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郵便のエコシステムを進化させる
背景報告要旨
郵便事業は、世界でも最も尊敬を受ける公共機関である。同様に、ロジスティク
ス機構は経済活動と毎日の生活の中で最も決定的な貢献として認識されている。
本報告は、現代社会で、郵便事業で起こっている変化の側面に光を当てようとす
る試みである。脅威と課題は郵便事業にとって目新しいものではなく、郵便は信
頼のおける事業プロバイダーとして、何十年もの間、妥当性を維持してきた一方
で、優秀で責任ある労働者の組織としても維持されてきた。本報告は郵便の組織、
経営側と労働者が直面するさまざまな課題に焦点を当てている。これらの課題は
IT とインフラストラクチャー群、人間のキャパシティービルディング群、組織と
規則群、そしてその他の群に分けられる。次に、本報告は課題に合った郵便組織
の戦略を分析する。それらの戦略の一部分として郵便が取るステップは必ず労働
条件、オフィスのサイズと構造、雇用の方法、労働者と家族への手当にインパク
トを与える。本報告は将来の労働条件のインパクトによる可能な反響についても
簡潔に取り扱っている。郵便労組や協議会による可能な反響については、本報告
は強調するのは、積極的で先を見越した協力である。そうすることによって、郵
便という船は効率的に 21 世紀のデジタル時代の嵐の中を航行することができる。
郵便労組は何十年もの時間をかけて、多くの権利、手当、郵便労働者のための尊
厳を勝ち取り素晴らしい役割を果たしてきた。その役割は将来においても重要で
あり続けるであろう。そのためにも、労組と経営者はともに信頼と協力の雰囲気
の中で郵便事業の生き残りのために協力していく。

本報告の結論は以下の通り。
1. 技術の誘導と自動化は近い将来の大前提である。
2. 郵便局には E コマースによる物数増加で収益を上げる素晴らしいチャンス

が存在する。
3. 金融サービスの多様化は収益を上げ、世界中の郵便局にとって最も速度の

早い多様性戦略である。
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4. 明日の職場は完全にテクノロジーによって動かされる。そのため郵便労働

者は自身のスキルアップに努めなければならない。
5. 労働組合は自信をつけ、組織のために価値があることを、特に弱くて、ス

キルの低い労働者を励まさなくてはならない。
6. 民営化ではなく、パートナーシップの関係が運営の合理化と運営をより現

代化、効率化する答えである。
7. 正規職員には更なる業務をおこなうよう、求められるだろう。
8. ミレニアム世代は上級管理者からの効果的なメンタリングと職場を通じた

効果的なコラボレーションを求めている。そのため経営側と労組のリーダ
ーシップはコーチングやメンタリングを通じ、「我々対彼ら」という見方で
はなく、若い労働者も巻き込んでいかなくてはならない。
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新しい経済での郵便ビジネス
1. 郵便産業のトレンド

幅広いトレンドは、
1. デジタルへの置き
換え
2. 書状の減少
3. ユニバーサルサー
ビス義務のないサー
ビスの自由化と
市場開放

郵便のエコシステムを進化させる

はじめに:
水晶の玉をイーベイで購入し、ジプシーの占い師のように郵便事業の未
来を見通すことができたならいいのに。いや、それはできないだろう。
最も優秀な人工知能（AI）であっても、将来を予測することは不可能だ
ろう。だから私たちは正攻法でとりかかるしかない。私たちがこの世界
で知っていること、見ていること、観察していることをふるいにかけて
この郵便事情に全てあてはめてみよう。一度私たちがやってみたら、私
たちは来るべき次の十年を、私たち、郵便事業、労働者、一言で言え
ば、全ステークホルダーが直面する、インパクトと挑戦という観点から
見ることができる。

4. ユニバーサルサー
ビスコストの上昇
5. 新しい分野への
多様性
6. 新しい労働文化と
慣行

しかし、郵便局にインパクトを与える傾向を認識するのはたやすい、と
思う一方で、難しいのは、個別の国にある郵便局へのインパクトを査定
することにある。我々は、実際さまざまな国の郵便局にポイントを付け
るのは大変困難であり、過去数十年間を振り返り、何がインパクトを持
つトレンドであったか、または深刻に共通の懸念事項や関心事項に影響
与えたかをしばしば確認する。なぜならば、さまざまな郵便機関が、そ
れらが直面する社会･経済両方の条件、郵便が行われているビジネス、
技術の環境の観点から非常に異なっている。そのため、あらゆる場所で
の郵便ビジネスが定義する一般的なトレンドについてこれから焦点を当
てていく。

上記段落を免責事項として取り扱ってほしい。そして最初に、どの郵便
オペレーターも逃げることができないビジネス戦略とテクノロジーの観
点から、新しい経済の中でのマクロなトレンドを見ていきたい。

「新しい経済」とは興味深い言葉である。一見、害がなく、無味乾燥に
見えるが、私たちを取り巻く 21 世紀を 15 年と少し超えた世界を表現す
る素晴らしい特徴を備えている。この導入部分では、さまざまな「新し
い経済」のさまざまな特徴と、郵便ビジネスがその中でどのように進化
していくかを取り扱う、いくつか前提から話を進めたいと思う。
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そのため、本書では、新しい経済について述べるとき、以下の点を基本に考えている。

1. 新しい経済はサービスに基づく経済であり、生産に基づく経済とは違う。
2. 新しい経済は新しいタイプの企業が 20 年前には存在しなかったサービスを提供することを含む。最
も基本的な例は、(a)オンライン小売店、(b)クラウドファンディングのウェブサイト（ベンチャー企
業やプロジェクトが多くの人から資金を得る）など完全に自身の事業と収益モデルのあるインター
ネットプラットフォーム、(c)大規模なオーダーメードの生産、(d)消費者の要求を誘導するソーシャ
ルメディア、(e)シェアリングエコノミー－個人の集団による資源のコラボレーションと参加が特定
のサービスを提供するために行われる。完全に IT の活用によるサービスの売買－ウーバータクシー
がこの典型的な例である。

3. 知識経済 – 豊富な知識の量が利用でき、地理的な位置はあまり重要でなくなっている。人的資本と
アイディアが主な価値の創造の構成要素である。
OK、もう十分だ、一体郵便とロジスティクスはこれら全部と関係があるんだ？とあなたは言うかも
しれない。
いやいや、大いに関係があるのだ。これは私たちの視野を広げる新しい経済が、ビジネスのやり方
を変えつつある－純粋な製造、貿易またはサービスが行われるかどうか。これは近道を作り、経営、
マーケティング、一言で言えばお金もうけの古いモデルを壊す。郵便とロジスティクスは社会と経
済の欠かすことのできない部分であり、だから彼らは新しい経済でのステークホルダーである。
新しい経済のダイナミクスは大小のビジネスと産業ともに同様にインパクトを与える。新しいビジ
ネスモデルの到着は競争優位性の意味を変えてしまった。競争優位性は伝統的な感覚では、競争相
手の製品やサービスの代わりに顧客によって選ばれた組織によって製品やサービスが提供される状
況を創造することを意味した。 新しい経済では、価格が安いまたは効率的または金を支払う価値が
ある、では十分ではない。迅速な、技術によって作られ、便利である、そしてもちろん、革新的で
ある、ということが今日の世界で競争に勝つキードライバーである。
顧客自身は新しい経済の中の新しいアバターである。顧客はより多くの選択ができ、指先でクリ
ックするだけで限りない情報を得ることができる。つまり、これはプッシュ（押す）経済ではなく
プル（引く）経済である。
郵便とロジスティクスは歴史的にコミュニケーションと物品を移動させるビジネスである。幸い
なことに郵便物を配達する役割は、新しい経済の中でとても重要で欠かすことのできない部分であ
る。そのため、郵便事業者は新しい経済の要求に適合すれば、私たち郵便とロジスティクスの将来
は実際明るいということができる。
そのため、本報告では、私たちは郵便事業者が郵便事業をどのように進化させるか、を最初に考
えることとする。2 つ目に、私たちは起こりうる将来のトレンドを見て、郵便事業者による考えと
戦略に関するそれらのトレンドのインパクトを見ることとする。3 つ目に私たちは郵便経営の将来
の調整の戦略が職場、郵政職員そして郵便全体の組織構造に与えうるインパクトを見たいと思う。
4 つ目に、郵便事業者はそれぞれがおかれている状況に沿った戦略を再構築している。心に留め
ておかなくてはならないのは、計画や戦略的優先課題の枠組みを見つけることは簡単である一方、
戦略は全ての障害、弱点または組織が直面する課題を考慮しなければならないことである。そのた
め本報告は新しい経済で郵便が目的を達するために郵便が直面する内部及び外部の課題についても
割り出さなければならない。どのようなステップが課題にあっており、どのような職場でのインパ
クトが解決策として実現されるか。
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つまり、大きな絵としては以下のことになる。

a)

経済のトレンド:

過去 15 年はグローバル化が続いている。それはどの国であっても経済的に国

際的な出来事から孤立し続けることはできなかった。結果として 2007～2008 年の経済危機は全世
界に連続するインパクト、貿易と製造、第一に先進国の消費の下落によってもたらされた。2016 年
からずっと、高い成長率とともに経済の回復がほとんど全ての先進国経済、特に米国に現れた。そ
のためより大きなリスクの欲求、上昇する原油価格と GDP 成長率が先進国、新興国両方で 2017 年
ダボス会議では陽気なムードが作られた。しかし、他にも保護主義と二国間貿易協定いう別のトレ
ンドがある。これは新しい米国大統領と英国の EU 離脱というメッセージからの明らかな証拠であ
る。これに加えて貿易戦争とともに、地政学的なリスクに関する懸念、保守的な右翼リーダーが多
くの国で現れ、伝統的な外交の常識に逆らっている。他の言及に値するマクロ経済要素はグリーン
成長の強調、特にエネルギーコストの上昇が挙げられる。全世界の平均余命、高齢人口の比率（先
進国では着実に増加）と若年人口（途上国では大多数を占めている）に関して、主要な人口動態の
変化がある。途上国世界から先進国への人口の移動は国内の圧力による完全な停止まで続くだろう。
全ての上記のトレンドは貿易と商業において間接的なインパクトを持ち、そのため郵便と貨物産業
にも影響を与える。にもかかわらず、このトレンドはさらに積極的である。たとえば、成長は否定
よりも順応し、そのため、郵便小包と小荷物ビジネスは最も早い成長分野となり続けている。

郵便部門の進化-

歴史的に郵便ビジネスは幅広い経済と社会政治学的な環境の中で変化とと

もに進化し続けている。

‐
約 150 年前から郵便局は郵便業務を通してコミュニケーションサービスを提供する基本的
な企業体であった。
1910 年から 1960 年と 1960 年代の間に、郵便は依然として基本的なコミュニケーション
であったが、郵便局では電信サービスも小包や郵便金融サービスとともに製品ミックスの中で提
供された。

‐

‐
1970 年から 2000 年の間には、まだ郵便は存在したが、速達、小包、物流、貨物、電信、
金融サービスも郵便局の製品ポートフォリオの中で重要になり、郵便収入、人件費の配分として
事業成長の部分でも重要になった。民間事業オペレーターは速達、貨物、物流で事業拡大し、郵
便ももっと商業的な意味で動くことを考え始めた。
‐
2000 年から現在まで。多くの国で規制の環境の変化が自由化、民営化、さらなる競争をも
たらした。技術的な変化、ICT 技術が物理的、金融、デジタル世界を近づけることはビジネスが
これら 3 つの分野外で存在できないことを意味する。そのため、郵便は自身を物理的、デジタル、
金融サービスの 3D プロバイダーに変化させている。
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b) 郵便部門は以下のトレンドを大いに目撃している：
郵便の商品とサービス
郵便局は郵便局が直接経営しコントロールする、または特に政府など他組織のための重要なエージ
ェンシー機能を実行するための、多くの商品とサービスを提供している。多くの組織や政府は、郵
便局のもつ広範囲に及ぶネットワーク、経験豊富かつ信頼でき、市民にもよく知られたスタッフが
いることから、郵便局を非常に利用しやすいルートとして見ている。郵便局はまた社会サービスも
実行し、ユニバーサルサービスをあまねく提供している。このように、郵便局は信頼でき、階層的、
そして柔軟性が低く、時には民間郵便事業者に比べ商業性が低いという文化をもつ存在である。
今日、最も関連のある、広いタイ
プの郵便事業サービスが将来、右
記の形を達成していくと考える。
筆者は将来の郵便サービスを「純
粋な郵便事業」「金融」「小売エー
ジェント」「ロジスティクス」の
4 つの分野に分けた。郵便サービ
スの図の中心には新入りの赤ちゃ
ん、E コマース事業が入った。こ
れは他の 4 分野の中で中核技術と
なる。
新しい経済は郵便局が機能する中
の環境に主要な変化をもたらし
た。最初に、郵便書状事業を見て
いただきたい。技術は、全体とし
ての消費者のコミュニケーション、物品の受け取り、または金融取引の実行の上で破壊的なインパク
トを持っている。もちろん、もっとも明らかなのは個人間のコミュニケーションは現在、音声、ビデ
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オやメッセージによるもので手紙は完全に顧客のマインド外になっている。次に、商業郵便はつい最
近まで安定して書状物数の中の位置を占めていたが、これもまた劇的に減少している。
全商業と金融関係の書状を含む、デジタルによる書状の代替は全世界で起こっており、この当然の
結果として書状物数の減少が全世界に渡っている。これは共通の知識であり、下記の表で明らかに
している。このトレンドは数年後にはさら明らかに現れるだろう。

次にいくつかの統計と重要な郵便事業体による分析を見て見よう。

上記の表は International Mail Traffic によるものだが、後ほど出てくる通り、非常に明らかに国内郵便量
のトレンドを現している。表は、収入と書状物数、小包／速達という観点から郵便局の中核ビジネスをあら
わしている。この表から以下の点が明らかになっている。

1. 郵便局の書状の収入と物数は 1998～2008 年は成長したが、2008 年～2015 年は減少した。
2. 小包／速達の収入と物数は堅調に成長し、1998 年～2015 年の 17 年間で約 2 倍となっている。
3. 無指定のオペレーター（クーリエとロジスティクス企業）の書状の収入と物数は 1998 年～2008 年
の間に大きく成長したが、2008 年～2015 年には先細りになるか、減速した。

4. 郵便局でない小包ビジネスの収入と物数は 1998 年～2008 年、2008 年～2015 年ともに堅調に成長
した。
この表が示すのは私たちがここ数年目撃してきたことである。書状の減少ははっきりしているが、（E コマ
ースによる）200g 以下または書状による小型郵便小包が大きく増加しているため、少し減速するかもしれ
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ない。このトレンドは明らかに郵便局の郵
便処理等の全オペレーションは、このトレ
ンドを止めることはできないため、今後数
年、確実にさらに大きなインパクトを与え
るだろう。逆も同様に、小包と速達は、こ
の領域の物数増加のため、オペレーション、
インフラ、コスト、雇用と経営のリモデル
を必要とする。

2016 年、アクセンチュア・コンサルティ
ングの報告による「新しい配達の現実」に
よると、31 の郵便オペレーターといくつ
かのインテグレーターによる書状サービス
は以下のトレンドを概説した。

1. 小包物数が成長する一方、郵便プレーヤーのマージンや価格を設定する影響力は減少している。
2. 一小包あたりの収入は、低価格を維持しようとする競争の圧力のため減少している。
3. 高い郵便小包の成長トレンドはこの報告でもさらに実証されている。研究は 2013 年～2015 年の郵
便局が取り扱った小包物数（国内）は、非郵便事業者に比べ毎年 8％成長した。同様に小包による収
入は郵便局では毎年 7.1％成長し、それに対し非郵便局では 3.4％の成長であった。この報告では、
2014 年～2015 年の書状物数は 4.5％の減少であった。

4. 書状物数の減少は成長する国内市場での広告ダイレクトメールの成長により減速した。この研究で
は、書状郵便の料金表または料金は上昇している。

5. 収入業績に関しては、31 の郵便局とクーリエの研究では、トップ 10 の事業者の収入における成長
率は 5.2％である一方、中クラスの事業者では年間 4％の成長であった。下位クラスの 11 の事業者
は過去 3 年間-0.5％の成長であった。シングポスト（シンガポール）、ポストイタリーネと USPS は
上位の事業者グループに属している。彼らは書状ビジネスでオートメーションへの投資、抜け目な
い郵便料金表の改定、通常郵便のデジタル強化への投資によって、大きく効率を上げることで収入
を拡大した。今日、USPS、ロイヤルメール、イタリアーネポスト、オーストラリアポストは職員
の実質的に減らすことなく、郵便で実際に黒字化に成功したと報告書で明記されている。

6. 郵便ビジネスを促進するために取られたステップの例は、USPS である。USPS は実際スマートビ
ジネスを分析するソフトを使い、いつ、どんな USPS の顧客が他の競合事業者に移るかを特定した。
つまり、顧客が逃げることを予測しなくてはならない！USPS は先回りした行動でこのような顧客
に手を差し伸べ、実際、収入の減少を食い止めることができた。

7. このようなトレンドから、多くの郵便局のパフォーマンスは改善のサインが見られる。特に、郵便
と小包の収入は全世界で流れている。これは主に B2C の E コマースの成長の結果であると考える。
統計はオンラインショッピングが成長するこれらの国において、正しく、成長する郵便ビジネスと
いう仮定を証明している。
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Postal
Operators
surveyed
Accenture

AVERAGE MAIL
EBIT IN 2015

MEDIAN MAIL PIECES
PER
POSTAL
EMPLOYEE

by

Top 10

15.9%

101,218

Middle 10

8.7%

81,265

Bottom 11

-9.4%

82,250

同様な発見は、UNCTAD による、グローバル ICT トレンドと E コマースに関する「2015 情報経済報告」
というタイトルの報告書で、以下の統計が明らかに郵便ビジネスのトレンドを表現している。
2000 年～2012 年の書状と小包の取扱量、2000 年を 100 とする指標である。
Letter and Parcels Traffic Handled by the Posts from 2000‐2012, Index year 2000=100

上記の表の通り、国内・国際の書状は着実に減少している。国内郵便書状は 12 年間に 20％減少し、国際郵
便は 50％も減少している。一方、国内、国際ともに郵便小包は同期間で 38％の伸びを示している。
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郵便事業者間の競争
他の新しいトレンドとして、かつて異なる郵便事業者がお互いに連携していたが、現在、自由化されたマー
ケットがある国では直接競合するという新しいオプションが現れた。かつては域外交換局(ETOEs)、つま
り自国内にある他国のメールセンター は、現在 ETOEs を設置するよりも、郵便局が企業を設立するか、シ
ンガポールや中国の例のように書籍郵便物を輸出する企業を買収している。これは、新しいビジネス、さ
らなるオペレーションの効率化、そしておそらくコスト削減する、収入を増やす役割を果たす。同様に、
目的国への書状を直接投入し、到着料を節約することができる。3 つ目に A 国が B 国宛てに書状を送付する
とき、もともとの送付主は C 国に居住することもできる。
ダイレクトメールはデジタルマーケティングにより、多くの郵便事業者、特に先進国において再び魅力的な
方法となっている。個人化されたダイレクトメールはソーシャルメディアによるマーケティングよりさら
に効果的であることが判明した。これによる収入は特に、クロスメディアの広告、つまり物理的・電子的
な方法が融合した広告ダイレクトメールは時には関連性があると考えられる。
したがって、デジタル代替による物理的な郵便の減少をもたらす一方で、ハイスピードブロードバンドとモ
バイルテクノロジーの成長は E コマースを押し上げ、それによって小包物数が増加している。

収入の流れとしての E コマースの拡大
E コマースのフルフィルメントは全世界の全郵便事業において、多くの事業者で物数、価格ともに二桁成長
を伴う、最も速く成長する分野である。 最近の欧州での E コマースに関する調査では 72％の回答者が（約
24,000）がオンラインで商品を購入したおことがあり、配達には郵便を利用していると応えている。将来
のことを考えると、郵便書状ビジネスの最も重要な原動力である E コマースのストーリーは次の 10 年も継
続するだろう。しかしながら、E コマースによる機会は、もし郵便局がオペレーションのやり方を決定的に
変えるなら、利用できるかもしれない。そしていくつかの郵便局はそれらの変化を始めている。
アジア太平洋地域は E コマースでは年 30％を越える速い成長を見ている。近い将来、全 E コマースの収入
はアジア太平洋から作り出されるだろう。
UNCTAD の報告は以下の通り、世界の各地域の B2C の E コマースによる全売り上げ額の見積もりを発表
している。そしてオンラインのバイヤーは世界のあらゆる地域に住んでいる。

Page

11

Postal Business in the New Economy

(Source e‐marketer.com 2014 & UNCTAD report 2015)

(Global Region wise estimated number of on‐line buyers 2013 and 2018, UNCTAD Report 2015)
アジア太平洋地域は明らかに両ケースの割合において最も高い伸び率である。そのため、Ｅコマースの成長
は、郵便局と他のサービスプロバイダーによるＥコマースによる小包物数を増加させている。
Ｅコマースの可能性を十分に獲得し、そしてＥ小売店と特に中小企業のニーズにもっとも適切に対応するた
めに、郵便局は、調達、ウェブサイトの拡充、運輸、通関手続き、支払のフルフィルメント、配達、返品
とカスタマーサービスのＥコマースバリューチェーンの全域にわたり積極的に狙いを定めている。いくつ
かの郵便事業者はこの方向での戦略に着手している。
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越境Ｅコマース
越境 E コマースは 2018 年以降、毎年 10％ずつ成長すると見られる。越境 E コマースの競争は非常に激し
く、E テイラー（訳者注：インターネットを利用して商売する小売業者）、貨物運送業者とコンソリデータ
ー（混載業者）がより簡潔に、より効率的な発送、運送、通関手続きと配達を行うために、お互いに連携
している。この種類の統合はオペレーションコストを減らし、そのため郵便局と比べて価格面で有利であ
る。
そのため、郵便局はこの分野での競争の激化に直面する。第一に貴重な時間を消費するプロセスの長さのた
めである。価格第一主義において郵便局は特にアジア諸国から西側へ送付するときに依然として低い到着
料システムがあり、それは極めて安価な料金でのアジアからの輸出という面では特に優位性を持っている。
消費者は特に他国からオンラインで何かを買うときに、配達コストを低くすることには強いこだわりを持
っている。
そのため、E コマースのトレンドが気にするのは、事業者が成長を最大化するためにバリューチェーンをあ
ちこち動き回る、新しいビジネスモデルが急速に出現することである。そのため、郵便会社はラストマイ
ルの配達を行うだけでなく、倉庫、流通、混載配達、ショッピングポータルの立ち上げ、小規模事業者向
けの引き受けと運送等についても取り扱っている。一方でアマゾンやラザダは配達や支払いについても参
入している。生鮮食品の同日配達は、郵便業界では新しいコンセプトである。「同日配達」のような問題は、
消費者が選択の幅を楽しむようになり、その増える期待が郵便局を同日配達のようなサービスへの準備に
向かわせている。
この報告の後半では、郵便局による配達での E コマースの成長量のインパクトについて考察している。
金融サービスのシナリオ
郵便金融サービスは多くの国で郵便収入に占める非常に重要な構成要素である。この分野は、また、新しい
ICT 技術の巨大な成長による、スピードの速い変換と破壊的な力を目のあたりにしている。金融サービスに
インパクトを与える ICT の核となる構成要素は、スマートフォンとモバイルマネーである。スマートフォン
はモバイルを基本とした取引と携帯電話またはスマートフォンでの金銭通貨が使用可能となることは、途切
れることなく、ペーパーレスで取引ができ、どこにいても銀行業務が行え、E ショッピングにアクセスする
ことができる。
すでにモバイル財布はプリペイドカード、通話料課金、携帯電話への送金、銀行口座の開設、携帯電話間ま
たは銀行口座への送金、キヨスクでのキャッシュレス送金等として使用されている。
いくつかの郵便局ではすでに自身のオンラインの金融サービスでほとんどのオプションをつけて対応し、携
帯電話で利用できるようにしている。しかしながら、郵便局が新しく金融サービスのためのオンラインのア
プリを追加しても、必要な特徴として、郵便金融サービスは、より多くが郵便局での顧客との相互の意思疎
通に基づいており、物理的な構成要素は依然として残ることを意味する。物理的な関係を持つことの長所は、
人々が郵便局を信頼し、郵便局がいつも、物理的にもアクセス可能であり、「顔の見えない」存在ではない
ことである。そのため、「どこかで見たことのある」郵便局ブランドの金融サービスであっても、このシナ
リオを機能させることは有益である。
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アジアと太平洋の国々では、金融サービスの運営においては強い政府の支援がある。そのため、長期的にみ
ると、個別の政府とトップレベルの経営者への適切なロビー活動により支援が継続されるなら、郵便金融サ
ービスは成功するであろう。

しかしながら、政府のサポートがあったとしても、郵便金融サービスは沈まないようにするために、顧客の
ために関連性のある、新しい魅力作りに取り組まなければならない。たとえば、ポスト・イタリアーネはモ
バイル技術に投資し、今では「ポステ・モバイル」つまり携帯電話での音声、テキスト、データサービスを
提供する。そしてこれらのモバイルサービスは、顧客にポストバンクで支払いできるように、イタリアポス
トバンクと連携している。そのためモバイル決済、銀行、モバ
イルコマースは信頼できる代理店からの顧客にとって簡単に利
用できるようになった。 この従来の枠にとらわれない考え方と
“POSTS HAVE COME TO REALIZE
300 万人の活動的な顧客は、このベンチャーが成功していること
THAT THERE IS LIFE B EYOND
を示している。このベンチャーの成功の鍵は、経済の領域に基
づいていたこと、つまりポスト・イタリアーネは規模ではなく、
LETTERS”
サービス提供領域に集中し、3 つの要素を一つの魅力的なプラッ
トフォームに集中させたことである。ポスト･イタリアーネはさ
らに非郵便局ユーザーも金融サービスを利用できるモバイルアプリを開発している。これは、他のプロバイ
ダーに対抗して、ユーザーに魅力的であれば、電子的なプラットフォームでの郵便金融サービスが成功する
ことを示している。

上記の出来事が起こるにつれ、顧客が他の金融サービスに移ってしまう前で、郵便局の信頼と親しみやす
さが非常に重要な判断材料であり、サービスが完全にコンピュータ化されれば、郵便生命保険と郵便銀行は
非常に魅力的になるであろう。
次に、金融サービス対郵便サービス（物流を含む）に相対的に焦点を当てていく。金融サービスには郵便
サービスのようなユニバーサルサービス義務は課されていない。金融サービスには政府からの補助は少なく、
そして自立しているか、または利益を上げている。しかしながら、数年後はどうだろう？まず、もし、ドイ
ツポストとポスト NL（オランダ）が何もせずに時間だけが過ぎていくようなことになれば、両国の郵便事
業体の戦略的な決定により郵便局の小売ネットワークは完全に郵便銀行に移されるだろう。郵便サービスを
提供するための郵便局は実際必要がなく、そのため手紙を差し出すための郵便の窓口は 15 年以上も前にス
ーパーやコンビニに移された。

現在のシナリオでの郵便がとる他のオプション
新しい経済での郵便ビジネスは小包と金融サービスに幅広く存在する。双方とも異なるネットワークと小
売のプレゼンスが必要である。郵便直販店の大きなデザインの変更は起こりうる。小包集配と配達点は物
理的なプレゼンスが必要である一方、金融サービスも何らかの方法でのプレゼンスのポイントが必要であ
る。郵便は、核となる収入源として金融サービスに頼るか、さらに郵便・ロジスティクスに焦点を当てる
か、の戦略的な決定が必要である。
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郵便局が行っている ICT に基づくサービス例は以下の通り:
新しい E サービス

内容

郵便電子メールボックス

認証されたメーラーにより電子的なメッセージを送り、認証された
住所への配達、電子メッセージと認証された住所への情報アクセス
や管理

オンラインダイレクトメール

電子的な方法によって郵便局によって広告または他の販促コミュニ
ケーションを配達する

ハイブリッドメール

物理的または電子的な形でオリジナルなメッセージを郵送すること
ができる。電子的に処理し、物理的または電子的なメッセージとし
て送り先に郵送する。大企業向けの「取引印刷」のようなサービス
も含む

E 総務:オンラインでの注文/申
し込み/登録

顧客が郵便局のウェブサイトを通じて公的文書に申請・注文・登録
することができる（例：パスポート、運転免許証、大学の登録）

デジタル認証サービス

郵便局がデジタルのアイデンティティを発行する。デジタルア
イデンティティはパスワードや暗号キーなどによる簡素な電子
認証によって保護される

郵便の配達ルート情報を通じ
て、配達ルートとサービスの
質を高め、郵便ネットワーク
の信頼性と効率性をより強化
するための GIS 情報

データベース、ネットワークリンキングデータベースの保管、輸
送、情報の GPS トラッキングを集中して中央に集中させる、支払い
プラットフォーム

オンラインによる住所の削除サ 小規模事業者が郵便局のウェブサイト上で電子的に住所録を認証す
ービス
ることが可能となる
デジタルのアーカイブ

郵便局が物理的な文書とデータを変換し、法的に証明する、業界の
基準を利用した電子的なアーカイブス (e-アーカイブス)。デジタ
ルアーカイブの管理は、業界の認める基準での発展、構造化、セッ
トアップとオペレーションを必要とする
情報とデータの中央管理機関として郵便局の実現に向けて真剣に考
える郵便機関もある。郵便局の全顧客はデジタルな足跡を残し、こ
のデータは分析、カテゴリー化、保存が可能である、という基本前
提がある。そのデータは、トレンド、住所、人口動態的なプロファ
イル、そして慣習を示す。郵便局または第三者機関が、重点的かつ
功を奏した計画やマーケティングキャンペーンのための情報として
利用し、大いに助けとなる
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実際、多くの国では数多くのサービスや E サービスが導入されている。それらが成功しているかどうかは
顧客が選ぶかどうか、郵便局のスタッフとマーケティングの理解と努力の評価により、悲喜こもごもであ
る。この手のサービスの成功は約束されたものではないにしろ、世界中の郵便は現存する伝統的なサービ
スに関連するこのようなデジタルな活動の成功を多様化する必要性を感じている。。デジタルサービスは、
競争相手が提供できない価値を顧客に提供するために、物理的な資源とサービスに基づく必要がある。さ
らに、郵便が所有する大量のデータは、手数料を取って、自身のウェブサイトやプラットフォームの統合
のために外部のディベロッパーに提供することができる。このやり方は合法で郵便の大きな収入を保証す
る。

顧客が注目すること: 古いこ
とわざの「私たちは私たち
の顧客に喜んでもらい、顧
客のビジネスを成長させて
いるだろうか」は今日、未
だかつてないほど関係が強
い。現代の顧客は E コマー
スの販売者でもあり、最終
的消費者でもあり、オンラ
インでの購買者でもある。

郵便市場は、規制の変化
と自由化の一方で、ライフ
スタイル、コミュニケーシ
ョン方法とデジタル時代の
人々の行動様式の変化が原
因で、現在も変化している。
郵便はデジタルに触れることを通して顧客とつながることの必要性をますます感じている。顧客はソーシャ
ルメディアに大きく影響を受けており、そのため郵便局はその面で目に見える存在でなくてはならない。
さらに顧客からのソーシャルメディアを通じたフィードバックのほとんどがネガティブなものであるかも
しれないが、サービスの改善や調整のための大きなチャンスである。

テクノロジーが職場の全オペレーションを動かす: E コマースと結合している全ロジスティクスのオペレー
ションは、IT システムに強く全体的に依存をしている。ラストマイルの配達でさえも、テクノロジーによ
って簡易化された、受取人と配達人の間の多くのコミュニケーションを伴うかもしれない。次の段階が進
めば、多くの郵便機関はすでに、または完全に統合されたロジスティクスの IT プラットフォームを設立し
ている。そこには郵便のための数多くのオペレーションの言外の意味があるかもしれない。
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現在の郵便産業のトレンドは、世界各国の郵便機関により見守られ、行動している。彼らは新しい経済にお
いて目標達成のために取り組む必要がある、組織内外に存在する明白な課題に気づいている。次章でこれ
らの課題について見て行くこととしたい。
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Part 2 目標と課題

今までのセクションで
は、郵便に影響を与える
力を評価するために、郵
便の世界における認識で
きるトレンドに重点を置
いてきた。このセクショ
ンではどのような決定が
なされつつあり、どのよ
うな戦略的目標が定めら
れまたは再設計されてい
るかについて考察する。
「ニューエコノミーに
おける郵便事業は、未来
の顧客の需要と期待に基
づくだろう。」

ほとんどの郵便組織の
経営陣は同じような「勝
つためにプレーする」戦
略を採用しており、守り
の姿勢になったり「負け

ないためにプレーする戦
略」をとるのではなく、
自信をもって変化を起こ
し、多様化させている。
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2 . 現在の郵便の戦略目標と現在の課題
現在の状況における郵便の戦略

現在の戦略的思考を評価するために、私はいくつかの郵便組織、
具体的には USPS、中国郵政、日本郵政、インディア・ポスト、
英ロイヤルメール、ポス・マレーシア、大韓民国郵政事業本部、
タイポストの年次報告書のビジョンとミッションの報告を分析
した。これらの郵便組織の戦略的優先事項に次のような共通す
る特徴を見つけ、以下の表にまとめた。

郵便部門の戦略的優先事項
郵便ネットワークのサービスの質、信頼性、効率の向上
郵便の正確性と安全性の向上、適切な標準と規制の開発
現存の郵便商品、サービスの向上と新しい郵便商品、サ
ービスの導入（イスタンブール世界郵便戦略）
最も遠く離れた場所でのインフラ利用の改善とそのため
の ICT の活用
零細、中小企業（MSMEs ）が郵便インフラと E コマース
を利用してグローバルマーケットにたどり着けるよう支
援する
郵便業務の効率アップとコストの削減
郵便ブランドを向上させ、そのブランドが未来の顧客に
とって適切で魅力的なものにする
金融包摂：銀行業、送金、保険サービスの促進
国際的な郵便ネットワークの相互運用性の向上（イスタ
ンブール世界郵便戦略）
利益拡大と生産性向上の支援のための投資
経営効率を高めるための集中処理の促進

Postal Business in the New Economy

郵便の目標と優先事項の達成の問題

ほとんどの郵便事業者が設定した戦略的優先事項は、内部の問題と外部の要因や圧力の両方が原因となる
多くの問題に取り組まなければならない。我々の目的は、郵便が成功裏に目標を達成できるように、これ
らの課題に取り組むべき、または既に取り組んでいることを理解することである。これらの課題に対応す
る解決策を見つける一方で、それぞれの組織で多くの変化を確実に起こすであろうし、実際に将来のニュ
ーエコノミーにおける郵便事業と労働環境を形作るだろう。私は郵便の優先事項に対する様々な種類の課
題を以下のグループにまとめるよう努めた。

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

郵便ITネットワークグループ
人間と機構の能力グループ
金融、投資グループ
政策、規制グループ
経営、マーケティング、ブランディンググループ
経営インフラ、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメントグループ
外部競争とビジネス環境グループ

そのため、課題は郵便組織の内的要因と外的要因の両方がある。このセクションでは、我々は課題と、
これらの課題に取り組むアプローチ（例えば、混乱の要因や
Postal IT network cluster challenges
伝統的な競争にどう対応するか、新しいテクノロジーをどの
ように選ぶか、あるいは利益を上げ、戦略的トレードオフを
行う特定のサービスにどのように焦点を当てるか、例えば生
命保険と金融サービスに焦点を当てるか、流通とEコマース
を頼るかといったこと）を考察したい。どちらにしても物理
的、金融的、デジタル的に収束した3D郵便ネットワークが
与えられている。
郵便ITネットワークグループ

Outdated equipment and databases
Lack of integration of IT Infrastructure in posts
Lack of data analytics, systems and procedures
Lack of IT security policy‐ proliferation of frauds
Absence of inter‐operability between Domestic and
International (UPU) Softwares
Poor broadband connectivity in remote areas
Broadband infrastructure connecting postal system
Lack of modern devices at point of sale / last mile
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すべての未来の郵便業務は必然的に、健全な情報テクノロジ
ーインフラの利用可能性に依存する。そのため、テクノロジ
ーの新しい動向と、そのようなテクノロジーがいかに郵便事
業に影響を与えているかを考察し、また、郵便ITネットワ
ークグループの課題についても検討する。郵便業務は予測技
術や分析もさらに多く利用するようになるだろう。
上記の図で示したそれぞれの課題に対処するために、郵便は
1～2年以内に以下の方策を必ず採用するだろう、もしくは
現在採用しようとしている。

Postal Business in the New Economy
郵便は機器の在庫と優先順位に即した代替プランを準備することで、ITインフラをグレードアップさせるだ
ろう。データサーバーとソフトウェアの調達を含むエンタープライズ・アーキテクチャの解決策を採用する
だろう。

完全コンピュータ化はデータ共有手続きの作成を伴うだろう。理想的にはすべての現代のサービス機関は顧
客を360度見渡せるべきであり、これはデータ管理によって実現できる。詐欺などに関する問題は、企業の
セキュリティ対策、手続き、テクノロジーで対処できるだろう。相互運用の問題は、非常に自由でオープン
な技術仕様書、アプリケーションプログラミングインタフェース（APIs）などの作成を必要とするだろう。
すべての国が同じように時間制限の中でブロードバンドへのユニバーサル・アクセスを提供しようとしてい
る。一方、郵便は組織内の郵便業務のICT接続状況を見直している。同様にすべての郵便組織がモバイル・
プラットフォームを作らなければならないことになるだろう。各国政府は、郵便を政府サービスの実施のた
めの重要な機関として見ているため、郵便は電子政府サービスとの統合することになるだろう。近い将来、
郵便はスマートフォン、RFID（無線自動識別装置）、タブレット、GPS、スマートデバイスといった非PC
デバイスを日常業務に取り入れ始めるだろう。
現代の郵便部門はかつてない規模の一連の破壊的な革新に直面している。現在の郵便のエコシステムの変化
の速度はめまぐるしい。
デジタルに向かう流れは進行中であり、実際
に今後何年間の郵便組織の経営状態と持続可
能性を決定するだろう。上記のアクセンチュ
THE MODERN POSTAL SECTOR IS BEING FACED WITH A
ア社のレポートでも、31の郵便組織に関する
BIGGER SET OF DISRUPTIVE INNOVATIONS THAN EVER
2015年のレポートでこの側面の詳細な調査を
BEFORE – THE CURRENT RATE OF CHANGE IN THE
行っている。そのレポートでは、わずか6％
がすでに投資を行いデジタル化以降に利益を
POSTAL ECO SYSTEM IS DIZZYING!
上げており、18％が大々的にデジタルテクノ
ロジーに投資しているがいまだ利益を上げておらず、16％が昔からの時代に合わないテクノロジーを使用し
て利益を伸ばしており、60％はデジタルへの投資もせず黒字に近いことや経済成長もなかったことがわかっ
ている。デジタル化により、郵便は新しいICT、モバイル、通信テクノロジーを自身の戦略の不可欠な部分
としている。次に、郵便はデジタルとオンラインのプラットフォームを基にした商品やサービスを生み出し
ており、デジタルな手段を通して顧客を惹きつけている。ほとんどの郵便組織は、デジタルの採用により、
コスト削減を助け、効率を上げ、今後何年間もの収入を増やす新しいサービスの提供を助けることを可能に
している。

郵便の課題‐金融、投資グループ
私は以下の課題は金融グループにおける郵便にとって重要であるとして強調する。
a） 資金不足
b） 増大する赤字‐支出に対する低収入
c） 戦略的な原価計算と現代的な会計管理の慣行の欠如
d） ユニバーサルサービス義務の財務的負担
e） 投資できる黒字の欠如
f） 投資家の関心と魅力的な投資機会の欠如

資金不足
資金不足は郵便にとっての問題であり、長期の投資に対する意欲が出ない結果となっている。幸いにも、特
にそれぞれの政府省庁からの要望を通して、または新しい手段による資金集めに関して、経営陣の考え方は
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変化している。日本郵政の2015年の大型IPO（新規上場）は、日本のロジスティクス・配送ネットワークの
郵便の巨大なインフラ開発プロジェクトへの資金として、約45億ドルを集めると予定していた。郵便は「勝
つためにプレーしている」ため、資金を生み出す開放性は好ましい変化であり、今後何年かは増加するのみ
であり、我々はさらに日本郵政式のIPOを経験するかもしれない。
郵便は原価計算と価格設定への取り組みを再検討する必要がある。伝統的な取り組みはもはや実現可能では
ない。多くの郵便で資産が正しく記録されていない。私はこの報告書の他のセクションで金融の分野におけ
る他の課題の調査を試みた。

郵便政策と規制グループへの課題
a） クーリエやグローバル・インテグレーターと比べて、国際的なサービスの相互運用がない
b） ユニバーサルサービス義務
c） 新しいサービス（郵便局の銀行業務、保険業務、国際通商、外国為替、モバイルバンキング等）
の導入への規制制限
d） 郵便サービスに関する政策決定者と規制機関の間の調整の欠如（例：郵便、銀行、商業、金融、
交通、ITと電気通信）
2016年に開催された万国郵便大会議では、上記の課題が浮き彫りにされ、長時間の討議が行われた。郵便は
ユニバーサルサービス義務の提供という役割を再検討する一方で、利益を生み出していることが非常に顕著
である。郵便協力は、業務や郵便事業の国際郵便部門における業務とICTの統合がほとんどないため、次の
レベルに引き上げるべきである。
さらに、郵便事業者はますますEコマースに関与してきているため、貿易と商取引に関する規制制限が郵便
事業にも適用され始めるだろう。例えば、私の国インドでの事例がこのことを説明している。インドはEコ
マースとその結果としての小包事業の巨大な成長を経験している。隣国であるブータンやネパールといった
国々ではインド製品の需要がかなりあり、当然オンラインでの購入を希望している。しかしながら、インド
の法律はインドのEコマース企業に海外への出荷を許可していない。このような取引は、マネーロンダリン
グを行う人がEコマースを利用して使途不明金をロンダリングし、国に送り返すことにより悪用されるかも
しれないという理由らしい。残念ながら、インドのEコマース企業が海外に販売できれば非常に成長するこ
とができたであろう国際郵便小包事業は、まったく利益を得ることができていない。
私は、郵便の経営陣が自国の政府に対して、郵便産業が利益を得ることができるように法律の変更を求めて
ロビー活動し、圧力をかけなければならないと考えている。
郵便の課題‐経営、マーケティング、ブランディンググループ
a） ブランドイメージが時代遅れ
b） 複雑な手続き
c） ほとんどの現代化プロジェクトにおける計画と実行のずれ
d） 市場調査不足
e） 実行部署の成果と生産性を測定するのが困難
f） 製品提供の流れの多様化と重複
g） 革新的な文化よりも伝統的な文化
h） 公共サービスのルールと手続きが起こす遅延
上記の課題は、ほとんどのアジアの郵便事業者にとっての現実である。機敏さと現代的なビジネス文化がな
いことが、実際新しい経済における一層の不利な条件である。郵便はこれらの課題に気づいており、様々な
方法で取り組もうとしている。まずは意思決定のレベルを下げ、新しい業績測定ツールと品質管理を利用し
て、より複雑でない手続きを保証するテクノロジーを導入することである。革新を阻止するのではなく促進
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する。販売促進もされず、一般に広く利用されてもいない多すぎるサービスを持つのではなく、高い可能性
を持った製品に焦点を当てる。

経営インフラ、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメントグループ
a） 監視、維持すべき多くの支店
b） 運輸、IT、バリューチェーンの存在の調整不足
郵便ネットワークの規模に関して、郵便が明らかに有利であることは疑いがなく、多くの販路を持つことは
強みである。しかしながら、実際には都市部の小さな郵便局があまりに多すぎることもまた真実である。小
さな郵便局は長期的には従業員の維持と配置が高くつく。郵便はゆっくりと都市部の郵便局の数を減らし、
より大きな現代化された郵便局に合併している。私はこのことをこの報告書の最後の部分でもう一度検討す
る。今のところ郵便にそれほど多くの小売店が必要かを再評価する必要がある。
運輸と郵便・ロジスティクスに関して、車、飛行機、倉庫、ビルなどの自身が所有する資産を拡大する一方
で、特に鉄道といった輸送の第三者機関への依存を減らし始めている郵便機関がある。しかし、真に電子的
な手段で組織内のロジスティクスを統合することができる郵便組織はごくまれであり、それにより貴重な資
産が郵便インフラの伝統的な管理方法の中で無駄になっている。

郵便の課題
人間と機構の能力グループの課題
郵便が現在直面している最後の一連の課題は、テクノロジーとともに最も実際的な価値をもっており、ほ
とんどの経営陣がいずれは心配するものである。これらの課題を一つ一つ検討し、これらに取り組む場合に
考えられる方法と長期的、短期的にこれらの課題が与える影響を考えたい。
a） 人的資源の高い運営費
b） 官僚的な機構と価値
c） 低レベルな顧客志向
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d）
e）
f）
g）

質の悪い人的資本‐従業員関与の欠如
増加する年金負担と労働力の高齢化
ビジネス観の欠如と変化への抵抗
労働力のIT技能の低さ

人的資源の高い運営費
これは、すべての郵便事業者に影響を与える事実である。高い人的資源コストは郵便事業の基本的な最終収
益に影響を与える。人的資源コストは利益の持続可能性に挑み、競争力のある価格設定、将来の投資に圧力
をかけ、郵便組織の支出の70～97％を構成している。以前の考えでは、人的資源コストを埋没費用とみなし、
いたるところにいる従業員を削減し、人間の労働の代わりに機械とオートメーションを用いる以外にできる
ことはないとされていた。さらに、生産性に注目し、（さらにコストのかかる）フルタイムの正規従業員の
数を減らすことでしか、収入の収益性はありえないと考えられていた。生産性は所定の単価に対して絶えず
増産することを意味した。増大する利益への課題と衰退しつつあるビジネスに直面する中、郵便は現在、人
的資源管理の解決法を探している。それは将来、以下のようなシナリオになるだろう。
可能性のあるシナリオ
1． 数字上の柔軟性‐短期契約、パートタイム、臨時雇い、シフト型勤務、時間外労働などの方法を
持つこと
2． 機能の可変性：様々な作業、多様な技能を持つ従業員、チームの創設、新しい過程の習熟
3． 組織的なリストラ‐下請けに出す職を増やす、コストを賃金に結び付ける、リスクを組織外に移
行させる
4． 賃金の変動性：賃金の様々な要素を増やす、事業の成功に基づいて様々な人に完全に異なる方法
で賃金を支払う
現在、上記のシナリオは急進的過ぎるようには見えず、郵便に利益をもたらすものになるだろう。しかしな
がら、実践の観点からは、異なる部署に分かれる結果となり、さらなる不確性を招き、一方では従業員と経
営陣の間の、そして従業員グループの間での不信を招く方向に従業員を導くことになるかもしれない。

官僚的な文化：ほとんどの郵便は、いまだ従業員が労働もしくは組織にほとんどまたはまったく関与しない
政府の官僚制度として機能している。しかしながら、仕事は問題ではない。仕事が自身の組織の中でどのよ
うに管理されているかが問題である。人を生産的な目標のために動員、組織化する管理ツールとしての官僚
制度には、自身の一連のシステム、過程、方式がある。しかしながら、全くデジタル時代のために作られて
はいない。
郵便組織が官僚的過ぎはしないかを判断するために、以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えてみよう。
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
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自身の郵便組織にはルール、政策、お役所仕事が多すぎると感じるか
それらのルールと政策が、しばしば顧客にとって良いことをする妨げとなっているか
本当に信頼されていないかのように、従業員が管理されすぎていると感じているか
自身の価値以上に時間や努力を奪うように見える予算管理や年次業績評価といった内部プロセス
があるか
新しいことを始めること、少しの開始資金を得ること、郵便における新しいサービス、製品、作
業を試す時間を作り出すことが不必要に困難だと感じるか
率直に話すこと、監督職に異議申し立てをすること、決定を疑うことが出世の妨げになりうると
感じているか
あなたもしくは同僚が失敗して罰則を受ける危険を冒す気持ちになれないと時に感じることがあ
るか
人的資源や融資といった内部スタッフの機能が、あなたの成功を助けるよりもルールの強制に焦
点が当てられ、一般的に有用であるというよりおせっかいであると感じているか

9．
10．
11．
12．
13．
14．
15．
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従業員が人としてよりも資源として扱われているように感じるか
利益が最初にきて、人が二の次になっているか
組織の中の階層が多すぎると感じるか
他の監督職を管理するために時間を費やす監督職が多すぎるか
指導者が周りの人に力を与えるよりも自身の意思決定権を守ろうとする傾向にあるか
最高の指導者よりも最高の政治家が出世するように見える時があるか
自身の郵便組織の変化が遅すぎ、郵便事業の競争で負けていると感じるか

自分の答えを見てみよう。何回「はい」と答えているか。「はい」が多いほど、その組織は官僚的である。
郵便が官僚的な性質を変えなければ、現在グローバルエコノミーで吹き荒れている創造的破壊の強風に耐え
ることはできないだろう。官僚主義とその手続きは管理、均一性、方向性の保持に適しており、新しい時代
における利益は以下の図のようになっている。

今日と明日の成長方式

低レベルな顧客志向
郵便局はこれまでも、そして現在も顧客との関係がただの取引ではないサービス組織である。その関係は、
経験、感情、満足といった漠然とした領域に及んでいる。関係は長期にわたり、郵便事業の成功を決定する
こともある。多くの選択肢と価格の弾力性があり、消費者がより強力かつ情報志向であると同時により要求
が厳しいため、郵便は再度自らを顧客志向の組織としてイメージチェンジする必要がある。調査によると、
人はコストよりも経験と信頼性に価値があると考えている。そのため、我々は郵便局の従業員へのソフトス
キル（対人的技能）と顧客重視の訓練による全力を挙げた努力を目のあたりにしている。
顧客志向は、テクノロジーの角度からも取り組まれている。そのため、音声自動応答システム（IVRS）とセ
ルフサービスのキオスクが「ヒューマンインターフェースの危険性」を減らすものとして登場しつつある。
「計画されたものが管理される」。顧客の反応と品質の監視は現在の郵便の必要不可欠な業務である。
そのため、あらゆるレベルでの従業員の訓練は、顧客の支援と対処の点で新しい標準である。従業員の働き
に関する顧客の反応は増大するだろう。そのため、従業員はますますテクノロジーによって評価されるだろ
う。採用もまた影響を受ける。つまり、適切な態度の人を採用するということである。
顧客への上手な対応に報酬がもらえれば、顧客志向の努力が成功する見込みは高くなる。

質の悪い人的資本‐従業員関与の欠如
郵便のように特に国営の雇用が安定した組織には、監督職が「質の悪い人的見本」に不平を言う傾向がある。
経営陣の主な不平は以下に列挙する。
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・従業員が不機嫌でやる気がない
・技能が時代遅れまたは不釣り合いである
・優秀な従業員は長くいなく、最も出来の悪い従業員が居続ける
・労働力が若返らない
・必要な人を雇用することができない
・優秀な場合の報奨がほとんどない
・文化は「上記のどれでもない」と定義するのが最適である
郵便と従業員組合はどれだけの数の従業員が実際に自分の仕事に従事しているかの調査を必要としている。
「積極的に関与している従業員」は仕事に完全に夢中で熱心であり、そのため組織の評判と利益を拡大する
ために前向きな行動をとる人として定義されている。米国の労働者（郵便だけではない）で行った調査は、
31％しか仕事に積極的に関与していなかった。世界的な調査では、87％の従業員が積極的に関与していなか
った。

増加する年金負担と労働力の高齢化
労働力の高齢化に関して、これは周知の現実であり、問題ではなくリーダーシップと正しい計画を必要とす
る状況であると認識されるべきである。高齢の労働力に関しては、ワークライフの抱負に対する職務設計の
連携が、おそらく若い従業員にとってよりも、非常に重要である。
高齢の従業員は自然に退職に備えており、これは人間の特質である。それゆえ、高齢の従業員が得意な役割
に関して、彼らの貢献を提案する必要性がある。そのため、高齢の従業員でさえ監督職になるという希望を
もっていないかもしれず、一番得意な方法で仕事を与えられるのが良いだろう。
同じレベルに残りながら新しいことに挑戦している従業員に金銭での報酬を与える企業もある。このことは
高齢の従業員の中には好都合な人もいるかもしれない。

ビジネス観の欠如と変化への抵抗
上記の官僚的な文化に関する段落で言及したように、ほとんどの郵便の考え方は非常に最近までビジネス志
向ではなかった。これは誤りがあるのではなく、郵便サービスの社会サービスという性質の一部である。そ
こでは、ユニバーサルサービスの提供への義務は部隊の大多数が収益中心というよりはコスト中心となるだ
ろう。変化への抵抗は人間らしいものであり、すべての郵便が大きな変化を計画、実行しているため、この
ことはもはや大きな問題ではない。

労働力のIT技能の低さ
郵便組織はこのことを戦略的目標の達成における課題とみなしており、新しいイニシアチブを成功させるた
めに、優先的に最大数の従業員に訓練を行うための大きな一歩を踏み出している。
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Part3 未来の動向
このセクションでは郵便事業
における未来のシナリオ ‐ 今
後どのように郵便サービスが
提供されるかについて。ま
た、配送業務とバックオフィ
ス業務の変化、さらに職場お
よび郵便事業の組織構造への
影響について、焦点を当てて
いくこととする。

郵便の未来の動向

では、今から 5～7 年後の比較的近い未来について、考えてみ
よう。

デジタル経済におけるビジネス
インテルの報告によると、2020 年までに、もののインターネ
ット（IoT）で 2 億個の機器がつながると言われている。全て
の端末、機器、部屋、車等が IP アドレスを持ち、インターネ
ットにつながり、ソフトウェアとプログラミングの役割は、
我々の日常生活にダイレクトに入り込んでくる。今までは、
ソフトウェアは既存の仕事を効率化するために利用されてい
た。これからは、ソフトウェアは仕事そのものを変革し、業
務プロセスを大幅に削減する。2015 年から 2030 年までの期
間は、シェアリングエコノミーの時代と言われる。ウーバー
や AirBNB などのビジネスは今後更に成長していく。
また、データと情報は全ての人が利用できるようになり、ど
れだけ有利なデータをビジネス戦略と業務に利用できるかが、
ビジネスの成功の鍵を握るようになる。故に、組織は、技術
スキルの高い人材に高い価値を見出すようになり、様々な人
材のレベルの中で、中位のスキルを持つ従業員の雇用が最も
削減される。（The Economist Intelligence Unit, 「中流クラ
スの調達」より）

「複雑」はマイナスな言葉
今後、特に郵便のような政府関連機関や、半官半民団体にお
いて、全ての IT ネットワークが統合されるであろう。一つの
例を挙げてみよう。例えば、A 氏というある紳士のナショナ
ル ID カードにはスマートチップが埋め込まれており、バイオ
メトリック（顔、指紋認証）および網膜の個人情報や、写真
や住所が入っているとしよう。A 氏は一市民として、全ての
行動において ID カードと ICT 機器（超スマートホン）を利用
する。税金の支払い、インターネットや店頭での金融取引、
パスポートの申請、郵便サービス等全てが含まれる。統合は、
Page
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郵便業務や、現在取引のある全ての関連機関やパートナー機関でも起こるであろう。センサー技術と高速ブ
ロードバンドの料金は格安になり、多くの単純作業が合理化され、プロセスは縮小される。そんな中、郵便
局は、どこにでもあるという特性を生かし、他の組織にとって IoT の面でメリットが高いため、郵便業界の
他の関係機関と、揺るぎない関係を構築できる。郵便スタッフは、このような環境下で働くことに順応しな
ければならない。

郵便における破壊的な動向
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a.

新たな配送方法のオプションが広がり、郵便局の既存の顧客への配送サービスが脅かされている。ドロー
ン配送、宅配ボックスへのクリック・アンド・コレクトサービス、ウーバースタイルの配達人や 3D プリ
ンターがその例である。顧客は、商品の郵送方法をカスタマイズするようになる（そもそも郵送を希望す
れば、の話ではあるが）。というのも、顧客は、商品を物理的に配送してもらわずに、3D プリンターで
自ら作成することもできるようになるからである。郵便局の中には、すでに顧客のために 3D プリンター
装置を開発している所もある。自立走行車は、24 時間、週 7 日、365 日稼動可能なため、今後利用が拡大
するであろう。郵便会社は、ドローン配達よりも優れた選択使として、配達ロボットの試験を始めている。

b.

しかしながら、その前に、郵便配達人は配送、集金、ビデオ通
話、配達物の測定、予約と集荷情報を全て一つにつなげた機器を
装備するようになる。さらに、地理コードを書面住所と適合し、
それに郵便物を照らし合わせて最適な配達ルートを配達人に提示
する技術がどんどん安くなり、一般的に利用されるようになって
きている。長期的にこのような技術は効率を上げ、仕事量と業務
コストを削減する。今後さらに、技術は広まり、一般化されるで
あろう。

c.

Y 世代や Z 世代は物理的な郵便局を必要としなくなる。郵便配達
のためのコミュニケーションを最低限利用するだけで、後はニーズを満たすためには、アプリケーション
を活用することを好む。郵便局は、多く見積もったとしても、今後荷物の集荷や返送を受けるために、コ
ンビニと一緒に設置されるようになる。この世代にとっては、郵便局とはセルフサービスのスマートター
ミナルや宅配ボックスを指すようになる。

d.

荷物の配送プロセスの自動化により、ロボットの利用が拡大し、労働者が重い荷物を持ち上げるサポート
をする。AI が配送ルートや移動計画を策定するようになる。労働者が意思決定をし、ロボットは例えば、
配送センターにおけるパレット別の道順組み立てや荷積みのような物理的な活動を行い、経済の規模とス
ペースを効率化する。

e.

ブロックチェーン技術やインターネット通貨を使う業務が一般化し、全ての取引に利用されるようになる。
郵便貯金サービスは大きく影響されるであろう。

f.

ビッグデータと郵便 － 我々は、ビジネスにおいて、傾向を予測し、ビジネスシナリオを描くために、
ますますデータマイニングとデータアナリティクスの重要性を認識し始めている。郵便は、直接的にも間
接的にも多大なデータ資源である。郵送取引、クレーム、ソーシャルメディア、オンラインショッピング
から得られるメタデータ（データに付随するデータ）を入手することによって、郵便局が行う顧客管理を
促進することができる。これは、マーケティングと顧客対応にとって必要なツールであり、品質と効率を
全体的に改善することが可能になる。素晴らしい、将来を約束するツールである！郵便はもっと前から
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大々的にデータ倉庫としてのビジネスに参入すれば良かったのではないかとさえ思える。それはともかく、
今となっては郵便が取るべき道は、a）適切なデータインフラ技術に投資すること、b）今まで無視されて
きた、データベースマネジメントそのものが必要とするデータを獲得すること、c）偽造、密輸、違法活
動を検出するソリューションをデータインフラに含むことである。郵便局は重要な金融機関であり、新し
いアルゴリズムにより不正検地能力を大きく向上させることが可能である。

g.

IOPT – ビッグデータ分野から派生した、郵便物のインターネット（IOPT）はその広角なインフラを通し、
気候化学、都市計画、様々な政府機関の予測モデリングにとって重要なデータの供給源となり得る。
（UNCTAD – 2015 年情報経済レポートより）
h.
LTE（A）から 5G テレコム革命へ － ITU による「ブロードバンド・
テレコミュニケーションのためのアクセス技術（2014 年）」の研究によると、
2020 年までに、秒速ギガバイトは、スマートホーム、オフィス、都市を密接に
つなぐすべてのもののインターネット、Internet of Everything（IoE）のモデル
を形成する。既存の郵便局のインフラとワークスタイルは、このシナリオを迎え
る準備をする必要がある。物理的で人間的なインフラは常に遠隔医療や電子政府
の活動に必要とされるものであるが、郵便局は都市部にも地方にも設置されてい
るため、これを提供することができる。

i.
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郵便関連ネットワークによる特有のデータフットプリントを活用したデータ関連サービスが、郵便の収入
源そのものとなる。柔軟にカスタマイズが可能な顧客先への後払い配送サービスや、信頼された団体とし
て顧客の住所へ訪問できる点もまた、重要な収入源として生かせる。
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Part4 郵便局の職場での影響

職場への影響・人事管理及び組織構造

このセクションでは、テクノ
ロジーの変化、考え方や戦略
の変化が郵便事業における
日々の業務に及ぼす影響につ
いて述べたい。

職場管理に関するソリューションの入れ替わり
現在すでにキーボード、スキャナー、携帯端末を利用して、
ほとんどの業務がコンピュータ化されている。その中でソフ
トウェアそのものはその日に何の仕事をするかを決めている
のではなく、通常、優先度に沿って仕事の判断を下すのはマ
ネージャーである。だが、今後ソフトウェアは、マネージャ
ーに代わり、管理業務ができるくらいに賢くなっていくであ
ろう。
例えば、郵便配達センターでは、テクノロジーの進歩により、
マネージャーや監督責任者はその日の配達ルート、配送者の
稼動率、資源の最適化、業務スケジュール等をその場に応じ
て瞬時に判断することが可能になる。つまり、今までにはな
かった柔軟性が生まれる。これが職場にとって何を意味する
のかと言うと、業務が柔軟になるだけではなく、より多くの
作業が自動化されることで、単純作業が減るということであ
る。ワークフロー・ソフトウェアが従業員へ賢く仕事を割り
振るようになる。
我々は、例えばいくつカウンターを開設したら良いのか、シ
ステム管理者をどこへ配属すれば良いのか、仕事の割り振り、
車両管理、荷積みや配送等の業務を、舞台裏で「自分で考え
る」IT システムの指示に従って行うようになる。ソフトウェ
アは、配送センターや分類センターに配送される荷物の個数
を事前に把握し、それに応じた業務計画が立てられるように
なる。
現在すでに、単純作業を請け負うソフトウェアはあるが、さ
らにデータを分析し、意思決定を行う、思考のできるソフト
ウェアも登場してきている。また、ワーククラウドが一般的
に利用されるようになり、熟練した技術者たちがグループを
作り、一度も顔を合わせることなくクラウド上で問題解決を
行っている。
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集荷センターと配送の改革
荷物の個数や配送先の増加と共に、配達と集荷に必要なスタッフの数は増える傾向にある。現在、国によっ
ては郵便局へ荷物を受け取りに行くのが一般的であるが、今後は自宅や、あらゆる配送先へ配達してもらう
のが常識となるであろう。
手紙のやり取りの減少、郵便センターの改革や統合にかかるコストの増大により、スタッフの数は削減され
たり、もしくは今まで激務であった職場から、他の任務を与えられて新しい職場へ自然に移ったりするよう
になる。
他の変化としては、拡散している郵便窓口が、より規模の大きい近代的な郵便局に吸収・統合されることが
予想される。また、小包配送センターでもさらに急速に自動化が進むことから、現在広く分布している配送
センターは、一つの大きなセンターに統合され、スタッフの配置替えが起きるであろう。
すでに、スキャナーや携帯機器などの最新機器の使用により、郵便労働者の怪我が増加している。デザイン
を変え、人間工学的に改善された機器を職場に導入し、改善する必要がある。特に、今後小包の数が増え、
スキャンや入力作業が増えることを踏まえると、これは重要な点だと言える。

職場の業務－未来の小包配送の基本手順

 Various acceptance channels through
the Internet and mobile
 7-20 stages of tracking information
 Automatic mail sorting
 Electronic documents
 Delivery information created automatically
using PDA
 Unifying customer contact point through cu
stomer support center
 Real-time data collection and analysis

配送のプロセスに関する新しい動向を、左記の図
にまとめた。

小包の数が増えるにしたがい、高い「命中率」が
最優先事項となる。命中率とは、一回目の配送で
確実に小包を届けることである。例えば、顧客の
在宅状況を事前に把握することは必須である。時
間と無駄なコストの削減のために、マネージャー
や配送スタッフは、しっかりと状況をコントロー
ルする必要がある。扱う小包の数を増やすために、
業務モデルのデザインを再構築している。さらに、
今の時代が抱える矛盾として、手紙の数は減って
いるのに対し、配送先の数は増えていることが挙げられる。
信頼される配送パートナーとなるべく、郵便配送事業者の間で、様々な戦略的な提携が行われる。また、配
送事業者は、新たに多数のロケーションにおいて、配送センターや分類技術への戦略的な投資を行うであろ
う。さらに、デジタルビジネスモデルやソーシャルメディアの統合により、顧客の窓口、小包販売店、スマ
ートメールボックス、フリーランス配送者、集約センターなどの、ラストワンマイル配送の新たな手法が発
明され、小売への要求も高まる。
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郵便事業者は、真の目的と真に必要とされる一連のスキルを再考し始めければならない
新興国において、郵便事業者が様々なテクノロジーを利用し始める中、今後数年間の間に郵便事業者によっ
て行われるであろう業務について、もたらされる結果と職場への影響を以下の表にまとめた。

業務活動
1 郵便事業者は、最新
のテクノロジーを用
いて、可動性のある
インフラを構築し、
販売とラストワンマ
イル配送業務に用い
る。

主な結果

職場への影響

それにより、以下の項目が、 a.
改善される。

新しい基準に沿った、より緊密なスタッフ
の業績管理

b.

顧客のニーズに合致した、より良い顧客対
応

c.
③ バックオフィス機能の高
速化。（例）ドライバー
と配送車管理等
d.

スタッフには、対応の改善が求められるよ
うになる

① 可視化
② モニタリングの品質

④ 重要な顧客データとプロ
ファイル作成
⑤ 配送の新しい「B2Me モ
デル」
2 顧客と郵便事業者と
のダイナミックな連
携：配送方法の希
望、別な配送先、返
送サービス等

e.

ドライバーは、全ての行動をモニタリング
されるようになるため、モニタリングの対
象項目に適応しなければならない
ラストワンマイル配送における専門的な分
析により、関係者全員の利益が守られるこ
とが必要となる

配送スタッフの業務と役割は、より柔軟さを求
められるようになる

3 プロセスの自動化へ 
の投資


個別配達区分の自動化

4 E コマースとの連携に 1.
よる拡大

交換局へ大量の郵便物の a.
発送と集荷が発生した

さらに自動化が進んだインフラが OE や空
港配送窓口に導入される

2.

関税に関する規制の改定 b.
および輸入手順の変更

3.

データシェアリングおよ
びシステムとプロセスの
統合

他のクーリエ事業者は、すでに東京、シン
ガポール、クアラルンプールなどの大規模
な国際空港に、大がかりな設備を設置して
いる
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なくなり、スタッフの数は柔軟に、削減するこ
とが可能になる
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4.

競争力を維持しながら協 c.
力する

税関の最新電子データシステムの業務が増
大するため、スタッフが必要となる

5 アマゾンのような E コ 1.
マース企業は自分た
ちのロジスティクス
や配送能力を強化す
るために高額の投資
をしている。現時点
ですでにアマゾンは
欧州と米国におい
て、完全に受取人の
ニーズに合わせてカ
スタマイズできる 2 時
2.
間内の配送が検討さ
れている。これによ
り、郵便局にとって
は、同等かもしくは
類 似 サ ー ビ ス を 提 供 3.
するプレッシャーが
かかる。

郵便局は、クラウドソー a.
スを用いた配送モデルを
採用することができな
b.
い。郵便事業者の強み
は、受取人への定期的な c.
まとまった配送方法であ
る。クーリエ事業者は郵
便局のネットワークを利
用したいと考えるであろ
う。

郵便事業者は、クーリエ事業者の荷物の配
送も担うようになる

6 未来の郵便広告

1.

相互に作用する印刷広告

2.

プリントされた動画

3.

携帯電話につながるパン
フレット

宅配ボックスビジネスが拡大する
配送に関しても、スマホが現在位置を示
し、財布として利用されるようになる

集合マンションへの大量
の荷物の配送はスペース
とセキュリティ上、問題
となることがある。
インフラ：交通状況、駐
車、待機時間、
a.

このような郵便物は重量があり、また顧客
データを基に作成される

b.

郵便事業者は、これらの郵便物を取り扱う
準備をする必要がある

7 支 払 い ： ク レ ジ ッ ト 郵便事業者は経験が有利に働 a.
カード払いが増加す く
る中、現金着払いも
b.
まだ利用がある。

クレジット払いの促進に力を入れる必要が
ある
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配達のさらなる機械化
郵便とインテグレーターは真剣にドローン、全自動運転車、配達ロボットを試験しているため、（ドロ
ーンを用いた）農村地帯と（配達ロボットを用いた）郊外や都市部の両方で配達コストを削減すること
に焦点を当てるというメッセージは非常に明確である。テクノロジーは常に人間の労働を補完してきて
おり、必ずや今後何年間もその役割を果たすだろう。
センサーテクノロジーとカメラテクノロジーの精度がすでに非常に高いため、全自動運転車は遠い未来
の話ではない。（i）高速 5G ブロードバンド、すなわち 500Mbps 以上（実に 200 ㎞の速さで）、（ii）
車内のコンピュータチップの容量という 2 つの分野でのみ、さらなる開発を必要としている。このこと
すべては 2020 年には準備が整うはずであり、その後は市場勢力がこのような車のコストと実現可能性に
関して力を持つことになるであろう。
郵便配達人はそれでも車に乗り、品物の受取人への最後の受け渡しを行うことになる可能性が高いため、
郵便配達の職員にこのような車が脅威を与えることはないだろう。配達人はおそらく配達の準備をする
時間を増やし、駐車の時間を節約するといったことができるだろう。

人的資源政策と職務設計
現金取引はますます縮小し、電子的方法に取って代わられている。このことは作業手順や事務管理部門
の活動に影響を与えている。
対面式の交流が減るため、オンラインまたはリモートビデオによる取引が増えるだろう。支店レベルの
従業員はますますビデオを利用し、取引の間に照合等をオンラインで行うだろう。
コールセンターの使用も増加するだろう。しかしながら、顧客に便宜を図り、待ち時間を減らすために
は、実際にコールセンターに配属されている従業員の数を十分に増やす必要がある。実際に、最近の研
究によると、コールセンターでの顧客の待ち時間を 30 秒から 1 分減らすために、我々は倍の数のコール
センターの役員を雇う必要があるかもしれない。このような郵便研究の妥当性は、今後何年間かの業務
における労働力の配置の性質を示すことである。これは、公共の場の無人のキオスクと同じく、数年後
の郵便局のありかたを示すことになるだろう。
E コマースの経営も専門業務であり、ゆくゆくは郵便が監督者レベルの E コマースの専門家を雇うこと
も大いにありうるだろう。
郵便の競合相手のほとんどは、すでにいわゆる「オンデマンドエコノミー」に参入している。これは基
本的には、労働力と従業員がオンデマンドで従事していることを意味している。つまり、伝統的な意味
で固定的、または標準的に雇用されている従業員はほとんどいない。2020 年までに米国の労働力の 40％
が非標準、そのうち 90％が契約になるだろうと提唱するアナリストもいる。興味深いのは、契約は低技
能の労働者だけではなく、専門家やプロにまで拡大されるだろうということである。技能の高い契約労
働者の例は金融、経理職員である。中核をなす、または所有者としての業務のみが伝統的なフルタイム
従業員の仕事として残るだろう。その理由は、サービス組織で必要とされる様々な仕事に合った一連の
技能を持つ、技能の高い臨時労働者を雇うほうが簡単で安くつくからである。現在の E コマースの巨人、
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アマゾンは、完全に労働力を柔軟な契約にしてしまった。そのため、郵便のような組織の中の組織境界
もまた、より「透過性のある」ものになる可能性が高い。

組織的なリストラ‐合併とパートナーシップ
E コマースが原因で生まれた小包とパッケージングの急成長により、郵便のラストマイル配送業者とし
ての役割が E コマースのバリューチェーンにおいて非常に重要になっている。それは素晴らしいことで
あり、伝統的な郵便の配達に対立するものとして、E コマースの配送要件の核心がなんとか解決、実行
されているとしたら、これは、非常に良いニュースである。つまり、どんな新しい冒険的事業とも同じ
く、E コマースには E コマースの争点と問題がある。ラストマイル配送は非常に重要であり、大量の配
送を効率がよく、コスト効率のよい方法で扱うことができるように、必然的に郵便に全過程の再検討を
させている。そのため、郵便企業は大量の貨物輸送をこなし、伝統的な競争相手と競争し、オンライン
の荷主（売り手）と買い手の需要に応える過程を微調整し、最後には各国で急増し、混乱を招いている
発送の新規事業から身を守る必要がある。
今後数年間は、このような状況が続くだろう。少量の
遠隔地への配送に関しては、荷物を郵便に受け渡した
いと考える競合のクーリエもいるだろう。しかしなが
ら、量と規模の経済がこのシナリオを正しいとすると
すぐに、クーリエは伝統的な郵便のラストマイル配送
に参入するだろう。多くの郵便はより多くの宅配ロッ
カーを持つと、1 つの場所に配達して顧客に回収して
もらうことができることから、経済的に意味があると
感じている。これにより労働力とその他の資源の面で、
非常に大きなコスト削減ができる。フランス郵政公社、カナダ郵便公社、ドイツポスト、シンガポー
ル・ポストはみな宅配ロッカーに多大な投資をしている。
さらに、ゲームに勝っている人を獲得し、パートナーにするという傾向が強まっている。多くの郵便は主な
ロジスティクス企業、宅配ロッカーの企業、倉庫企業において、経営支配権を得つつある。このことは、バ
リューチェーンの支配を拡大し、ブランドの知名度を改善しており、将来的には郵便が「オンデマンドデリ
バリー」の世界を管理することに資するだろう。一部の郵便は現在、3D 印刷の実験を行っている。それはお
もに、3D 印刷の製品はいまだに配達を必要としており、郵便局で印刷し、受取人に渡すことができるからで
ある。
未来の郵便組織は、雨後の筍のように乱立し、郵便とクーリエに挑んできた破壊者と同じように、「アセッ
トライト」（資産を減らすこと）なデータ主導ビジネスにならざるを得ないように思われる。今日のアセッ
トライトなビジネスでいることは、教育水準の高いパートタイムの支援、特に副業を探している人々を雇用
することに商業的な価値があるために、採用方式にも影響を与える。
サービスとしてのクラウドベースのロジスティクス IT という現象は、中国などの数か国で具体化している。
このことは、同じロジスティクス IT のプラットフォームの共有を可能にし、ロジスティクスの運営業者に柔
軟性を与え、ネットワークインフラにおいてより迅速にロジスティクス IT を配備し、利用できるようにす
る。このシステムはテクノロジー管理において当然の成り行きであるため、多くの国で再現されるだろ
う。
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民営化
完全に国営の、部署主導のポストにおいてさえ、民営化と企業化に向けた第二の変化の可能性がある。
より平坦で自発的な戦略事業単位に向かう傾向が強くなるにつれて、コストセンターを割り出し、最小
化するために郵便企業の財政的総点検に向かう傾向も出てくるだろう。郵便の持続可能なビジネスモデ
ルとして、銀行業務や保険業務といった金融サービスをかなり重視している郵便もある。このことは民
営化と合併を招くだろう。送金企業を含む金融企業の合併と買収は現在一般的であり、米国のマネーグ
ラムは今年アリババグループのアント・ファイナンシャルとの合併で今年のニュースになった。
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Part 5
このセクションでは、郵便、
サービス協会と労働組合が採
択する可能性のある様々な対
応を見ていく。それは質問と
勧告の形式での可能性のある
回答形をとっている。意見は
全く個人的なもので、いくら
か読者の判断材料となり、で
きれば私の勧告に同意または
反対してもらえればと思う。

課題についての一問一答－前進の道

1．質問：どのような種類の人的資源戦略が新しい要求に応え
られるか。どのように現存の労働力の利益と関心事を守るの
か。短期、中期、長期的にどんな能力が必要とされているの
か。これらの要件を満たす選択肢は何か。
回答：労働力と活力と浮揚力のある精神を備えた新しい労働
文化の関与が、郵便事業者が速い速度で必要な方向に進むた
めに必要とされている。
従業員に有利になるようにオートメーションの影響を利用す
る必要性もある。
従業員の削減や配置転換への対応としてふさわしいものは何
か、に関して。私は大規模な人員整理や一時解雇といった事
件は、もちろん郵便部門では前代未聞であり、今後も起こら
ないと思っている。さらに、配置転換はある部署の閉鎖や合
併などが原因で起こるため、職員側と経営者側の両方から対
処すべき変化が起こるだろう。そのために、職員組合は今後
何年間かに起こりそうな新しい変化を組合員に通達する必要
がある。また、可能性のある配置転換や職務資格の変更に向
けて、組合員の準備をする必要もある。
フルタイム従業員の採用が減少し、何らかのポストの削減が
計画されたとしても、経営者側と職員指導部の双方が、決定
と状況変化の裏にある理由を明確にしようとするべきである。
組織が課題に直面しているのなら、これは職員に隠すべきで
はない。
職員組合は、何らかの理由で一時解雇を受けやすい、あるい
は郵便におけるビジネスや業務環境の変化に苦労する可能性
の最も高い組合員を特定するのがよいだろう。私が言いたい
のは、従業員が例えば「テクノロジー面で課題がある」場合、
労働組合はその人の訓練と技能開発を強く求めるべきである。
訓練と技能強化は職員の福利である。他の福利と同じように、
義務としてではなく、未熟練の職員の自信を高め、彼らにチ
ームの一員になろうという意欲を引き出ことがその理由であ
る。実際、すべての従業員がさらなる技能を得るよう奨励さ
れれば、より満足を得られるだろう。
さらに、サービス協会は、郵便で起きている変化を肯定的な
形で、職員の利益を守ることが組織の目標に利益をもたらす
ことになるととらえるべきであろう。作業負担と生産的な労
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働には大きな違いがある。前者は我々が絶えず行っている、長い過程の中で実際に生み出されてきた労働で、
受動的かつ未決や遅延を減らし、更新したことを記録することだけを目標としている。生産的な労働は合理
化された作業過程の一部であり、シンプルで、さらに非生産的で費用が掛かり、知的でない労働の発生につ
ながる障害や残務を生み出すことはない。

よりよいテクノロジーに基づく業務が導入されると、職員組合は自身の組合員に新しいテクノロジー主導
のツールと手順を扱う技能の向上を奨励しなければならない。技能の向上は人員整理から身を守る最善の
方法である。私が実際に目にした例は、タイのラザダである。この E コマース企業は多くのセンサーや
RFID タグを用いて過程を自動化しており、E コマース貨物の荷積み、荷降ろし、選別、内部輸送のための
自動運転ロボットと機械の設置を計画している。そのためこのようなシナリオでは、職員が行う労働は機
械に取って代わられ、職員は徹底的に削減されており、これからも削減されるだろう。倉庫管理ソフトウ
ェアを使い、トラブルシューティングができ、機械が扱える職員のみが残り、最後の梱包とアドレス・マ
ッピングを処理できる人が残る。
私は問題の防止は問題の解決に勝ると考えている。労働組合と経営側のさらなる協力的な取り組みが、郵
便がデジタルエコノミーにおける課題に取り組む最適な解決法になるだろう。

質問 2：広がるワークデザインの変化とテクノロジーにいかに対応すべきか。
回答
1．変化の管理：変化は過去にはゆっくりかつ徐々に進行したのに、これからはより頻発するかもしれない。
このことは、郵便の監督職と職員の中で指導的地位にいるすべての人は、変化が職員に最大の利益をも
たらし、損害や苦痛が最低限であることを保証しなければならないことを意味している。そのため、明
日の監督職は変化が起きた時に組織が向かう方向性を示し、労働者に自信を与える努力を続ける必要が
ある。
職員組合と同じく経営側も組合員の態度と信念がどのようなものであるかを評価すべきである。職員が
新しい経営イニシアチブに対して消極的に敵対し、皮肉を言い、反抗していると感じていては、だれの
利益にもならない。
2．次世代の IT プラットフォームの創造、郵便サービスのデジタル化、e サービスの導入。多くのポストが
多様化しており、e サービスの提供をしている。このことは様々な国で提供されている約 55 の異なる新
しい e サービスについて述べた UPU の「2015 年 e サービスレポート」から明らかである。この 55 のサ
ービスのうち 29 は純粋に郵便物に関するサービスであり、9 は e ファイナンスサービス、6 は E コマー
スサービスであり、最も面白いことに 11 が電子政府サービスであった。イスタンブール世界郵便戦略も
また、郵便を E コマースの中心的存在にするための必要な手段として、e サービスの促進に高い優先順
位をつけている。
イスタンブール世界郵便戦略もまた次のように述べている。「この新しいデジタル時代は社会経済的状況
における格差が特徴である。このような状況下では、UPU は社会包摂に適応した解決策を提供するのを助
けることができる。

UPU はまた、世界的な郵便ネットワークを通して統合を促進するのに適した状況にある。現在の活動はす
でに郵便部門がグローバルエコノミーにおいて不可欠な要素という役割を果たすのを助けている。
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デジタルテクノロジーと E コマースの増加により、顧客は郵便業者にサービスを現代化し、品質を向上さ
せ、改革を不可欠なこととするよう期待している。」

デジタル化は中核的な事業を発見し、それをデジタルエコノミーに組み込むことに関係している。デジ
タル化はまた、市場でのコミュニケーションと情報ロジスティクスの総合的な効率性に焦点を当てるだろ
う。そしてグリーンな成長と持続可能性という我々の顧客の最大の関心事に関係するだろう。

質問 3：郵便はどのようにして CSR（企業の社会的責任）と持続的開発イニシアチブを追求すべきか。
回答：
持続的開発‐このような焦点の変化は、郵便が将来行うことすべてにおいて、活動の環境への影響はその
活動が郵便に支援されるかどうかを決める指針となる要素になることを意味している。持続的開発イニシ
アチブは成長するだろう。
環境にやさしい活動への動きは、過去十年のあらゆる郵便における好ましい変化であり、ますます多くの
郵便が環境マネジメントシステムを実施するために、郵便戦略の中心であり続けるだろう。
2015 年の時点で、すべての政府は持続可能な開発目標に関するパリ協定を採択した。その結果 UPU に加
盟する郵便すべてが持続可能な開発目標の実現への責任を表明した。
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上記の図に見られるように、持続可能な開発目標（SDGs）はすべての国が 2030 年までに達成すると公約
している 17 の優先分野を網羅している。
SDGs には環境保護に加え、女性の教育、母性衛生、清潔な飲用水、HIV AIDS の予防、農村開発、金融包
摂といった多くの社会的目標が含まれている。
郵便の役割はこれらすべての分野で非常に重要になるだろう。まず、環境保護施策に関して、様々な国の
郵便は、特に省エネ、燃費削減、グリーンプラクティスについて、二酸化炭素排出量や郵便業務の環境へ
の影響を削減するために重要な措置をとってきた。例えば、紙、水消費量の削減、特に太陽光発電という
再生可能エネルギーの利用、交通最適化、グリーンな建築法がある。
次に、政府機関としての郵便は、各国政府の SDGs 実行案の振興と促進において重要な役割を担っている。
例えば、切手収集という特別な活動による環境意識向上プログラムがそうである。もちろん農村地帯の幅
広いネットワークにより、郵便は銀行業務、保険、送金といった金融サービスを通して、一般人にとって
は金融包摂の鍵となる機関である。
第三に CSR イニシアチブの促進がある。郵便従業員が医療保障、健康保険、金銭的利益という恩恵がある
一方で、郵便はますます貧窮者の援助と自然災害や災難の時への参加を増やしている。
そのため、持続的開発イニシアチブは郵便の働き方に大きな影響を与えるだろう。イニシアチブは以下の
活動への関与をしており、今後も続けるだろう。
1． ラストマイル配送方法とグリーンな車（電気、ハイブリッド、エタノール車）への車の変更の再検討
2． 例えば（a）運転時の燃料を減らす（b）配送ルートの最適化（c）節電と省エネ（d）節水（e）下水と
廃棄物処理の改善（f）紙のリサイクルと使用量削減といった環境にやさしい活動への報奨。このよう
な活動はすべて奨励され、職員の業績は労働に加えこれらの面で監視されるだろう。
3． 郵便グループとより広い社会の中で環境にやさしい意識を広げることもまた必要不可欠であり、廃棄物
管理、植樹、自然光のさらなる利用といった日常生活のあらゆる分野に広がっている。
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戦略としての多様性
質問 4：どんな多様化の道を個々の業者は選ぶべきか。
運輸とロジスティクスまたは金融、銀行業に多様化するべきなのか。その他の選択肢はあるのか。
回答：実際に、郵便が新しいビジネスモデルを導入する時である。その理由は、ロジスティクス、E コマー
ス、銀行業、デジタルサービス、ビジネスサービス、そのすべてが資源、活動、パートナーシップ、コス
ト構造、収入の流れ、再定義された価値提案に関するビジネスモデルの調節を必要としているからである。
これらすべての分野でこれから進歩しなければならない人々にとって、これらの分野で前進するうえで、
時間が最も重要である。顧客から見た相違を埋めるための他のプレイヤーとの協力は前進する最善の方法
であり、その状況から許されることや利害関係者の判断によって変わるが、合併、買収、大きな賭けとな
るパートナーシップという形をとる可能性がある。
多様化したビジネスの収益性は、郵便がいまだビジネスの確立中であるため、産業の平均を下回る傾向が
ある。郵便のビジネスモデルは常に中核に郵便物が置かれていた。ほとんどの国での将来のビジネスモデ
ルは、シンガポール・ポスト、オーストラリア郵便公社、フランス郵政公社のような郵便の変化から明ら
かである。すべてのサービスが IT プラットフォームで提供され、郵便の主な強みである信頼とユニバーサ
ル・アクセスを基にした E コマースの実現が、中核になっている。
歴史がないために、買収はどのように可能性の高い多様性分野でも確固とした地位を築く入り口として好
まれている。
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質問 5：オフィス合併への対応
Intermac 社の Jeff Sitio は、Postal Trends の記事で、郵便は E コマースビジネスの未知の領域の新規参入
者としてふるまう必要があるという見解を示した。それは、より大きなリスクを冒し、一からやり直さな
いことを意味している。結果として、郵便は自身のインフラの改善とよりよい利用に多大な投資を行って
いる。郵便センターは拡大され、倉庫が何もない建物に作られるなどしている。また、新しいオートメー
ション化された拠点の創設と部署の合併は増えていくはずである。大規模なオフィスには監督とチームワ
ークの点で自らの問題がある。
職員組合はこの活動において協力する必要がある。手紙の仕分けといった伝統的な仕事がより重い小包に
取って代わられ、肉体労働や繰り返し作業を減らすための機械のさらなる利用により、長期的には退屈な
重労働を減らすことになるということがその理由である。

質問 6：水平な採用とさらなるアウトソーシングか。
回答：これは 2 種類の仕事で残るだろう。一つは一時的な性質の未熟練な反復作業。これは明確に契約が経
営者の責任を減らしている。もう一つはソフトウェア開発やプロセス・リエンジニアリングなどの非常に
高技能な技術職である。労働組合はおそらく職員の利益に影響を与えない限りはそのシナリオを受け入れ
るべきである。

質問 7：オートメーションへの対応：オートメーションは不可避であり、過去 20 年にわたり進行中である。
発送コストの削減など、ラストマイルのオートメーションへの変化の流れ
は、スタンドアロン型キオスクと同じように、手紙と小包の回収と集荷機
械の設置からも明らかである。これらは郵便局レベルで郵便組織の労働に
影響を与えるだろう。そのような機械はすでに世界中で試験、設置中であ
る（写真を参照のこと）。このようなオートメーションの顧客の受け入れ
が成功には鍵となる要素であるため、この影響は、最初は非常に目立つも
のではないかもしれない。ユニバーサルサービス義務の基準により、郵便
ポストからの回収は 1 日に 2 回でなくとも毎日すべきことであるため、電
子式のポストを持つことも必須である。特に郵便ポストから回収すべき手
紙がない場合は、出費を伴う行為にある。郵便ポスト内の手紙の数に関するデータがあれば、郵便ポスト
の手紙の回収を合理化する手助けになるだろう。

質問 8：訓練と能力開発の対応と戦略はどうあるべきか。
回答：周知のように、材木を切るために斧を使うと、徐々に刃がすり減り、さらにはもう切れなくなって
しまう。しかしながら、刃を研いでみると、前と同じように木材を切り始められる。訓練は斧の刃（職員
の技能）を研ぐことと同じで、以前と同じように効率よく、仕事を処理することができるようになる。私
はこのレポートでも先に述べているように、段階的スキルアップと、郵便がサービスの面で十分な競争力
を得ることを可能にするテクノロジーへの投資に関して、職員組織がロビー活動をすべきである。サービ
スの質が向上すれば、ビジネスが生まれ、職員にさらなる利益と安定した雇用を生むことができるだろう。
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質問 9：柔軟な労働契約の発生への対応、タイミングと従業員の関与の必要性は。
回答：将来実現しなければならない人的資源ソリューションは、郵便組織の中で協力して働く様々な年代
の人々の考え方に密接に関連させるべきであろう。郵便は従業員の開発に焦点を当てなければならない。
将来の職員は訓練の必要性が減り、より多くの指導を必要とするだろう。
他と同じく、郵便ではジェネレーション「Y」（1980～90 年生まれ）は自発性があり、これらの世代の労
働者が実験し、探検できるようにしている郵便企業はこのゲームで有利だろう。一番若い世代の労働者は、
暗い部屋でスライドのプレゼンテーションを見てではなく、実地と人脈作りから学ぶ。インタラクティブ
なウェブセミナーと e ラーニングはコスト効率のよい訓練方法を提供することが可能である。しかし、実体
験の学習と議論の代わりとなるものはない。
若い従業員は自身で考え、労働するという挑戦を楽しんでいる。年配の世代は他の人が学ぶのを指導する
役割を喜んで行う準備ができているだろう。
この取り組みが今後何年間も有効である一方で、考えの変更もある。郵便業者の対応は、現在高い労働コ
ストの課題へと変化している。その代わり、より良い取り組みは、人的資源が埋没費用であるため、特に
新しいテクノロジーに関する人的資源の技能を向上させ、職務の再設計を求めることにより、人的資源に
価値を加えることができる。それにより、従業員は変化する職場にうまく溶け込める。従業員は自身に何
を期待されているかを知っており、習得した新しい技能に自信を持っている。もちろん計画を立てること
はたやすく、結果をもたらす正しい活動を選択することは難しい。
また、金銭的対価である給与と諸給付は重要であるが、それだけでは十分でないこと、労働者と組織との
関係は単なる雇用契約だけでなく心理的な契約であり、組織と従業員の間の双方の期待が合わさったもの
であると理解されている。
「 生産性の必須性：21 世紀の郵便サービス配達モデルに向かって 」という記事で、Steve Bevan、
Adrian King、Elmar Tiome は「よい使用者であることと長期的な生産性の成長を達成することは、互いに
相容れないわけではなく、切り離せない関係である。」と主張している。
この文書で、Steve Bevan、Adrian King、Elmar Tiome はまた、未来の職場管理の他の解決策に言及し
ている。生産性の点での郵便の改善に関しては、3 つのことが確かに完全に明らかになるだろう。
第一はネットワークの統合である。我々はすでに述べたが、大きく広がった部署は業務改善と迅速な費用
便益のために中心に集められる可能性がある。第二に、オートメーションが長期的に利益をもたらすこと
から、テクノロジーが段階的に生産性の成長を直接もたらすだろう。第三は、従業員を雇用し、関与させ
ることは仕事優先であるが、雇用と労働の柔軟性が必要である。しかし、これは従業員中心にしなければ
ならないと私は考える。
そのため、仕事の技能と労働時間を作業の流れに正しく整列する賢明な作業設計が最高の解決策になるだ
ろう。このことは無計画な超過勤務や職員不足というシナリオの必要性を軽減するだろう。
以前は、柔軟性のない作業スケジュールは各部署の作業の大きな不均衡を意味していたが、将来の郵便は
柔軟で、熱心な労働力がなければならないだろう。職員側の「支援」が必要である。支援は、仕事が労働
者の期待と合致した場合のみ可能である。そのため、フルタイムの中核的労働者のワークライフの希望は
異なり、その役割は臨時労働者や契約労働者のものとは異なるだろう。後者の希望は明確で、明らかにな
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っている。経営者側と職員の両方が自身の期待を正直かつ明確に示し、歩み寄りの準備をすべきである。
両方の側に信頼がなければならない。新しい作業設計の方法には、交換、在宅労働、フレックスタイム、
下請け、交代要員のプールなどがあるだろう。

質問 10：指導力と悪影響の軽減
回答：ニューエコノミーにおける指導力については、この質問を投げかけなければならないだろう。

「我々には、すべての利害関係者が変わりゆく環境の中で船の操縦を成功させられる組織または組合の中
の指導力があるか。我々の指導部は、将来の郵便ネットワークを構築するために、取り組み、慣習、態度
を十分に適合させてきたか。」
それは、結局は組織を運営する人々である。組織の目標を従業員の目標と一致させるという正しい考え
方が、成功に不可欠である。そのために、経営陣は特に経済的に脆弱な部門の職員の真の懸念を引き出し、
変化の過程で置き去りにされないようにしなければならないだろう。私が軽減という言葉を使ったことに
お気づきかもしれない。軽減は急速な変化が職員と事業に及ぼす悪影響を減らすための手段を取ることで
ある。郵便の指導部はこの状況下で一歩先を行くべきである。監督者と支配側の人間は、変化の時代には、
感情を見定めるために第一線の職員や労働組合と密接に交流する必要がある。シンガポール・ポストは、
一方では従業員、他方では顧客の感情から反応を得るために、ネット・プロモーター・スコアという概念
を採用した。
実際に、従業員の満足と顧客の満足には直接的な関係がある。自身の仕事、報酬、関係性に満足してい
る従業員だけが企業と関わり合い、より効率的に貢献することができる。従業員が関わりあえるよう促す
には、なぜ従業員が期待されているように仕事ができないのかを理解することから始めるとよいだろう。
期待されている仕事の指導と適切な説明は、各レベル、特に直属の上司のレベルで必要である。上司との
対話は重要であり、職員組合は対話を推奨し、自身の役割と権限が弱まることを心配するべきではない。

指導と開発が業績管理に取って代わる
多くの人的資源ソフトウェアとツールが、従業員の関与の度合いを測るために利用でき、おそらくはテ
クノロジーが今後何年間もまた、人的資源管理を推し進めるだろう。テクノロジーが増えれば増えるほど、
郵便の経営と人的資源管理は 2 つの鍵となる分野に注目しなければならないだろう。
・
・
・
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要求の満足度：郵便従業員は仕事の中でどの程度望ましい自分を表現しているか
燃え尽きたアンチテーゼ：郵便の仕事におけるエネルギー、関与、有効性は、職員の間の疲労困憊、
皮肉、業績の欠如といった燃え尽きた概念はどれほどのものなのか。
結局、郵便で偉大な使用者であることは、安定雇用と比べて、どれほどのものなのか。
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結論
10 年前はほとんどの郵便業者は郵便の危機について話していた。郵便物の量の減少は収入の減少を意味した。
郵便業者は人的資源コストを下げ、規模を縮小することが唯一の解決策だと考えた。そして労働組合が現代
化に反対していると不平を訴えていた。全体の財務計画は年金債務を減らし、おそらく郵便インフラを売却
し、民営化し、扇動したり財政負担になることのないパートタイム労働者をより多く雇うことだった。
しかしながら、経済秩序における現実と変化は非常に異なるシナリオを見せ、経営者側と労働組合レベルの
両方の考えに変化が生じる結果となった。労使双方は、人々に近く、信頼される機関であると同時に、郵便
サービスだけでなく電子政府、金融、補佐的なサービスもまた提供するテクノロジー主導のサービス提供者
としての郵便の性格が常に残り、また少なくとも次回の技術的混乱までは確実に残るだろうということを認
識するに至った。
そのため郵便の職場である郵便局とメールオフィスは、見た目だけでなく、労働文化、接客、従業員の利益、
目的意識、職員の関与の面でも現代的になるだろう。
20 世紀の間、多くの学者が労働者の経営参加を提唱してきた。これは、（郵便のような）大規模な国営企業
は無駄が多く、非効率であると見られたからである。国は唯一の企業オーナーであり、労働者はオーナーで
なく、そのため経営者または企業が取る方向性に関して当事者意識がなかった。最後の結論は、国営企業は
基本的に巨大な雇用源であるが、価値よりも損失を多く生み出しているというものであった。

一人だけで成し遂げられる人はいない
我々は皆お互いを必要としている
そして実現のためには組織のほかの人たちが必要である

デレク・オズボーン、監督職のための指導力、2015 年 5 月、
バンコク

新しい哲学に向かって
問題の解決策を探して、郵便もしくは郵便で働く人々である私たちは、しばしば考えと行動のいつものサイ
クルにとらわれてしまう傾向がある。おそらく、違う考え方をする時であろう。偉大な発明の中には、革新
的な考えから生まれたものもある。郵便はいまだ配送の世界最大の幹線である。我々はグラスには半分しか
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中身が入っていないと考え、物事に異なる方法で楽観的に取り組み、失敗が起きても決心は揺るがないこと
を受け入れるべきである。

ニューエコノミーにおいては、おそらくより多くの労働者が経営に参加する時が本当に来ている。争議行為
や対決ではなく参加型の経営だけで、成功をもたらすことが可能である。当事者意識はいかなる冒険的事業
の成功にも必須である。成功や失敗の責任は経営陣にだけあるわけではない。理路整然と考える場合にのみ、
すべての利害関係者が決定を助けることが可能である。人がひとたび決定に参加すれば、責任も大きくなる。
私は、真の民主主義と平等をもたらすという理由から、労働者が企業の所有権をある程度持つべきである、
とあえて提案したい。現在、郵便やその他の大企業は中世の王国のような方法で運営されている。取締役会
は昔の王様とその内閣のようであり、信頼と委任がほとんどないトップダウン経営が行われている。参加が
なければ、王国（企業）に対する愛情も忠誠もあまりない。労働組合は、労働者の利益を守るという重要な
役割を果たしているが、これは労働組合の存在意義であり、企業や王国を競争相手や変化する環境から守る
ためにも、さらに統合する役割も担う必要がある。
そのため、人的資源管理者は将来の雇用要件という面から、郵便の従業員のキャリア開発に労働組合ととも
に関わる必要がある。あとで必要とされないかもしれないキャリアを計画することは無駄である。郵便組織
が選ぶ方向は、何が急を要するかだけでなく、何が重要かに焦点を当てて明確に議論すべきである。未来の
水平線は暗くはない。
今日、我々には我々がどこにいるかを考え、評価し、そして次のちょっとした旅を正しく計画する時間があ
る。

******************
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