�

る｡５月も雇用､住宅､消費関連指標が減少し､前月比－1. 1％の78. 5 となっている｡総合的な判断は横ばい傾�

向から下降傾向に転じた。�

◎　東北管内�

＋1. 7％の75. 4となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎　関東管内�

地域経済総合指標は､11 年を通じて一進一退の横ばい基調を続けてきたが､年後半から上昇基調に転じて�

いる。12年５月も前月比＋1.0％の63. 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５月も前月比＋3. 5％の78.0 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､年３月以降概ね上昇基調で推移している｡12年５月も前月比＋％の68.6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５月も前月比＋�0.9 ％の�60.7 となり､総�

合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎�東海管内�

地域経済総合指標は､�11 年度に入ってしばらくは下落基調で推移していた｡しかし､�11 年８月以降再び上�

昇基調で推移しており､�12年５月も前月比＋�1.4 ％の�55.2 となっている｡総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎�近畿管内�
地域経�済総合指標は､�11 年３月以降は上昇基調で推移している｡�12 年５月も前月比＋�1.5 ％の�82.1 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５月も前月比＋�1.5 ％の�69.2 となっており､総合的な判断も上昇傾向を継続｡�

◎�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５月も前月比＋�1.8 ％の�74.8 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５月も前月比＋�1.3 ％の�77.8 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６月にピークをつけた後下落基調で推移していたが、�11 年�10 月から上昇に転�

じた。しかし､�12 年５月は鉱工業生産指数や住宅関連指標が減少し、前月比－�0.3 ％の�96.4 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た。�

�
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・７月上旬は、３日に日銀短観に対する期待感や米国株�
の上昇からほぼ全面高で�17600 円台まで上昇。短観発�
表後は材料出尽くし感や米国株の下落から６日に�
17200 円台まで下落。�10 日は米ナスダックの�4000 台乗�
せなど米国株高を受けて�17500 円台まで上昇。�
・中旬は、日銀金融政策決定会合を�17 日に控えて様子見�
気分の中�、�米ナス�ダックの続落やそごうの民事再生法適�
用申請を受けて�13日にほぼ全面安となり�17036 円まで�
下落。ゼロ金利政策継続は織り込み済みで、�18 日は利�
益確定売りからほぼ全面安の展開で�17000 円割れ。西�
洋環境開発の特別清算申請も悪材料。�
・下旬は、そごう破綻の影響が尾を引き、７営業日で�1256
円の大幅下落�。�日債銀譲渡の１か月延期を受けた不良債�
権処理問題の懸念、米国株安、金融再生委員長の利益供�
与問題などの悪材料が出て、�28 日に�16000 円割れ。�31
日は米国株がＧＤＰ発表後に下落したことからほぼ全�
面安となり一時�15300 円�台まで下落。�

（日経平均株価終値：15727.49円　７月31日現在）�

国�内�株�式�

（円）� （週終値ﾍﾞｰｽ）�

（日足）�

TOPIX（右軸､ﾎﾟｲﾝﾄ）�

日経平均株価（左軸）�

・７月の無担保コール翌日物金利は、0.02～0.03％で推移した。�
（無担保コール翌日物加重平均金利：0.02％　７月31日現在）�

・７月のＣＤ３か月物金利は、取引が成立しなかった。売り気配値は0.11～0.13％で推移した。�
（ＣＤ３か月物金利　売り気配値　0.12％　７月31日現在）�

・７月上旬の10年最長国債利回り（業者間）は、３日に株価の上昇を受けて1.780％まで小幅上昇。４日の日銀短�
観は予想よりもやや強めの内容だったが、株価が軟調だったこともあり、目立った反応はなし。その後米国サマ�

ーズ長官が日本に対し内需主導による持続的な成長を求めたと伝えられたことや株価の下落から1.725％まで低�

下。８日の日米蔵相会談、サミット蔵相会合はゼロ金利政策への言及がなく材料視されず。�

中旬は、1.7％台後半で推移していたが、そごうが民事再生法の適用を申請したことを受けて、ゼロ金利政策解�

除観測が後退し13日に1.700％まで低下。17日のゼロ金利政策継続は織り込み済みで反応なし。その後は18日�

の日経平均株価の17000円割れを受けて19日に1.670％まで低下。�

下旬は、25日の10年債の入札を控えて小幅上昇し、入札後の26日に1.770％をつけたが、日経平均株価が16000

円割れするなど株価の急落や予想を下回る６月の勤労者世帯の家計調査の数字を受けて31日に1.660％まで低�

下。� （10年最長国債業者間利回り　引け値：1.660％　７月31日現在）�
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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�

10年最長国債業者間利回り�
（日足チャート）�

（％）�（％）�
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ＷＴＩ原油先物価格（期近物）�

98/4 98/7 98/10 99/1 99/4 99/7 99/10 00/1 00/4 00/7

 22

 26
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 34

 28

 32
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 24

 10

 14

 18

 12

 16

（ﾄﾞﾙ･ﾊﾞｰﾚﾙ）�

00/07
 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

98/4 98/7 98/10 99/1 99/4 99/7 99/10 00/1 00/4 00/7

（％）�

（ドル）� ・７月上�旬の�10年物国債利回りは、ＮＡＰＭ指数が弱めとなり、利�

上げ懸念がやや後退し一時６％を割り込んだ。中旬は、堅調な小�

売売上を受けて上昇したものの、�20 日のＦＲＢ議長の議会証言で�

景気減速の兆候が指摘されたことから、再び金利は低下した。下�

旬は、事前の予想を大幅に上回るＧＤＰ統計などで一時的に上昇�

する場面も見られたが、６％を挟んで総じて小動きな展開となっ�

た。�

 （10年物国債利回り終値：6.02％　７月31日現在）�

・�７月上旬のＮＹダウは、弱めの雇用統計を受けて、利上�

げ見送り期待感から小幅ながら上昇した。中旬は、好業�

績�のハイテク株を中心に買われ、続伸。ナスダックは�

4000 ポイントを回復し、４月上旬の水準まで上昇した。�

下旬は、これまで上昇していたハイテク株に利食い売り�

等も見られ、高いＧＤＰ成長率から利上げ懸念も生じた�

ことなどから、下落基調となった。�

（ＮＹダウ終値：10521.98ドル　７月31日現在）�

98 / 4 98/7 98/10 99/1 99/4 99 / 7 99/10 00/1 00/4 00/7

（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�

・７月上旬は、日銀短観が全体として景気回復を裏付ける内�

ゼロ金利政策解除への思惑が後退�し�108 円�寸前まで円安が�

進行したが、�10日に日銀総裁のゼロ金利政策の�7月解除に�

対する積極的な発言から円は�106円半ばまで急騰。�

・中旬は、�12 日のそごうの民事再生法適用申請により日本�

経済への先行き不透明感やゼロ金利政策解除観測の後退�

から円は�108円台まで急落。�17日のゼロ金利政策継続決定�

に一時的に円安となる場面があったが、�20 日の米�ＦＲＢ�議�

長の議会�証言で追加利上げ観測が後退し､�107 円半ばまで�

円高進行。�

・下旬は、日本経済の先行き懸念の拡大、日本国債の格下�

げ観測、軟調な株価等から円が売られやすい展開となり、�

109円台中心に推移。�
（ドル･円レート東京終値：109.50/53円　７月31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）�

・７月上旬は、原油価格が下がらなければ�50 万バレルの増産�

を行なうとのサウジアラビアの発表を受けて続落し、�6 日に�

6 月�9 日以来の�30 ドル割れ。ＯＰＥＣ加盟国の合意無しの�

増産決定はありえないとの議長発言から再度�30 ドル台に反�

発する場面があったが、議長とサウジとの会談で増産が認め�

られるとの観測から�29 ドル半ばまで下落。�

・� 中旬は、増産に関するサウジの呼びかけに加盟国が同調しな�

かったこと、ＯＰＥＣ議長のバスケット価格帯方式�による増�

産の可能性が無くなったとの発言等から増産観測が後退し�

て、�32 ドル寸前まで急騰。�

・� 下旬は、サウジの増産報道、ＯＰＥＣ事務局長の増産の用意�

があるとの発言を受けた増産観測の広がり、高水準の米原油�

在庫の推移、投機筋の売り等により�27 ドル半ばまで続落。�

（ＷＴＩ原油期近物終値：27.43ドル　７月31日現在）�

（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）�

容となったが､中小企業の数値が弱かったことから 7月の�

米　国　金　融�
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国内経済指標�
10年度� 11年度� 11年� 12年� 12年�   

 10-12月期�  1-3月期�  4-6月期� 4月� 5月� 6月�

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

消　費�
実質消費支出�
　全国･全世帯� -1.3� -1.2� -3.1� -1.4� -0.8� 1.3� -1.9� -1.8�
　勤労者世帯� -0.9� -1.3� -3.2� -0.4� 0.0� 3.6� -1.2� -2.6�
　勤労者以外の世帯� -1.8� -0.7� -2.8� -3.1� -1.8� -2.7� -2.8� 0.4�
小売業販売額� -3.8� -2.0� -1.5� -1.9� -2.5� -3.7� -2.6� -1.1�

住宅着工�
新設住宅着工戸数� -12.1� 4.0� 2.1� 4.4� -0.8� 0.1� -1.1� -1.2�

労　働�
完全失業率　　　　　（季調済）� 4.3� 4.7� 4.6� 4.8� 4.7� 4.8� 4.6� 4.7�
有効求人倍率　　　　（季調済）� 0.50� 0.49� 0.49� 0.52� 0.57� 0.56� 0.56� 0.59�

生　産       
鉱工業生産指数　 （季調済前期［年･月］比）� -7.1� 3.2� 1.3� 0.8� 1.6� -0.6� 0.3� 1.7�
　　　出荷指数　 （季調済前期［年･月］比）� -6.2� 3.4� 2.0� 0.5� 1.7� -0.6� 0.7� 2.5�
　　　在庫指数　 （季調済前期［年･月］比）� -9.8� -2.7� -1.7� 2.4� -0.2� 0.4� -0.5� -0.1�
製造工業稼働率指数（季調済前期［年･月］比）� -8.0� 1.9� 0.5� 1.9� ---� -1.7� 0.5� ---�

設備投資�
機械受注（船舶･電力を除く民需）� -18.6� 0.6� 6.1� 11.7� 20.2� 13.4� 17.7� 28.2�
建築着工床面積（民間非居住用）� -17.0� -4.8� 3.7� 11.9� 20.5� 5.2� 39.1� 21.9�

物　価�
国内卸売物価指数� -2.1� -1.0� -0.7� -0.1� 0.4� 0.5� 0.3� 0.3�
輸出物価指数� -0.9� -9.4� -8.1� -5.3� -7.8� -7.9� -7.6� -7.8�
輸入物価指数� -6.6� -5.1� -2.7� 4.7� 1.0� 2.2� 0.8� 0.2�
全国消費者物価指数� 0.2� -0.5� -1.0� -0.7� -0.7� -0.8� -0.7� -0.7�
東京都区部消費者物価指数� 0.3� -0.6� -1.2� -0.8� -1.0� -0.9� -0.9� -1.2�
企業向サービス価格指数� -1.1� -1.2� -1.0� -0.7� -0.6� -0.7� -0.5� -0.6�

国際収支（億円）�
経常収支� 151,698� 126,208� 27,427� 34,040� 33,277� 11,814� 8,402� 13,061�
　貿易・サービス収支� 95,630� 78,485� 18,574� 20,447� 20,630� 7,736� 3,180� 9,714�
　　貿易収支� 159,820� 138,258� 33,654� 32,086� 33,504� 12,842� 7,234� 13,428�
　　　輸出� 476,441� 467,018� 118,112� 118,558� 122,168� 42,029� 37,030� 43,109�
                    （前年比）� -4.5� -2.0� 0.4� 8.4� 8.7� 8.3� 8.1� 9.6�
　　　輸入� 316,622� 328,760� 84,458� 86,474� 88,664� 29,187� 29,796� 29,681�
                    （前年比）� -12.7� 3.8� 10.9� 15.6� 14.0� 8.2� 20.5� 13.7�
　　サービス収支� -64,119� -59,773� -15,080� -11,640� -12,874� -5,106� -4,054� -3,714�
　所得収支� 70,656� 58,665� 11,358� 17,173� 14,557� 5,026� 5,894� 3,637�
　経常移転収支� -14,589� -10,942� -2,506� -3,578� -1,910� -948� -672� -290�
貿易収支（通関統計）（億円）� 140,556� 121,008� 29,570� 28,099� 29,218� 11,433� 5,820� 11,965�
                    （前年比）� 22.8� -13.9� -19.4� -6.0� -3.2� 10.3� -29.0� 2.9�
　輸出� 494,493� 485,485� 122,994� 123,504� 127,223� 43,781� 38,556� 44,886�
                    （前年比）� -3.8� -1.8� 0.9� 8.8� 9.0� 8.8� 8.3� 9.8�
　輸入� 353,938� 364,476� 93,424� 95,405� 98,005� 32,349� 32,736� 32,921�
                    （前年比）� -11.4� 3.0� 9.6� 14.1� 13.3� 8.3� 19.4� 12.6�

マネーサプライ� （前年比）�（前年比）�
Ｍ２＋ＣＤ� 4.0� 3.6� 3.0� 2.2� 2.3� 2.9� 2.2� 1.9�
広義流動性� 2.9� 3.8� 3.5� 2.7� 3.2� 3.2� 3.1� 3.2�
（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�

10-12月期� 1- 3月期� 4-6 月期� 4月� 5月� 6月�

米　国�
実質ＧＤＰ　　　　（前期比年率）� 4.4 4.2 8.3 4.8 5.2 --- --- ---
小売売上高　 　　　� 5.1 9.0 2.3 3.2 0.7 -0.5 0.3 0.5
住宅着工件数� 9.9 3.4 1.6 2.5 -7.6 1.3 -3.4 -2.6
鉱工業生産指数� 4.2 3.6 1.3 1.6 1.7 0.8 0.5 0.2
製造業新規受注　� 2.0 6.1 1.9 2.6 2.9 -3.8 4.7 5.5
失業率　　　　　　（％）� 4.5 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 4.1 4.0

（7月）�4.0
非農業部門雇用者数（前月比増加数､千人）� 251 229 258 324 204 410 171 30

（7月）�-108
生産者物価指数　　（最終財・前年比）� -0.9 1.8 2.9 3.7 4.0 3.9 3.9 4.3
消費者物価指数　　（総合・前年比）� 1.6 2.7 2.6 3.2 3.2 3.0 3.1 3.7
貿易･ｻｰﾋﾞｽ収支（国際収支ﾍﾞｰｽ季調値･億ド

ル）� -1,669.0 -2,649.7 -762.8 -861.8 --- -305.0 -310.4 ---
対日貿易収支（通関ベース原数値･億ド

ル）� -640.3 -739.2 -205.1 -191.4 --- -73.3 -69.4 ---

ドイツ�
実質ＧＤＰ成長率　　（前期比％）� --- --- 0.7 0.7 --- --- --- ---
　　　　　　　　　　（前年同期比％）� 1.9 1.3 2.3 2.3 --- --- --- ---
鉱工業生産指数　　　（前期比％）� 3.4 1.5 0.7 0.9 1.4 0.5 2.8 -3.5
製造業新規受注    　  （前期比％）� 3.1 2.9 1.7 1.2 5.4 1.6 2.5 0.4
設備稼働率　　　　　（％）� 86.7 85.8 87.0 88.0 87.7 --- --- ---
小売売上数量　　　　（前年同期比％）� 0.4 0.5 0.5 -1.1 --- 5.8 3.4 ---
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 5.9 1.3 -7.4 -9.2 --- -17.0 -3.4 ---
貿易収支            　　（億マルク）� 1,259 1,246 331 311 --- 92 84 ---
消費者物価指数    　  （前年同期比％）� 1.0 0.6 1.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.9
生産者物価指数　　　（前年同期比％）� -0.4 -1.0 0.6 2.3 2.6 2.1 2.7 2.9
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 10.7 10.2 10.2 10.1 9.6 9.6 9.6 9.6
マネーサプライ（Ｍ３） （前年同期比％）� 8.3 8.4 8.4 7.5 3.7 6.5 4.4 3.7

フランス�
実質ＧＤＰ成長率      （前期比％）� --- --- 0.9 0.7 --- --- --- ---
　　　　        　　    （前年同期比％）� 3.2 2.9 3.2 3.4 --- --- --- ---
鉱工業生産指数      　（前期比％）� 5.1 2.3 1.5 0.5 --- -0.3 0.7 ---
設備稼働率　　　　　（％）� 83.7 84.2 85.5 85.8 --- --- --- ---
工業品家計消費　　　（前期比％）� 6.3 4.5 0.3 2.3 1.1 -0.2 2.4 0.1
新車登録台数　　　　（前年同期比％）� 14.7 8.3 6.3 8.4 24.9 12.6 24.3 38.4
貿易収支            　　（億フラン）� 1,436 1,130 193 137 --- 16 124 ---
消費者物価指数         （前年同期比％）� 0.6 0.5 1.0 1.5 1.5 1.3 1.5 1.7
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 11.9 11.2 10.8 10.2 9.8 9.9 9.8 9.6
マネーサプライ（Ｍ３） （前年同期比％）� 1.1 8.7 8.7 7.1 --- 7.7 7.9 ---

イギリス�
実質ＧＤＰ成長率      （前期比％）� --- --- 0.7 0.5 --- --- --- ---
       　　　　　 　　 （前年同期比％）� 2.6 2.1 2.8 3.0 --- --- --- ---
鉱工業生産指数      　（前期比％）� 0.8 0.5 0.1 -0.8 1.4 0.9 0.3 0.1
小売売上数量指数      （前期比％）� 2.9 3.1 1.4 1.4 0.3 0.0 0.3 0.7
貿易収支             　  （億ポンド）� -205 -268 -72 -66 --- -26 -25 ---
消費者物価指数         （前年同期比％）� 3.4 1.6 1.5 2.3 3.1 3.0 3.1 3.3
失業率　　　　　　　（％）　　　　　　　� 4.7 4.3 4.1 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8
マネーサプライ（Ｍ４） （前年同期比％）� 8.4 3.7 3.7 5.3 6.8 4.9 5.2 6.8
（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� ５月� ６月� ７月�

為　替�
ドル／円　　　　　　� 130.90� 113.91� 104.54� 107.07� 106.61� 108.11� 106.23� 107.90�

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� 0.12� 0.12� 0.22�
10年最長国債業者間利回り� 1.29� 1.74� 1.78� 1.79� 1.72� 1.71� 1.70� 1.73�

国内株式�
日経平均２２５　　（期末値）� 13,842.17� 18934.34� 18934.34� 20337.32� 17411.05� 16332.45�17411.05�15727.49�

商　品�
ＣＲＢ先物指数　　（期末値）� 191.22� 205.14� 205.14� 214.37� 223.93� 222.27� 223.93� 218.61�
NY原油WTI期近物 （期末値）� 12.05� 25.60� 25.60� 26.90� 32.50� 29.01� 32.50� 27.43�

米国金融�
ＴＢ３か月物　　　（流通金利<買い>）� 4.78� 4.64� 5.04� 5.52� 5.71� 5.79� 5.69� 5.95�
３０年国債� 5.57� 5.86� 6.25� 6.30� 5.96� 6.14� 5.92� 5.84�
NYダウ工業株30種　（期末値）� 9,181.43� 11497.12� 11497.12� 10921.92� 10447.89� 10522.33�10447.89�10521.98�
（注）特に指定のない限り、平均値。�
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欧州ダイレクト・マーケティング連合

（FEDMA）の調査によれば、EUではドイツが

最大のダイレクト・マーケティング市場国でフラ

ンス、英国がその後に続く。ここではEU主要３

か国のダイレクト・マーケティング動向について

各種文献により紹介する。

Ⅰ ドイツ

１ はじめに

ドイツは、歴史的に地方分権意識が強く、人々

は自分の“国”に執着心を持っているといわれる。

このことは、広告にも影響を及ぼし、地方紙が国

民に愛読されている。裏返せば、全国をカバーす

る有力な日刊紙がないということである。

テレビ広告費は、１９８０年代の民間テレビの登場

を契機にここ１０年間で大きく躍進した（１９８９年２２

億ドイツマルク（１，２０２億円、IMFによる１９９９年

平均レート１ドイツマルク＝５４．６７円で計算。以

下同じ。）から１９９８年７９億ドイツマルク（４，３１８億

円）へ）。テレビCMの放映時間、放映内容に関

する規制緩和効果も大きい。以前は、連邦電波法

及び州法により、テレビCMはスポットしか許さ

れなかった。また、１日の広告放送可能時間は２０

分で午後６時から８時までに限定され、日曜・祝

日は禁止されていた。

ドイツには商店営業時間に関する包括的規制が

ある。１９３３年施行の閉店法（Ladenschlusgesetz）

により、１９９６年の改正まで薬局、花屋等一部の業

種を除く小売業の営業時間が規制されてきたが、

１９９６年にようやく緩和された。規制緩和前は７：

００～１８：３０（木曜日を除く平日）、７：００～１４：００

（土曜日）までで、規制緩和後それぞれ２０：００、

１６：００まで延長された。

長年の習慣としてドイツ人は平日遅くまで買物

をせず、午前中あるいは土曜日に集中して買い物

するか、それができないときは通信販売を利用す

るようである。規制緩和後もこの習慣は存続して

おり、営業時間の延長は必ずしも商店の売上向上

に結びついていないようである。

２ ダイレクト・マーケティング広告費の推移

１９７０年代までドイツにおいてはダイレクト・

マーケティング広告費を示すデータがなかった。

ダイレクト・マーケティング広告費に関する統計

調査は１９８８年からスタートした。１９８８年調査の西

ドイツにおけるダイレクト・マーケティング広告

費は１２８億ドイツマルク（６，９９７億円）であった。

１９９９年には旧西ドイツだけで３７０億ドイツマルク

（２兆２２７億円）となった。ドイツ全体では１９９９

年において４０１億ドイツマルク（２兆１，９２２億円）

になった。このうち、１３億ドイツマルク（７１０億

円）は、以前ダイレクト・マーケティングを行っ

ていなかった企業からのものである。

トピックス

ドイツ、英国、フランスのダイレクト・
マーケティングの動向

第一経営経済研究部研究官 延原 泰生
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旧東ドイツにおけるダイレクト・マーケティン

グ広告費が旧西ドイツに比べ相対的低い理由とし

て、以下のことがあげられる。

�１ 大企業（売上５，０００万ドイツマルク（２７億円）

超）の数が旧西ドイツに比べかなり少ない。こ

のため、一般的に広告費、特にダイレクト・

マーケティング広告費が旧西ドイツに比べ低い。

�２ 旧東ドイツにおいては、教育、電気通信、銀

行、保険、自動車のようなダイレクト・マーケ

ティングに積極的な部門が未成熟である。

しかし、１９９７年には旧東ドイツの全企業の６５％

がダイレクト・マーケティングを行っている。こ

れは旧西ドイツの６１％を上回る。

２ ダイレクト・マーケティングの成長要因

２．１ 世帯数の増加

未婚・少子化・離婚・６０歳以上の人口増加を背

景としてドイツ国内の世帯数は、１９９２年と１９９８年

を比較すると全体では５．１％増であるが、１～２

人世帯に限ると１０．７％も増加している。世帯数の

増加は、ダイレクト・マーケティングの成長に

とってプラスに働く。

２．２ マーケティングの考え方の変化

以前のマーケティングの考え方は、マス媒体を

集中的に利用することであった。まず初めに認知

率を上げることに多くの時間を費やし、認知率

アップから消費行動に結ぶつける方法である。し

かし、市場が成熟化し、競争が激しくなってきた

ため、今日では顧客とのより良い関係を確立する

ことに最重点を置くようになった。

２．３ ニュー・メディアの発達

ニュー・メディア、特にインターネットの爆発

的な発展は、ダイレクト・マーケティングの急成

長に大きく貢献している。

２．４ 新しいツールの発達を可能とする技術進歩

最近のパソコン価格の低下により、データベー

スシステムはより効率的なツールとして発展して

きている。以前はネットワーク化されていなかっ

たシステムがネットワーク化されるようになって

きたのが最近の傾向である。

３ 媒体別ダイレクト・マーケティングの動向

図２の最初の４媒体～�１あて名郵便（１２０億ド

イツマルク（６，５６０億円））、�２あて名なし郵便（３８

億ドイツマルク（２，０７７億円））、�３テレマーケティ

ング（４６億ドイツマルク（２，５１４億円））、�４イン

ターネット等双方向サービス（２４億ドイツマルク

図１ ドイツのダイレクト・マーケティング広告費の推移（１０億ドイツマルク）

出所：DDV（Deutscher Direktmarketing Verband）
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（１，３１２億円））～は、代表的なダイレクト・マー

ケティング媒体である。

テレマーケティング広告費が相対的に少ない理

由として、１９９７年電気通信自由化前まで電話料金

が非常に高かったこと、勧誘電話１）に関する規制

が特に厳しいことがあげられる。

残りの３媒体は、リスポンス・エレメント２）付

新聞・雑誌広告／サプリメント３）（１１９億ドイツマ

ルク（６，５０５億円））、リスポンス・エレメント付

屋外広告（３億ドイツマル（１６４億円））、リスポ

ンス・エレメント付TV／ラジオ（２０億ドイツマ

ルク（１，０９３億円））は伝統的媒体のダイレクト・

マーケティングとしての利用である。１９９８年にお

いて、すべての印刷物広告の７１．１％は、少なくと

も１つ以上のリスポンス・エレメント（会社の住

所、電話番号、FAX番号、e―mail等）を掲載し

図２ 媒体別ダイレクト・マーケティング広告費（１０億ドイツマルク）

出所：Direkt Marketing Deutschland（Deutsche Post）４）,１９９９, p.２０

１）１９９１年連邦データ保護法が改正され、リスト取引にかかるデータの中に電話番号を掲載することが禁止された（法第２８条２項）。
２）リスポンス・エレメント（response element）とは、広告を見た人が問合せや資料請求等ができるよう広告スペースに記載さ

れる会社の住所、電話番号、FAX番号などの項目をいう。
３）サプリメント（supplement）は、新聞や雑誌に折り込まれる、あるいは綴じ込まれる広告をいう。
４）本冊子は、ドイツポストが国内ダイレクト・マーケティング実施企業５３万社を対象に調査したものである。

図３ 旧西ドイツにおける媒体別ダイレクト・マーケティング広告費（１０億ドイツマルク）

出所：Direkt Marketing Deutschland,１９９９（Deutsche Post）, p.１５ and Direkt Marketing Deutschland,１９９８, p.２１
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ている。これは前年の６５．３％より大きく増加した。

ダイレクト・マーケティング広告費として大き

なウェートを占めているのが、あて名郵便とリス

ポンス・エレメント付新聞・雑誌広告／サプリメ

ントである。

図３は、１９８８年、１９９４年、１９９８年の旧西ドイツ

におけるダイレクト・マーケティング媒体別広告

費の推移を示す。

４ 売上・業種・従業員規模別ダイレクト・マー

ケティング利用状況

４．１ 売上別ダイレクト・マーケティング利用状

況

売上高５，０００万ドイツマルク（２７億円）以上の

企業（ユーザー数シェア２％）がダイレクト・マー

ケティング広告費の３５％のシェアをもつ（図４参

図４ 売上別ダイレクト・マーケティング実施企業のユーザー数と広告費シェア

出所：Direkt Marketing Deutschland（Deutsche Post）,１９９９, p.１８

図５ 業種別ダイレクト・マーケティング実施率

出所：Direkt Marketing Deutschland（Deutsche Post）,１９９９, p.１８
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照）。

４．２ 業種別ダイレクト・マーケティング利用状

況

１９９８年においてサービス企業の６８％、小売業の

６６％がダイレクト・マーケティングを実施してい

る。小売業の割合は、１９９７年から１９９８年にかけて

４ポイントと減少したが、小売業のダイレクト・

マーケティング広告費は、表２のとおり１３９億ド

イツマルク（７，５９９億円）で最も多くの割合を占

める（図５参照）。

４．３ 従業員規模別ダイレクト・マーケティング

利用状況

従業員５００人以上の企業の４分の３（７６％）が、

ダイレクト・マーケティングを利用している。し

かし、小企業（従業員５０人未満）も５８％がダイレ

クト・マーケティングを利用している（図６参照）。

５ 顧客データベースの管理

ダイレクト・マーケティング実施企業の７９％は、

顧客データベースを利用している。業種別内訳を

みると、サービス業では８３％、製造業では７８％、

図６ 従業員規模別ダイレクト・マーケティング実施率

出所：Direkt Marketing Deutschland（Deutsche Post）,１９９９, p.３０

表２ １９９８年業種別ダイレクト・マーケティングユーザー数・広告費

ユーザー数

�社

総広告費

（１０億ドイツ

マルク）

１ユーザー

平均広告費

（ドイツマルク）

利 用 媒 体

順 位

１ 位 ２ 位 ３ 位

小 売 業 １９０，０００ １３．９ ７４，０００
あて名郵便

６２％

電 話

６１％

リスポンス・エレメント付新聞・
雑誌広告／サプリメント

３４％

サービス １８２，０００ １２．８ ７１，０００
電 話

６５％

あて名郵便

５９％

双方向サービス

４４％

製 造 業 １５８，０００ １０．３ ６６，０００
電 話

５７％

あて名郵便

４９％

リスポンス・エレメント付新聞・
雑誌広告／サプリメント

２９％

計 ５３０，０００ ３７．０ ７１，０００
電 話

６１％

あて名郵便

５７％

リスポンス・エレメント付新聞・
雑誌広告／サプリメント

３３％

出所：Direkt Marketing Deutschland（Deutsche Post）,１９９９, p.３０
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小売業では７５％となる。

顧客データベースの利用状況は、企業の売上げ

に依存する傾向にある。売上高２００万ドイツマル

ク（１億円）以上のダイレクト・マーケティング

実施企業の８６％は、顧客データベースを保有して

いる（図７参照）。

顧客データベースに含まれるデータ数は、平均

で個人情報アドレス９，７００、潜在需要企業１３，４００

である。産業別ではサービス業が最も多くの情報

を保有している。また、売上高規模の大きい企業

ほど多くの情報を保有している（表３参照）。

６ リスポンス・エレメント

（Response Element）

EMNIDとDDVは、１９９７年と１９９８年にリスポン

ス目的の広告に関して２つの調査を行った。４１の

書名を３つのジャンルに分類し、そのうち１／４

頁を超える大きさの広告物８，０３４（１９９７年：７，６７１）

についてリスポンス・エレメントとして何を掲載

しているかを調べた。

１９９８年に出版されたすべての印刷物広告の

７１．１％は、会社の住所、電話番号、FAX番号、

e―mailなど、少なくとも１つ以上のリスポンス・

図７ 売上高による顧客データベースの利用割合

出所：Direkt Marketing Deutschland,１９９９, p.９４

表３ 顧客データベースの保有データ数

個人平均アドレス数 企業平均アドレス数

総 平 均 ９，７００ １３，４００

商 業 ５，７００ ４，４００

サ ー ビ ス １９，０００ ２９，０００

製 造 業 ６，０００ ４，０００

５０～２００万ドイツマルク未満 ５，２００ １３，１００

２００～５，０００万ドイツマルク未満 １１，０００ １３，２００

５，０００万ドイツマルク以上 ２２，００００ ２７，１００

出所：Direkt Marketing Deutschland,１９９９, p.９５
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エレメントを含んでいた。１９９７年では６５．３％で

あった。

１９９８年において、リスポンス・エレメントを明

示している部門別割合は、表４のとおりである。

掲載されたリスポンス・エレメントとしては、

電話が最も人気の高いリスポンス手段であるが、

インターネットが１９９７年から１９９８年にかけて非常

に伸びている（図８参照）。

７ ダイレクト・メール（DM）

７．１ DM広告費

DM広告費は１９９７年から１９９８年で１．７％増（１１９

億ドイツマルク（６，５０５億円））となった。伸び率

は旧西ドイツでは４．７％増（１１２億ドイツマルク

（６，１２３億円））、旧東ドイツでは３０．０％減（７億

ドイツマルク（３８２億円））とかなりの差がある。

旧西ドイツにおける１社当たり平均DM広告費

は、１９９４年から１９９８年にかけて、安定的に推移し

表４ リスポンス・エレメントの部門別掲載率

１９９８ 掲載率 １９９７ 掲載率

１ 教育 １００．０％ １ 教育 １００．０％

２ フェア、セミナー ９６．７％ ２ 電子データ処理 ９４．０％

３ 家具 ９４．９％ ３ フェア、セミナー ９３．１％

４ 電子データ処理 ９４．７％ ４ 家具 ９１．３％

５ 住宅 ９２．４％ ５ 住宅 ８８．５％

６ 保険 ９２．４％ ６ 保険 ８７．９％

７ エネルギー ９０．５％ ７ エネルギー ８６．２％

８ 旅行代理店 ８４．４％ ８ 電気通信 ８０．９％

９ 電気通信 ８３．４％ ９ 旅行代理店 ７８．１％

１０ 園芸 ８２．３％ １０ 金融 ７７．０％

出所：DDV／EMNID: Anzeigen mit Response. Direktwerbung in Printmedien１９９８, p.４２

図８ 掲載されたリスポンス・エレメント

出所：DDV／EMNID: Anzeigen mit Response. Direktwerbung in Printmedien１９９８, p.２０
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ている。

旧東ドイツにおける平均DM広告費が低い理由

として、�１旧東ドイツにおける多くの企業は小企

業、�２ダイレクト・マーケティングを積極的に行

う業種が旧東ドイツでは未成熟であることがあげ

られる。

ドイツ全体でDMを利用している企業１社当た

りの平均DM広告費は、１９９７年が３８，０００ドイツマ

ルク（２０７万円）で１９９８年は４０，０００ドイツマルク

（２１８万円）であった。

７．２ DMとその他の媒体の複合利用

DMとテレマーケティングは最もよく併用され

る（DMを送付する企業の６１％がテレマーケティ

ングを使っている。）。

７．３ ドイツポストの取組

�１ 料金割引サービス

あて名DMの代表的な割引サービスとしては、

インフォポストとインフォブリーフがある。イン

図９ DM広告費の推移（１０億ドイツマルク）

１９８８：西ドイツの会社のみ 売上げ５万DM以上
１９９４：旧西ドイツの会社のみ 売上げ５０万DM以上
１９９７：旧東西ドイツの会社 売上げ５０万DM以上
１９９８：旧東西ドイツの会社 売上げ５０万DM以上
出所：Direktmarketing Deutschland１９９９（Deutsche Post）, p.５８

図１０ １社当たりDM広告費（ドイツマルク）

出所：Direktmarketing Deutschland１９９９（Deutsche Post）, p.５８
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フォポストは、同一内容の郵便物４，０００通以上を

郵便番号により事前区分等すれば、２０gまでの標

準サイズでは書状料金（１．１０マルク）比で５７．３％

の割引率となる。インフォブリーフは、同一内容

の郵便物を最低５０通以上差し出すことが要件とさ

れ、２０gまでの標準サイズで２７．３％の割引率とな

る。

これ以外にも企業顧客向けに新たなサービスを

提供している。例えば、１９９８年から開始のサービ

ス（Postwurf Spezial）は、ドイツ・ポストの顧

客データベースにより当該商品・サービスに関心

があると思われる世帯を選別し、試験的にDMを

発送することにより商品・サービスの反応の善し

悪しを事前に確認することができる。１９９８年度に

おいては、１億７，０００万通の実績があった。

�２ DM販売促進策

１９９８年度において約４，０００社がInfopost Man-

ager softwareを利用している。これはCD―ROM

で利用可能で、ソフトウェアの中には郵便料金に

加え、インフォポストとインフォブリーフの差出

要件等の情報がはいっている。また、５，５００社以

上のドイツポストの顧客がProspekt―Service

softwareを利用している。このソフトウェアであ

て名なし郵便物の料金を計算できる。

ドイツポストは、毎年、ダイレクト・マーケ

ティングに関するモニター調査を実施し、その結

果を冊子「Direktmarketing Deutschland」やド

イツポストのホームページに公表するほか、手帳

サイズのダイジェスト版も作成している。

ドイツポストは、国内に３９のダイレクトマーケ

ティング・センター（Direkt Marketing Center）

を設置し、DMの作成方法や顧客獲得策のほか、

セミナーや講習会を開催するなどあらゆる顧客を

対象として支援・助言を行っている。特に、ダイ

レクトマーケティングを始めたい、強化したいと

いう中小企業からの申し出があったとき、無料で

郵便物の要件確認、DMの効果を高める方法など

の助言を行っている。

７．４ DDV（Deutscher Direktmarketing Ver-

band，ドイツダイレクト・マーケティン

グ協会）の役割

DDVは広告代理店、リストブローカー、DM制

作者、印刷会社及びデータベース業者からなる会

員で構成される非常に強力な組織で１９４８年に設立

された。

DDVは、国内外で活発に陳情活動を行ってい

る。そのPR活動は、マスメディアと個人消費者

に的を絞る。しかし、DDVは業界の利益を表明

図１１ DMと他媒体の組合せ

出所：Direktmarketing Deutschland１９９９（Deutsche Post）, p.６１
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するだけではなく、消費者の利益をも支援する。

いわゆるロビンソン・リストは、DDVによって

存続している。広告郵便物を受け取りたくないす

べての消費者は、このリストに自分の名前を登録

することができる。リスト掲載の希望があった場

合、広告やダイレクト・マーケティングの良さを

記載した情報を申請者へ送付して、それでもリス

ト掲載を希望するかどうかを再度確認している。

４１万人以上の氏名がリストに掲載されており年４

回更新される。その他、あて名なし郵便物や広告

郵便物を希望しないとき、広告郵便お断りラベル

を郵便受箱に貼ることでも保護される。

７．５ DMの将来

１９９９年、ダイレクトマーケティング専門業者３０

社に面会したところ、DMは以下の理由からビジ

ネスにとって最も重要な広告として今後存続する

と回答した。

�１ DMは、お得な情報を与える。

�２ DMは、目標グループに到達するのに最もよ

い方法である。

�３ DMは、市場テストや調査を行うとき、最も

効率的な結果を得られる。

�４ DMは、イメージを確立することに適してい

る

�５ 消費者は、DMからよい体験を積み重ねてき

ている。

ダイレクトマーケティング専門業者の１９％は、

２００１年まであて名DMは高い成長を続けると考え

ている（４１％は、双方向サービスが最も高い成長

率を示すだろうと予想している。）。

（出所：Direktmarketing Deutschland １９９９、

１２７頁）

Ⅱ 英 国

１ はじめに

英国では、多くの広告主がキャンペーン効果を

正確に測定できる媒体として、ダイレクト・マー

ケティング媒体～DM、テレマーケティング、ダ

イレクト・リスポンス付テレビ・印刷物・ラジオ

～に注目を寄せている（１９８０年代の経済不況を契

機にコスト意識が高まり、費用対効果を厳しくみ

るようになった。）。

英国には広告やダイレクト・マーケティングに

影響を与える多くの法律に加え、様々な自主規制

があることで有名である。広告基準協会（Adver-

tising Standard Authority, ASA）は、自主規制

機構としては世界最高レベルである。英国広告及

び販売促進綱領（British Code of Advertising and

Sales Promotion）を遵守しているかどうか監視

する主要団体である。綱領は、DMを含む媒体

（放送広告を除く。）へ適用される。

リスト正確性とデータ品質は全体的に高い。ほ

とんどのファイルは、郵便番号が正確に付定され、

配達率９９％を保証する。編集リストは、配達不能

率が高いが、これは価格次第で大きく異なる。

B―to―Bリスト市場は、大手出版グループに

よって支配される。これらグループは、企業特性

と職能により企業読者を分類している。

リスト交換は、出版社、セミナー団体、慈善団

体間でよく行われる。消費者リストは、１，０００名

当たり１００～１７０ドルでレンタルできる。B―to―B

リストは、１，０００社当たり１５０～２７０ドルでレンタ

ルできる。より安いリストは、一般的に編集リス

トである。

レンタルしたリストを再使用する場合、リスト

所有者の特別の許可が必要である。すべての郵便

物データは、リスト所有者と管理者によって
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チェックされるとともに、業界実施綱領を遵守し

なければならない。

（出所：The HANDBOOK of INTERNA-

TIONAL DIRECT MARKETING Fourth Edi-

tion, UNITED KINGDOM）

２ ダイレクト・マーケティング広告費

１９９８年ダイレクト・マーケティング広告費は、

対前年比１５％増で８３億ポンド（１，５２９億円、IMF

による１９９９年平均レート１ポンド＝１８４．３３円で計

算。以下同じ。）となった。DMとテレマーケティ

ング広告費で全体のダイレクト・マーケティング

広告費の半分近く（４７．７％）を占める。

最も明らかな変化は、ダイレクト・マーケティ

ングがマーケティング活動の主流になってきたこ

とである。それまでのダイレクト・マーケティン

グは、顧客や見込客に対し後ろめたい印象があっ

た。

しかし、市場が成熟化した中で、厳しい競争に

打ち勝つためには、優良顧客と相互理解を深める

というダイレクト・マーケティングの経営理念が

不可欠となってきた。この考え方がマーケターに

浸透し、１９９６年頃からDMの位置づけを進歩させ

た。コールセンターの驚異的な成長、ダイレク

ト・テレビ投資の増加により、顧客との対話がま

すますしやすくなっている。

２．１ テレマーケティング

１９９７年広告費は対前年比４０％増の１，８３５百万ポ

ンド（３，３８２億円）であった。驚異的な勢いで増

加している理由として、�１テレマーケティング代

理店の売上が急激に伸びていること、�２新規参入

が相次ぐ競争環境下、BT（英国電気通信株式会

社）がフリーダイヤル、地域割引料金、特別電話

表５ ダイレクト・マーケティング広告費（百万ポンド）

１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８

DM* １０４９ １１３５ １４８９ １６２８ １７５４．５

テレマーケティング １００６ １１７５ １３０５ １８３５．１ ２２３２．３

データ・ベースマーケティング N／A ５４８ ６０２ ６９５．３１ ７４７．５

購読契約雑誌 ２１ ２２ ２６ ３８．６４ ４０

ドア・ツー・ドア １８０ ２３３ ２６４ ３５３ ４０２．５

折 込 ２１３．６ ２１６ ２４９．５ ２６２ ２９４．７

全国紙 ６３８．３３ ７８６ ６２４ ６７４ ４８６．８

雑 誌 ５６７．５８ ６１６ ５１９ ３８４．３ ３７１．７

地方紙 ３１５ ３２５ ３４６ ３７５．５ ４６０．３

テレビ ２３７．２ ３９８ ５５１ ６４３．３ １０４７．５

ラジオ ７９．１６ ４７ １００ １４１．５ １７１．３

映 画 １．８９ ２ ３ １．６５ １．９

屋外／交通 ２２．６８ ４５ ５１ １１８．２ ２０２．７

ニュー・メディア N／A ５０ ６３ ９０．６５ １３６

カタログ １７５ N／A N／A N／A N／A

計 ４５０６．４４ ５５９８ ６１９２．５ ７２４１．１５ ８３４９．７

＊１９９６年からのDM広告費はインバウンド・メールを含む。
出所：DMA Census
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番号サービスを提供し、テレマーケティングがよ

り使いやすい環境になったことがあげられる。

２．２ データベース・マーケティング

１９９７年広告費は対前年比１５％増の６９５百万ポン

ド（１，２８１億円）であった。経費的には、DM・

テレマーケティング・消費者雑誌の広告取扱量増

大というプラス面と取扱手数料減というマイナス

面が引っ張り合っている。しかし、中小企業の多

くが顧客データベースを持っていること、及びロ

イヤルメール公表のDM物数には３，０００通未満は

カウントされていないことを考えると、この数字

は過小評価と思われる。

２．３ ドア・ツー・ドア

the Association of Household Distributorsによ

れば、ドア・ツー・ドアで家庭へ配達された物品

は、１９９７年で６５億個に達する。印刷費、制作費、

配送費を含めた総費用は、５０５百万ポンド（９３０億

円）になった。このうち、ダイレクト・マーケ

ティング広告費は、３５３百万ポンド（６５０億円）で

総費用の約７０％となっている。

２．４ 折 込

DMA Inserts Councilの推計によれば、１９９７年

広告費は２６２百万ポンド（４８２億円）であった。雑

誌の発行誌数増加と増収確保のための新聞社の投

資を背景に、ダイレクト・マーケティング媒体と

して重要な位置を占め、成長し続けている。

２．５ 全国紙

１９９７年広告費は６７４百万ポンド（１，２４２億円）で、

対前年比８％増であった。新聞発行部数や購読者

数減少にもかかわらず、企業のマーケティング部

門拡充や１紙・誌当たりの広告量の増加を受け、

広告費は増加している。

２．６ 雑 誌

英国において雑誌は人気の高い成長媒体の一つ

で、広告費は１９９７年３８４百万ポンド（７０７億円）で

あった。さまざまなジャンルの豊富な種類の雑誌

を通じ、マーケターは潜在顧客に訴求することが

できる。

２．７ 地方紙

１９９７年広告費は３７５百万ポンド（６９１億円）で、

対前年比８．５％増であった。全国紙と同様に新聞

発行部数は減少し続けている。特に、大半を占め

る夕刊は１９８７年から１９９７年にかけて２３％も発行部

数が減った。

２．８ テレビ

１９９７年広告費は対前年比１６．６％増の６４３百万ポ

ンド（１，１８５億円）であった。１９９８年のデジタル

放送開始により、テレビ市場は活性化している。

２．９ ラジオ

１９９７年広告費は対前年比４０．６％増の１４１百万ポ

ンド（２５９億円）であった。４０％増の伸び率はテ

レマーケティングに匹敵する。商業ラジオチャン

ネルの拡大自由化を受け、短波・長波放送局で広

告費が飛躍的に伸びた。

２．１０ 屋外・交通

１９９７年広告費は１１８百万ポンド（２１７億円）であっ

た。１９９６年は５１百万ポンド（９４億円）だった。急

増した理由は屋外・交通にかかる総広告費のうち、

推計に当たって、ダイレクト・マーケティング構

成比を１９９６年の１２％から２４％へ改正したためであ

る。

３ ダイレクト・マーケティング成長の背景

英国DMA（Direct Marketing Association）で
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は、以下の理由からダイレクト・マーケティング

は今後も成長し続けると予想する。

�１ 新しい媒体（インターネット、ケーブルテレ

ビ）は、顧客との双方向性を内包している。

�２ 中小企業にとってダイレクト・マーケティン

グはより使いやすく、効果的になっていく。

�３ 単身者世帯の増加（２００５年には全世帯の３０％

を占める。）やライフスタイルの個性化により、

ダイレクト・マーケティングが更に発展する。

�４ 共働き世帯、単身者世帯の増加に伴い、時間

を有効に使う必要性に迫られた人がますます多

くなる。

�５ キャッシュレス取引の増大により、顧客情報

の科学的分析に基づく顧客選別が可能になって

きた。

�６ 多くの選択肢や情報がある中で、新たな商標

忠実度（ロイヤルティ）を育成するためには、

ダイレクト・マーケティングが適している。

また、英国DMAでは、ダイレクト・マーケ

ティング発展のための重要な３項目として以下の

ものをあげている。

�１ 合法的・論理的なダイレクト・マーケティン

グ活動を展開すること。

�２ ダイレクト・マーケティングに関する正確な

知識と他のマーケティング活動との利用方法を

広めていくこと。

�３ ダイレクト・マーケティングの物的資源

（physical resources）と専門的技能を十分に

活用すること。

４ 中小企業のダイレクト・マーケティング利用

DMAウェスト・コンソーシアムの支援を受け、

西イングランド大学（University of the West of

England）のWarwick Jones ＆ Sue Middletonに

よって、１９９８年２月に中小企業を対象とするダイ

レクト・マーケティング調査が行われ、５，０００企

業に郵送し５５７の回答を得られた。中小企業の定

義は、従業員１０人未満のミクロ企業、１０～９９人を

小企業、１００～４９９人を中企業とした。

１０社のうちほぼ６社（５９％）は、ダイレクト・

マーケティングを利用している。中小企業は７１％、

ミクロ企業は５１％であった。業種では最も利用が

高いのが、印刷／出版業で８３％、自動車とレ

ジャー団体が平均より高い７２％である。

金融サービスはわずか３８％と低水準であった。

しかし、金融サービスの場合、マーケティング活

動を集中化しているのが影響していると思われる。

全国的には、金融サービスは、ダイレクト・マー

表６ 顧客データベースとダイレクト・マーケティング利用

項 目 YES回答率

顧客データベースを利用している ７９％

ダイレクト・マーケティングを行っている ５９％

顧客データベースを使ってダイレクト・マーケティングを行っている

―中企業

―小企業

５３％

６８％

６０％

顧客データベースを利用しているが、ダイレクト・マーケティングを行っていない ２６％

ダイレクト・マーケティングを行っているが、顧客データベースを利用していない ５％

顧客データベースを持っていないし、ダイレクト・マーケティングも行っていない １５％

回答数：５５７社
出所：Direct West（http：／／www.directwest.org.uk／index.htm）
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ケティングの最大ユーザーであり、DM物数の３

分の１を占める。

ダイレクト・マーケティングの目的として１０社

に９社（９２％）は、新規顧客を獲得するためとし

ている。３分の２（６５％）が既存客を保持するた

めとしている。３５％はクロスセーリング（cross―

selling）のためとし、金融機関が４６％で最も高く、

自動車（４５％）、印刷／出版（４２％）と続く。

ダイレクト・マーケティングを利用する戦略上

の理由として、２７％が顧客満足を高めることを、

２６％が企業ニーズの変化をあげている。

ダイレクト・マーケティングの利点として、顧

客選別（７４％）が最も多く、続いて、企業業績の

伸長（４７％）、顧客ニーズと広告効果がわかる

（３４％）、顧客管理能力アップ（３０％）があげら

れる。

１０社に４社は、ダイレクト・マーケティングが

現在、企業の重要課題であるとし、５８％は将来的

にも重要であるとしている。

５ ダイレクト・メール（DM）

５．１ DMを取り巻く環境

�１ 広告媒体の変化

・あふれるほどのマーケティング広告の露出

・伝統的媒体の多タイトル化・専門化

・広告主からの広告測定効果の要望増（１９８０年代

の不況を契機にコスト意識が高まり、費用対効

果を厳しくみるようになった）

�２ 企業文化の変化～リレーションシップ・マー

ケティングの進展

競争激化、市場の成熟化を背景として既存顧

客、特に優良顧客を他社へ取られないようにす

ることが企業戦略の柱となり、顧客と良好な関

係を保つことが重要と企業が認識

�３ 技術革新に伴う顧客データベースの能力増大

情報技術の進展により、データ処理能力が飛

躍的に向上

５．２ 主要統計（表８～１０）

世帯別月間受取通数は社会経済的分類と関連性

がある。富裕なAB世帯は全世帯平均よりもかな

りDMの受取通数が多い（表１０参照）。

５．３ DMのリスポンス率

Direct Mail Information Service５）（DMIS）は、

１９９３年以来リスポンス率に関する調査研究を行っ

ている。英国の業種を代表するものをサンプリン

グし、１，２９１キャンペーン情報を集めた（１９９８年１２

月から１９９９年２月までの間、電話インタビューを

行った。）。３０％超リスポンス率のあったキャン

ペーンを除外した平均リスポンス率は６．９％で

あった。リスポンス率調査は、１９９３年から毎年行

表７ ダイレクト・マーケティング利用目的

項 目 YES回答率

新規顧客を獲得するため ９２％

他社へ逃げないよう既存客を保持するため

―レジャー

―自動車

―印刷／出版

６５％

７７％

７０％

７０％

回答数：５５７社
出所：Direct West（http：／／www.directwest.org.uk／index.htm）

５）DMISのホームページ（http：／／www.dmis.co.uk）ではThe Direct Mail Information Service（DMIS）has been managed by the
HBH Partnership Ltd. since its conception in １９９１．と自己紹介している。
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表８ 消費者・企業DM物数とDM広告費

消費者DM

物数（百万通）

企業DM

物数（百万通）

計

（百万通）

DM広告費

（百万ポンド）

１９８６ ９７６ ４２５ １４０１ ４７４

１９８７ １１６１ ４６５ １６２６ ４８３

１９８８ １２２１ ５４５ １７６６ ５３０

１９８９ １４４５ ６７２ ２１１７ ７５８

１９９０ １５４４ ７２８ ２２７２ ９３０

１９９１ １４３５ ６８７ ２１２２ ８９５

１９９２ １６５８ ５８８ ２２４６ ９４５

１９９３ １７７２ ６６４ ２４３６ ９０４

１９９４ ２０１５ ７１５ ２７３０ １０５０

１９９５ ２７９８ ７０７ ２９０５ １１３５

１９９６ ２４３６ ７３７ ３１７３ １４０４

１９９７ ２７００ ８８７ ３５８８ １６３５

１９９８ ３１２３ ８９１ ４０１４ １６６５

注：ここでのDMとは郵便を通じて配達されたあて名広告郵便物である。
出所：Royal Mail

表９ 差出業種別消費者DM物数シェア 単位：％

業 種 １９９５ １９９６ １９９７ １９９８

通 信 販 売（注１） １８．２ １５．３ １４．６ １４．７

銀 行 １１．１ １１．４ １１．１ １１．９

小売／ストアカード １０．３ １１．４ １０．９ １１．４

保 険 ８．３ ９．３ １０．７ １０．４

慈 善 ６．８ ７．３ ８．３ ７．８

公 益 ７．２ ６．１ ５．７ ５．７

雑 誌 ／ 新 聞 ４．３ ５．２ ５．５ ３．９

ブッククラブ（注２） ３．５ ４．１ ３．５ ３．５

製 造 業 ２．７ ２．８ ３ ３．４

建 設 業 ２．３ ２．３ １．９ １．６

政 府 １．６ １．１ １ １．１

教 育 ０．５ ０．４ ０．４ ０．４

そ の 他（注３） ２３．２ ２３．３ ２３．３ ２４．２

計 １００ １００ １００ １００

注１：DM全体量が急激に増えてきた結果、相対的に通信販売シェアが低下した。
注２：会員である消費者個人やビジネスマンあてにDMで本・CD・ビデオのリストを提供し、販売する。
注３：「その他」業種として娯楽、金融投資、FMCG（Fast Moving Customer Goods，最寄品）など。
注４：消費者からの要請により差し出すDMのシェアは全体の９．２％
出所：Royal Mail Consumer Panel
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ドアツウドア�
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ダイレクト新聞・雑誌�

折込�
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ダイレクトラジオ�

TV

ダイレクトTV

テレマーケティング�

なし�

表１０ 世帯別月間平均受取通数―１９９８

ダイレクト・メール パーソナル・メール リーフレット／クーポン フリーペーパー 計

全 世 帯
１１通

１９．５％

３１通

５４．５％

１０．９通

１９．１％

３．９通

６．９％

５６．８通

１００％

Ａ Ｂ 世 帯
１７．７通

２１．２％

４６．９通

５６．１％

１４．７通

１７．６％

４．３通

５．２％

８３．６通

１００％

Ｃ １ 世 帯
１１．９通

１９．９％

３２．１通

５３．６％

１１．８通

１９．７％

４．１通

６．８％

５９．９通

１００％

Ｃ ２ 世 帯
９．５通

１８．５％

２８．８通

５６．１％

９．３通

１８．２％

３．７通

７．２％

５１．３通

１００％

Ｄ Ｅ 世 帯
７．４通

１７．７％

２２通

５２．５％

８．８通

２１％

３．７通

８．８％

４１．９通

１００％

注：AB―Upper／Middle Class, C１―Lower Middle Class, C２―Skilled Working Class, DE―Lowest Level Of Subsidence
出所：Royal Mail Consumer Panel

表１１ 媒体別リスポンス率

過去にリスポンスした

経験率（％）

昨年１年間の

リスポンス経験率（％）

サンプル数 ６０７

DM ６１ ４３

新聞・雑誌 ５５ ３８

リーフレット ３１ １６

テレビ １９ １０

ラジオ ７ ３

発信型テレマーケティング ５ ４

インターネット ３ ２

出所：Consumer Trends１９９９

図１２ DMと合わせて利用した媒体―消費者キャンペーン

根拠：６４０
出所：１９９９Response Rates Survey, DMIS
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なし�

われている。

５．４ 媒体別リスポンス経験率

DMのこれまでのリスポンス経験率は６１％で

あった。この率はリーフレット、テレビ、ラジオ、

発信型テレマーケティングを合わせた率とほぼ同

じである（表１１参照）。

５．５ DMと合わせて利用した媒体

消費者・企業キャンペーンともにDM単独で利

用するケースが最も多く、続いて新聞・雑誌広告

を併用するケースが多い（図１２．１３参照）。

５．６ ロイヤルメールの取組

�１ ウェブサイトでの情報提供

ロイヤルメールのウェブサイト（www.royal-

mail.co.uk）には、DMに関するあらゆる情報が

掲載されている。欧州主要国の中では、最も充実

した情報を提供している国の１つである。

�２ 住所データ管理サービス

�１ 郵便番号住所ファイル（Postcode Address

File、PAF）

ロイヤルメールの郵便番号住所ファイル（Post-

code Address File、略称PAF）は、２，６５０万件に

及ぶ包括的な住所データベースである。データ

ベースは、１５０万社超の企業、１７０万件の郵便番号、

１２４の郵便番号エリアを対象とする。ロイヤル

メールは、企業の住所データベースの構築支援を

目的として、このファイルを利用して住所管理

サービスを提供している。

�２ 全国転居情報通知サービス（National Change

of Address（NCOA））

英国では、毎年人口の１０％が住所を変更してい

る。全国転居情報通知サービスは、転居した氏名

や住所に関するデータベースを活用し、企業の

データベース更新を支援する。メーラーは、アド

レス管理センター（Address Management Ad-

dress AMC）からライセンスを受けたサービス・

ビューロに自社のデータベースを送付する（サー

ビス・ビューロはAMCにライセンス料を支払

う。）。

�３ 企業顧客コミュニケーション・センター

（Business Customer Communicatiion Centre）

平日の午前８時から午後６時まで企業からDM

を始めとする郵便利用に関する質問や資料請求を

受け付ける。専門スタッフが郵便、電話、Fax、

図１３ DMと合わせて利用した媒体―企業キャンペーン

根拠：５０２
出所：１９９９Response Rates Survey, DMIS
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電子メールでの質問に対応する。

Ⅲ フランス

フランスは、ヨーロッパの中でダイレクト・

マーケティングが最もよく発展し、革新的な展開

をする国の１つである。ミニテル（Minitel）は、

ネットワークとリスポンスを兼ね備えた、フラン

ス情報＆テレショッピング・システムで、約６５０

万世帯に導入されている。

フランスでは広範囲なリスポンス・リストをレ

ンタルできる。１千件当たり９００フラン（１４，６７０

円、IMFによる１９９９年平均レート１フラン＝

１６．３０円で計算。）が相場で、電話帳や自動車登録

ファイルからの編集リストの場合、その３分の１

のコストでレンタルできる。リストの質は全体的

に高いが、磁気テープを輸出することは規制され

ている。企業リストのレンタルや交換は交渉次第

である。

多くのフランス人は８月に長期休暇をとるので、

この月に新しい事業契約を結ぶのは難しい。企業

マネージャーは、一般的に母国語を話すことを好

む。フランス人に対しては、正しいフランス語の

文法で伝えることが大変重要である。郵便物を送

付するときは、ネイティブ・スピーカーやプロの

翻訳家による校正を受けることが望ましい。

（出所：The HANDBOOK of INTERNA-

TIONAL DIRECT MARKETING Fourth Edi-

tion, FRACE,）

１ ダイレクト・マーケティング広告費

ダイレクト・マーケティング広告費は、郵便

DM、メディアDM（テレビ、ラジオ、印刷物）、

電話DMの３つのグループに分けられる。

郵便DMは、１９９７年ダイレクト・マーケティン

グ広告費の７９％を占める。このうち、あて名DM

は３３％を占める。メディアDMは１９９６年までわず

かに減少していたが、１９９７年では急増という新た

な局面を迎えた。電話DMはいまだ７％とごくわ

ずかのシェアである。

表１２ ダイレクト・マーケティング広告費

百万FF １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ ９８／９７
１９９８

構成比

あて名DM １６，４５５ １６，５３９ １７，４４１ １８，６３４ ２０，５２０ １１．０％ ４０．５％

あて名なしDM １２，９８４ １４，０２７ １５，９０６ １６，０１８ １７，１８４ ７．２％ ３３．９％

カタログ＊ １，９０２ ２，０３３ １，９２２ ２，００６ ２，１０２ ４．７％ ４．１％

《Asile―colis》＊＊ ３２３ ３７１ ３３６ ３５２ ３３６ －４．５％ ０．７％

DM総広告費

（郵便DM）

３１，６６３ ３２，９７０ ３５，６０５ ３７，０１０ ４０，１４２ ８．４％ ７９．２％

ダイレクト・テレビ １，８０６ ２，１５４ ２，３４４ ３，０４３ ２，９１７ －４．１％ ５．８％

ダイレクト・印刷物 ３，０７４ ２，２７０ １，６８９ ２，２５３ ２，４２６ ７．６％ ４．８％

ダイレクト・ラジオ ８４９ １，１５０ １，２８１ １，２６７ １，５１０ １９．１％ ３．０％

伝統的媒体総広告費

（メディアDM）

５，７２８ ５，５７４ ５，３１３ ６，５６４ ６，８５３ ４．４％ １３．５％

電話DM ２，２１０ ２，５８４ ３，２２０ ３，４４５ ３，６３４ ５．４％ ７．２％

総 計 ３９，６０１ ４１，１２８ ４４，１３８ ４７，０５９ ５０，７０９ ７．７％ １００％

＊カタログは重量２５０gから３kgまでの書類をいう。
＊＊Asile―colis は通販で届く小包に入れてある広告（チラシ等）をいう。
注：１９９４年の推計方法が１９９５年から異なっていることに注意。
出所：UFMD推計 NA：non available
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２ あて名DM

あて名DMは最も重要な媒体である。１９９８年に

おいてダイレクト・マーケティング総広告費の

４０．５％を占める。

３ あて名なしDM

フランスは、ヨーロッパ最大のあて名なしDM

市場国である。

４ カタログ

表１１ あて名DM物数と広告費

１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ ９８／９７

あて名物数（百万通） ３，７４８ ３，６４３ ３，７０３ ３，８４２ ４，０００ ４．１％

１通当たり広告費（FF）＊ ４．３９ ４．５４ ４．７１ ４．８４ ５．１３ ６．０％

総広告費（百万FF） １６，４５５ １６，５３９ １７，４４１ １８，５９５ ２０，５２０ １０．３％

＊１９９８年の広告費の内訳：郵便料金（３９％），住所データベース費用（１１％），制作費（５０％）
出所：UFMD推計

表１４ あて名なしDM物数と広告費

１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ ％９８／９７

あて名なしDM物数（百万通） １６，００２ １７，２００ １８，２００ １８，２９２ １８，７００ ２．２％

ラ・ポスト配達（百万通） ６，０１１ ６，４２０ ６，５８２ ７，０５０ ND ―

民間配達（百万通） ９，９９２ １０，７８０ １１，６１８ １１，６５０ ND ―

総広告費（百万FF） １２，９８５ １４，０２７ １５，９０５ １６，０１８ １７，１８４ ７．２％

配送費（百万FF） ３，６７７ ３，９７２ ４，２４３ ３，７４０ ３，７４９ ０．２％

制作費（百万FF） ９，３０７ １０，０５６ １１，６６３ １２，２７７ １３，４３４ ９．４％

出所：UFMD推計

表１５ カタログ物数と広告費

１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８

カタログ物数（百万） １０９ １０８ ９９ １０５ ９７

ラ・ポスト配達（百万） ９８ ９６ ８９ ９２ ８５

民間配達（百万） １１ １２ １０ １３ １２

総広告費（百万FF） １，９０２ ２，０３３ １，９２２ ２，００５ ２，１０２

配送費（百万FF） ７０８ ７２９ ７４８ ７８８ ６８２

制作費（百万FF） １，１９４ １，３０４ １，１７４ １，２１７ １，４１９

出所：UFMD推計
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５ 主要広告業種

５．１ あて名DM

５．２ あて名なしDM

表１８は、あて名なしDMのマス・マーケターを

対象とした数字で、UFMD household panelの委

託を受けARBALETによって調査されたもので

ある。

６ リスポンス率

フランスには英国のような詳細なDMリスポン

ス率に関する情報はないが、ラ・ポスト提供のも

ので電話と郵便の複合利用に関するリスポンス率

を紹介する（表１９）。

表１６ 業種別あて名DM物数、キャンペーン数及び企業数

４１ first weeks

１９９８
郵便物数（通）

％
キャンペーン数

％
企業数�社

％

流 通＊ ４７１，４０７，６６１ ２１ １，２９１ １３ ７２ ３

製 造 業 ４５６，５０４，４３５ ２０ １，９３２ １９ ５２２ ２０

印刷／出版 ３４１，４７０，１６１ １５ １，５７７ １６ ３６９ １４

日 用 品 ３０３，７４６，３７１ １３ １，３４６ １３ ３７８ １４

金融サービス ２２６，６２２，１７７ １０ １，２７０ １３ ２２３ ９

保 険 １５８，６２６，２１０ ７ ７９２ ８ ２４６ ９

慈 善 団 体 １２４，１６２，５００ ５ ５６６ ６ １４９ ６

旅行業界／輸送／レジャー ９０，５３７，０９７ ４ ７１３ ７ ４３５ １７

電気通信／情報技術 ５３，５５８，４６８ ２ １７０ ２ ４０ ２

自動車産業 ３６，３２６，６１３ ２ ２１４ ２ ９３ ４

そ の 他 ２０，９５７，６６１ １ １３１ １ ８１ ３

計 ２，２８３，９１９，３５４ １００ １０，００２ １００ ２，６０８ １００

＊大手通販専門企業１１社を含み、これら企業で物数の１８％を占める。
注１：１キャンペーン当たりの発送通数は平均で２３万通である。
注２：４１first weeksとは年５２週間のうち最終の４１週間までのデータを示す。
出所：étude IPSOS―NFO／UFMD１９９８

表１７ 形態別あて名DM物数、キャンペーン数及び企業数

４１ first weeks １９９８
郵便物数（通）

％
キャンペーン数

％
企業数�社

％

通 信 販 売 １，７３１，７５４，８３９ ７６ ６，８６０ ６９ １，２９５ ５０

企業イメージ／コミュニケーション ３２８，２４３，５４８ １４ １，８３９ １８ ７０３ ２７

間 接 販 売 ２４７，６７２，９８４ １１ １，４６３ １５ ６４１ ２５

後 援 １５６，１１１，２９０ ７ ６６１ ７ １３５ ５

商品知識付与 ９５，７５３，２２６ ４ ３７４ ４ １１１ ４

クロスセーリング ７０，３２４，５９７ ３ ４０７ ４ ５０ ２

取 引 開 拓 ２３，８４５，１６１ １ １３７ １ ６２ ２

そ の 他 ８３，０８５，４８４ ４ ３６９ ４ １４９ ６

計 ２，２８３，９１９，３５５ １００ １０，００２ １００ ２，６０８ １００

注：１通の郵便物は、複数の活動目的から構成される。４通のうち３通の郵便物は、通信販売を目的とする。企業の５０％は、あ
て名DMを利用している。

出所：étude IPSOS―NFO／UFMD１９９８
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７ ラ・ポストの取組

ラ・ポストでは、以下のような取組を展開して

いる。

�１ 最新の顧客情報分析技術を取り入れるDM差

出企業との連携・協同

�２ 広告主への支援、助言：小企業から大口利用

者までDMをより使いやすくするためのサービ

ス・助言を行っている。地方企業にさえ実用的、

技術的支援を提案できるよう体制を整えている。

�３ DMに関する調査：１９９３年よりDMの受容性

や購買動機等に関する調査を実施

�４ １９８７年設立の子会社Mediapostによる顧客支

援活動：Mediapostの目的は、geomarketingと

呼ばれる手法で業界を支援することである。こ

れは、個人情報がなくても地理的条件、人口、

消費者利用状況を基礎にして見込客を的確に絞

り込む。この地理的データは、フランスに住む

全世帯を６５，０００エリアに分け、１エリアには平

均４００世帯がはいっている。

表１８ 形態別あて名なしDM物数、キャンペーン数及び企業数（１９９７）

キャンペーン数
％

店舗数＊

％

あて名無しDM物

数（百万） ％

大型スーパー ５，２２３ ４１ ５０５，１８９ ７５ ３，１８４ ４９

その他スーパー ５，１５５ ４０ ８３，４６８ １２ ２，７７２ ４３

ペット、庭園センター ４８６ ４ １６，９９５ ３ ５０ １

家 具 店 ３８２ ３ １５，０３８ ２ ９８ ２

洋 服 店 ２７３ ２ ５，７６０ １ １８ ε

フリーザーセンター ２０８ ２ １８，５６３ ３ ２４ ε

その他専門店 １，１５５ ９ ２８，８５５ ４ ３５１ ５

計 １２，８８２ １００ ６７３，８６８ １００ ６，４９５ １００

＊店舗数は、キャンペーンの参加店舗数で算定。

表２０ 電話と郵便の複合利用

キャンペーン例 理論上リスポンス率

無料資料提供 ５～６％

３，０００FF商品の販売 ０．３～０．５％

自動車試乗キャンペーン ８～１０％

顧客満足度調査 １５％

クーポン、くじによる店頭顧客開拓キャンペーン ５～１０％

出所：Chiffres Reperes de La Poste（０１／１０／９７）
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１ はじめに

近年、日本の国内外で金融再編が進展している。

それに伴い、金融機関の経営戦略も、変革が進ん

でいる。

とはいえ、日本の金融再編に対しては、経営体

制の改革が不充分との批判が強い。そして、１９９０

年代に、不良債権問題等による経営不振を克服し、

各金融機関が独自のビジネスモデルを確立するこ

とに成功したアメリカを、日本は１０年遅れて追随

している状況と言われる。

過去１０年間で、米銀の経営危機からの回復を支

えた経営戦略について、詳しくはここでは割愛す

るが、一言で言えば、「得意分野への集中」によ

るビジネスモデルの確立と、当該モデルが成熟し

た段階での「得意分野を核とする多角化」にある

と考えられる。前者は“「コア・コンピタンス

（Core Competence）」１）へのフォーカス”、後者は

“いったん「アンバンドリング（分解）」した金

融機能の「リバンドリング（再結集）」”という概

念で説明されることも多い。

こうした動向は、アメリカだけでなく、イギリ

スの金融機関の経営方針にも明確に表れている。

米銀に比べて紹介される機会が少ない英銀だが、

イギリスの金融業界では主要プレーヤーが比較的

少なく全体像がつかみやすいこと、また異業種参

入による競争激化が日本に先駆けて進展している

こと等から、その事例は日本にとっても示唆に富

むものとなっている。

２ イギリス金融業界の現状

従来型のイギリスの銀行（Bank）には、中央

銀行であるイングランド銀行の他、大きく分けて、

�１ 手形交換所の加盟・決済銀行を起源とし、商

業銀行業務を実施するクリアリングバンク

（Clearing Bank）

�２ 証券業務、法人向けホールセール業務を実施

するマーチャントバンク（Merchant Bank）

の２つの業態がある。その他、預金引受金融機関

として、住宅金融組合（Building Society）、国民

貯蓄銀行（National Savings Bank、郵便貯金に

相当）等があり、また非預金引受金融機関として、

年金基金、保険会社等が存在している。

概ね日本の銀行に相当するのは�１であるが、そ

のうちロンドン手形交換所加盟銀行であるナショ

ナル・ウェストミンスター銀行（ナットウエスト）、

バークレイズ銀行、ロイズTSB、HSBC（旧ミッ

ドランド銀行）がイギリスの４大銀行となってい

トピックス

米銀だけが手本か？
――英銀に見る「得意分野を核とする多角化」――

第二経営経済研究部主任研究官 一木 美穂

１）Gary Hamel、C.K. Prahaladによって提唱された概念。他者には真似ができない自社ならではの価値を持つ中核的な企業能力、
あるいは自社が事業を行っていくうえで社外に委託不可能な能力（出典：花田光世「マルチプル・コ・ソーシングによる未来
組織の創造」『アウトソーシングの実践と組織進化』）。
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る。また、準大手銀行として、スコットランド手

形交換所加盟銀行であるロイヤル・バンク・オ

ブ・スコットランド（RBS）、バンク・オブ・ス

コットランド（BOS）がある２）。

近年、�２のマーチャントバンクは、資本力で優

位な外資系金融機関に相次いで買収されており、

投資銀行業務については、国外プレーヤーが主導

権を握る、いわゆる「ウィンブルドン現象」が起

こっている（図表１参照）。

一方リテール市場では、外資系金融機関が参入

することが容易でない分野特性もあり、伝統的に

上場銀行が金利・手数料水準決定の主導権を握り、

高い収益率を確保していた。しかし近年、新規参

入者の台頭で、既存大手銀行の収益は侵食されて

おり、当該市場においても、生き残りをかけた競

争が本格化しつつある。主な新規参入者は、以下

のとおりである。

● スーパーマーケット

既存金融機関と競争関係にある一方で、一部

既存金融機関と提携し、円滑な業務導入を図っ

ている事例が主流である（後述）。

● インターネット専門銀行

最大手生命保険会社プルデンシャルのリモー

トバンキング専門子会社エッグ３）に代表される。

現在、口座数を急増させている。

● 元住宅金融組合

アビー・ナショナル、ハリファックス等の大手

が普通銀行に転換し、商業銀行業務に本格的に参

入している。住宅ローンを得意分野としつつ４）、

近年は積極的に業務を多角化している。

（以上、イギリス金融業界の全体像については図

表２参照。）

以下では、クリアリングバンク大手４行を中心

とする既存金融機関に焦点を当て、近年の経営方

針の動向として、経営戦略の失敗と成功、そして

異業種参入について、述べることとする。

３ 多角化の失敗―英銀の最新事情から

この１年で、イギリスの金融業界を最もにぎわ

せたニュースは、RBSによる、ナットウエストの

買収であろう。これは、スコットランドを営業基

盤とする準大手銀行が、最大手銀行の一つを買収

する、いわゆる「小が大を飲む買収」である。

３．１ 「下克上」の買収の経緯

当該買収が成立した背景には、ナットウエスト

の多角化方針の失敗がある。ナットウエストは

１９９０年代後半に投資銀行部門NWM（ナットウエ

スト・マーケッツ）の強化のため、相次ぐ買収を

実施した。その一方で、非中核部門のリストラを

推進した（図表３参照）。しかし、NWMのシス

２）１９８０年代に、手形交換所への加盟資格が外資系金融機関や住宅金融組合にも拡大されたが、「クリアリングバンク」の名称は、
一般には上記４大銀行のみに適用されている。

３）１９９８年１０月設立。２０００年６月末現在、顧客数は約１１０万人。
４）住宅ローンについては、従来、住宅金融組合が主に提供してきたが、１９８０年代にクリアリングバンクが本格的に参入している。

図表１ イギリスの独立系マーチャントバンク買

収の経緯

発表年月 内 容

１９８９．１１ ドイツ銀行がモルガン・グレンフェルを買収

１９９５．３ 蘭INGグループがベアリングズを買収

１９９５．５ スイス銀行がSGウォーバーグを買収

１９９５．６
独ドレスナー銀行がクラインオート・ベンソン

を買収

１９９７．１２ 仏ソシエテ・ジェネラルがハンブロスを買収

２０００．１
米シティグループがシュローダーズの投資銀行

部門を買収

２０００．４ 米チェース・マンハッタンがフレミングを買収

（出典：日本経済新聞２０００．４．１２ ９面）
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テム、人員の維持のために多額の投資が必要であ

る一方、米国系投資銀行の巨大化に伴い、当該部

門の競争力は相対的に低下した。このため、１９９７

年１２月に、投資銀行業務から事実上撤退すること

を発表した５）。

その後ナットウエストは、リテールを中心とす

図表２ イギリス金融業界における現在の競争関係

５）英国・欧州株業務を米バンカース・トラストに、アメリカ・アジアを中心とするデリバティブ業務を独ドイチェ・モルガン・
グレンフェルに、それぞれ売却することを決定した。

図表３ ナットウエストの１９９０年代の投資銀行部門の強化

時 期 投資銀行部門の強化 非中核部門等のリストラ

１９９１年～

１９９２年１月

１９９４年
１９９５年

１９９５年１０月
１９９５年１２月
１９９６年２月
１９９６年６月

１９９６年１０月

・投資銀行部門NWMの設立
（従来の証券部門に大手企業向け融資部門を統合）
・NWMで１万４０００人を新規雇用

・米M&A専門会社グリーチャーの買収合意

・英投資顧問ガートモアの買収合意
・米証券会社グリニッジ・キャピタル・マーケッツ
の買収合意
・英コーポレート・ファイナンス会社JOハンブ
ロ・メガンの買収合意

・大規模な行員数削減の実施
（１９９１年～１９９３年で１万７５００人削減）

・４０００人の行員削減
・保険子会社ナットウエスト・ライフ（１９９３年設立）
の部門縮小

・米銀子会社ナットウエスト・バンコープの売却決定

・スペインの銀行子会社BNWEの保有株式の約８０％
を売却決定

（資料：日本経済新聞、日経金融新聞をもとに作成）
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る商業銀行部門へと回帰する経営方針を決定した。

そして、銀行と保険の融合による総合金融サービ

ス化（バンカシュアランス）が欧州で加速する中

で、ナットウエストも保険部門拡大によるリテー

ル強化を目指し、大手生命保険リーガル・アン

ド・ゼネラル（L&G）の買収を発表した（１９９９

年９月）。しかし、この買収案による合理化効果

が小さく、買収価格も割高であるとの批判から、

ナットウエストの株価は下落した。このため、

ナットウエストは当該買収を断念した。

こうした投資家の不満を契機に、ナットウエス

トに対し、スコットランドを基盤とする準大手銀

行RBS、BOS２行が株式公開買付け（TOB）を

かけ、過去の経営実績に対する投資家の評価が高

いRBSの買収提案が受け入れられることとなった

（２０００年２月発表、買収は同年３月完了）。

３．２ 多角化からの撤退と経営体力回復に向けて

このように、１９９７年、ナットウエストは投資銀

行業務の拡張に失敗し、リテールへの集中による

経営体制の立て直しを目指した。同様に、４大銀

行の一つであるバークレイズ銀行も、収益性が悪

化したため、１９９７年、証券子会社BZW（バーク

レイズ・デ・ズート・ウェッド）の部門売却を決

定している６）。つまり、金融ビッグバン後、投資

銀行業務の拡大による多角化を推進したクリアリ

ングバンク大手は全て、その経営方針を転換して

リテール業務へ回帰したことになる。

ただし注意すべき点は、両行とも、投資銀行部

門のうち、商業銀行業務との親和性が高い為替、

債券業務は自行内に存続させていることである。

すなわち、ホールセール業務については、撤退で

はなく、ビジネスモデルを明確化させて再構築し

たと見るのが適切であろう。

結果的に、ナットウエストはRBSに買収される

こととなったが、一方、バークレイズ銀行は単に

リテールに回帰するだけではなく、イギリス国内

最大のシェアを有するクレジットカード部門と一

体でインターネットバンキングを強化する等７）、

独自戦略による経営体制の強化を推進している。

４ リテールへの集中による収益性向上

一方で、４大銀行のうち、ロイズTSB、HSBC

（旧ミッドランド銀行）は、金融ビッグバン後の

競争激化の中で、いち早く投資銀行業務から撤退

し、リテールを中心とする商業銀行業務に特化し

た。そして１９９０年代後半には収益性の向上を実現

した。

確かに、イギリスでは歴史的に、上場銀行が金

利水準決定の主導権を握っており、リテールの収

益性が高い。このことが、リテールに特化するビ

ジネスモデルを成功させる大きな要因となってい

る。しかし、上記の成功は、単にイギリスのリ

テール業務の特質に起因するだけではなく、得意

分野への集中と強化に向けた経営努力が背景と

なっている。

４．１ リテールでの商品多角化―ロイズTSB

ロイズTSBは、リテール分野における商品の多

角化を推進している。とりわけ保険分野は成長分

６）欧州株業務とM&A仲介業務、アジア部門はCSFB（クレディ・スイス・ファースト・ボストン）に、オーストラリア・ニュー
ジーランドの投資銀行部門はオランダのABNアムロに、それぞれ売却している。
なお、BZWは１９８８年１２月期決算で黒字に転換し、一時は、銀行系証券会社における唯一の成功例と評価されていた。

７）１９９９年１２月期でのバークレイズのネット顧客は６４万人で、イギリスで最大シェアを有している。
８）保険業務への本格的取組みは、大手生命保険会社アビー・ライフと合併して「ロイズ・アビー・ライフ」を設立（１９８８年１０月

発表）したことに始まる。また、ロイズTSBは、１９９５年１０月に、前身のロイズ銀行と商業銀行準大手のTSB（トラスト・セー
ビング・バンク）グループが合併して誕生したが、TSBが保険商品を得意とする点がロイズ銀行の経営方針に合致していたこ
とが、合併成立の要因の一つとなっている。
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野と位置付けて強化しており、近年でも、生命保

険会社スコティッシュ・ウィドウズを買収してい

る（１９９９年６月）８）。このように、単に得意分野に

集中するだけではなく、リテールを基盤として業

務多角化を推進することで、自らのビジネスモデ

ルを進化させている。その結果、突出した高収益

を実現している９）。

４．２ 集中と多角化の同時実現―HSBC

HSBCは、銀行単体としてはリテールに特化し

ているものの、持株会社の傘下に証券グループが

あり、全体では事業を幅広く展開している。その

意味では、コア業務へのフォーカスと、多角化に

よる収益源の分散が同時に図られている事例であ

る。こうしたビジネスモデルの明確化により、

１９８０年代後半から１９９０年代前半にかけての経営危

機から脱却している１０）。

また、HSBCは先進的チャネルの導入に積極的

なことが特徴である。１９８９年１０月には無店舗のテ

レホンバンキング子会社であるファーストダイレ

クトを、独立した別会社として設立している１１）。

そして、既存店舗と比較して低コストで運営され

ていることを反映して、有利な金利水準を設定し

ている。また、衛星デジタル放送を活用したテレ

ビバンキングを１９９９年９月にサービス開始してい

る１２）。こうして、HSBCも、リテール分野での独

自路線を展開している。

５ スーパーマーケットとの提携について

イギリスの金融業界といえば、近年ではスー

パーマーケットの業界参入の話題が多い。しかし、

その大半はスーパーマーケットの参入といった視

点から調査・分析したものであり、既存の金融機

関サイドに焦点を当てたものは少ない。

金融機関側から考察してみると、異業種である

スーパーマーケットとの提携方法は、イニシア

９）ロイズTSBのROEはTSBグループの買収を契機に急上昇し、１９９５年１２月期には５０．１％（前期比３２．２％増）となった。現在も３０％
超の高収益を維持している。

１０）当時のミッドランド銀行（現HSBC）は１９８７年決算で赤字転落、１９８９年上半期決算でも４大銀行中唯一、赤字を計上している。
このため１９９２年、HSBC（香港上海銀行）に買収され、以後、上記の経営立て直しを推進した。
なお１９９９年末現在、株式時価総額は約１１７６億ドル、シティグループに次いで世界第２位である（The Banker誌調べ）。

１１）イギリスでは銀行に対する庶民の好感度が低いため、既存の銀行本体で獲得困難な顧客層の取込みを目的に、別ブランドで
マーケティングしている。

１２）テレビバンキングは、ロイズTSBが１９９７年にイギリス北部で試験運用したが、当時は顧客の反応が悪く、導入を見送っている。

図表４ イギリス大手銀行グループの１９９９年１２月期決算
（カッコ内は前期比増減率（％））

銀行名 総資産
（億ポンド）

税引き前利益
（百万ポンド）

自己資本比率
（％）

ROE
（％）

HSBC ３，５２３（１８） ４，９３３（２１） １３．２ １７．５

バークレイズ ２，５４８（１６） ２，４６０（３０） １１．３ ２１．２

ロイズTSB １，７６１（５） ３，６２１（２０） １５．１ ３０．５

アビー・ナショナル １，８０７（１１） １，７８３（１７） １１．６ ２２．８

ハリファックス １，６２０（１２） １，７８２（３） １１．７ １５．８

ナットウエスト １，８５７（０） ２，２６３（６） １６．２ １９．５

RBS ８８９（１２） １，２１１（２１） １２．１ ３２．０

（注）RBSについては１９９９年９月期決算。 （出典：日経金融新聞２０００．３．１６ ５面）
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ティブの強弱に応じて、以下の３つのカテゴリー

に大別される。

５．１ インストアブランチ�１（銀行単体ブランド）

前述の４大銀行は、銀行側が比較的強いイニシ

アティブを発揮する形での提携を実施している。

例えばHSBCは、１９９７年５月、イングランド中・

北部を基盤とするウィリアム・モリソンズと提携

してインストアブランチを積極的に展開している。

また、ロイズTSBは、１９９７年１２月、独自に銀行業

務参入の意思のないスーパーマーケットASDA

（アズダ）内にインストアブランチを開設してい

る。

なお、ナットウエストは、英銀で初めてスー

パーとの提携を実現したが（後述のテスコとの間）、

結局当該提携を解消し、その後はショッピングセ

ンターに独自の支店を開設している。また、バー

クレイズ銀行は上記モリソンズでインストアブラ

ンチを試験的に開設したが、モリソンズがHSBC

と提携したため、その後はスーパーとの提携には

消極的である。

５．２ インストアブランチ�２（両ブランド名併存）

住宅金融組合から１９８９年に普通銀行に転換した

アビー・ナショナルは、商業銀行業務に新規参入

したため、顧客層の拡大を目指し、スーパーの

セーフウェイ内にインストアブランチを、１９９７年

７月に開設している。

この提携では、提供商品の一部（バジェット口

座、貯蓄口座）は両社のブランド名で販売し、そ

の他の商品はアビー・ナショナル単体のブランド

で提供している。ダブルブランド名を一部導入し

ている理由は、セーフウェイが単独で銀行業に参

入することのリスクを回避しつつ、自社のポイン

トカード「ABCカード」の利用者の拡大、顧客

データ蓄積のために、当該金融商品に対するイニ

シアティブを確保するためと考えられる。

すなわち、金融機関側のイニシアティブの強度

は、前述の４大銀行のケースと、後述の銀行子会

社のケースの中間的性格となっている。

５．３ スーパーマーケットの銀行子会社設立

前述のRBSは、スコットランドを営業基盤とし

ており、イングランドへの営業基盤拡大を目的に、

スーパーマーケット業界第１位のテスコと提携し

た。そして、両社の共同出資で、個人金融専門会

社のテスコ・パーソナル・ファイナンス （TPF）

を設立し、１９９７年７月に営業を開始している。

TPFでは、RBS本体と比較して、預金金利、

ローン金利を有利に設定しているため、利ざやは

比較的小さい。このため今後は、投資信託、年金

等の導入により、利ざやの確保を図ると予想され

る。ただし、従来は預金残高に対して、ローン残

高の規模が小さく、残りは短期金融市場で運用し

ていたが、近年は融資残高が預金を上回っており、

利ざやは改善している。このため、昨年９月から

黒字基調に転換している。

同様にスコットランドを営業基盤とする準大手

銀行BOSも、スーパー業界第２位のセインズベ

リーとの合弁会社を設立している。

このように、イングランドでの営業拠点が少な

く、営業地域の拡大による規模の利益が大きい両

行は、スーパーマーケットの銀行子会社設立、す

なわち、流通業界側が主導権を握る形の提携を実

施している。

５．４ まとめ―異業種との提携事例の考察

以上の提携事例に共通していることは、いずれ

もリテール分野におけるビジネスモデルが成熟し

た段階で提携を実施している点である。ただし、

各カテゴリーごとに提携の目的は異なる。クリア

リングバンク大手は、既存の銀行顧客以外の顧客
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層への浸透を目的とした提携を実施し、元住宅金

融組合のアビー・ナショナルは、特定の顧客層向

けというよりは純粋に口座数の拡大を指向してい

る。一方、準大手銀行２行は、大幅な地理的拡大

を目指している。このように各行が確立した独自

の経営方針に基づき提携を実施しているため、イ

ニシアティブの強弱が異なる結果となったと考え

られる。

６ 今後の英銀経営の展望について

以上のように、１９９０年代後半、英銀は国内リ

テールに特化する経営戦略を主流としていた。し

かし最近では、例えばロイズTSBが保険分野を中

心に、リテール分野の商品多角化を推進している

一方、バークレイズ銀行がインターネットを活用

した企業取引の仲介を他の英銀に先駆けて積極展

開しているように１３）、特化型経営方針は成熟し、

英銀は拡大路線への転換を図っていると考えられ

る。

こうした動向は海外進出戦略においても同様で

ある。M&Aが相次ぐ欧州で、米国系投資銀行の

積極的な参入、欧州金融業界の再編が進展する中、

英銀は当該市場では出遅れていた。しかしロイズ

TSBは今年中に欧州でのネットバンキング事業を

開始する予定である１４）。こうした英銀の動向によ

り、今後は欧州での新たな競争関係が構築される

ことが予想される。

イギリス国内のリテールについては、RBSの経

営戦略が、今後興味深い動向の一つである。RBS

は、営業拠点の拡大を目的に、スーパーマーケッ

トのテスコと提携し、優遇金利での商品提供を実

施してきた。しかし、今年に入り、全国の支店網

を有するナットウエストの買収が決定している。

双方の支店網を併存させることは、二重投資の恐

れがある。また、TPFにおける提携は、現時点

では利ざやが小さく、スーパーマーケット側のイ

ニシアティブが大きいことから、今後RBSのイン

センティブが低下する可能性もある。こうした中、

重複投資部分のリストラを推進する、あるいは各

チャネルの戦略上の位置付けを明確に差別化する、

等の選択肢が考えられ、堅実経営には定評がある

RBSが、今後どのようなビジネスモデルを描くの

かが注目される。

７ 終わりに

―日本の金融業界へのインプリケーション

１９９０年代後半のクリアリングバンク大手４行は、

リテール分野へのフォーカス戦略を推進した２行

が収益性の向上を実現する一方、他の２行は投資

銀行部門への多角化経営に失敗し、前者の経営方

針を遅れて追随する形となり、勝ち組と負け組に

明暗を分けた。日本の金融業界でも近年、得意分

野へのフォーカス（いわゆる「選択と集中」）の

必要性が唱えられることが多いが、こうした主張

を裏付ける好事例と考えられる。

しかし、こうした英銀の最新の動向を見ると、

そのビジネスモデルは単にリテールに特化してい

るだけではないことが判明する。前述のとおり、

リテール分野における商品多角化（保険分野等の

強化）や、インターネットを活用したホールセー

ル業務の再構築等が進展している。それは、リ

テール特化型のビジネスモデルが成熟した段階に

１３）バークレイズ銀行は、今年に入り、中堅・中小企業をターゲットに、企業間の受発注とそれに伴う資金決済サービスを提供す
る「バークレイズB２B. com」を開始している。また英最大のインターネット接続会社フリーサーブとの合弁会社を設立し、イ
ンターネットを通じて中小企業に各種情報、金融商品を提供する方針である。こうした戦略を、将来的には欧州大陸市場の法
人顧客獲得にも活用すると言われている。

１４）スペインで年内にインターネット専業銀行を立ち上げるのを皮切りに、ドイツ、フランス、イタリアでも事業を展開する予定
である（１９９９年１２月期決算発表時に公表）。
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到達し、英銀の経営戦略が次の段階に進化してい

ることを表している。また上記の多角化は、各行

独自の経営体力、経営方針に見合った範囲となっ

ている。

この特色は、異業種参入に対する金融機関の経

営戦略にも表れている。イギリスで異業種参入が

早くから進展したことが、既存金融機関の生き残

りをかけた経営努力を促しており、現在の日本の

金融業界に見られる潮流の先行事例として参考と

なる。加えて、金融機関とスーパーマーケットと

の提携における金融機関の戦略が、横並びではな

いことが重要である。その背景に、各行の確立し

た経営モデルがあり、その先の経営戦略の一環と

して提携が位置付けられているからである。

こうしたイギリス金融業界の動向は、非採算部

門の切り捨てと中核業務への集中による経営体力

の強化が、金融業界における生き残りの必要条件

にすぎず最終目標ではないこと、そして次の段階

として「得意分野を核とする多角化」が重要であ

ることを示唆するものとして、日本の金融業界に

おいても注目に値すると考えられる。
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はじめに

郵便物の機械処理範囲の拡大につれて、機械処

理が可能な郵便物の比率を高めることは、郵便物

の効率的な処理にとってますます重要な課題と

なってきている。

郵政研究所前技術開発研究センターでは、機械

処理が可能な郵便物の条件について、１９９８年度か

ら１９９９年度にかけて調査研究を実施し、その成果

の一部は『郵政研究所月報』１３５号（１９９９．１２）に

紹介したところである。本稿では、柔軟性のない

内容物が封入された郵便物に関する調査結果につ

いて述べる。

なお、郵便物が機械で処理されるときは、長辺

方向に搬送されるため、本稿における「柔軟性」

とは、郵便物の両側の短辺を持って郵便物を曲げ

るときのものである。

また、今回の研究は、郵便物が機械処理可能で

あるか否かという観点からの調査であるため、機

械処理に伴う内容物の状態変化の有無については

評価していないので、郵便物作成の参考とされる

際にはご注意いただきたい（力が加わると変形等

が発生するおそれのあるものは、保護材で内容物

を包装した上で第一種定形外郵便物等として差し

出すことをおすすめする）。

１ 本研究実施の背景

郵便物取扱量の多い郵便局では、第一種定形郵

便物（以下「定形郵便物」という）及び第二種郵

便物の大半を機械で処理しているが、機械の搬送

路の構造上、何回も郵便物を曲げることとなるた

め、容易に曲がらない内容物が封入された郵便物

は、機械処理が困難である。

最近の郵便物には、CD―ROMを同封したダイ

レクトメール等、紙のような柔軟性がない内容物

を同封したものが散見されるようになってきてい

る。

これまで、機械処理可能な郵便物の柔軟性に関

する定量的な基準は存在しなかった。これは、

●定形郵便物の要件に、硬さに関する事項がない

（個人の差出人の方にも適否を容易に判断でき

るような条件を示すことが非常に困難）。

●以前は柔軟性のない内容物が封入された郵便物

が非常に少なかった。

●機械の台数が少なく機能も限定されていたため、

機械で処理される郵便物数が現在ほど多くな

かった。

等により、定量的な基準の必要性が薄かったため

であると推測される。

このため、郵便物が機械処理可能か否かは、実

際に機械に供給する以外、判断できる方法がな

かった。

トピックス

機械処理が可能な郵便物の柔軟性について

前技術開発研究センター主任研究官 権田 努
通信経済研究部技術開発研究グループ研究官 平澤 努
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１９９８年２月の新郵便番号制の導入に伴い、機械

処理範囲が拡大されたことから、機械への依存度

が非常に高くなり、機械処理可能な郵便物の比率

を高めることが従来にも増して重要視されてきて

いる。このため、郵便物を差し出すお客様にご協

力をいただくためにも、機械処理可能な郵便物の

具体的条件を明らかにする必要性が高まった。

２ 定形郵便物の内容物について

定形郵便物の主な要件は、

長さ：１４０～２３５mm

幅 ：９０～１２０mm

厚さ：１cm以下

重さ：５０g以下

である。このため、例えば、

クレジットカード：８５mm×５３．５mm×０．７６mm

コンパクトディスク（直径１２cm）：直径１２cm

の円形、厚さ１．２mm

は、定形郵便物として郵送が可能な寸法である。

封筒に封入された内容物は見えないため、実際

に郵送されている内容物についての情報を得る方

法として、郵便局に対するアンケートやヒアリン

グを実施しても、具体的な情報（物品名、形状、

材質、寸法等）はほとんど得られないと予想され

た。

そこで、郵便物を大量に差し出している事業所

数社にヒアリングを実施したところ、比較的柔軟

性のないものとしては、以下のような物品を定形

郵便物で郵送したことがあるとの回答を得た。

カード類（クレジットカード等）

コンパクトディスク（CD―ROMを含む）

フロッピーディスク

筆記用具

コイン

このことから、多種多様な物品が定形郵便物と

して差し出されていることが確認された。

３ 実験の実施

機械製造メーカーが、設計上処理対象とする郵

便物の条件として、硬さに関する要件を定量的に

定めていれば、それをもって機械処理可能な郵便

物の条件とすることができる。

しかし、製造メーカーでは、そのような要件を

定めていないことが判明したため、模擬郵便物に

よる実験を繰り返し実施することによって明らか

にすることとした。

実験は、郵政研究所前技術開発研究センターで

仕様を定めた模擬郵便物を郵便局で使用している

区分機に供給し、「硬物検知機構」（後述）によっ

て排除されない通数の比率（非排除率）及び所定

の場所に集積された通数の比率（正常区分率）を

求め、機械処理の適否を評価することとした。

模擬郵便物は、原則として１種類当たり８０通、

区分機供給回数は６回とした。

３．１ 第１回実験

第１回実験は、前記２に記した事業所ヒアリン

グ結果を参考に、

●コンパクトディスク（直径１２cm）

●コンパクトディスク（直径８cm）

●プラスチックカード（材質：ポリ塩化ビニル）

を内容物とする模擬郵便物（図表１～３）を使用

して機械処理の可否を確認するという、定性的な

結果を得るものとした。これは、定形郵便物とし

て比較的多く差し出されていると見られたこと及

び機械処理可能な限界の硬さに近いと予想したた

めである。

３．２ 第１回実験結果

区分機で排除されたものはわずかであった。こ

のため、この実験に使用した内容物と同等の硬さ

のものは、機械処理が可能と推定された。
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３．３ 第２回実験（予備実験）

第２回実験では、定量的な条件を見出すため、

内容物は既存の製品ではなく、硬さの段階をある

程度自由に設けることができる素材を使用するこ

ととした。

第１回の実験結果からは、機械処理が可能な限

界の硬さが推定できないため、容易に入手可能な

素材を内容物とした模擬郵便物を作成して予備実

験を実施し、その結果をもとに本実験を行うこと

にした。

予備実験は、機械処理可能な硬さの限界を絞り

込むことが目的であるため、模擬郵便物は１種類

１通とし、区分機供給回数を１０回とした。この予

備実験の内容物として使用した素材は、

ベニヤ板（厚さ：３mm）

発泡塩化ビニル板（厚さ：３mm）

硬質塩化ビニル板（厚さ：１mm）

ポリ塩化ビニル（厚さ：０．８mm、第１回目の

実験に使用した模擬郵便物の内容物であるプラ

図表２ 第１回実験用模擬郵便物（コンパクトディスク（直径８cm））

図表１ 第１回実験用模擬郵便物（コンパクトディスク（直径１２cm））
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図表３ 第１回実験用模擬郵便物（プラスチックカード）

図表４ 第２回実験（予備実験）用模擬郵便物
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長辺方向�

上�

中　央�

下�

左� 右�

短辺方向�

中
　
央�

図表５ 第２回実験（本実験）用模擬郵便物の内容物寸法

図表６ 第２回実験（本実験）用模擬郵便物の内容物の位置
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スチックカード）

とした（図表４）。なお、硬質塩化ビニル板、ポ

リ塩化ビニルは比較的柔軟性があり薄いため、２

枚以上重ねたものも用意し、できるだけ硬さのバ

リエーションが多くなるようにした。

３．４ 第２回実験（予備実験）の実験結果

ベニヤ板、発泡塩化ビニル板は、ほぼ全数が排

除された。その他の素材を内容物としたものは、

寸法や枚数によって排除されたものと搬送できた

ものに結果が分かれた。

３．５ 第２回実験（本実験）

予備実験において、内容物の寸法や枚数によっ

て結果が分かれた、硬質塩化ビニル板（厚さ：

１mm）を選び、枚数を１枚及び２枚の２種類、

寸法を図表５、内容物固定位置を図表６とした模

擬郵便物を用意して本実験を実施した（ただし、

図表７ 第２回実験（本実験）の実験結果（短辺寸法、枚数別）

図表８ 第２回実験（本実験）の実験結果（長辺寸法、枚数別）
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ベルト張力�

ベルト張力�
郵便物の反発力�

変位の検出�

郵便物�

変位�

台　座�

可動部�

荷重�

短辺方向の固定位置を３種類としたものは、短辺

寸法が５０mmのみ）。

３．６ 第２回実験（本実験）の実験結果

図表７～８に示すとおりとなった。

今回評価対象となるのは図表７の結果である。

機械処理が可能とみなす条件として、正常区分率

が９８％以上で線引きすると、短辺方向の長さが

７５mm以下、内容物枚数が１枚のものが該当する。

４ 「硬物試験器」の検討

これまでに記した実験結果から、機械処理可能

な郵便物の硬さの模擬郵便物を特定することがで

きた。

しかし、これだけでは、機械処理が可能な郵便

物の硬さを定量的に説明できず、また、お客様が

作成した個々の郵便物について、郵便局職員が機

械処理の可否を判断することもできない。

このため、郵便物の硬さを定量的に表す方法及

び郵便局で簡易に判定可能な測定方法の検討を

行った。その結果を以下に示す。

４．１ 試作品の作成

郵便物処理用機器は、搬送路の最初の部分に、

正常な搬送ができない硬さの郵便物を排除する機

構（以下「硬物検知機構」という）が設けられて

いる。

硬物検知機構での検知方式は、基本的には、搬

送路上で郵便物が曲げられる箇所において、外側

の搬送ベルトが郵便物の硬さによってどの程度押

されるかを検知するというものである（図表９）。

また、機械の搬送路上で、搬送方向を変える箇

図表９ 硬物検知機構の検知方式

図表１０ 硬物試験器測定方式案（凹型）
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変位�
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郵便物�

所では、郵便物全体に曲げる力がかかることとな

る。

これら郵便物処理用機器の構造を参考に、機械

で処理可能な硬さであるか否かを判定できる用品

（本稿では「硬物試験器」という）の測定原理と

して適当な方式について検討した。

その結果、以下の３案を候補とし、これらの方

式に準拠した試作品を作成して、測定値と実験結

果（機械処理の可否）との相関及び操作性につい

て評価を行うこととした。

�１凹型（図表１０）

半円形状の凹型の台座の上に、同じ半径の凸型

の可動部が上下し、郵便物をその間にはさんで測

定する方式。

郵便物がない状態では、台座と可動部は密着し、

このときと郵便物をはさんで台座と可動部に隙間

が生じたときの可動部の変位が測定値となる。硬

いものほど測定値は大きくなる。

�２凸型（図表１１）

半円状の凸型の台座の上に、柔軟性を有するベ

ルトを、片側のみ固定し、反対側に荷重となるお

もりをつけた構造で、郵便物はベルトと台座の間

にはさんで測定する。

郵便物の硬さに応じて、ベルトが台座から離れ

ておもりが持ち上がるため、おもりの変位を測定

値とする。凹型と同様、硬いものほど測定値は大

きくなる。

�３平型（図表１２）

図表１１ 硬物試験器測定方式案（凸型）

図表１２ 硬物試験器測定方式案（平型）
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中央部にくぼみを設けた平らな台座に郵便物を

置き、くぼみの中央部に集中して荷重のかかる可

動部を下ろして、郵便物に接触した時点（郵便物

が曲がっていない状態）から静止するまでの可動

部の変位量を測定する方式。

なお、機械製造メーカーに対するヒアリングに

より、長辺方向が７０mm未満の内容物は硬物検知

機構の構造上検知できないことが判明したため、

くぼみの幅は７０mmとした。

この方式は、他の方式と異なり硬いものほど変

位量は小さくなるため、試作品は構造等を一部見

直し、荷重のかかり方は同等で、判定を容易にす

るため変位量を増幅させるようにした（図表１３）。

試作品作成に先立ち、荷重を決定するため、

図表１４ 硬物試験器試作品の測定結果（凹型）

図表１３ 硬物試験器モックアップ（平型、試作器の原型）
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モックアップを作成し、分銅によって荷重を変化

させ、第２回実験（予備実験）に使用した模擬郵

便物の測定を行った。その結果、１９．６N （２kgf）

程度の荷重が判定の容易さ及び操作性から適当と

判断し、試作品の荷重はすべて１９．６Nとした。

４．２ 測定方式案の評価

前項に示した各案の方式に準拠した試作品によ

り、前記３の実験に使用した模擬郵便物の測定を

行った。

その結果、凹型、凸型については、同じ測定値

であっても正常区分率に差があるものが少なくな

い（図表１４～１５）。これは、内容物の長辺方向の

寸法が測定値に影響を与えるためである。このた

め、機械処理の可否を判定するには不適当な方式

であると判断した。

これに対して、平型は測定値と正常区分率との

相関が強いことが明らかとなった（図表１６）。こ

のため、平型の測定方式であれば、機械処理の可

否を判定することは可能との結論に達した。

なお、平型の試作品は図表１３の形状としており、

測定値は図表１２の方式で測定した場合の２倍の数

図表１５ 硬物試験器試作品の測定結果（凸型）

図表１６ 硬物試験器試作品の測定結果（平型）
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値を示すものとなっている。

おわりに

今回の研究成果をもとに、機械処理が前提と

なっているカスタマバーコード（郵便物を差し出

すお客様が印字する郵便用バーコード）印字郵便

物に対する料金減額条件に、郵便物の柔軟性に関

する事項が追加され、本年１０月２日から適用され

ることとなっている。

また、郵政省としては、現在稼働している機械

をより有効に活用するために、極力機械処理に適

した郵便物を差し出していただけるように、お客

様に対する広報活動を継続的に行い、ご理解・ご

協力を得られるようにする必要がある。

同時に、今後も多様化が予想される郵便物に対

応するため、郵便物処理用機械について、郵便物

に極力負荷をかけず、処理可能な郵便物の条件を

緩和できるように改善を図ることが望まれる。

最後に、本研究にご協力いただきました方々に、

この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
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１ 刊行物等の発行

�１ 調査研究報告書

調―００―Ⅰ―０１『公益事業の料金規制の動向に関する調査研究報告書』（７月）

統―００―Ⅱ―０１『金融機関利用に関する意識調査（平成１１年度）』（７月）

調―００―Ⅲ―０１『我が国の潜在成長率等に関する調査研究報告書』（７月）

調―００―Ⅲ―０２『為替レートの決定メカニズム及び予測の理論に関する調査研究報告書』（７月）

調―００―Ⅲ―０３『米国年金基金が金融市場に与えた影響等に関する調査研究報告書』（７月）

調―００―Ⅳ―０２『行政手続における電子的情報提供に関する調査研究報告書』（７月）

調―００―Ⅳ―０３『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』

（７月）

調―００―Ⅳ―０４『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ついての調査研究

報告書』（７月）

調―００―Ⅳ―０５『インターネット・コミュニティとの共生型ビジネスに関する調査研究報告書』

（７月）

調―００―V―０１『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』（７月）

調―００―V―０２『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』（７

月）

�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」』No．２０００―０６（７月）

『NTT地域通信事業の生産性と技術進歩』No．２０００―０７（８月）

�３ 金融・経済解説紙等の発行

「NEWS BRIEF（経済指標解説）」（随時発行）

「IPTPトピックス（金融経済解説）」（適宜発行）

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

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

２ 広報活動

�１ P―sat放映

「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）

「平成１２・１３年度経済・金融見通し」（８月１５日）

「月例経済・金融概観の解説」（８月２７日）

郵政研究所通信
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�２ 新聞・雑誌・学会誌等への掲載

「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）

「米国郵政庁技術開発センターにおける開発状況」逓信文化新報（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）

「結果の平等と機会の平等」郵政（７月号）

「情報通信展」逓信協会雑誌（７月号）

「エレキテル」機能模型による静電気実験

～（「世界ゴッタ煮偉人伝」フジTV７月２１日（金）２１：００～２０：５５放映）

「ドイツのダイレクト・マーケティングの動向」（通信文化新報）

「電子証券取引ネットワーク（ECN）」かんぽ資金（８月号）

「４月の地域経済指標の総合的な動き」かんぽ資金（８月号）

「郵便錦絵」郵政（８月号）

３ 学会・大学・講演会等での発表

「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 ていぱーくの特別展

・おもしろBSデジタル展・富士山写真展 （６月１８日（日）～７月９日（日））

・「エレキテル」機能模型の解説及び実演（国際モダンホスピタルショウ２０００）～東京ビックサ

イト （７月１２日（水）～７月１４日（金））

・マルチメディア宇宙館 （７月１６日（金）～８月１３日（木））

・夏休みこども大会「人形劇フェスティバル」（８月１８日（金）～８月３１日（木））

◆ 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
URL http：／／www.iptp.go.jp／
E―mail：www―admin@iptp.go.jp
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編集後記

９月になりました。東京はまだまだ暑い日が続きますが、夏と呼ぶには抵抗があるし、

台風は来るしで、なんだか変な季節です。外に出るのはあきらめて、部屋にこもって研

究でもいたしましょう。

さて今月は３つの特集を組んでいます。

一つは恒例の経済・金融見通し、私も夏のバーゲンに参加して景気回復に貢献してき

ました。

一つはこれも恒例の通信白書特集、白書の概要とコメントをセットにしています。石

黒先生、菰田先生から頂いた厳しくも暖かいお言葉、白書の作成に関わった方々には、

是非一読していただきたいと思います。

一つは舛添要一氏の講演録。６月に開催された郵政研究所研究発表会で講演いただい

たものをまとめたものです。現在の日本を概観するに最適な読み物となっています。

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



IPTPIPTP
Institute for Posts and Telecommunications Policy �
Ministry of Posts and Telecommunications

郵政研究所月報�郵政研究所月報�

№１４４�

2000．92000．9

１４４�

�

ISSN ０９１８－５０６２�
郵
政
研
究
所
月
報�

２０００
．９
�

郵政研究所月報�
�
第13巻　第9号　通巻144号　2000年9月1日発行�
編集・発行　郵政省郵政研究所�
　　　　　　〒106-8798　東京都港区麻布台1-6-19�
　　　　　　TEL：03-3224-7310　FAX：03-3224-7382�
　　　　　　URL　http://www.iptp.go.jp/  E-mail　www-admin@iptp.go.jp�
�
　※本誌の無断転用、複写を禁じます。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

7-202/MAC

平成12･13年度経済･金融見通し　　　　　　　　　　第三経営経済研究部�

情報格差を下支えするのは　　　　　　　　　　　　　　　　神津　十月�

「平成12年版通信白書：特集『ITがひらく21世紀』」について�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石黒　一憲�

ネットワーク社会のビジョンを提起する『通信白書』　　　　菰田　文男�

平成12年版通信白書の公表について　　　　　　　郵政省大臣官房企画課�

21世紀日本の展望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舛添　要一�

機関投資家の運用体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　浩幸�

双方向性ネットワークを利用した調査手法とその影響　　　　能見　正�
�
�
�

濱眉濆


	表紙１
	表紙２
	目次
	巻頭言
	特集１
	平成12・13年度経済・金融見通し
	概要
	１）日本経済見通し
	２）海外経済／金融市場見通し


	特集２
	平成12年度通信白書の公表について
	「平成12年版通信白書：特集『ITがひらく21世紀』」について
	ネットワーク社会のビジョンを提起する『通信白書』

	特集３
	２１世紀日本の展望

	調査研究論文
	機関投資家の運用体制
	双方向性ネットワークを利用した調査手法とその影響

	月例経済・金融概観
	日本経済
	米国経済
	欧州経済
	地域経済
	地域経済の動向
	金融市場（７月期）
	国内経済指標
	海外経済指標
	金融経済指標

	トピックス
	ドイツ、英国、フランスのダイレクト・マーケティングの動向
	米銀だけが手本か？
	機械処理が可能な郵便物の柔軟性について

	郵政研究所通信
	編集後記
	表紙４

