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村上伸一教授が２０２３年３月３１日をもって桃山学院大学を退任されます。

村上教授は２０年にわたり，本学の発展のために尽力されてこられました。

村上教授は１９８３年３月に北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程を

単位取得満期退学した後，２００３年４月に本学経営学部に教授として着任さ

れました。この間，経営学研究科長などの要職を歴任され，２０２０年度から

２０２２年度までは経済経営学会長をお務めになりました。

このように教育・研究そして学内行政等におきまして重要な業績を残され

た村上教授がご退任されるということは，本学にとりまして誠に残念なこと

です。今後もこれまでと同様，後進のためにご指導のほど宜しくお願い申し

上げます。

ここに村上教授の長年にわたる本学へのご貢献に対して敬意と感謝の意を

表し，「桃山学院大学名誉教授」の称号を贈るとともに，本巻を退任記念号

として刊行し，贈呈いたします。今後とも，ご健康に留意され，ますますご

研究が発展されることを祈念いたしております。

献辞

伊 藤 潔 志経営学部長
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６．家畜の（強制的）社会化―小農民経営破壊の限界点
１９３０年１２月の中央委員会総会は集団化の再開を決定した。主要な穀物地

区での全面的集団化と「階級としてのクラークの絶滅」も基本的に完了する

ものとされた。それをうけて，地方（中ヴォルガの場合）では，「５０％ の経

営がコルホーズに加入した全面的集団化地区ではクラークの階級としての絶

滅の問題をただちに提起しなければならない」とされ，「集団化の完成のた

めに」クラーク清算が追求された１）。同時に，この第２波のクラーク清算に

は「もう一つの新しい要因が絡まっていた」。すなわち，「１９３１年に入って

家畜調達，食肉調達の強化を原因とする農民の暴動が頻発した」ことであ

る２）。以下では，家畜調達と密接に関連するコルホーズのもとへの家畜の

「社会化」，共同化の問題を中心に検討し，これと農民の抵抗の関わりに触れ

る。それというのも，「家畜の社会化」をめぐる混乱と破局的結果は，工業

化のための穀物確保を主動因とする農業の集団化が農業，農民，農村にもた

らした帰結をさらにもっと短期間に集約的に示している点で極めて興味深

く，その深刻なダメージがきわめて長期に及んだという点でも教訓的だから

である。

（１）非常措置から集団化期の家畜の動向

すでに前稿３）で述べたように，非常措置での「クラークに対する攻勢」の

なかで，「家畜の社会化」を恐れたクラークによる，中農も巻き込んでの大

量の売却や屠殺がおこなわれた。中ヴォルガ地方では，１９２９年は旱魃にみ

まわれて穀物の収穫が減少したにもかかわらず，調達計画は引き上げられ過

酷な取り立てが実施された。これによって飢餓が広汎に発生して，農民によ

る家畜の屠殺を引き起こしたという。（農民の手もとに残される）「穀物不足

は飼料不足をとおして家畜の斃死を引き起こしたが，他方それは農民に飢餓

１）奥田央『ヴォルガの革命』（１９９６年，東京大学出版会），３０６頁。
２）同上，３０７頁。
３）拙稿「『資本の本源的蓄積』とソ連／ロシア（下）-１」（『桃山学院大学経済経営論

集』第６３巻第３号，２０２２年１月）２３２-２３７頁参照。

６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



を強制することによって直接に家畜の屠殺に向かわせたのである」４）。

ソヴィエト政権は１９２９年末から１９３０年冬の全面的集団化の強行に際し

て，「馬ばかりでなくその他の家畜の共同化」を企て，「１９２９年末，ロシア

共和国コルホーズ・ツェントルは，１９３０年の春播きに向けて，集団化のお

こなわれるすべての地方に対して，耕地，農具，役畜の１００％ の集団化を指

示したばかりでなく，全面的集団化地区においては牝牛，豚，めん羊という

生産的家畜（役畜用ではないもの）を８０％，その他の地域では６０％ を集団

化することを指示した」５）。奥田はこうした徹底した家畜の共同化方針を，

「むしろ屠殺や投げ売りによる家畜頭数の損失を防ぐためのもっとも有効な

行政的方法としての共同化をイデオロギー的に反映したものであるといえる

側面をもっている」と指摘している６）。また，政権側は歯止めのきかない家

畜頭数の低下に対して１９３０年１月１６日と１１月１日の２度にわたり，「家畜

のどん欲な屠殺」に対抗する懲罰的な方針を決定（ソヴェト中央執行委員

会・人民委員会議合同決定）している７）。しかし，「共同化」方針も，こうし

た脅しも家畜頭数の減少を抑えるのにはほとんど効果がなかった。馬匹は対

１９２９年比で１９３０年に３．８百万頭，１９３１年には７．８百万頭だけ減少した。大

有角家畜（畜牛）は同様にそれぞれ１５．６百万頭，２０．２百万頭，羊及びヤギ

は３８．４百万頭，６９．５百万頭，そして豚は７．３百万頭，６．５百万頭と減少し

たのである８）。これを家畜の所有主体別の動向からみると（表１），全体とし

て，「個人所有」（コルホーズ員及び個人農）で激減した頭数は「コルホー

４）奥田前掲書，６０頁。
５）同上，８９-９０頁。
６）同上，９１頁。
７）Ivnitskii, N. A., Repressivnaia politika sovetskoi vlasti v derevne (1928-1933

gg.) , RAN. In-tros. istorii, Universitet g. Toronto (Kanada), M., 2000, s. 88.（ペー
ジ数はインターネットのPDFファイルのページ）https://www.e-reading.mobi/
bookreader.php/139350/Ivnickiii_-_Repressivnaya_politika_sovetskoii_vlasti_v_
derevne_1928-1933_gg.pdf（２０２１年９月７日アクセス確認）。「家畜をみずから屠
殺したか，あるいはそれを他人にそそのかした『クラーク』から土地利用の権利
を剥奪し，家畜と道具を没収する全権を地区執行委員会に付与した」（奥田前掲
書，９２-９３頁）。

８）Ivnitskii, Ibid.

「資本の本源的蓄積」とソ連／ロシア（下）-３ ７



輓 馬 すべて
の馬匹 牝 牛 すべて

の畜牛
羊と
ヤギ 豚

１９３０年 ソフホーズなど １７６ ２１３ ３０８ ７４１ ２６４９ １９０
コルホーズ ３５５４ ４４３７ １４０７ ３５６８ ５６０７ ８６１
コルホーズ員及び個人農 １６９５５ ２５３７２ ２４７３３ ４７８１２ １０００９９ １２４５８
その他 １８１ ２１５ ２４５ ３６５ ４０３ ５６
合 計 ２０８６６ ３０２３７ ２６６９３ ５２４８６ １０８７５８ １３５５９

１９３１年 ソフホーズなど ５５７ ６２２ １２０４ ２５１６ ４８４５ １２３０
コルホーズ ９２５９ １２１１７ ３００３ ８２６５ １２３４６ ２５２１

その内，酪農部 － － n．a． １５１６ n．a． ３９６
コルホーズ員及び個人農 ９２９７ １５０００ １９７４３ ３６４６２ ５９８３１ １０５６５
その他 ４３０ ４４７ ４６３ ６７３ ６７０ １２７
合 計 １９５４３ ２６２４７ ２４４１３ ４７９１６ ７７６９２ １４４４３

１９３２年 ソフホーズなど ７４５ ８９３ １７１６ ３５２６ ７２２１ １９１８
コルホーズ ８７９９ １０７７０ ３０４２ １０１１３ １２０８４ ３２２２

その内，酪農部 － － n．a． ６１１１ ４５３５ ２４６８
コルホーズ員 ２６０ ３６３ ８１４１ １２６９８ １４５６４ ２９０２
個人農 ５６４０ ６７９２ ７５３９ １３４３２ １７７１５ ２８７３
その他 ７３６ ８２０ ５９０ ８８２ ５５６ ６９６
合 計 １６１８０ １９６３８ ２１０２８ ４０６５１ ５２１４０ １１６１１

１９３３年 ソフホーズなど ６４０ ８１６ １６６９ ３６８９ ７６２９ ２５３６
コルホーズ ８５６７ １０１２３ ２９７９ ９１７４ １２２４４ ２９７１

その内，酪農部 － － ２０７０ ５４５９ ７２１４ ２２１４
コルホーズ員 ２５２ ４２７ ９００１ １４８７８ １７２７６ ３７６５
個人農 ３８３２ ４３７４ ５２００ ９６２１ １２２９３ ２１８１
その他 ７７６ ８３９ ７０２ １０１８ ７８４ ６１５
合 計 １４０６７ １６５７９ １９５５１ ３８３８０ ５０２２６ １２０６８

１９３４年 ソフホーズなど ７２８ ９５６ １８２３ ４４３５ ８５９５ ４１９２
コルホーズ ８０９５ ９９３４ ３０９３ ９８５５ １４１２５ ３９６９

その内，酪農部 － － ２５０３ ６６０８ ９８４１ ２９３０
コルホーズ員 ２１２ ３９１ ９１４５ １７２１４ １７５１０ ５４１７
個人農 ２８５６ ３３６７ ４５２０ ９３２５ １０５３３ ２７３３
その他 ９２４ １０１６ ９７４ １６０８ １１９６ １４１８
合 計 １２８１５ １５６６４ １９５５５ ４２４３７ ５１９４９ １７４５６

［表１］ 家畜頭数の動向
（各年７月１日現在，単位：千頭）

（注）「酪農部」とはコルホーズ内に設立された酪農部門 kolkhoznaia tovarnaia ferma を
指す。

（出所）R. W. Davies and Stephen G. Wheatcroft, The Years of Hunger: Soviet
Agriculture, 1931－1933, The Industrialisation of Soviet Russia 5, N.Y., 2004, p.
449－450.

８ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



ズ」（ソフホーズなども含めて）において保有数が増加してもそれではまっ

たくカバーできていない。馬匹は，１９３０年にコルホーズ員と個人農の「個

人所有」のもとに２５３７２千頭あり，「コルホーズ・ソフホーズなど」で４６５０

千頭だったが，１９３４年には「個人所有」３７５８千頭におよそ２１．６百万頭減少

したが，「コルホーズ・ソフホーズなど」は９９３４千頭に５．３百万頭弱の増加

に過ぎない。牝牛については，１９３０年に「個人所有」２４７３３千頭，「コル

ホーズ・ソフホーズなど」１４０７千頭で，１９３４年には「個人所有」１３６６５千

頭，約１１百万頭の減少となったが，「コルホーズ・ソフホーズなど」３０９３

千頭で約１．７百万頭の増加にとどまった。容易に分かるように「個人所有」

頭数の激減をコルホーズなど「社会化」部門はまるで回復できておらず，総

頭数は低下の一途をたどったのである。この家畜頭数の減少をより広い時間

的視野のなかでみてみよう（表２）。第一次世界大戦時には大量の馬匹が戦

線に徴用されるとともに，牛，豚などの家畜は戦争における略奪，損壊など

の被害をこうむることで，総頭数が顕著に減少したのは簡単に想像できる。

だがこの表の注目すべき「特異性」は，集団化期における家畜の減少が戦時

のそれを「しのぐ」ほどだった，ということである。それは裏返せば農業の

集団化の実態を示すものであり，とりわけ「家畜の社会化」なるものが戦争

以上に（！）農業と農民の経営に大打撃を与えたことを如実に示している。

さらに付け加えれば，この表では集団化期の羊の減少が３つの時期，４種類

の家畜のなかでもとりわけ際立っている（６５．８％）が，主要な飼育地である

馬匹 畜牛 羊 豚

１９１４－２３年 ３９．５ ３５．６ ４１．８ ５５．２

１９２８－３３年 ５０．４ ４５．２ ６５．８ ５３．５

１９４１－４６年 ５１．８ １３．１ ２６．９ ６１．６

［表２］家畜頭数の減少率
（単位：％）

（出所）Davies，Wheatcroft, op. cit., p. 326.
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カザフスタンでの羊およびその他の家畜の破局的な減少が影響していると思

われる９）。ここでは人口の多くが遊牧（半遊牧）生活をしていたカザフ人に

ソ連の他地域を上回るスピードでの集団化を強制すると同時に，それぞれ

５００世帯ほどからなる「ヨーロッパ型の居住地」に定住させようとしたの

だった１０）。

１９２０年代に基本的に増勢にあったソ連の家畜頭数は，「１９２８年の夏と

１９２９年の夏のあいだに，国内戦以来はじめて，牛と豚の数が著しく減少し，

羊と山羊の数は増大しなくなり，戦前水準よりもなお著しく低位にあった馬

の数は，以前の諸年よりもはるかにわずかしか増えなかった」１１）。デイヴィ

スによれば，家畜減少をもたらした「因果連関」はおおよそ次のように説明

できるだろう。すなわち，この時期飼料用穀物の消費量が減少した。これは

「穀物不足とその価格の継続的な上昇」を背景として生じたことだ。このな

かで，農民の一部は，穀物を家畜に食わせるよりも穀物のいっそうの値上が

りを期待して退蔵した。また，十分な飼料を手に入れることのできない農民

は家畜を屠殺して売却した。さらに，穀物調達危機を契機として「非常措

置」の導入による富裕な農民やクラークに対する攻撃が強化されるにとも

なって，数頭の牝牛を所有する経営は様々な圧迫を受けるようになった。こ

のため家畜は屠殺されたり他の（富裕ではない）農民に売却された。しか

し，貧中農層での家畜保有の増大は富裕層における保有数の減少を補うほど

にはならなかった。むろん，こうした家畜減少の因果連関の出発点には，あ

るいは絶えず強力に作用する力として，まずもって「ますます急速に進行す

る工業化とそのための国家支出の増大が農産物需要の急増をもたらした」と

いう基礎的事実があったのはいうまでもない１２）。

９）１９２８-１９３３年の間に羊とヤギの頭数だけで８９％ も低下したと推計されている
（Davies, R. W., Wheatcroft, Stephen G., The Years of Hunger: Soviet Agriculture,
1931-1933 , Basingstoke and New York, 2004, p. 321.）。

１０）Ibid., p. 322.
１１）R.W.デイヴィス（荒田洋・奥田央訳）『社会主義的攻勢（上）』（御茶の水書房，

１９８１年），６０頁。
１２）同上，６０-６１頁。

１０ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



（２）集団化運動における「家畜の社会化」

１９２９年末に始動する全面的集団化運動は１９３１年冬までに大きな二つの波

を描いて進められた。家畜の「社会化」をめぐる動きも大方のところ集団化

と同様の波動をもった。すなわち，集団化がクラーク清算をテコに力ずくで

（「行きすぎperegiby」の横行）推進されると，穀物生産の集団化を確立する

ために土地，農具，牽引用家畜を社会化するにとどまらず，畜牛，牝牛，そ

の他の小家畜や家禽までも農民の個人的所有から集団化しようとする「完全

な社会化」の「行きすぎ」が各地で発生した。そして，集団化の熱狂の波が

押し戻されるとき（春の播種を確保するための一時的後退）には，コルホー

ズからの大量脱退とならんで「自分の」家畜の取り戻しがおこなわれた。た

だし，コルホーズにとどまった者たちに対しては，トラクターなど機械的な

牽引力による役畜の置換がいまだ期待できない条件下では１３），牽引用家畜の

中心をなす馬匹がふたたび個人的な所有に戻されることはまずなかった１４）。

本来農業の集団化には，その主要な生産手段の社会化の程度に応じて，もっ

とも高次の形態とされるコムーナ（kommuna），アルテリ（artel’），そして

基本的に共同耕作にとどまるトーズ（toz）という３つの型があるとされた。

コムーナでは，すべての土地は共同で耕作され，すべての家畜，農具および

生産施設は集団で所有される。生活空間や食事も共同という場合もある。中

間型のアルテリでは，耕種農業は社会化される。すなわち，住宅付属地を除

いて土地は共同で耕作される。牽引用家畜と農機具は集団で所有される。そ

の他の分野については，部分的もしくは全面的に私的所有に残される。トー

ズでは，共同で土地を耕作し，農業機械などがあれば集団で所有するが，牽

引用家畜も含めてすべての家畜とほとんどの農具は個人所有にとどまる１５）。

１３）１９２９／３０年度に農業に対して３３０００台のトラクターが供給されたが，そのうちの
３分の２以上が輸入機械であった。それでも多数の馬匹の斃死のために１９３０年
秋の総牽引力は前年同期を下まわるものであった。（Davies, Wheatcroft, op. cit.,
p. 50.）

１４）R. W. Davies, The Industrialisation of Soviet Russia, Volume2: The Soviet Collective
Farm, 1929-1930 . Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980, p. 99, 107.

１５）Davies, op. cit., vol. 2, p. 68.
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集団化がマルクス主義本来の理念に即してなによりも農民の「自発性」に

基づいて実施されるならば，３つの型のどれを選択してもよいはずであっ

た。しかし，工業化のための「穀物供給基地」を短期的集中的に農村に創り

出そうとする「真の」目的のために，農民の自主的選択は結局は空文句にと

どまることになろう。実際，全面的集団化に先行する時期の集団化運動では

「もっともゆるい」トーズ型が優勢であったが，１９２８年秋以降トーズ「容認

策」は放棄される。１９２９年４月の第１６回党協議会では，党組織に対して

「トーズでの社会化水準を引き上げること，それをアルテリやコムーナに転

換させることが必要だ」と注意が喚起された１６）。しかしこの場合，集団化の

基本形態はいったいアルテリなのか，それともコムーナなのかという問題

が，それに連動して家畜を社会化する範囲はどうなるのかという問題が必然

的に生ずる。この問題へのソヴィエト権力の対応は，１９２９年夏から１９３３年

夏までの４年間にわたり，「イデオロギー」と現実の切迫した要請に対する

行政的強制との間で動揺と混乱を繰り返しながら，結局は，家畜に大惨事を

もたらすことになる。

集団化の方針を準備したいわゆるヤコヴレフ委員会の１９２９年１２月１８日

付草案第３項において，アルテリが「この段階の基本的組織形態」であると

して，ここでは「主要な生産手段（土地，農具，役畜そして商品的生産的家

畜（tovarnyi produktivnyi skot）を含めて）が集団化されるが，同時にこの

条件下では，小さな道具，小家畜，牝牛などといった農民家族の消費的必要

に役立つものは農民の私的所有におかれる」とした。そして，コムーナに向

かっての社会化はその一歩ごとが，「コルホーズ農民の直接的経験に，なか

んずくは経営の集団的形態の有利さと優越性に対する彼らの確信の増大に立

脚すべきである」として，一応は慎重な姿勢を示した１７）。

だが翌１９３０年１月５日付中央委員会決定（第９項）では，全面的集団化

１６）Davies, Ibid., p. 70.
１７）Tragediia Sovetskoi derevni : Kollektivizatsiia i raskulachivanie. Dokumenty i

materialy Tom 2, Noiabr’1929- dekabr’1930. Moskva, ROSSPEN, 2000.（以下
「TSDTom 2」と略す。）Dokument No. 12, s. 63.
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ではトーズに代わってアルテリを押し出しており，このアルテリでは「主要

な生産手段（農具と役畜および乳牛（mertvyi i zhivoi inventar’），経営用建

物，食肉商品用家畜（tovarno-produktovyi skot））が集団化される」として

いる。さらに，アルテリとコムーナの関係については，「コムーナへの過渡

的形態として」のアルテリの模範定款の作成を最短期間でやり上げることを

農業人民委員部に指示している１８）。つまり，草案段階では「農民家族の消費

的必要に役立つ」家畜は農民の個人的所有のもとに残されると明言され，ア

ルテリを安易にコムーナへの移行形態だと位置づけることをしない方向が示

されたのだが，１月５日の決定では再び曖昧な文言に戻ったというか，むし

ろコムーナ＝「完全な社会化」をはっきりと指向する表現に変わったのであ

る。１９３０年２月６日にアルテリの模範定款が公表されたが，土地に関する

規定では分与地が共同で利用されるとしながら，住宅付属地の規定が削除さ

れていた。「コムーナへの過渡的形態」としてのアルテリという性格がさら

に強く意識されたものといえる１９）。

このアルテリ模範定款が公表されると，地方の幹部はスターリンなど中央

に対して，「どの程度まで家畜，小規模な道具，宅地付属地を社会化すべき

かについて決めてほしいと訴えた。しかしなんの返答もなく，ヴァレイキス

［中央黒土地方の党書記］は自分の『リスクと恐怖で』行動しなければなら

ないとコメントした」という２０）。模範定款とは前後するが，既述のように

１９３０年１月に開催された全面的集団化地区会議では，コルホーズ・ツェン

トルから家畜（畜牛，豚および羊）の全頭数の８０％ を社会化する計画が説

明されている２１）。結局のところ，３月の集団化の急停止にいたるまで家畜の

社会化要求は強力に主張され続けることになった。ただし，こうした「より

高次」の社会化を追求する強烈な姿勢はそれこそソヴィエト権力の「イデオ

ロギー」の発露にほかならないと早合点してしまうのも一面的な見方になる

１８）TSD Tom 2, Dokument No. 24, s. 86.
１９）奥田央『コルホーズの成立過程』（岩波書店，１９９０年）５８７頁。
２０）Davies, op. cit., vol. 2, p. 91.
２１）Ibid. および奥田（１９９６），８９-９０頁。
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だろう。奥田の指摘のように，「家畜の屠殺は家畜の強制的な共同化の結果

でもあり，逆に家畜の強制的な共同化は，家畜を農民の手から引き離すこと

によって家畜の屠殺をやめさせる最良の方法でもあった」という，やや倒錯

はしているが切迫した事情が背景にあることを見る必要がある２２）。さらにい

えば，コルホーズに社会化されたとしても，もともと集団化の「物質的技術

的基礎」をほとんど欠いたなかでは問題が解決されるわけではなかった。下

ヴォルガの事例では，「いくつかのコルホーズの家畜の管理はただ胸がむか

つくような状態だ。牝牛のところではほとんど膝上まで糞がたまっており，

馬もちゃんと世話をされていない。そのために牽引用家畜の斃死率がかなり

高くなっていた。豚や家禽もいくつかのところでは全滅していた」と報告さ

れている２３）。

春播きキャンペーン開始が迫るなか，１９３０年３月２日付のスターリン論

文「成功による幻惑」を機に集団化は一時中断された。「１９３０年３月と４月

に，８百万の農家が約７百万頭の牽引用家畜と頭数不明の社会化された家畜

をともなってコルホーズを離れた」２４）。農民がなお残留したコルホーズの内

部では，「牽引用家畜の社会化は続いておりほぼ完了していた。だが，コル

ホーズ農民は以前に名目的にか実質的にか社会化されていたそれ以外の多数

の家畜を社会化から取り去った」２５）。スターリン論文では，コルホーズにお

いて社会化されないものとして，住宅付属地（小規模な子ども遊び場，果樹

園），住居，牝牛の一定部分，小家畜，家禽などが列挙されていた２６）。また

同日に公表された新しい模範定款では，「各戸に１頭の牝牛の保有が推奨さ

れ，羊と豚は小家畜の大規模農業の発展した地域においてだけ社会化され，

その場合でもコルホーズ農民は若干の家畜を保有できる」とした２７）。これに

よって，住宅付属地と牝牛１頭はじめ小家畜の一定数の保有は安堵されたと

２２）奥田，同上。
２３）Davies, op. cit., vol. 2, p. 101.
２４）Ibid., p. 107.
２５）Ibid.
２６）Ibid., p. 105.
２７）Ibid., p. 106.
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いえるが，いぜんとして残された問題があった。すなわち，デイヴィスによ

れば，１）コルホーズ農民が個人で保有できることについて以下の点はまだ

あいまいさが残っていた。宅地付属地の広さについて規定がないこと，仔牛

を所有する権利が模範定款に明記されていないこと，そのために仔牛の屠殺

が続いていた。さらに，家畜の「商品用」と「消費用」の間の境界線はいく

らか漠然としていたこと。２）付属地で栽培された農産物を市場に出すこと

に制限はなくなったが，その一部を国家に売り渡すことを要求されるのかど

うかははっきりしないままだった。３）コルホーズの社会化部門と個人部門

という「二重経済」の存続を公式に認めたことで新たな問題が生じてきた

（馬匹の個人利用をどう認めるか，牝牛の放牧地の確保など）２８）。しかし，ス

ターリンらにはこうした問題を抜本的に解決するつもりは全くなかっただろ

う。後退は一時的でしかなく，次の攻勢をうかがっていたのである。

「家畜の社会化」の波がいったん収まると，不安に駆られていた農民の行

動様式に変化がみられるようになった。つまり，家畜の屠殺が減って市場へ

の出回りも減ってきた。これによって家畜の「自由市場価格は上がり始め

て，１９３０年末までに国家調達価格水準の２～３倍に達した。［中略］農民と

コルホーズは家畜を調達機関に低価格で売却する誘因をもはやまったくもた

なかった。調達価格の大幅な引き上げがないとすれば，強制にでも訴えない

と調達はうまくいかなかった。」２９）。こうして，１９３０年４-６月期の食肉の調

達は同年１-３月期と比べて半分にとどまったのである３０）。食肉と酪農産物の

公式の調達については，家畜の屠殺が増大するなかで，前年１９２９年１２月か

ら個別の農民と畜牛，豚，羊を売る契約に基づく中央集権的制度の導入が促

進された。だが，このような状況下では調達機関にとって食肉の調達はか

えって容易であったために，村への計画課題の割当は必要がなかったとい

う３１）。しかしここにきて，そうした状況は一変して，１９３０年夏からは穀物と

２８）Ibid., p. 108-110.
２９）Davies, vol. 1, p. 366.
３０）Ibid.
３１）Ibid., pp. 365-366.
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同じ「調達方式」へ切り替えざるをえなくなった。すなわち，商業人民委員

ミコヤンの言によれば，「われわれは第４四半期の計画を，基本的に村へ計

画を下ろし，現地党組織の助力に依拠して，ソ連大衆などを巻き込みながら

すすめるというやや穀物調達のような形で計画を組んだ」という３２）。これは

「確定課題」が与えられる農民にとって，それを遂行できなかったり拒否す

れば刑法第６１条の適用を受けることになり，事実上のクラーク清算につな

がった３３）。同時に，村が計画を自己義務として引き受けるのを強制されるこ

とで「相当数の農民が彼らの最後の牝牛までも抹殺してしまう」３４）可能性が

高まるものだった。「牝牛１頭もちのコルホーズ員からの調達は最後の順番

で」あって，富裕な農民からの調達によっても計画が遂行できない場合にお

こなわれるというが，「いま大多数の農民は一頭の牝牛をもっているだけで

あり，中農の最後の牝牛，個々の場合には貧農の最後の牝牛にふれないで計

画を遂行することはできない」というのが現実であった３５）。

ロシアの農民にとって牝牛は極めて重要な家畜であり，まさかの時の「最

後の頼みの綱」ともいえる存在であった。ワースの一節を労をいとわず引い

てみよう。「牛乳は，肉類の少ない食物の中で動物蛋白の不可欠の要素をな

した。一日一人当り半リットル近く飲まれた。農民の普通の食事である様々

の荒挽き粉料理や粥を調理するのに用いられた。牝牛一頭の乳は（普通年間

１２００リットルをこえない），５-６人家族の消費をちょうど満たし，主婦はわ

ずかながらバター，コッテージ・チーズまたはクリームをとることもでき

た。農民は，バターはわずかしか食べなかった（年間たかだか２キロ）。実

際農民は，乳製品をできるだけ多く売ろうとし，それが現金収入の半分以上

をもたらすのであった。二頭目の牝牛は，ちょっとした収入の保証であり，

三頭目の牝牛は，富裕のはじまりであった。牝牛の集団化は，経済的破綻で

３２）Ibid., p. 367.
３３）拙稿「『資本の本源的蓄積』とソ連／ロシア（下）-２」（『桃山学院大学経済経営論

集』第６４巻第１号，２０２２年７月）１～５３頁，また奥田（１９９６）５０-５２頁参照。
３４）Ibid.
３５）奥田（１９９６），３０７頁。
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あり，農民の食物の不安定な均衡を破壊するものであった」３６）。

（３）集団化の再開と「家畜調達」

１９３１年初から再開された集団化では，「穀物調達計画の短期的完遂，食肉

調達，クラーク清算の遂行，集団化の完成という一連の課題が，２月から３

月にかけて，いうならば総合的に実施された」とされる３７）。このなかで，前

年（１９３０年）と比較すれば数は減って規模は縮小したが，やはり各地で農

民の抵抗がおきている。前年には見られなかった家畜調達をめぐる農民の暴

動が起きたのが特徴であった。奥田は，１９３１年２月６日に発生した中ヴォ

ルガ地方のセンギレイ地区スホドル村での農民暴動の事例を取り上げてい

る３８）。この村では計画課題をクラーク・富裕農だけで遂行することができ

ず，「富農リスト」の枠が大幅に拡大され，中農から「最後の牝牛」が没収

されはじめたことで農民の反抗に火がついた。そして，刑法第６１条で没収

されていたすべての家畜を奪い取って，もとの所有者に戻したという。別の

資料によれば，この村での暴動は２月６日だけではなかったようだ。２月１５

日には３度にわたって３００-４００人ほどの群衆が集まって，食肉調達として

コルホーズに収用されていた自分の家畜を取り戻した。これに対して，

OGPU要員６人，警察官３人，共産党員５人が鎮圧部隊を形成して対処した

が，その鎮圧のなかで首謀者の一人が死亡したという。さらに２月７日，１４

日にも事件が起きていたようで，じつに執拗に農民が抵抗したことがわか

る３９）。

こうした農民の抵抗があるにもかかわらず，当局は家畜の社会化（共同

化）を「遅れた部門」とみなして，社会化の強化を繰り返し呼びかけてい

た。１９３０年末の中央委員会決定では，「畜産の共同化が，アルテリから『コ

３６）N.ワース著（荒田洋訳）『ロシア農民生活誌』（１９８５年，平凡社），１１０頁。
３７）奥田（１９９６）３１０頁。
３８）奥田同上書，３０８-３０９頁。
３９）Tragediia Sovetskoi derevni: Kollektivizatsiia i raskulachivanie. Dokumenty i

materialy Tom 3, Konets 1930-1933. Moskva, ROSSPEN, 2001.（以下「TSDTom
3」と略称）Dokument No. 19, s. 91.
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ルホーズ運動の最高の段階』すなわちコムーナへの移行と結びつけて理解さ

れていた」４０）。だが他方では，このような「イデオロギー的な観点よりも，

穀物調達と集団化にともなう家畜頭数の減少（屠殺，斃死）を止めなければ

ならないという死活の要請のもとで，家畜を共同化することによって，家畜

を農民個人の手から引き離してこの過程を停止させ，家畜頭数を増加させる

という現実的な観点が優越していた」ともされる４１）。

そのうえで，ここであらためて家畜の危機をどうとらえるべきか確認して

おこう。すでにデイヴィスに依拠して家畜危機の発端について，その基本的

な因果連関を上で述べた。つまりは，強行的工業化によって高まった穀物需

要が穀物を同じく主原料とする家畜の飼料不足につながったこと，そのため

に１９２８年春までの頭数の増勢が停止するとともに家畜の屠殺や売却が増加

したのであった（他方で，確かに富裕な農民層のもとでの値上がりを期待し

ての穀物の隠退蔵や家畜の購入拡大・増加という農村内部における階層間の

変化が生じていた。しかし，これは家畜危機の因果連関中のある結節点にお

ける結果なのであって，因果連関を発動させた要因ではないだろう）。穀物

生産ないし供給の大幅な増加が見込めないとすれば，また家畜頭数の減少を

くい止めようとするのであれば，穀物の需給バランスを飼料不足を解消する

ような方向に回復しなければならない。そのためには，工業化をスローダウ

ンさせることが必須の要求とならざるをえない。しかし，結局のところソ

ヴィエト権力は工業化という要因を農産物・家畜問題という「パズル」を解

くための「ピース」として扱うことからまったく除外してしまった。代わっ

て解決の「ピース」として持ち出してきたのがまず「非常措置」であり，続

いて農業の「集団化」であった。どちらも家畜問題の経済的な性格（市場経

済的危機）を踏まえた解決の「ピース」ではなく，それとは異質な権力的行

政的な対処であった。すなわち，非常措置でも集団化でも，その推進のため

の決定的な槓杆となったのは富裕な農民やクラークに対する攻撃の強化であ

４０）奥田（１９９６），４３８頁。
４１）同上，４３９頁。
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り，その方法には様々なものがあったとはいえ本質において国家権力による

行政的強制＝暴力を基本的方法としていた。この結果，穀物と家畜の危機は

その本来の経済的性格，市場経済的危機から農民自体の，すなわち（伝統的

共同体的）小農民経営そのものの存続危機（破壊）へと次元を移したといえ

るだろう。

「小経営は時代遅れ」，「小規模経営から効率的な大規模経営へ」といった

集団化の必然性やメリットを指摘する集団化の組織形態についての「理論」，

「イデオロギー」は，集団化に加わる農民の「自発性」原則が踏みにじられ

て，トラクターをはじめとする農業集団化のためのまともな物質的技術的基

礎をほとんど欠如させた状態での強襲的な集団化という現実においては，煎

じ詰めれば間に合わせの「扮装」にすぎないだろう。しかしまた，戦時共産

主義期にそうであったように（例えば，ハイパーインフレーションを貨幣の

存在しない社会主義へ向かっているかのように描き出した「理論」があっ

た），イデオロギー的扮装は現実を糊塗するばかりでなく，事態をさらに悪

化させる役割を果たすことがある。集団化において，生産手段の「社会化」

を低次段階から高次へと発展させるという議論，より具体的には基本的組織

形態だとされた「アルテリ型」の位置づけ（安定した基本形なのか，それと

も可及的速やかにコムーナへ移行すべき「過渡的形態」なのか），そこでの

家畜保有のあり方（コルホーズ農民にはどの家畜がどれだけ残されるのか，

「最後の牝牛」まで「社会化」されるのか）をめぐる議論などはその種の

「イデオロギー的扮装」といえるだろう。刑法の諸条項を適用する，「クラー

ク清算」をするという脅迫下での集団化の強要に対して，そもそも抵抗した

農民は家財や家畜を売却して都市に去ったり４２），絶望に駆られて家畜を屠殺

してみずから消費したかもしれない。それでも，住宅周りの菜園などの土地

と，少なくとも一頭の牝牛をはじめ小家畜の所有など家族経営を維持するた

４２）ヴィオラは家畜が多くの小農民にとって非常に簡単に液状化する（liquefied）資産，
すなわち換金できる資産であったことを指摘している。Viola, Lynne, Peasant Rebels
under Stalin, New York and Oxford, 1996, p. 74.
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めの最小限度の保障があるのであればと渋々ながら従った農民も多かっただ

ろう。だが，この農民もただでさえ飼料を確保することさえままならないう

えに，アルテリとそこで家畜の個人保有をどう扱うかをめぐる議論に翻弄さ

れ，不安と動揺の果てに屠殺にはしる者が続出した。こうして家畜頭数は悪

循環的に低下し崩壊的危機へ向かって進行したのである。このような家畜危

機の脈絡を考えるならば，「家畜の強制的共同化」ではイデオロギーよりも，

家畜頭数のこれ以上の減少を何とか食い止めようとする緊急避難的意味合い

が優越していたというのは，さしあたり当局者の主観や意識における落差と

いう程度問題にすぎないだろう。他方，農民からすれば，イデオロギーであ

れ緊急避難であれどちらであっても，彼らから家畜を奪いとって農民経営を

立ち行かなくさせることにしかならない点でまったく同じだと受けとったの

ではないだろうか。

（４）家畜の「強制的共同化」

奥田によれば，家畜崩壊を食い止めようとする「家畜の強制的共同化」の

動きは中央の決定（次に述べる）に先立って打ち出されていた。中ヴォルガ

地方では，１９３１年６月のクライ党委員会総会でハタエーヴィチが「来たる

数ヶ月のうちに，家畜の一部を個人セクターから社会化セクターへ移す必要

がある」と述べており，より具体的には，ソフホーズには個人農から家畜調

達を通じて「補充」され，コルホーズにはコルホーズ員の個人所有のもとに

ある牝牛を共同化することによって行われるとした４３）。そして，７月初めに

地区レベルの家畜共同化の計画が承認され，同月半ば過ぎから共同化が現実

に始まった。この際には，共同化を「共同経営の一層高度な段階へのコル

ホーズの移行」という観点からも把握しなければならないとされた。まさに

「家畜を農民個人の手から引き離さなければこの家畜の減少の過程を止める

ことができないという現実的な要請は，コルホーズの高度化というイデオロ

４３）奥田前掲書（１９９６），４３９-４４０頁。
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ギー的な把握と結合した」のであった４４）。ここにおいて集団化による小農経

営破壊は新たな局面に入った。

地方の動きを受けて，１９３１年７月５日，政治局はモロトフのもとに「社

会化された家畜部門」にかんする決定の起草委員会を設置した。そして同年

７月３０日に家畜にかんする３つの重要な決定をした４５）。すなわち，①党中央

委員会・ソ連人民委員会議決定「社会主義的畜産の展開について」，②「食

肉と保存食工業の発展について」，③「１９３１年７月１日から１９３２年１２月３１

日までの家畜調達目標」である。

①では，「１９２９年と１９３０年が穀物農業の組織で決定的であったように，

１９３１年と１９３２年は畜産発展の分野で突破口を開く年とならなければならな

い」と謳っており，畜産での「大躍進」に乗り出すことを決定したものだっ

た。また，近い将来の中心的課題として，畜産ソフホーズとコルホーズ内に

「商品向け農場 tovarnye fermy」４６）の設立を目指すとした。「商品向け」の語

が示すように，酪農部はその生産物の７０％ までを市場に出すとされている

（これに対して，個人農の場合，市場化率は１０-２０％，「通常の社会化された

コルホーズの家畜」では１０-３０％ 程度であった）４７）。だがデイヴィスが指摘

するように，「これは元来が不可能な計画であった。牝牛のようなウシ科動

物は５年から７年という相対的に長いライフサイクルを有しており，その頭

数をきわめて短期間に増やすような物理的方法はない」４８）。だとすれば，家

畜はどのように「ひねり出す」のか。決定では，コルホーズ管理部が「コル

ホーズ員から若年齢の家畜を購入し，またコルホーズ農民の新しく生まれた

畜牛を社会化すべきである」とした。②はアメリカ式の大規模な食肉コンビ

ナートを建設して，肉をはじめ缶詰を大量に生産する計画だった。しかし，

結果は華々しいものとはならなかった。たとえば，大規模コンビナートの建

４４）同上。
４５）Davies, Wheatcroft, op. cit., pp. 302-304.
４６）奥田（１９９６）は「酪農部」と訳している。以下これに従う。
４７）Davies, Wheatcroft, op. cit., p. 303.
４８）Ibid., p. 302.
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設は８カ所を計画したのに対して実際には４カ所が建設されたにすぎず，肉

の缶詰は１９３３年には年産４５０百万個を掲げたが１０８百万個の実績にとど

まった４９）。③の調達目標については，既存の計画がわずかだが引き下げられ

た。調達方式はすでに触れたように，穀物調達と同一の方式に移行してい

た。すなわち，クラークや富裕農民に対して確定課題が割り当てられ，共同

体（まだ存続しているところでは）との契約ではその構成メンバー全員に義

務が課せられるものとなった。それは「いつものように」いたるところで

「行き過ぎと歪曲」を引き起こし，刑法諸条項の適用による罰金そしてク

ラーク清算への脅迫と実行が繰り返されるものとなった。「農村に派遣され

た全権代表は計画を遂行するために脅迫と力を行使した。『もし最後の牝牛

を引渡そうとせず，仔牛の契約を結ばないのであれば，確定課題が課せられ

て，クラーク清算され村から追放されるぞ』と農民をおどす」５０）のだった。

１９３１年７月３０日の決定は何をもたらしたか。またもや前年の集団化と同

じパターンが繰り返された。決定が出されるまでは，それに先駆けて共同化

が進められていた地方でも，飼料基地と畜舎の建設が共同化のためのまず第

一の条件だとされており，家畜の共同化にはコルホーズ農民の保有する家畜

の「一定部分」を補充に向けると想定していた５１）。しかし，このような何ほ

どかの慎重さはたちまちかなぐり捨てられる。８月２３日，中ヴォルガのク

ライ党委員会ビューローは，１９３２年末までに「すべての」牝牛を共同化す

ることを目標とすると決定した５２）。同様の決定は他の地方，州，共和国でも

行われ５３），その下級組織では「決定」がおびただしい「行き過ぎと歪曲」を

４９）Ibid., p. 304.
５０）Ibid., p. 307.
５１）奥田（１９９６），４４０頁。
５２）同上，４４２頁。
５３）ゼレーニン（I. E. Zelenin）は，この決定が東部の共和国，就中，牧畜が農業の

中心であったカザフスタンでの集団化に極めて否定的な影響をもたらしたとして
いる。本来のここでは，まずトーズ型の集団化が大規模に普及することが必要と
されていたのにその段階をジャンプしようとしたことで，農業の基幹である家畜
は壊滅的な打撃をうけることになる。１９３１年８月１８日に，カザフスタンの党と
政府は，現在コルホーズ員の個人的利用のもとにある家畜の「最大限の」社会
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ともないながら猛烈に実行にうつされた。

家畜のコルホーズ内での社会化（共同化）と家畜調達の関係について，奥

田は次のような説明をしている。すなわち，「家畜の共同化の手段として

もっとも頻繁に採用されたのは，コルホーズの共同化家畜へ供出しなければ

『食肉調達』や『家畜調達』の対象として没収するという脅迫であった。家

畜を国家に供出すればもはやそれは村には戻ってこないであろうが，コル

ホーズの共同化家畜であれば村にとどまっているはず」５４）だというのである。

しかし，このように強制的に社会化された家畜は，たとえコルホーズ内の酪

農部に引き取られたとしても決して順調に肥育されたのではなかった。畜舎

があったとしてもそこは狭くて寒く，とにかく集められた家畜が一緒に押し

込まれる，なかには畜舎もないままにマイナス３０度の戸外におかれる事例

もあった。そのために多数の家畜が痩せて，病気になり，斃死した５５）。１９３１

年は穀物が不作で飼料の不足はどこでも共通して訴えられていた５６）。その結

果，農民は引き続き多数の家畜を屠殺した。「家畜の強制的な共同化は，

１９２９年から１９３０年にかけてと同様に，農民によるその屠殺をひきおこし

た。屠殺を停止させることを一つの目的として実施された共同化がこれを逆

に促進したのである」５７）。こうした家畜の大量屠殺は都市の自由市場での牛

肉価格の低下となってあらわれていた。デイヴィスらの推計によれば，１９３１

年７-１２月には価格が１６％ 低下した。他方で，前年１９３０年の同時期の価格

は８２％ 上昇していた，同じく１９３２年の同時期も３２％ の上昇であった５８）。

１９３１年７月から１９３２年７月までに，ソ連全体で馬匹，畜牛，羊，豚の頭数

がさらに減少した（前掲表１参照）。一方で，家畜調達は１９３１年７-１２月期

に生体重で１５０４千トン調達されたが，これは計画とほぼ等しく，１９３１年全

化，コルホーズの基本形態としてアルテリ型とすることを現地組織に要求した。
（TSDTom 3, s. 10.）

５４）奥田（１９９６）前掲書，４４２頁。
５５）同上，およびDavies, Wheatcroft, op. cit., p. 308. 参照。
５６）Davies, Wheatcroft, ibid.
５７）奥田（１９９６），４４３頁。
５８）Davies, Wheatcroft, op. cit., p. 309, footnote 40.
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体で対１９３０年比６２％ 増であった。とはいえ，それは過去の諸年の動向をみ

れば決して「成功」と評価できるものではない。実は前年１９３０年は調達量

が大幅に落ち込んでいたので，１９３１年の実績は１９２９年をわずかに上回った

ものにすぎない５９）。むしろ，調達の危機はその後ますます深刻化する。

農民経営的な観点を本質的にもたないうえに，社会化の物質的技術的基盤

も整えられていないなかでの「家畜の強制的社会化」は，耕種生産の共同化

以上に失敗は不可避であった。同時に家畜のライフサイクルを考慮すれば，

その損壊による「傷手」の深刻さにもかかわらずその回復は長い期間をかけ

てしかできない性質を有していた。

（５）「社会化」からの退却

中ヴォルガでは，はやくも１９３１年１０月に家畜の強制的共同化が引き起こ

している事態に対する警鐘が鳴らされたという６０）。だが，全国的には１９３２

年に入っても強制的社会化は続けられた。中央がはっきりとした動きを示し

たのはやっと３月になってからといって良いだろう。この頃に２月に実施さ

れた家畜センサス結果が出始めた６１）。それにもとづいて，３月に農業人民委

員のヤコヴレフの報告メモがソヴナルコム（人民委員会議）に提出された。

ここでヤコヴレフは，家畜頭数の全般の低下は不均等に生じていることを指

摘して，家畜種類とその地域ごとの減少幅を挙げている。その上で，「頭数

の減少はもっぱら個人部門で生じており，ソフホーズと酪農部ではかなりの

家畜の低下があるものの，自己の保有頭数のある程度の再生産ができてい

る。しかし，社会主義部門での頭数の増加では，個人農とコルホーズ員の個

人部門で生じた激しい減少を補うものではなかった」と指摘している６２）。こ

うした減少が起きた基本的な原因として，ヤコヴレフのメモが指摘するのは

次のような現地での中央方針の「歪曲」だというものだ。すなわち，まず

５９）Ibid., p. 307.
６０）奥田（１９９６）前掲書，４４４頁。
６１）Davies, Wheatcroft, op. cit., p.310.
６２）TSDTom 3, Dokument No. 117, s. 316.
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（a）集団化における歪曲があったこと，これは家畜の強制的な社会化を意味

する。そして，（b）家畜調達における歪曲のためであった。この事例とし

て，計画を村まで下ろすだけでなく，牝牛一頭もちの個々の農家にまで下ろ

していた，指令が体重による課題の引渡を予定しているのに，実際には頭数

で課題が確定されて，しばしば最後の一頭の牝牛まで行政的に収用したこ

と，などを指摘している６３）。こうした家畜の状況を踏まえて，家畜の屠殺を

禁止する法律の廃止を提言している。つまり，家畜屠殺の「禁令は［屠殺を

防止，抑制するという-引用者］目的にはつながらず，逆に多くの場合，商

業取引のいかなる可能性をも減らして屠殺を誘発している」６４）からであった。

ヤコヴレフのメモでは直接言及されていないが，OGPUの秘密報告資料に

よれば，この時期農村では一方でコルホーズからの大規模な脱退，農村から

の逃亡，コルホーズが許可していない大量の「非組織的な」出稼ぎが起きて

いた６５）。そして，他方では家畜調達，強制的社会化その他をきっかけとし

た，とりわけ「食糧難」を原因とした暴動が頻発していた（表３）６６）。むろん

「食糧難」とは実際のところは飢饉の婉曲表現にすぎない。総じてソ連の農

村は，「非常措置」以来のソヴィエト権力による攻撃と収奪によって，１９３２

-１９３３年ないし１９３４年の大規模な飢饉という破局へ向かう危機直前の状態

にあった。飢饉という「まさかの時」にも，ミルクをもたらす牝牛（を中心

とする家畜）をせめて一頭でも保有していれば農民家族の生存をギリギリの

ところで支えてくれるはずだった。

１９３２年３月２６日付で政治局決定「家畜の強制的社会化について」がださ

６３）Ibid. s. 31７. デイヴィスは家畜調達はしばしば，シェークスピアの戯曲『ヴェニ
スの商人』における「シャイロックが直面した困難」と同じものにぶつかったと指摘して
いる（Davies, Wheatcroft, op. cit., p. 306.）。つまり，例えば調達課題として「畜
牛肉何キロ」と定められても，たった１頭しか保有していない農民から，どう
やってその肉何キロを生きた牛から切り取れるのかということであろう。

６４）Ibid.
６５）Ibid., Dokument No. 103, s. 282, No. 118, s. 348. なおこれらについては，続稿でさ

らに言及する予定である。
６６）Ibid., Dokument No. 118, s. 350-354.
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１９３１年 １９３２年 １９３１／３２
年度全体

１９３０／３１
年度全体１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

ウクライナ共和国 １３ １３ ７ ４５ ３４ １４５ ２５７ ２４０
２０７０ １２４５ ７２０ ３２６０ ９９３ １５６５８ ２３９４６ ７４４０

北カフカーズ ８ ４ ８ ５ １３ １１ ４９ ５６
１１４９ ３０８ １３３０ ４３２ １３１８ ９０５ ５４４２ １２７１

北カフカーズ １ － １ ２ ２ １０ ３９
内の民族管区 １０５ － － － １００ １４ ２１９ １１１５
中央黒土州 ４ ４ ２ １ ３ ４ １８ １０７

３２０ ３５５ ２７０ １５０ ２２０ ５４５ １８６０ ９３６０
中ヴォルガ ２ ５ １０ １０ ６ ５ ３８ １２２

９０ ６１０ ７２０ １０８０ ５８５ １２５０ ４３３５ １４９８５
下ヴォルガ ４ １０ １６ ３１ ２２ １４ ９７ ５６

３６０ ５０５ １４９３ ３４３３ １５９７ １６１５ ９００３ ３７４９
西シベリア ５ ３ １２ ６ １０ － ３６ ２６

２１５ ５０ １０３１ １４８ ５４８ － １９９２ ６６０
ウラル ６ ２ ２ １ ３ ２ １６ ６

３７５ ２０ ６０ ２５ ９４ ３２ ６０６ １５６０
モスクワ州 ２ － － － １ １ ４ ８６

５５ － － － ３０ ５０ １３５ ５０９５
レニングラード州 － － － ３ ［１］ １ ４ １０

－ － － ９５ － ５００ ５９５ ４３５
西部州 ２ ２ － ２ ６ ２ １４ ２９

３５ １１０ － ３０ ３９０ ２００ ７６５ ２６３０
イワノヴォ工業州 ３ ２ － ２ － １ ８ ２８

８５ ９０ － ２００ － ３００ ６７５ １０４７
白ロシア共和国 １ １ － ２ １ － ５ １３

２００ ? － ２０ ５０ － ２７０ １３５
ニジェゴロド － １ １ － － － ２ ３４

－ ３０ １００ － － － １３０ １６８０
バシキール ２ １ ２ ２ － １ ８ ８

５０ ? ３３ ４０ － ４０ １６３ ２４０
タタール － － － １８ ５ １ ２４ １３

－ － － １１２５ １３５ ２５ １２８５ －
カザフスタン ７ ３ ２ ９ ４ １ ２６ ２１

６００ ９０ １００ ２６６５ １１１ ４００ ３９６６ １６１０
合計 ６３ ５２ ６２ １３８ １１０ １９１ ６１６ ８９４

５８０９ ３４１３ ５８５７ １２７０３ ６１７１ ２１５３４ ５５３８７ ５３０１２

［表３］ 農民の騒擾件数（OGPU極秘資料より）１９３１年第４四半期－１９３２年第１四半期
（上段は件数，下段は参加者数）

（原注）１６州の不完全なデータより作成。
（注）レニングラード州の１９３２年２月の件数は，印刷ミスと判断して総数から逆算した。
（出所）Tragediia Sovetskoi derevni: Kollektivizatsiia i raskulachivanie. Dokumenty i
materialy Tom 3. Konets 1930 -1933 gg. M., 2000, Dokument No. 118, s. 350.
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れた６７）。決定はそれまで公式に奨励してきたやり方（前年７月３０日決定

「社会主義的畜産の展開について」）を，みずからの誤りを認めるのではな

く，党の路線とアルテリ原則に背いた実践として批判した。そして，「コル

ホーズの酪農部の今後の拡大と発展は，酪農部が仔牛を肥育するかもしくは

自らが家畜を購入するという方法によってのみ進めるべきである」とした。

しかし，具体的措置として言及されたのは，牝牛や小家畜の強制的社会化の

停止とその責任者を党から除名すること，それらの家畜をもたないコルホー

ズ員に対するその購買の援助といった「一般的指示」にすぎなかった。もと

もと決定の準備段階では，「コルホーズから家畜を買い戻す可能性，個人所

有のもとにある家畜に対しても飼料を保証する必要性が規定されていた」

が，スターリンによって削除されたという６８）。結局のところ，コルホーズ農

民が社会化された家畜の取り戻しを要求するのに対して，「強制によって共

同化された家畜を返却し，自発性を基礎にして共同化されたものは返却しな

い」という「政策的態度」をとった６９）。

５月２０日には党・政府合同決定「家畜調達計画とコルホーズ員と個人農

による食肉取引について」が出された。ここで１９３２年４-１２月期の調達計

画が生体重で１４１４千トンから７１６千トン（ソフホーズ分を加えて８５４千ト

ン）へと大幅に削減された。また，計画が達成されるならば，屠殺などの制

限を廃止し，家畜と食肉を市場などで販売できるものとした７０）。調達計画が

前年の半分以下に削減されたおかげで，１９３２年４-１２月期の実際の調達量は

改定された計画の９３％ となった。しかし，これでは都市部の非農業人口に

対して集権的に供給される食肉量がさらに落ち込まざるをえない。１９３１年１

月に主要な食料品と非食料商品の全連邦配給制が導入されるとともに，居住

地や所属企業，職種などにもとづいて配給量を差別化する４種類（特別，第

６７）Ibid., Dokument No. 113, s. 298.
６８）奥田（１９９６）前掲書，４４８頁。
６９）同上，４４９-４５０頁。
７０）Davies, Wheatcroft, op. cit., p. 313.
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１類から第３類まで）のリストが作成された７１）。１９３２年７-９月期，特別リス

ト掲載の労働者は月１０００グラム，リスト第１類掲載者は月５００グラムの食

肉の配給があった。この適用を受ける者は１１百万人に過ぎず，パンの配給

を受ける者が約４０百万人になるのに比してごくわずかであった７２）。こうし

て，１９３０年７月にスターリンが「１年以内に食肉の供給が十分にできるよう

になる」７３）と公約したことはもちろん，１９３１年７月３０日決定で「１９２９年と

１９３０年が穀物農業の組織で決定的であったように，１９３１年と１９３２年は畜産

発展の分野で突破口を開く年とならなければならない」７４）と意気込んだこと

も，ともに惨憺たる形で破綻した。

その後の家畜に対する政策は，調達を「課税方式」に切り換える，そして

コルホーズ員のあいだで家畜とくに牝牛の保有を推奨するという方向で進め

７１）Osokina, Elena, Za fasadom “stalinskogo izobliia” : Raspredelenie i rynok v
snabzhenii naseleniia v gody industrializatsii. 1927-1941. M., ROSSPEN, 1997, s. 89.

７２）Davies, Wheatcroft, op. cit., p. 316.
７３）Ibid., p. 316.
７４）Ibid., p. 302.

家畜及び肉 乳製品

生体重 屠体重Ｃ） ミルクとバター
（ミルク換算）

ミルクとバター
（バター換算）

１９２８年 １７７８ ９５４ １９３８ ８２．１
１９２９年 ２６２５a） １０６７a） １８３５ ７７．８
１９３０年 １７２９a） １０３０a） ９７４ ４１．０
１９３１年 ２８１９a） ９３４a） １９６７ ８１．３
１９３２年 １２１１ ３７５ １９３４ ６８．０
１９３３年 ８１８b） ４０１ ３５１５ １１９．３d）

１９３４年 １０６８b） ３７７２ １２９．５d）

［表４］家畜の国家調達
（単位：千トン）

（原注）a）社会主義セクターに配分されている家畜を含む。この部分は生体重で１９３０年
４３４千トン，１９３１年７０５千トンであった。

b）これに加えて，中央集約以外が１９３３年は１３８千トン，１９３４年は１７８千トンあった。
c）農業年度表示（１９２８年＝１９２８／２９年）
d）これに加えて，中央集約以外が１９３３年は２３００トン，１９３４年は３１００トンあった。

（出所）Davies, Wheatcroft, op. cit., p.４７４．但し，原注の一部（資料の出典）を省略している。
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られた。課税方式というのは，供出を義務としつつ，家畜の生体重による供

出量を地域帯と所有形態別に固定した点に新味があった。１９３２年１０月１日

から１９３４年１月１日までの１５ヶ月間に１０００千トン（コルホーズから２２０

千トン，コルホーズ農民３６５千トン，個人農が４１５千トンという配分）とソ

フホーズの３００千トンを加えた１３００千トンを国家調達に供出すべき量とし

た７５）。計画は１９３２年全体と比較してさらに穏当な水準になったが，１９３３年

の国家調達の実績は歴史的低水準に落ち込んだ（表４参照）。

スターリンは，１９３３年５月の第１回コルホーズ突撃労働者大会で，すべ

てのコルホーズ農民が一頭の牝牛をもつことを請け合った７６）。この後８月４

日の法令とそれに追加する法令で，コルホーズ農民は，コルホーズ及びコル

ホーズ員や個人農から総計１５０万頭の仔牛を購入できるものとするとされ

た。仔牛の売り手はその見返りに家畜の供出量を減らされるとした７７）。すで

に飢饉が進行していた状況にあっては飼料不足が一層深刻となっていたの

で，こうした政策でコルホーズ農民が保有する家畜頭数がただちに増加する

わけではなかったが，仔牛と若い牝牛を含めて畜牛は全体として増加に転じ

た。つまり，１９３４年にはコルホーズ農民と個人農の保有する牝牛は対前年

で５０万頭あまり減少の２７８６６千頭となったが，その減少幅はそれまでの数

百万頭のオーダーから見れば大幅に縮小した。また，畜牛全体では対前年と

比べておよそ２百万頭の増加に転じたのである（前掲表１参照）。とはいえ，

デイヴィスが指摘するように，容易に実現するかに見えた「すべてのコル

ホーズ農民が牝牛一頭をもつ」という目標は第二次大戦前夜でも達成され

ず，戦後になって１９６０年代にはむしろ比率を低下させた。すなわち，「１９４１

年１月には１９百万のコルホーズ世帯があり，この農民が１２．７百万頭の牝

牛，３１．６百万頭の羊及びヤギ，８．６百万頭の豚を保有していた。１９７０年ま

でに，コルホーズの１４．４百万世帯が８．６百万頭の牝牛を保有していた」７８）の

７５）Ibid., p. 317.
７６）Ibid., p. 319.
７７）Ibid., p. 320.
７８）Ibid., p. 321, footnote 78.
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である。

集団化期の畜産部門を一言で表現すれば，「１９２９年夏から１９３３年夏まで

の４年間で畜産部門は崩壊した」７９）ということだろう。すでに言及したよう

に，この時期に経験した家畜の損失は，第一次大戦及び内戦期や第二次大戦

期におけるそれに匹敵するかそれを上回る規模であった（前掲表２参照）。

１９３４年になると，誤った政策に対する一定の是正が効果をあらわしたこと

で，馬匹を除いた家畜のうち続いた頭数減少にやっと歯止めがかかる。だ

が，個人農の家畜保有頭数は減少を続けていて，コルホーズやコルホーズ農

民の家畜頭数の増加もこれを埋め合わせることはできなかった８０）。

集団化期に家畜頭数が激減したのはなぜか。その直接の原因として際立つ

のが，家畜を手塩にかけて育ててきた農民がみずからの手によって引き起こ

した損壊（屠殺および売却）であったという点であろう。もちろん，クラー

ク清算によって没収されたり，コルホーズ加入によって共同化されるなどし

てコルホーズ・ソフホーズのもとに集められた家畜が施設の不備，飼養の杜

撰さ，飼料の不足などによって斃死する割合が大きかったことも重要な客観

的原因として追加できる。だが，集団化期の前後の時期における家畜の激減

が戦火にさらされるなど戦争とかかわる損壊という主たる特徴をもつのに対

して，集団化期の畜産崩壊が農民自身の手による自己破滅的特徴をもつこと

は印象的である。農民をそこまで追い詰めたのはなによりも「国家による調

達圧力と強制的な社会化」であり，これらがともに悪循環の連鎖を生じさせ

た。とくに個人農に対しては，コルホーズ加入を促進する集団化のテコとし

て利用する意図もあって，彼らが農業生産に占める客観的な比重よりはるか

に過大な負担を穀物や家畜の調達について，そして課税にも強いられたので

あった。そこそこの土地を耕すとともに，一定の家畜を所有することで農民

的経営を自立的に営む可能性と成長の展望をもちえた農民ほど絶望は深かっ

たであろう。「彼らの多くが家畜を放棄して，しばしば農村の外に出て行っ

７９）Ibid., p. 326.
８０）Ibid., p. 330.
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てしまうという結果になった」８１）。だが他方で，畜産部門の崩壊になんとか

歯止めがかけられたのはコルホーズ農民の家畜保有を奨励したおかげであっ

た。つまり，強制的集団化はもともとコルホーズの外部に並行して自立的な

農民経営が存続することを許そうとはしなかった。だが，その集団化が農業

と農村に引き起こしつつあった全面的な破綻を回避するには，「社会主義」

的大規模農業の物質的技術的基礎も満足に提供できない状況では，コルホー

ズの「内部」でコルホーズ農民が住宅付属地の菜園と共に牝牛一頭はじめ一

定の家畜保有を許容するという，「イデオロギー」ではなくプラグマティズ

ムに頼るほかに道はなかったのである。この妥協的「解決」はのちに１９３５

年模範定款において正式に書き込まれることになる。もっとも，その後も住

宅付属地の面積と家畜の種類や頭数をめぐっては幾度か変更や動揺が繰り返

されはしたが，結局のところ，「個人副業経営」はソ連農業の永続的特徴と

なった。ここに集団化つまりソ連式の本源的蓄積は，無法で過酷なむきだし

の国家の暴力による前代未聞というべき惨禍をソ連農村にもたらしながら，

その核心である「小農民経営の破壊」がそれ以上は進みえない限界点に逢着

したといえよう。

ヨーロッパの農業・農民について中世以来の歴史を概観し，あわせてロシ

ア＝ソ連にも相応の目配りをした『農民のヨーロッパ』を著したヴェル

ナー・レーゼナー（Werner Rösener）はソ連末期のコルホーズ農民につい

て次のように述べている。「村落のコルホーズ農民はまず何よりも農業労働

者なのではなく，農業経営主であり，小企業家なのである。ここではいぜん

として農家，農地および家族が中心にあり，ここでは家父長的関係と伝統的

な農民的思考形態が維持されている」８２）と。この特徴づけは首肯できる側面

があるが，同時にここまでの「家畜の社会化」についての検討を踏まえるな

らば一面的といわざるをえない。ソ連では集団化，家畜の社会化の強行に

８１）Ibid.
８２）ヴェルナー・レーゼナー著『農民のヨーロッパ』（藤田幸一郎訳，平凡社，１９９５

年），２８１-２８２頁。
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よって伝来の「小農民経営」はまず徹底的に破壊されたのであり，その「廃

墟」のうえに一方では何ら集団化＝大規模化農業の優位性を示すことのでき

ないコルホーズと，他方では１９３５年模範定款で許容されたわずかばかりの

菜園と小家畜保有という厳重な「タガ」をはめられた農民家族「副業経営」

が存続する状況が生まれたのであった。存続した農民経営はいわば「纏足」

をさせられた「小農民経営」にすぎず，「農業経営主」「小企業家」としての

自主的自立的経営をおこなう余地は極めて限られており，いわんや「企業」

的成長や発展を語ることなど論外であった。もっとも，ソ連の農業生産はこ

の局限された家庭菜園や家畜からの産物・製品に大きく依存せざるをえない

ほどに歪んだ構造を呈することになったのではあるが。ともあれ，ソ連農業

の「末路」は直接には本稿の課題ではないので，ここでひとまず筆をおくこ

とにする。

（うえの・かつお／元経済学部教員／２０２１年１１月１５日受理）
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The Primitive Accumulation of Capital and the
Experiences of the Soviet Industrialization. Part 2（3）

UENO Katsuo

The acceleration of industrialization increased the demand for grain in
industries and cities. As grain prices rose, so did the shortage of livestock
feed made from the same grain. The starting point of the problem of
declining livestock numbers due to slaughter and sale of livestock in rural
areas is the forced industrialization without any serious consideration of
the balance with the agricultural situation.

Regarding the form of collectivization in the countryside, Stalin’s
leadership repeatedly vacillated between the basic stable form of artels,
which allowed common ownership of land as well as vegetable gardens and
a certain amount of livestock on the land attached to the houses, and the
transitional form of arteries, which was merely a transitional form to the
kommuna (communes), where all means of production including livestock
were shared. This accelerated the decline in the number of livestock.
Furthermore, the policy of “socialization of livestock,” which was supposed
to be a response to the urgent problem of the livestock crisis rather than
an ideology that aimed for a higher level of collectivization, failed miserably
to curb the slaughter of livestock.

In the end, after a long period of catastrophe in which the number of
livestock could not be recovered, certain livestock holdings, such as cow,
poultry and sheep were allowed as “individual sideline farming” along with
land attached to housing estates. Thus, the dual structure of collective farm
and tiny individual farming became a permanent feature of Soviet
agriculture. It can be said that the destruction of small peasant farming
through forced collectivization reached its historical limit here.
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１．はじめに
標準的なマクロ経済学や金融論のテキストでは，金融引き締めはインフレ

率の低下を促すという伝統的な金融政策の波及経路が解説されている１）。一

方で，この伝統的な金利経路とは逆に，金融引き締めがインフレの上昇を促

すと報告する金融政策の理論・実証研究も少なくない。本稿は，この伝統的

な金融政策の波及チャネルがどのような条件で成り立つのかについて議論を

整理する。伝統的な金利経路では，中央銀行の名目金利の引き上げは，実質

金利の上昇を通じて実体経済の過熱を抑制し，インフレ率の低下につながる

と考えられている。本稿の目的は，この伝統的な波及経路の成立条件を，金

融政策の理論・実証分析のサーベイと若干の分析により考察することであ

る。理論分析のサーベイでは，標準的な金融政策の理論分析ツールである

ニューケインジアン・モデル（以下，NKM）を中心に議論を整理する。本

稿の貢献は，名目利子率とインフレの関係を，物価パズルと新フィッシャー

効果（Neo-Fisherian effects）に焦点を当て，理論・実証面から包括的に整

理することである。

名目金利とインフレ率：
理論・実証分析の展望

＊ 本稿の作成にあたって，岡野光洋先生（大阪学院大学），蓮井康平先生（愛知大
学）より有益なコメントをいただきました。また，JPSS科学技術研究費JP２０K
０１７８４（研究代表者：井田大輔）より研究助成を受けております。ここに記して感
謝いたします。本稿においてあり得る誤りはすべて筆者の責任です。

１）例えば，宮尾（２０１７）や中谷・下井・塚田（２０２１）などを参照されたい。

キーワード：金融政策，コスト・チャネル，新フィッシャー効果，物価パズル

井 田 大 輔*
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伝統的な金利経路が教科書で説明される一方で，金融政策の実証分析にお

いては，金融引き締めに対してしばしばインフレ率の上昇がもたらされるこ

とが報告されている。特に，ベクトル自己回帰（VAR）モデルを用いた金

融政策の波及経路の分析では，利上げショックに対してインフレ率が上昇す

ると報告した先行研究は少なくない２）。これは，伝統的な金融政策の波及経

路と非整合な実証分析の結果であることから，「物価パズル」と呼ばれてい

る（Sims,１９９２）３）。物価パズルについては，中央銀行の内生的なインフレ期

待への反応をVARモデルが考慮していない場合にパズルが発生すると考え

られてきた。例えば，Sims（１９９２）では，物価パズルの発生を抑制するに

はVARモデルにインフレ期待の代理変数である商品価格指数などを含める

ことが提案された。その後，物価パズルの発生理由とその解消方法について

は，様々な実証研究の蓄積によって解明されつつあるが４），完全なパズルの

解消までには至っていない５）。

また，標準的なNKMではそもそも物価パズルが発生しない。これは，上

記の伝統的な金利経路が常に作用するためである。ここで，金融引き締めが

家計消費の減少を通じてインフレの抑制を引き起こす金利経路は需要チャネ

ルと呼ばれている。一方で，金利の上昇は，企業の運転資金の調達コストを

上昇させ，実質限界費用の増加を通じて価格に転嫁される経路も考えられ

る。これは金融政策のコスト・チャネルと呼ばれている（Barth and Ramey,

２）日本では，細野・杉原・三平（２００１）や宮尾（２００６）などを参照されたい。
３）なお，通常は，貨幣量の上昇は金利の低下を促すと考えられているが（Cristiano

and Eichenbaum, １９９２），VARモデルでは貨幣供給ショックが金利上昇を招く結
果が出ることがある。これは流動性パズルと呼ばれている（Sims,１９９２）。本稿
は物価パズルのみに焦点をあてるが，流動性パズルの説明については，照山

（２００１）や宮尾（２００６）を参照されたい。
４）例えば，Hanson（２００４）やFlorio（２０１８）などを参照されたい。また，金融政策

の波及経路の実証分析における物価パズルとその解消方法の説明については，宮
尾（２００６）が詳しい。

５）筆者が知る限り，物価パズルの研究も近年は実証分析よりも理論分析が先行して
いると考えられる。物価パズルの問題が実証的に解決したと考えられているのか
は不明であるが，NKMなどの理論的観点からは引き続き重要なテーマとして扱
われているようである。
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２００１）。したがって，NKMにおいて物価パズルの問題を検証するには，需要

チャネルに加えて，コスト・チャネルなどの他の要因を考慮する必要があ

る。Ravenna and Walsh（２００６）は，NKMに金融政策のコスト・チャネル

を加味し，コスト・チャネルを加味したインフレ動学の実証パフォーマンス

は良好であるとした。結論を先取りすると，理論的な枠組みとしてNKMを

考えた場合，金融引き締めに対してインフレが上昇するか否かは，需要チャ

ネルとコスト・チャネルの相対的な強さによって決まることになる

（Castelnuovo,２００７）。

ここまでの議論は，金利上昇がインフレ率の上昇をもたらす可能性に言及

してきた。近年，新フィッシャー効果と呼ばれる議論が注目されている。こ

の理論では，インフレ率の上昇が名目金利の上昇につながるかがポイントと

なる６）。２０００年代に入り，先進国を中心に軒並みデフレリスクが顕在化し，

低インフレ下での金融政策運営を迫られた。ゼロに近いインフレ率（もしく

はデフレ）の下では，名目金利もゼロ近傍で推移することが先進国の例から

も明らかである（例えば，Bullard, ２０１０）。新フィッシャー効果に立脚すれ

ば，インフレ率を押し上げるために中央銀行が正の目標インフレ率を掲げる

ならば，名目金利は上昇する必要があることになる。これは，インフレ上昇

のために低金利を維持してきた，非伝統的金融政策とは相対する波及経路に

なる。

まとめると，伝統的なマクロ経済学の教科書では，金利上昇はインフレ率

の低下につながると一般的に考えられてきた。しかし，これまでの金融政策

の理論・実証分析の結果において，この伝統的な波及経路は必ずしも支持さ

れないという報告も少なくない７）。金融政策の金利経路を正確に識別するこ

６）もともとのフィッシャー効果は，名目金利の上昇とインフレ率の上昇の１対１の
関係を表している。フィッシャー効果が成立する場合，実質金利は不変となるこ
とから，基本的には価格が完全に伸縮的な場合に成立する効果と考えられる。価
格が硬直的な場合には，名目金利の変化は実質金利の変化につながるので，
フィッシャー効果は成立しないものと考えられる。

７）ただし，VARにおける金融政策の波及経路の研究では，VARにおいて物価パズ
ルが解消されると通常の伝統的チャネルが復活する。そのため，物価パズルは

名目金利とインフレ率：理論・実証分析の展望 ３７



とは，伝統的な波及経路が正常に作用するかどうかを精査するうえで重要で

ある。本稿のサーベイから以下のことが確認された。まず，金融政策の実証

分析において物価パズルが発生するかどうかは，VARモデルの定式化など

推定する構造モデルに強く依存する。その解消方法についてはいくつか提案

されているが，理論面と実証面で整合的な解釈が必ずしも得られてはいな

い。次に，NKMにおいて理論的に物価パズルが発生する条件としては，コ

スト・チャネルが需要チャネルを凌駕する必要があるが，その条件が実証分

析と整合的であるかについては議論の余地がある。最後に，新フィッシャー

効果が成立すれば，中央銀行の目標インフレの引き上げが金利上昇をもたら

すが，この点については理論分析が先行しており，今後の実証分析の蓄積が

待たれる。特に，金利とインフレ率には正の相関があるが，金利からインフ

レ率への因果関係なのか，逆の因果関係なのかによって，政策含意が変わる

ので，この点の因果関係の整理も今後の重要な論点となる。

本稿の構成は以下のとおりである。次節では金融引き締めとインフレ率の

変化について実証分析の観点から整理を行う。まず，インフレ率と金利の散

布図を用いて，両者の相関関係を示す。次に，実際に３変数のVARモデル

を使って，物価パズルが発生することを示す。２節では，NKMにおける金

融引き締めのインフレ率への効果を調べる。３節では，標準的なNKMを用

いてコスト・チャネルと物価パズルの関係を説明する。４節では，同じく

NKMを用いて新フィッシャー効果の発生条件を検討する。５節では，サー

ベイによって得られた知見をまとめ，金融政策に関するいくつかの政策含意

を導く。また，今後の研究の方向性についても考えてみたい。６節は簡潔に

結論をまとめる。

VARモデルでのあくまでパズルであって，伝統的な金利チャネルを主要な波及
経路とみなすことが主流な考え方であった。しかし，ゼロ金利制約下では伝統的
金融政策の波及経路が機能不全に陥ると考えられるし，伝統的な波及経路の見直
しも行われた（伝統的と非伝統的チャネルの区別など）。したがって，近年の低
金利・低インフレ下の経済において，伝統的な波及経路が機能するかについて
は，複雑であるが重要な論点といえるかもしれない。
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２．名目金利とインフレ率：データによる整理
本稿では，名目金利とインフレ率の因果関係として，コスト・チャネル仮

説と新フィッシャー仮説について検討する。コスト・チャネル仮説では，名

目金利の上昇がインフレの上昇を生み出すと想定する。一方，新フィッ

シャー仮説では，（目標）インフレの上昇が名目金利の上昇をもたらすと考

えられている。言い換えると，新フィッシャー仮説では，インフレ率を引き

上げるためには，中央銀行は名目金利を上昇させる必要がある。

具体的な仮説の検討を行う前に，日本のデータを使って名目金利とインフ

レ率の関係について確認しておこう。図１は，日本の１９８５年から２０２０年ま

での名目金利とインフレ率の関係を示す四半期データの散布図である。ま

ず，１９８５年から１９９９年までのゼロ金利政策採用前までの期間について着目

すると，名目金利とインフレ率の間に正の関係があることが確認される。た

だし，インフレ率の変化が名目金利の変化をもたらしているのか，その逆な

のかはこの散布図からは判断できない。しかし，ゼロ金利制約に直面する

２０００年代以降については，両者に明確な関係性は確認できなくなる。２０１１

年から２０２０年までの間で，インフレ率が３％ 台に振れている時期があるが，

これは消費税増税などが影響している２０１４年のデータによるものである。

Bullard（２０１０）は米国においても同様の散布図となることを示している。

Bullard（２０１０）は，ゼロ金利制約に陥ると名目金利とインフレ率の関係性

が崩れ，デフレ均衡に陥るリスクがあることを指摘した。彼は日本において

も同様のことが観察されることを指摘しているが，本稿は直近のデータでそ

の指摘を確認したことになる。

ここで，本稿は名目金利とインフレ率の短期的な関係に焦点を当てている

ことに言及したい。図１は名目金利とインフレ率の相関関係を示しているに

すぎず，そこでは因果関係や短期・長期の区別が必ずしも明確ではない。特

に，マクロ経済学では短期と長期の区別はマクロ経済政策の有効性を左右す

るうえで重要である。短期と長期の一つの区別としては，価格が粘着的な期

間を短期，伸縮的な期間を長期として区別することが多い。金融政策につい
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ては，短期では実質金利が変化するのでフィッシャー効果が成立しにくい

が，長期ではフィッシャー効果は成立すると考えられる。本稿における２つ

の仮説はともに，短期の景気循環における金融政策にまつわる名目金利とイ

ンフレ率の関係であるため，本稿の以下の議論は短期の議論に焦点を当てる

ことにする。ただし，近年のゼロ金利制約の存在によって，名目金利とイン

フレ率との間にある短期と長期の関係性がみえにくくなっている可能性もあ

る。よって，短期と長期という視点から２つの仮説にアプローチすることも

考えられるが，この点は本稿の分析範囲を超えるので将来の課題としたい。

次に，実証分析によって名目金利とインフレ率の関係を確認してみよう。

ここでは，構造VARによるインパルス反応関数によって検証する８）。構造

８）なお，本稿では，インパルス反応関数を用いた動学的経路を確認することに焦点
をあて，因果性の分析については細部に触れない。VARモデルでグランジャー
因果性検定を因果関係の確認に利用されることがあるが，本稿では行わない。そ
の理由としては，この因果性検定は，VARモデル内のある内生変数が他の内生
変数の予測に役立つかどうかの検証を意味しているのであって，因果関係の特定
まで必ずしも議論できるわけでないからである。この点については，宮尾

（図１）日本におけるフィッシャー方程式

単位：パーセント。名目金利は日本銀行ホームページ，インフレ率は総務省ホームページからそ
れぞれ取得し，筆者が作成した。
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ショックを識別するために，短期のリカーシブ制約を課す９）。推定期間は

１９８５年第３四半期から２０１９年第４四半期までの四半期データを用いた１０）。

使用するデータは，日本銀行が公表しているGDPギャップ，無担保翌日物

コールレート，総務省の消費者物価指数（総合指数，季節調整済）の対前年

（２００６）などを参考にされたい。
９）リカーシブ制約以外にも，様々な短期の識別制約の方法が存在するが，本稿は

VARモデルの精緻化を議論することが主眼ではないため，リカーシブ制約以外
の制約は考慮しない。他の制約方法については，Christiano et al.（１９９９），細野
他（２００１），照山（２００１），宮尾（２００６）などを参照されたい。

１０）ゼロ金利の期間をかなり含んではいるが，ゼロ金利の期間を除いた場合でも反応
は変わらなかったのでフルサンプルでの結果をここでは報告している。また，構
造変化などの問題も考慮していないため，より正確に金融政策の効果を検証する
には，Markov-switching VAR（MS-VAR）やBayesian VAR（BVAR）などの
手法を取り入れることが必要であることにも言及しておく。

（図２）金融引き締めショックに対するインフレ率の反応：VARモデル

（Note）実線は点推定値，点線は９５％の標準誤差バンドを表す。

名目金利とインフレ率：理論・実証分析の展望 ４１



同期比を推定に用いている。これらの変数を用いる理由は，次節で検証する

NKMにおける議論となるべく整合的な実証分析を行うためである。また，

物価については非定常であるため，VARモデルに用いる変数の定常性を確

保する上でもこれらの変数を用いることは有用である。最後に，ラグ次数は

４期としている。

図２は金融引き締めショックに対するインフレ率の反応を表すインパルス

反応関数を示している。実線は点推定値であり，点線は９５％ 標準誤差バン

ドを表している。図をみると直ちに，金融引き締めショックに対して有意に

インフレ率は上昇している。したがって，本稿のような３変数VARモデル

では物価パズルが観測されることになる。この結果は，細野他（２００１）とも

整合的である。ただし，二点言及すべき点がある。第一に，VARの定式化，

（図３）インフレ・ショックに対する名目金利の反応：VARモデル

（Note）実線は点推定値，点線は９５％ 標準誤差バンドを表す。
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選択する変数，サンプル期間などによって結果は左右される可能性があ

る１１）。第二に，物価パズルの発生には，後述のように相対的にコスト・チャ

ネルが需要チャネルを上回る必要があるが，このVAR分析をもって両者の

正確な識別ができているわけではない。

次に，インフレ・ショックに対する名目金利の反応をみてみよう。図３を

みてみると，インフレ・ショックに対して名目金利は有意に上昇しているこ

とが確認できる。しかし，この結果をもって，直ちに新フィッシャー効果が

働いたと考えるのは早計である。なぜなら，このインフレ・ショックが中央

銀行の目標インフレ率の上昇を捉えていると断定できないからである。例え

ば，インフレ・ショックをコストプッシュ・ショックと解釈すれば，同

ショックに対する内生的な金利上昇と捉えることができる。このインフレ・

ショックが中央銀行の目標インフレ率の構造ショックとして正確に識別され

るには追加的な制約がVARモデルに必要となるが，その検証については本

稿で扱うトピックの範囲を超えるため，問題提起として言及しておくことに

とどめる。

３．コスト・チャネルと物価パズル：NKMによる理論的説明
本節では，標準的なNKMを採用することで，物価パズルの理論的な説明

を試みよう１２）。標準的なNKMは，家計や企業の動学的最適化行動の帰結と

して導出される。まず，家計は，消費から正の，労働供給からは負の効用を

それぞれ得て，予算を制約に効用の割引現在価値の最大化を試みる。次に，

企業は，独占的競争に直面しており，Calvo（１９８３）の価格の粘着性に直面

している。Calvo（１９８３）の経済では企業の価格改定はランダムなものとな

り，企業は価格硬直性の下での動学的な最適化問題に直面する。

１１）これらの点についても，照山（２００１）や宮尾（２００６）を参照のこと。特に，多く
の国では，１９８０年代以降のサンプルを使うと，物価パズルが弱まるとされてお
り（Florio,２０１８），構造変化を考慮してVARモデルを構築することの重要性を意
味しているといえる。

１２）標準的なNKMの解説については，Gali（２０１５）やWoodford（２００３）などを参照
されたい。
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本稿のモデルは，Ravenna and Walsh（２００６）などに従い，金融政策のコ

スト・チャネルが存在する。このチャネルは，金融仲介機関から企業が運転

資金を借り入れることに起因する。よって，借入金利の上昇は企業の運転資

金の上昇につながり，企業の限界費用を押し上げる。結果として，企業は運

転資金の上昇分を価格上昇に転嫁することになる。つまり，金融引き締めは

金融政策のコスト・チャネルのもとではインフレ圧力となる。最後に，中央

銀行はインフレに内生的に政策金利を反応させるフィードバック・ルール

（テイラー・ルール）に従うものとする。

標準的なNKMは以下のような構造によって表現される。

����������������������� � （１）

���������������� �������� （２）

���	������ （３）

ただし，����
� ���
�� �／
であり，
は価格改定頻度を表す。��は期待

値オペレータ，��は産出ギャップ，��はインフレ率，��は名目利子率を表

している。��は金融政策ショックであり，�����������の一階の自己回帰

（AR）モデルに従うと仮定する１３）。����であり，��はi.i.dショックであ

る。また，産出ギャップは，現実の産出量の伸縮価格均衡において成立する

自然産出量からの乖離として定義されている。パラメータ�と�は，相対

的リスク回避係数と労働供給の弾力性の逆数をそれぞれ表す。�は割引因子

である。

以下，各式の簡単な説明を行う。式（１）は動学的総需要曲線であり，家

計の効用最大化問題から得られる消費のオイラー方程式が土台となる。式

（２）はニューケインジアン・フィリップス曲線（NKPC）である。Calvo

（１９８３）の名目硬直性のもとでの，独占的競争に直面する企業の動学的な利

潤最大化問題から得られる。式（２）の右辺第３項は，金融政策のコスト・

１３）Castelnuovo（２００７）はAR（１）ショックがない場合を考えているが，本稿は金
融政策ショックの系列相関を加味した場合の合理的期待均衡解を導出する。
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チャネルによるもので，金融仲介機関から借り入れる運転資金の利払い負担

を表している。�はその金融政策のコスト・チャネルの強さである。

Chowdhury et al.（２００６），Ravenna and Walsh（２００６），Tillmann（２００８）

によれば，式（２）のコスト・チャネルを加味した実証分析のパフォーマン

スは統計的に有意で良好であることを示している１４）。式（３）は金融政策

ルールで，インフレ率に内生的に政策金利を反応させる定式化である

（Taylor,１９９３）。ここで，��はインフレ率に政策金利をどの程度反応させる

かを示すパラメータである。

それでは以下で，金融引き締めがインフレの低下をもたらすかどうかを議

論しよう。まず，式（１）から式（３）を用いて直観的な説明を試みる。式

（３）から外生的な金融引き締めによって名目金利が上昇する場合を考える。

名目金利の上昇は，式（１）からは産出ギャップを低下させる。そのため，

式（２）のNKPCからインフレ率の低下に貢献する。前述の通り，この経路

は伝統的な波及経路であり，金融政策の需要チャネルと呼ばれる。しかし，

金融政策のコスト・チャネルが存在する場合，名目金利の上昇は企業の運転

資金の上昇を通じて，インフレの上昇をもたらす。これが式（２）の右辺第

３項のコスト・チャネルの効果である。よって，金融引き締めに対してイン

フレが低下する伝統的な政策経路が機能するには，需要チャネルの強さがコ

スト・チャネルのそれを上回る必要がある。

次に，金融政策ショックに対するインフレの反応を見るために合理的期待

均衡解に着目して議論する。具体的には，式（１）から式（３）を未定係数法

によって合理的期待モデルを解くと，インフレ率と金融政策ショックの関係

が得られる。

１４）Rabanal（２００７）は中規模の動学的一般均衡（DSGE）モデルにおいてコスト・
チャネルが有意であるかどうかをベイズ推定によって検証している。それによれ
ば，コスト・チャネルのパフォーマンスは良好でなく，物価パズルを説明する上
でも重要でない結果が示唆される。物価パズルが発生する場合でも，パラメータ
やモデルの構造にいくつかの制約がある場合であるとして，DSGEモデルにおけ
るコスト・チャネルの存在については懐疑的な見方を示している。
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���
������ ������� �� �

����� ������ ����	�� ������� �	���� �
� ��� （４）

式（４）は金融引き締めショックに対するインフレの反応を示している。式

（４）の分母は，通常のNKMのパラメータの範囲では必ず正となる。した

がって，金融引き締めに対してインフレが上昇するためには，分子が正とな

る下記の条件が成立することになる。


��


��
��	��

���� �

���� ��
（５）

式（５）は物価パズルの発生条件を示している。Castelnuovo（２００７）でも

示しているように，式（５）からは，相対的リスク回避係数が小さい場合に

物価パズルが生じることがわかる。�の低下は金利の産出ギャップに対する

（図４）NKMにおける金融引き締めショックとコスト・チャネル

（単位）パーセント
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感応度の低下をもたらすため，中央銀行の政策金利の変化を通じた消費の異

時点間の調整をする力は弱くなる。そのため，相対的リスク回避係数が小さ

くなるとコスト・チャネルが需要チャネルを支配する。また，Castelnuovo

（２００７）は���で誘導解を導出しているが，本稿の結果は金融政策ショッ

クの持続性が小さい場合にも物価パズルが生じやすくなることを示してい

る。これは，金融引き締めの持続性の低下は需要チャネルの経路を弱めるた

め，コスト・チャネルが相対的に強くなるからである。

ここまでの結果を数値分析によって確認していこう。数値計算に使用する

パラメータは標準的なNKMで採用されている値を用いる。相対的リスク回

避係数（�）は２．０とし，労働供給の弾性値の逆数（�）は１．０と仮定する。

割引因子（�）は０．９９である。価格硬直性の程度�は０．７５とする。金融政

（図５）金融引き締めショックとコスト・チャネル：インパルス反応

（単位）パーセント
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策ルールにおけるインフレ安定化の係数（��）は１．５とし，テイラー原則を

満たすものとする１５）。コスト・チャネルのパラメータについては，-１から３

の値を設定する。まず，Ravenna and Walsh（２００６）では１．２７６と�の値

を報告しているし，Castelnuovo（２００７）では３までを�の値として想定し

ている。本稿もこれらの先行研究に従い，これらのパラメータのレンジの中

でシミュレーションを実行する。

図４は横軸にコスト・チャネルの強さと金融引き締めに対する初期時点の

インフレの反応を描いたものである１６）。また，上述のように金融引き締め

ショックの持続性は物価パズルの発生に重要であるため，持続性パラメータ

の値も複数考慮している。図４からは，金融政策の持続性が弱まるほど，�

の値が低い場合であっても，金融引き締めに対してインフレは上昇する，い

わゆる物価パズルが観察される。例えば，�が０の場合，�が１．５を超える

と金融引き締めがインフレの上昇を引き起こす。一方で，�が０．８の場合に

は，コスト・チャネルのパラメータの値によらず，名目金利の上昇は常にイ

ンフレ率の低下をもたらす伝統的な金融政策の波及経路が観察される。した

がって，これらの結果をまとめると，金融政策のコスト・チャネルが存在す

るときに，伝統的な金融政策のチャネルが機能するためには，金融政策

ショックが十分に持続的である必要があることが分析から示唆される。ただ

し，式（４）より，コスト・チャネルが存在しない場合には，金融政策

ショックの持続性の程度によらず，金融引き締めには常にインフレ率は負の

反応を示すことは容易に確認できる。

次に，金融引き締めショックの動学的な反応を確認しておこう。図５は金

１５）テイラー原則は，インフレ率の１％ の上昇以上に名目金利を引き上げることを要
請するものである。インフレ率以下の金利の引き上げであれば，実質金利が低下
するため，サンスポット均衡が合理的期待均衡で発生してしまう（Bullard and
Mitra,２００２）。しかし，コスト・チャネルがある場合には，必ずしもテイラー原
則を満たしていることが合理的期待均衡の一意性を確保するわけではない

（Llosa and Tuesta,２００９）。
１６）図では，ψ ＝ -１は常にマイナスの反応となるため，このケースの結果は捨象し

ている。
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融引き締めショックに対するインパルス反応を表している。なお，このイン

パルス反応を計算するにあたっては，�を０．２と設定している。図を見る

と，コスト・チャネルが存在していたとしても，その程度が小さい場合に

は，インフレの上昇が生じない。言い換えると，コスト・チャネルが需要

ショックを凌駕しない限りは，物価パズルが生じないことを意味する。それ

に対して，�が１．５を超えるとインフレ率は上昇し始める。例えば，�が２

以上の値を取れば，金融引き締めに対する動学的反応は正となることが確認

できる。�が３のケースはさらに初期時点のインフレの反応が大きくなって

しまう。これらは，図４の結果とも整合的である。

最後に，物価パズルの発生要因について検証したが，NKMにおける同パ

ズルの解消の可能性について言及しておく。本稿のモデルには過去の内生変

数の値を含めなかった。その理由は，NKMの合理的期待均衡の解析解を得

やすくするためであった。また，物価パズルの発生条件は，金融政策のコス

ト・チャネルが需要チャネルを相対的に凌駕することであった。したがっ

て，需要チャネルを強化すれば物価パズルは生じにくくなる。この点につい

て検証したのがCastelnuovo（２００７）である。Castelnuovo（２００７）は，中央

銀行が過去の政策金利に対するウエイトを金融政策ルールに設定する形で金

利平準化を採用すると，需要チャネルが強化され物価パズルが解消されるこ

とを示した。彼は，その理由を金利平準化はインフレ期待の適切な管理に

よって需要チャネルを強化することができるためとしている１７）。本稿では具

体的に示さないが，Castelnuovo（２００７）の議論がそのまま適用されると推

測できるため，金利平準化を組み入れた金融政策ルールを採用すれば，本稿

のモデルでも物価パズルは解消される。ただし，Ida（２０１４）は，名目金利

が貸出金利の過去ラグに影響される場合には，より強力な金利平準化が採用

されない限り，物価パズルを取り除くことができない点を指摘している。ま

た，上記の物価パズルの解消法は，Sims（１９９２）やHanson（２００４）がVAR

モデルにおいて提唱する解消法と整合的であるかは不明である。したがっ

１７）金利平準化の役割については，Amato and Laubach（１９９９）が詳しい。
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て，実証分析と整合的な物価パズルの解消条件を示すことは今後の研究課題

である。

４．新フィッシャー効果：NKMによる理論的説明
次に，NKMにおいて新フィッシャー効果を調べよう。Cochrane（２０１６）

は，従来の金利上昇がインフレにつながるという伝統的な波及チャネルに疑

問を呈した。彼は，フィッシャー効果に基づけば，インフレ率が上昇するた

めには名目金利は低下するよりもむしろ上昇するという可能性に着目した。

この仮説は新フィッシャー仮説と呼ばれているが，従来の実物資産と名目資

産の橋渡しの役割を担うフィッシャー方程式に立脚している（Garin et al.,

２０１８; Uribe,２０２１）。Garin et al.（２０１８）は，この新フィッシャー効果が標準

的なNKMにおいて起こりうることを理論的に明らかにした。Williamson

（２０１８）もこの新フィッシャー効果は異端で過激なものではないとし，低金

利・低インフレの状況を克服するための有効な処方箋となることを指摘して

いる。

以下では，この効果を理論的に説明するために，Garin et al.（２０１８）に

従って，下記のような標準的なNKMを考えることにしよう。

����������������������� � （６）

���������������� ��� （７）

�����
� （８）

��
�����

���
� ��� （９）

まず，式（６）は動学的総需要曲線で前節の議論から変更はない。式（７）は

標準的なNKPCである。ここで，新フィッシャー効果を検証するために，中

央銀行がテイラールールに従うという仮定から，目標インフレ率に現実のイ

ンフレを一致させるインフレ目標政策を採用すると考える１８）。目標インフレ

率（���）は，式（９）のようなAR（１）過程に従うものとする。����	�

１８）Garin et al.（２０１８）ではテイラー・ルールの場合も考えている。
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であり，��はi.i.d.ショックを表している。

Garin et al.（２０１８）は，目標インフレ率と名目金利の関係が以下で与えら

れることを示した。

���
������ ������ �

��
���� ���� （１０）

ただし，������� �である。��は０から１までの数字をとるパラメータで

あるため，右辺カッコ内の第１項はマイナスの値となる。よって，第２項が

この部分よりも上回るならば，新フィッシャー効果が生じることになる。

Garin et al.（２０１８）は，（i）��の値が十分に大きい，（ii）価格が十分に伸縮

的，（iii）十分に小さな�の値の場合には，目標インフレ率の上昇に対して

名目金利が正に反応することを指摘している。

以下で，標準的なNKMにおいて新フィッシャー効果が生じるケースを数

値計算によって確認しよう。ここでは，Garin et al.（２０１８）のパラメータ設

定に倣い，�および�は１．０と仮定する。図６は目標インフレ率の変化に対

する初期時点の名目金利の反応を表している。ここでは，Garin et al.

（２０１８）の（ii）の指摘も考慮するため，価格粘着性についていくつかのパ

ラメータの値を仮定した。図６をみると，	が０の場合（つまり，価格が完

全に伸縮的な場合），インフレ目標ショックの持続性の大きさによらず，名

目金利の反応は正となる。価格が粘着的になるにつれて，十分に大きな��

の値は，名目金利の正の反応を引き起こすため，新フィッシャー効果が発生

する。これらの点はGarin et al.（２０１８）でも指摘されている。

次に，インフレ目標ショックに対する名目金利の反応をインパルス反応関

数として考察してみよう。図７は正のインフレ目標ショックに対する名目金

利の動学的な反応である。このシミュレーションでは，Garin et al.（２０１８）

に従い，	＝０．７としている。図７の結果もまた，Garin et al.（２０１８）で報

告されているとおりである。インフレ目標ショックの系列相関が小さい場合

には，名目金利の反応は負となる。しかし，インフレ目標ショックの系列相

関が大きくなるにつれて，名目金利の動きは正で持続的な動きになることが
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見て取れる。実際に，��が０．７や０．９のケースでこのことを具体的に確認

することができる。

第二節では，日本のデータを用いてVAR分析を行ったが，正のインフレ・

ショックに対して，統計的に有意でかつ，正で持続的な名目金利の上昇が生

じていた。VARモデルにおける，インフレ・ショックの識別の問題につい

てはすでに言及しているが，VARモデルの実証結果と整合的な金利の反応

がNKMでも観察されたことは興味深い。ただし，このことは，日本におい

て正で持続的なインフレ目標ショックが発生していることを裏付けていると

は必ずしもいえない。したがって，VARモデルにおけるインパルス反応の

解釈については正確なショックの識別とその適切な解釈が求められることに

変わりはない。

（図６）NKMにおける新フィッシャー効果

（単位）パーセント
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５．今後の研究の方向性と政策含意
結論をまとめる前に，今後の研究課題について言及しておくことにした

い。まずは，物価パズルについて。物価パズルの解消については，実証分析

からはすでにいくつかの方法が提案されてきた（Florio, ２０１８）。しかし，そ

れらは実証分析の観点からであって，理論分析で生じる物価パズルの発生理

由と必ずしも整合的でない。現在のところ，物価パズルについては，実証分

析よりも理論分析のほうが進展しているようにみえる。理由としては，

Florio（２０１８）でまとめられているように，VARモデルを用いた実証分析で

は，１９７０年代までのサンプル期間では物価パズルが生じやすいが，１９８０年

代以降のデータでは物価パズルは弱まる傾向が要因と思われる。Florio

（２０１８）は，１９８０年代以降は金融政策の名目アンカーが多くの国で存在する

（図７）インフレ目標ショックに対する名目金利の反応：インパルス反応

（単位）パーセント
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ようになったことをこの理由に挙げている。

また，金融政策のコスト・チャネル仮説を採用したNKMでも，物価パズ

ルの説明力に関する実証分析の結果は分かれている（例えば，Rabanal,

２００７; Tillmann,２００８）。特に，上述のように，実証分析の結果では，コス

ト・チャネルは１９７０年代のインフレの動きを説明する上で有力である

が，１９８０年代以降では同チャネルのインフレの動きに対する説明力が弱ま

る傾向にある（Florio,２０１８）。この実証分析の結果とNKMにおけるコスト・

チャネルの存在は整合的であることが求められるが，現在のところ統一的に

説明可能なNKMのモデルはないようにみえる。結果として，物価パズルの

研究においては実証面よりも理論面のほうが先行している。実際に，理論面

での進展として，Ali and Anwer（２０１６）は標準的なNKMに開放経済の要

因を加味し，物価パズルの発生を解明しようとしている。また，Qureshi

and Ahmad（２０２１）はトレンド・インフレの存在によって物価パズルが説

明可能かを検証している１９）。

しかし，NKMを用いた物価パズル発生理由の説明では，主にコスト・

チャネルがモデルに組み込まれている。そのため，物価パズルの発生条件が

コスト・チャネルの強さに依存してしまうという問題が生じる。コスト・

チャネルの実証的なパフォーマンスやモデリングについて必ずしもコンセン

サスが得られていないからである２０）。この点について，Ida（２０２２）は，金

１９）本稿のNKMはゼロ・インフレの定常状態を想定しているが，Ascari and
Sbordone（２０１４）はトレンド・インフレのNKMでの存在の重要性を指摘する。
Qureshi and Ahmad（２０２１）はトレンド・インフレとコスト・チャネルの組み
合わせで物価パズルの発生理由を探っている。

２０）特に，NKMにおけるコスト・チャネルのモデリングで導入される，金融仲介機
関の定式化によってコスト・チャネルの強さが変わる。上述のとおり，コスト・
チャネルのモデリングとその実証分析のパフォーマンスについてはコンセンサス
は得られていない。また，コスト・チャネルを加味したNKPCの部分均衡的な推
計ではコスト・チャネルは有意な影響をもつ（Ravenna and Walsh,２００６）。また，
DSGEの一般均衡的な実証でもChristiano et al.（２００５）ではコスト・チャネルが
有意に確認されている。しかし，DSGEのベイズ推定ではコスト・チャネルの有
意な存在は確認されにくい（Rabanal,２００７）。加えて，DSGEモデルでは，価格
や賃金の粘着性の大きさやインフレ率の過去ラグの有無なども，コスト・チャネ
ルの物価パズル発生の説明力に影響することも指摘されている（Florio,２０１８）。
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融政策のコスト・チャネルの存在を仮定することなく，物価パズルが発生す

る理由について検討している。具体的には，異質的な家計部門が存在する

NKMにおいて２１），物価パズルが発生するメカニズムを解析的に示している。

このように，VARモデルの結果とNKMの理論分析の結果が整合的かどうか

については議論の余地があり，研究の蓄積が期待される。

次に，新フィッシャー効果について。新フィッシャー効果は，インフレ率

の上昇が名目金利の上昇につながるという因果性を持つ。新フィッシャー効

果に基づけば，高いインフレ率を設定すると，名目金利は高くなる可能性が

ある。よって，デフレを原因として発生するゼロ金利制約の問題を想定する

ならば，インフレ目標を引き上げるには名目金利を引き上げる必要がある。

これは，これまで先進国が行ってきた非伝統的金融政策とは相いれない考え

方だろう。つまり，Eggertsson and Woodford（２００３）以来議論されている

とおり，自然利子率が低下してデフレが発生しているときには，ゼロ金利期

間を長く継続することを民間主体に公約することが望ましいという議論と新

フィッシャー仮説は不整合となる。よって，新フィッシャー効果までを加味

すると，ゼロ金利下における名目金利とインフレ率の因果関係を特定するこ

とはますます重要であるといえる。

これまでのところ，筆者が知る限り，ゼロ金利制約に直面している中で，

新フィッシャー効果の有無を実証的に検証している論文はまだみられておら

ず，理論分析が先行している。例えば，Bilbiie（２０２１a）は，流動性のわな

を考慮したNKMにおいて，新フィッシャー効果を検討している。また，

Bilbiie（２０２１b）は，流 動 性 の わ な を 考 慮 し た 異 質 性 の あ るNKM

（Tractable HANK: THANK）において新フィッシャー効果が存在する条件

を提示している。それによれば，リスクと所得不平等が反景気循環的ならば

新フィッシャー効果が発生し，景気正循環的な場合には起こりにくいことが

２１）異質性の存在しないNKは近年Representative agent NK（RANK）モデルと呼ば
れ て い る。一 方 で，異 質 性 が 存 在 す るNKは，Two-agent NK（TANK）や
Heterogenous agent NK（HANK）とそれぞれ呼ばれている。前者については
Bilbiie（２００８），後者についてはKaplen et al.（２０１８）を参照されたい。
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示されている。また，Williamson（２０１８）は，NKMにおいて生じうるlow-

inflation policy trapには新フィッシャー効果を通じた政策が有効としてい

る。このlow-inflation policy trapとは，NKMにおいて，名目金利がゼロでイ

ンフレ率が中央銀行の目標水準を下回る均衡が複数存在する状況を表す。

Williamson（２０１８）は，このlow-inflation policy trapは，目標インフレの引

き上げが名目金利の上昇につながる新フィッシャー効果によって克服されう

るとしている。

近年，新型ウイルスの影響や戦争による地政学リスクの高まりから，世界

的なインフレ圧力が問題になっている。構造ショックおよび経済構造を正確

に把握することや名目金利とインフレ率の関係も伝統的なものから複雑化し

ていると考えられる。例えば，２０２０年のコロナショックは大きな需要

ショックと供給ショックの同時発生と考えられるだろうし，地政学リスクは

スタグフレーションの様相を呈しているといえるかもしれない。先進各国は

ゼロ金利に縛られている状態で，各国中央銀行が利上げに踏み切るべきか否

かについては慎重な情勢判断を迫られているといえる。アフターコロナの経

済では，伝統的・非伝統的金融政策のような区分を超えた，より困難な政策

運営に中央銀行は直面するかもしれない。その意味で，物価パズルや新

フィッシャー効果のように伝統的な金融政策論と異なる概念であったとして

も，その発生メカニズムと現実との整合性を考えていくことは金融政策の将

来展望を見据えるうえで有用だろう。

６．まとめ
本稿は，名目金利とインフレ率の関係についてコスト・チャネル仮説と新

フィッシャー仮説を中心に展望した。コスト・チャネル仮説は，金融引き締

めショックがインフレ抑制につながるかを議論する上で有用である。また，

新フィッシャー仮説はインフレ目標の引き上げが金利の上昇につながるか否

かを議論する上で有益である。特に，後者についてはゼロ金利制約下での目

標インフレ率の設定と金利水準について重要な論点をもたらす。本稿では主
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要な論点について，両仮説について理論・実証の観点から分析を整理した。

本稿のまとめとして，これら両仮説は現実の金融政策分析における重要な論

点を提供し，一定の説明力を有するものの，コンセンサスが十分に得られて

いるとはいえないことを指摘しておく。また，研究課題として依然残されて

いる部分も少なくないため，今後のさらなる研究蓄積が期待される。
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Nominal interest rate and inflation:
From the perspective of theoretical and empirical studies

IDA Daisuke

This paper examines the relationship between nominal interest rates and
inflation in terms of both cost channel and neo-Fisherian hypotheses. The
cost channel hypothesis helps explain why contractionary monetary policy
shocks increase the inflation rate, whereas the neo-Fisherian effect
captures how an increase in the central bank’s inflation target may cause
interest rates to rise rather than fall. In particular, if the zero lower bound
of the nominal interest rate is binding, the neo-Fisherian effect may explain
the relationship between the central bank’s inflation target and interest
rates. These two hypotheses can provide significant implications for
monetary policy.
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１．はじめに
分権化が進む多くの企業で振替価格の重要性は増している。中でも，部門

を多く抱える企業では，部門業績を管理してよい業績を残すために不可欠だ

とされている。たとえば，尾花（２０１９）によると，ゼネラル・モーターズは

事業部利益を計算するために内部振替価格を設定し，事業部を管理するため

に役立ててきた。このように，企業内部で設定される振替価格は，コスト・

センターをプロフィット・センターとして管理可能にする。部門をプロ

フィット・センターとして管理できれば，部門長により多くの責任を与える

ことができ，部分最適を防ぐのに役立つといわれる。しかし，多くの企業に

とって他社の振替価格を知ることが難しいため，実務的な知見を利用して最

適な振替価格を決定することは簡単ではない。

実務ではさまざまな振替価格の設定基準がある。櫻井（２０１５）によると市

価基準振替価格，原価基準振替価格（原価プラス基準振替価格），協定基準

振替価格がそれである。こういった管理会計のテキストは，状況に合わせて

設定基準の選択を行なうことが望ましいとしている。なぜなら振替価格の設

定基準の選択は，部門業績管理に影響を与え，それを通して分権化企業全体

の業績に影響を与えるからである。その中でも，市価基準振替価格は実際に

多くの企業が利用しているとされる。Eccles（１９８５）によると，Eccles

費用削減投資を考慮した原価基準
振替価格と市価基準振替価格の最適性
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（１９８５）が調査した企業のうち，約３０％の企業が市価基準振替価格を利用し

ており，設定基準のうちでは最も多いという調査結果になっている。また，

多くの管理会計のテキストで，市価が設定されている外部市場が存在するな

ら，市価基準振替価格が最も企業にとってメリットの多い設定基準だとされ

ている（Jiambalvo ２００９; 上總２０１４; 小林ほか２０１７; 岡本２０００; 櫻井２０１５な

ど）。

このように，管理会計のテキストでは振替価格の設定基準が議論されてい

る。しかし，経済学的な研究では，設定基準を考察した研究は市価基準と原

価基準を分析した濵村（２０１９c）や，契約理論により協定基準振替価格と原

価基準振替価格を分析したBaldenius et al.（１９９９）などわずかである。その

ため，本研究では振替価格の設定基準を考察する。とくに本研究では，市価

基準振替価格と原価基準振替価格の選択を考察する。鳥居（２０１４）によれ

ば，設定基準を大きくわけると「市価基準と原価基準が主な基礎」（鳥居

２０１４，２２６）になるとされているためである。これから，本研究は実務でよ

く利用されている市価基準振替価格と原価基準振替価格の２つを比較し，ど

ちらが分権化企業の業績を改善するかを分析する。

管理会計では，最適な設定基準や振替価格水準を含め，経済学的な振替価

格研究が行なわれている（Alles and Datar 1998; Göx 2000; 濵村 2019a, b, c,

2020a, b, c, 2021a, b; Hamamura 2019, 2021; Hirshleifer 1956; Löffler 2018;

Matsui 2011, 2013; 松井 2015, 2018; 椎葉 2003, ２０１０など）。多くの企業が振

替価格の情報を外部に公開していないため，データを利用した分析が難し

い。そのため，経済学に依拠した数理モデル分析，すなわち分析的な研究に

より企業の振替価格設定を分析することは効果的だといえる。

設定基準の選択に関する研究として，濵村（２０１９c）は市価基準と原価基

準の選択を考察している。濵村（２０１９c）はAutrey and Bova（２０１２）に基

づいて並行輸入企業の存在を仮定し，多国籍企業による最適な国際移転価格

の設定基準を分析している。分析の結果，濵村（２０１９c）は市価基準よりも

原価基準の方が多国籍企業全体の利潤を改善できることを示している。この
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結果には，租税回避を狙った振替価格水準を設定する効果，振替価格を限界

費用と一致させて他国市場での独占の利潤を受けとる効果，移転価格を上昇

させて自国市場で先発者優位を獲得し，並行輸入企業との競争で優位に立つ

効果のトレード・オフが影響している。濵村（２０１９c）の結果は製品市場に

競争相手，すなわち並行輸入企業が存在することに大きく影響を受けてい

る。管理会計での振替価格研究は，Baldenius et al.（１９９９）のように契約理

論を応用した研究か，Alles and Datar（１９９８）のようにゲーム理論を応用

し，製品市場での寡占競争を仮定した研究が中心である。契約理論による研

究は，情報の非対称性や契約の不完備性によって振替価格が限界費用を上回

ると説明し，寡占競争による研究は，戦略的効果により振替価格が限界費用

を上回ることを説明している。情報の非対称性は管理会計研究でよく議論さ

れる重要な仮定であるものの，主な結果が情報の非対称性から説明できるた

め，ほかの要因を探しにくい。また，市場の状況を考慮しての企業内部での

意思決定は，戦略管理会計における重要なテーマなので，寡占競争を仮定し

た分析は役立つ１）。しかし，これもやはり，市場での戦略的効果が結果に強

い影響を与えるため，ほかの要因をみつけるのが難しくなる。実際，濵村

（２０１９c）は並行輸入企業に対して先発者優位を得る効果が影響し，多国籍企

業が原価基準振替価格を利用することがあると示している。したがって濵村

（２０１９c）もAlles and Datar（１９９８）の研究の系譜に入るため，製品市場に

競争相手がいることが，振替価格の設定基準選択を決定するうえでの重要な

要因になっている。

そこで，本研究では競争による効果を取り除いて振替価格を分析するモデ

ルとして，椎葉（２００３）を応用する。椎葉（２００３）は，分権化企業の川上部

門が費用削減投資を行なうとき，振替価格が限界費用を上回るかを分析して

１）ほかに，完全競争市場を考えることも可能だろう。しかし，実務的に完全競争市
場の例を探すことは非常に困難であることに加え，そういった例があったとして
も，ごくわずかだと推察される。したがって，完全競争市場を仮定した分析はほ
んの少しの企業に対してしか含意を与えない。このことから，近年は完全競争市
場を考えた研究がほとんどない。
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いる。とくに，川上部門が川下部門の費用を削減できる投資を行なうとき，

川上部門に投資インセンティブを与えるために，限界費用を上回る振替価格

を設定すると示している。

椎葉（２００３）に続く研究のうち，振替価格の設定基準を扱った研究として

濵村（２０１９b）がある。濵村（２０１９b）は椎葉（２００３）をもとにして市価基

準振替価格を考えた研究である。椎葉（２００３）は川上部門が自身の限界費用

を削減する投資を行なうときには，振替価格が限界費用と一致する水準にな

ると示した。これに対し，濵村（２０１９b）は市価基準振替価格を考えると，

振替価格が限界費用を上回ることを示している。本研究では椎葉（２００３）の

流れにおいて，市価基準と原価基準という設定基準の最適性を考察する。そ

のため，本研究は濵村（２０１９b）を参考にして振替価格の設定基準を考察す

る２）。

分析の結果，本研究では市価基準振替価格よりも原価基準振替価格の方が

分権化企業の利潤を大きくすることを示している。この結果が得られるの

は，市価基準振替価格の設定において，川上部門の設定する市価が振替価格

に影響を与えるためである。市価基準振替価格では，市価の決定を通して各

部門の意思決定が相互関係をもつ。対して原価基準振替価格では，各部門の

意思決定が相互に関連せず，それぞれが最適な決定を行なうことができる。

つまり，市価基準振替価格においては，川上部門の直面する市場での価格決

定の影響があるため，その市場の状況も考慮したうえでの意思決定が求めら

れる。その結果，川下部門で得られていたはずの利潤を犠牲にして，川上部

門の行動をコントロールする必要に迫られる３）。

２）Löffler（２０１８）も濵村（２０１９b）と同様に市価基準振替価格を分析している。し
かし，濵村（２０１９b）が価格の決定を考えたのに対して，Löffler（２０１８）は数量
の決定を考えた。さらに，濵村（２０１９b）の方が一般性の高い外生変数を仮定し
て分析を行なったという違いがある。ここでは椎葉（２００３）の研究の流れとして
本研究を位置付けているため，濵村（２０１９b）の設定に準拠して振替価格の設定
基準を分析している。

３）本研究の主要な結果が得られるケースは，川下部門や川上部門での競争を仮定し
ても存在することを証明できる。重要なのは，市価基準振替価格では部門間の意思
決定に相互関係があるのに対して，原価基準振替価格ではこれがないことだろう。
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この結果は過去の研究でもほとんど得られていない。市価基準振替価格を

考えた研究として，Arya and Mittendorf（２００８）と濵村（２０１９c），Johnson

et al.（２０１８）があり，これらは寡占競争を考慮して市価基準振替価格を考

えている。つまり，川下部門での競争を仮定している点が本研究と異なる。

また，Arya and Mittendorf（２００８）は川上部門での川下部門への供給競争

を考えており，濵村（２０１９c）は並行輸入企業の存在を仮定している。加え

て，Johnson et al.（２０１８）は不確実性の影響を考慮している。さらにその

中でも，市価基準振替価格と原価基準振替価格を扱ったのは濵村（２０１９c）

のみである。しかし，濵村（２０１９c）は並行輸入企業が存在する灰色市場が

あるケースに焦点をあてている。そのため，本研究の取り組みは過去の研究

とは異なり，振替価格の設定基準について新たな知見をもたらす。

本研究はこれまでテキストで紹介されてきた内容とは異なる結果を示して

いる。つまり，岡本（２０００）や櫻井（２０１５）などのテキストでは，市価基準

振替価格が利用できる場合には，市価基準振替価格を利用するのが最適だと

されているのに対し，本研究は原価基準振替価格の方が企業にとってよい結

果をもたらす可能性があると示している。この結果は，振替価格の設定基準

について，分権化企業は自社が直面している市場の状況をみたうえで慎重に

決定する必要があると示唆している。

２．モデル設定
本研究は基本的なモデル設定を濵村（２０１９b）に準じる。川上部門（製造

部門であり�とかく）と川下部門（小売部門であり�とかく）と本部から

なる企業が，製品を製造して市場に販売している。この企業は異なる市場，

市場�と市場�の２つに直面している。本研究では，販売されるすべての

製品を川上部門が製造すると仮定する。川上部門が製造した製品は２つの販

路を通って市場に供給される。１つは同一企業内の川下部門を通した市場�

への供給で，もう１つは川上部門による市場�への供給である。なお，市

場�で販売する製品の市場価格は川上部門が決定する。また，川下部門は

費用削減投資を考慮した原価基準
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市場�での市場価格を決めて販売している。本部は川上部門と川下部門が

製品を取引する際の振替価格�を決定する。

川上部門は製品を限界費用�� ��� �と�� ��� �で製造する。限界費用��

は市場�に向けた製品を製造する費用で，限界費用��は市場�に向けた

製品を製造する費用である。この設定も濵村（２０１９b）と同様である。川下

部門は，川上部門から移転された製品を消費者に販売する販売部門の役割を

もつ。川下部門は移転された製品に付加価値をつけて市場�で販売する。

ただし，簡単化のためにこれをゼロに基準化する。

本研究は濵村（２０１９b）と同様に，川上部門による限界費用削減投資を考

慮する。川上部門が限界費用削減投資を行なったときの限界費用を����

とする。つまり，市場�に供給する製品の限界費用を下げる投資を考える。

このとき，�は限界費用の削減額を表わす。この投資には費用，�����がかか

る。この���は川上部門が投資を行なう際の投資の効率性である。ただ

し，本研究では���を仮定する。この川上部門の費用削減投資は本部と川

下部門も観察可能である。しかし，投資水準を利用した契約を事前に書くに

は非常に高い費用がかかるため不可能だとする。ここでは，濵村（２０１９b）

と同様に，川上部門が市場�向けに販売する製品の限界費用削減投資しか

考慮していない。なぜなら，川下部門が市場�向けに販売する製品の限界

費用を同時に削減する投資を考えると，費用削減投資をとおした両市場の相

互依存性が生じ，結果に影響を与えるためである。そうすると結果の解釈が

困難になるため，市場�向けの製品を製造する限界費用の削減投資だけを

考える。

両部門は異なる市場に直面し，それぞれの市場の需要関数は�	�
	��	

（ただし，	����� �）である。このとき，�	は市場	での製品の数量，�	

は市場	での市場価格である。需要関数からわかるように，両部門ともそれ

ぞれの市場で独占状態にある。また，分権化企業に生産するインセンティブ

をもたせるために，需要関数の切片
	は
	��	とする。本研究は濵村

（２０１９b）や椎葉（２００３）と同様に，分権化企業が市場を独占していると仮
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定する。これは，本研究が濵村（２０１９b）を利用して分権化企業による振替

価格選択を考えたいためである４）。

また，本研究では市価基準振替価格と原価基準振替価格を仮定する。市価

基準振替価格の場合，本部が設定する振替価格���は��������にした

がうとする。なお，上付文字��は市価基準振替価格のケースを表わす。

このとき�は市価からの割引額であり，本部が自社全体の利潤を最大にす

るように�を決める。この設定は濵村（２０１９b）で利用されている。企業内

部の異なる組織間で取引を行なうときには社外の取引相手と異なり，取引費

用や輸送費用などの観点から費用が安くなる。したがって，社外に販売する

価格よりも割引くことが多い。また，原価基準振替価格を選択した場合，本

部が設定する振替価格���は�����	��とする。なお，上付文字��は原価

基準振替価格のケースを表わす。原価基準振替価格は通常，原価プラス基準

振替価格として，限界費用にマージンをつけて設定される。そのため，市場

	向けの製品を製造する限界費用�	に，マージン�が加わったかたちにな

る。このとき，本部は�を調整することで振替価格水準を決定する。

部門

���	� �� �は自部門の利潤�
を最大にするように，本部は企業全

体の利潤�	����	を最大にするように意思決定を行う。ここで各部門と

企業全体の利潤は，

����������� �� �������	� ��	�
�

�
��， （１）

�	��	��� ��	， （２）

���������� �� �����	��	� ��	�
�

�
��， （３）

となる。このとき，式（１）の第１項は川上部門が市場�に製品を供給する

ことによる利潤，第２項は川上部門が川下部門に製品を供給することから得

られる利潤である。なお，�と�を除くすべての結果が正になると仮定す

４）各市場で複占を仮定しても，本研究の重要な結果が存在することを示すことは可
能である。そのため，「はじめに」で述べたように，メカニズムを明確にするた
めに競争の要因を排除して分析を行なう。なお，川上部門が直面する市場で競争
がある場合の振替価格への影響は，濵村（２０２１b）を参照せよ。

費用削減投資を考慮した原価基準
振替価格と市価基準振替価格の最適性 ６７



る。

最後にイベントの流れを説明する。まず，本部が振替価格�を決定する。

ただし，本研究では�または�を選択することになる。注意が必要なのは

市価基準振替価格のケースだろう。市価基準振替価格では，この段階で振替

価格が完全に決まるわけではなく，本部が川上部門の設定する市場価格を合

理的に予想し，どの程度市価から割引くかを決めることとなる。続いて川上

部門が費用削減額�と市場�での価格 ��を選択する。つぎに，川上部門か

ら川下部門へ製品の移転を行なう。第４段階では，川下部門が市場�での

価格 ��を決定して製品を販売する。そして最後に利潤が実現する。なお，

各段階で選択された変数はあとの段階ですべて観察可能である。さらに，一

度決定された変数はあとから変更されないとする。

３．分析
ここでは，まず市価基準振替価格の分析を行ない，濵村（２０１９b）の結果

が再現されるかを確認したあと，原価基準振替価格での各意思決定主体の最

適な意思決定を考え，それらを比較する。分析では，バックワード・インダ

クションを利用して後ろ向きに問題を解く。

３．１． 市価基準振替価格

まずは市価基準振替価格のケースを分析する。市価基準振替価格のケース

では，振替価格は��������となる。このとき，各部門と企業全体の利

潤は，

��
������	���� �� �
�������	�� �
��

�

�
���， （４）

��
����������� �� �
�， （５）

������
�����

��， （６）

となる。

それでは，第４段階での川下部門の意思決定から考える。川下部門は式
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（５）を最大にするように，市場価格 ��を決定する。そうすると，

��
���

�������

�
， （７）

を得る。これから，市価基準振替価格��������が大きくなると，川下

部門は限界費用が上昇するため，市場価格を上げることがわかる。

続いて，第２段階での川上部門による意思決定を考える。川上部門は式

（７）の市場価格を所与として，自身の部門利潤を最大にするように意思決定

を行なう。つまり，最大化問題，

���
���	 ���
��	� �� ������� �������
�� ����

�������

�
� ���

�
�	�，（８）

に直面する。この最大化問題を解くと，

��
���

��� ���� ������
���
���� �� �

������ �
，	�����������
���
����

������ �
，（９）

を得る。ここから，市価基準振替価格での割引額�の上昇は，市場�での価

格 ����を増加させ，費用削減額	��を減少させるとわかる。この結果は，濵

村（２０１９b）と同様だと確認できる。

最後に，本部による市価基準振替価格での割引額�の決定を考える。この

とき，本部が直面する最大化問題は，

���
� ��

�� ����
��	�� ���� �� ����� �������� ����
�� ����� �����
�
�	�� ���� ��，（１０）

となる。これを解くと，

����
������ ����� �����
�� ������� �����	���� �
�� �

������ ������ �
， （１１）

を得る。この結果から，���なら，川上部門が直面する市場�の需要関数

の切片��と限界費用
�が上昇すれば割引額���は増加し，川下部門が直面

する市場�の需要関数の切片��と限界費用
�が上昇すれば割引額���は減

少するとわかる。

式（１１）の結果を利用して最終的な結果を求めると，

費用削減投資を考慮した原価基準
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��
���

������ ����� �������� ������� ���	��	� �

������ ������ �
，

�	
���

����� ��	������ ��	

������ �
，
��������� ������� ������� ��	��	� �

������ ������ �
，

��
���

������� �������� �������� ������� ��	��	� ��� �
������ ������� �

， （１２）

�	
���

�	��	� ������� ��

������ ��
，

����
������� ������� �������� �	���� ��	��	� ��

������ ������ �
，

となる。これらの結果は，������ ������� ���	��	� �������� �と本研究

の仮定である���が満たされるときに正になる。なお，本研究の���と

いう仮定は ����における��の係数からきている。もし，���なら，��が

大きくなるほど市場価格が下がる。つまり，需要関数の切片が大きくなるほ

ど市場価格が下がることになる。これは現実的ではないため，���を仮定

する。また，���を仮定すれば，����における��の係数が正になることか

ら，����を含むすべての結果が正になる。すなわち，���は正の結果を得

るための十分条件となる。これは，投資の効率性がある程度効率的すぎない

ケースとなる。投資が効率的すぎると，ほとんどコストをかけずに限界費用

を削減することができるため，費用削減後の限界費用が負になってしまう可

能性がある。

また，市価基準振替価格���を計算すると，

����
�	������� ��	

����
��	�

�	��	� ��

����
��	， （１３）

を得る。つまり，濵村（２０１９b）の分析結果が再現される。このとき重要な

効果は，第２段階で�が市場�で設定される価格 ����に与える効果と，投

資による費用削減額
��に与える効果である。割引額が大きくなれば，移転

での収入が減少するため，川上部門は市場価格を上げることで振替価格を高

く設定できる。また，費用削減投資は，川下部門との取引に影響を受けな
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い。これは，����を�で微分した結果に�が含まれていないことからわかる。

つまり，費用削減額�には，��をとおして間接的に�が影響する。これか

ら，費用削減投資は，市場�で販売する財の限界費用を下げることを通し

て市場価格を下げるとわかる。ここで，費用削減額�が大きくなると市場価

格 ��が下がるため，�と ��は逆の関係にあるといえる。そうすると，市場

価格 ��を通した�の費用削減額�への効果も逆になる５）。この２つの効果の

トレードオフで内点解として�が得られ，限界費用を上回る水準に市価基準

振替価格が設定される。

３．２． 原価基準振替価格

続いて，原価基準振替価格のケースを考察する。原価基準振替価格のケー

スでは，振替価格は����	
��となる。このとき，各部門と企業全体の利

潤は，

��
������	���� �� ������
�

�

�
���， （１４）

�

����
�	
��� �� ��
， （１５）

������
����


��， （１６）

となる。先ほどと大きく異なるのは，式（１４）の川上部門が川下部門に製品

を移転することによる利潤のところだろう。原価基準振替価格のケースで

は，振替価格が����	
��となるため，ここから限界費用	
を引くと，製

品単位当たりの利潤が�となる。

それでは，第４段階での川下部門の意思決定から考えていく。川下部門は

式（１５）を最大にするように，市場価格 �
を決定する。そうすると，

�

���


�	
��
�

， （１７）

を得る。これから，市価基準振替価格のケースと同様に原価基準振替価格

５）この直観的な説明は濵村（２０２１b）でされているので，詳細はそちらを参照せ
よ。
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振替価格と市価基準振替価格の最適性 ７１



��������が大きくなると，川下部門は限界費用が上昇するため，市場価

格を上げることがわかる。

続いて，第２段階での川上部門による意思決定を考える。川上部門は式

（１７）の市場価格を所与として，自身の部門利潤を最大にするように意思決

定を行なう。つまり，最大化問題，

���
���	 ������	� �� �
����� ���
��


������
�

� ���
�
�	�， （１８）

に直面する。この最大化問題を解くと，

��
���

���� �
�����
����

，	���
����
����

， （１９）

を得る。これから，原価基準振替価格のマージンは，川上部門の意思決定に

は影響を与えていないとわかる。これは，式（１８）の第２項が ��または	

で微分すると消えてしまうことからわかる。すなわち，振替価格水準に関係

なく川下部門は自身にとって最適な意思決定を行なう。

最後に本部による原価基準振替価格での�の決定を考える。本部が直面す

る最大化問題は，

���
� ��

������	��� �� ����� ����� �� 
����� �����

�
�
�

�
�	��� ��， （２０）

となる。この結果によると，�が�から乖離するほど，分権化企業全体の利

潤は低下する。そのため，�����が最適となる。すなわち，原価基準振替

価格では限界費用と一致する水準で製品を移転するのが最適となる。原価基

準振替価格では，市価基準振替価格のケースとは異なり，�を通した両販路

への影響がなくなるためこの結果が得られる。

式（２０）の結果を利用して最終的な結果を求めると，

��
���

���� �
�����
����

，�����
����
�
，	���
����

����
，

（２１）
��
���


����� ���

������ �
，�����


����� ��

�
，���� 
����� ��

�
�

����� ���

������ �
，
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となる。これらの結果は，本研究の仮定である���のときに正になる。ま

た，振替価格は������となり限界費用と一致する。原価基準振替価格で

は，椎葉（２００３）が分析した指令振替価格のケースと同じ結果が得られる。

これはやはり，市価基準振替価格が市場�での価格決定と費用削減額に影

響を与えていたのに対し，原価基準振替価格がそのどちらにも影響を与え

ず，市場�の利潤を最大にするように分権化企業の本部がマージン�を決

定することになるためだろう。

３．３． 比較

２つの振替価格の設定基準での結果がでたのでそれらを比較し，どちらの

振替価格の設定基準の方が分権化企業の利潤を改善できるかを示す。その前

に，両ケースで振替価格水準が異なる理由を考えてみる。振替価格の設定基

準で最も異なる箇所は，川上部門が設定する市場価格 	�がどのように決定

されるかである。両ケースにおける第２段階での川上部門による価格決定を

考えるために，このケースでの一階の条件を考えると，

���

�

�	�
��� 	�� ��

��� 	�� �
�	�

	������� �� ���� 	�� ��	�
��� 	�� �
�	�

��，

（２２）
���
��

�	�
��� 	�� ��

��� 	�� �
�	�

	������� �� ���，

となる。つまり，市価基準振替価格では，自身の設定する価格 	�が市場�

で設定される価格 	�にも影響するため，微分しても�� 	�� �以降が残るのに

対し，原価基準振替価格では，市場�での意思決定に 	�が影響を与えな

い。これから，市価基準振替価格では，両者の相互関係を考えたうえで割引

額�を設定する必要があるのに対し，原価基準振替価格では，それぞれ独立

にマージン�を考えればよい。これが振替価格水準の違いをうんでいる。こ

の振替価格水準の違いを考えるために，�
�����を考えてみる。そうする

と，���から，

費用削減投資を考慮した原価基準
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��������
������ �	

�	��� �
��， （２３）

となる。各設定基準での分析結果から，���が限界費用と一致するのに対し，

���は限界費用を上回ることからもこの結果は予測可能だろう。これを以下

の補題としてまとめる。

補題．独占に直面する分権化企業において，川上部門が自身の限界費用を削

減する投資を行なうとき，市価基準振替価格の水準よりも原価基準振替価格

の水準の方が小さい。

それでは，これまでの議論を前提として市価基準振替価格と原価基準振替

価格を比較する。そのために�������を計算すると，	��から，

���������
������ ��	

��	��� �
��， （２４）

を得る。すなわち，�������となるため，原価基準振替価格の方が分権

化企業の利潤は大きいことがわかる。この結果をつぎの命題にまとめる。

命題．独占に直面する分権化企業において，川上部門が自身の限界費用を削

減する投資を行なうとき，市価基準振替価格よりも原価基準振替価格を採用

した方が分権化企業の利潤は大きい。

この結果が得られるのは，原価基準振替価格において，椎葉（２００３）にあ

るファースト・ベストの結果を達成できているためだろう。原価基準振替価

格では，それぞれの市場が相互に関係せずに，それぞれの市場において単純

な利潤最大化ができている。これに対して，式（２２）で示したような相互関

係が市価基準振替価格では存在し，その結果，市場�での利潤を最大にす

る振替価格と，市場
での利潤を最大にする振替価格にトレードオフが生

じてしまう。そうすると，椎葉（２００３）で示されたファースト・ベストの結
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果から乖離してしまう。

４．議論
本研究は市価基準振替価格よりも原価基準振替価格の方が企業の利潤を高

くすることを示した。この結果は１つの興味深い示唆を与える。多くの管理

会計や原価計算に関するテキストは，市価基準振替価格を利用できるなら，

市価基準振替価格を利用した方が，分権化企業によい結果をもたらすことが

できるとしている。たとえば，櫻井（２０１５）によると「利益責任が明確にな

るから，業績の測定と評価が合理的に」（櫻井，２０１５，７０６）なるとされ，よ

り具体的には各部門の業績が可視化されたり，費用削減のインセンティブが

働いたりなどのメリットがあるとされる。しかし，本研究の結果は，市価を

決定する権限が川上部門に委譲されていれば，その市価の決定を通して振替

価格水準が調整されるため，投資インセンティブを与えるために完全な振替

価格を利用できないことを示している。また，岡本（２０００）によると「外部

の競争市場が存在し，その市価（market price）を利用できるときは，業績

測定のためにも，意思決定のためにも，市価基準は最良の内部振替価格であ

る」（岡本，２０００，６７７）とされている。本研究の結果は，これらとは異なる

発見だと考えられる。

おそらく，これらのテキストとの違いは川上部門の意思決定権限だろう。

川上部門が外部に製品を販売するとき，本研究では川上部門が市価を決定で

きると仮定している。つまり，川上部門がかなり強い権限をもち，いわゆる

アウトサイド・オプションをもつケースを想定している。たとえば実務で

は，アメーバ経営の忌避宣言などがこれに該当するだろう６）。このような

ケースでは，市場�と企業内部で設定する振替価格とに相互関係が生じ，

その結果，原価基準振替価格の方がよい結果となる。

６）アメーバ経営では数量が決定されるケースも多い。本研究は先行研究に合わせて
価格決定を仮定しているが，数量決定でも本研究の結果は保持される。また，ア
メーバ経営でも忌避宣言を認めないケースもあるので注意を要する（庵
谷 ２０２０）。

費用削減投資を考慮した原価基準
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５．まとめと限界
本研究は椎葉（２００３）をベースに市価基準振替価格について考えた濵村

（２０１９b）を拡張し，市価基準振替価格と原価基準振替価格のどちらが分権

化企業に最適かを分析した。その結果，市価基準振替価格よりも原価基準振

替価格の方が，分権化企業の利潤を大きくできることを示した。本研究の結

果はこれまでの管理会計のテキストとは異なる結果を示している。

この結果は，たとえ市価基準振替価格を利用できる状況でも，実際の利用

には慎重になる必要があると示唆している。とくに，川上部門に数量や価格

の決定権などの権限を委譲している場合，社内取引との相互関係がうまれて

しまうため，それらの関係を無視して決定できる原価基準振替価格を採用す

ることがよいと示している。そのため，企業は自社が直面する状況や，権限

委譲がどうなっているかを十分に考察して振替価格の設定基準を考える必要

があるといえる。

ただし，本研究にもいくつかの限界が存在する。まず，濵村（２０１９b）で

考察されたように，両市場に供給する製品を製造する際の限界費用が共通の

ケースや，川上部門が川下部門に供給する製品の限界費用を削減する投資を

行なうケースを分析できるだろう。しかし，濵村（２０１９b）では主要な結果

と同様の結果が得られており，市価基準振替価格では各販路間の相互関係が

発生する。そのため，上記のような投資と限界費用に関する仮定を考えて

も，本研究の結果は保持されると推測できる。さらに，本研究では分権化を

所与としている。これは，分権化企業が増える中での，分権化企業における

最適な意思決定を考えることが，本研究の目的の１つだったためである。加

えて，本研究で扱う市価基準振替価格は，テキストで述べられる市価基準振

替価格とは異なる可能性がある。なぜなら，多くのテキストでは市価を所与

と考えているのに対して，本研究では川上部門が市価を決定すると仮定して

いるためである。この点は，本研究とテキストが示す市価基準振替価格の相

違として注意を要するだろう。ただし，実務的には川上部門が製品を供給す

ることになれば，その供給量に応じて市価が変化することがほとんどなの
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で，川上部門による供給量の決定が市価に影響する。そうすると，川上部門

の意思決定が企業内部で設定される振替価格に影響するという本研究の重要

なメカニズムは失われない。

付記：本研究はJSPS科研費JP２１K１３４０９による助成の一部である。
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Profitability of Market-based Transfer Price and
Cost-based Transfer Price with Cost-reducing Investment

HAMAMURA Jumpei

In this study, we analyze whether the cost-based transfer price or the
market-based transfer price is profitable in divisinalized firms when the
upstream division invests to reduce the marginal cost of the products it
supplies, without assuming competition in the product market and
information asymmetry. Our results show that the cost-based transfer
price is profitable for a divisionalized firm more than the market-based
transfer price. In management accounting texts, it is often stated that if
market prices exist, there is a significant advantage to using market-based
transfer pricing. However, this study leads to results that differ from this
claim. Therefore, this study suggests that firms need to be cautious in
setting transfer prices.

Keywords : market-based transfer price, cost-based transfer price,
cost-reducing investment, divisionalized firm,
non-cooperative game theory
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１．はじめに
１．１．課題の設定

周知のように，老齢化，少子化の進展は日本社会にさまざまな問題をもた

らしているが，この影響がとくに深刻なのは，農業・農村においてである。

この農業・農村の担い手が急速に減少し，さらに高齢化している実態につい

ては，後述するように，さまざまな現地からの報告がなされている。とくに

日本農村において農業後継者の農外流失が深刻となり，農業後継者の減少・

新規就農者不足が顕著となっている事態は，当然のことながら耕作放棄地の

増大，農業生産規模の縮小等を促進し，地域農業を危機に直面させていると

いっても過言ではない。

この一方で，世界経済の拡大と共にグローバル化は広く農村にも波及して

きている。農産物の輸出入の自由化が進展することは，農産物輸出において

世界的な市場拡大とともに，販路や売上高の増加をもたらし，大規模な農家

および企業的農業経営に大きなチャンスを与えつつあることも事実である

が，その反面，外国産農産物の日本国内市場への輸入を促進し，輸入農産物

と国産農産物の競争が激化し，日本国内の農業生産基地の維持・拡大にも大

きな影響をもたらしているともいえる。

新規就農者支援における
農業協同組合の役割

JA大阪中河内，JA松本ハイランドの事例を中心に

キーワード：新規就農者，農業協同組合，JA大阪中河内，JA松本ハイランド

王 文 倩
大 島 一 二
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さらに，近年，天候異常問題の顕在化により自然災害が頻発し，農林水産

物の被害も拡大しており，農作物の生育不良などによる減産や不作で，農業

経営が悪化し，一部の農家の経営にも悪い影響が発生している。また，新型

コロナウイルスの感染拡大により，農産物の販売不振がもたらされただけで

なく，外国人農業実習生等の日本入国が制限されたことから，各地の農産地

において農業労働力調達に大きな問題が発生していることも，前述の農業労

働力の減少問題をさらに深刻化させ，直近の大きな問題となっている点とし

て見逃せない。

このように，現在の日本農業は，実にさまざまな問題に直面しており，す

でに就農している農業従事者および新規就農者にとって農業経営の展開が難

しくなり，今後も就農者の定着が減少する可能性が高まっている。つまり，

日本農業と農家にとってさらに厳しい経済環境が出現しているといっても過

言ではないであろう。

このような状況のもとで，農業協同組合（以下，JAとする）は，以前か

ら地域密着の組織として，農業振興において，さまざまな場面で大きな役割

を果たしてきたと考えられる。とくに，JAは農村地域の地域経済において

重要な位置を占め，管内の地域農業の振興と地域活性化に大きな役割を果た

してきた。農業振興においては，農地利用権の保全，合理的な農地利用の促

進，農家にたいする農業技術の指導，農産物の受託販売，農業生産資材の供

給などの農業生産，販売全般について大きな役割を果たしている。さらに，

農家の生活についても，信用・共済事業を通して農業発展や農業者の生活，

財産全般に資金的な支援を行い，その役割を果たしてきた１）。

さらに近年では，農業経営構造の新たな動向が発生している。たとえば，

６次産業化という新たな取り組みの展開とともに，農家や農業経営体が，た

んなる農産物の生産から，加工・販売・関連サービス等を包含した分野に進

１）ヒアリングによれば，大阪府民の一般的な認識として，農協の金融機関としての
役割が周知されているとのことであった。日本農業の振興と食料供給の面からも
その役割を評価すべきであると考えられる。
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出することにより，農家経営の形態自体が徐々に多様なものとなりつつあ

る。また，近年インターネットの急速な普及や新型コロナウイルスの感染拡

大の影響により，ネット販売を利用する消費者が急速に増えてきていること

にも注目する必要があろう。これらの新たな動向によって，農家経営の発展

可能性も拡大され，新たなチャンスが徐々にではあるが生まれてきているの

も事実である。しかし，こうした新たな取り組みは，必然的により多くの農

業労働力と関連分野の労働力，さらには新たな技能，知識が必要となり，そ

の意味でも労働力の減少問題は大きな課題となりうると考えられる。

こうした状況の中で，JAは新たなチャンスに対応するために，具体的に

どの面から就農者をサポートしているのか，特に，新規就農者支援について

どのような役割をしているか，またその課題は何なのか，などの点が今後の

重要な課題となろう。本稿ではこうした点について明らかにしていくことを

目的としている。

本稿では，大阪府の大阪中河内農業協同組合（以下，「JA大阪中河内」と

する）と，長野県の松本ハイランド農業協同組合（以下，「JA松本ハイラン

ド」とする）の新規就農者支援事業を研究対象として，両JAの実際の経営，

事業状況と，新規就農者の支援策などに関して分析し，関係者への聞き取り

に基づいて，JAの新規就農者支援における役割と課題を明らかにすること

を目的とする。本研究において，大阪府の大阪中河内農業協同組合と長野県

の松本ハイランド農業協同組合に注目したのは，前者が急速な都市化のなか

で地域農業の維持・拡大においてJAが果たす役割を，後者が農業主産地に

おいてJAの果たす役割に注目しているからである。本稿作成にあたって，

２０２１年５月にJA大阪中河内，２０２１年６月にJA松本ハイランドにおいて関

係者，新規就農者を対象とした聞き取り調査を実施した。この結果と関連資

料の分析に基づき，研究を進めていく。

本稿の構成としては，まず，JAグループ全体としての新規就農支援の状

況について概述したのちに，前掲２つのJAにおける現地調査の結果に基づ

き，両JAの新規就農者への支援策と課題について明らかにする。

新規就農者支援における農業協同組合の役割 ８３



１．２．先行研究

新規就農者にとって，当然のことながら新規就農の実現には，実にさまざ

まな大きな障害が存在しているといえる。資金調達問題は，いうまでもなく

その中でもっとも重要な課題のひとつであるが，それだけではなく，多くの

解決しなければならない課題が山積しているといっても過言ではない。この

点について，長谷祐（２０１９）では「地域内での連携による新規参入支援と農

協の役割」において，既存の研修事業やアンケート調査の結果などに基づい

て，新規就農者が直面している課題について整理している。まず，就農前に

おいては，参入障壁や参入費用という課題がもっとも大きいことを述べ，と

くに以下の課題を指摘している。つまり，①農地の確保，②営農技術の獲

得，③資金の確保，④住居の確保，⑤地域からの信用の獲得，である。さら

に，就農後においては，経営面と生活面の両面の充実であると整理してい

る。

また，株式会社農林中金総合研究所のJAプロジェクトチームの研究成果

である，「日本の農業・地域社会における農協の役割と将来展望 ─最近の

農協批判に応えて─」（２００６）では，以下のように述べている。

「長期的に農家数の減少という量的変化とともに，農家の兼業化，土地も

ち非農家の増加，高齢化，農家経済の変化など質的にも農家は大きく変化し

た」。このような変化に対して，農協は「多様な組合員の包含，多様な組合

員に対応するガバナンス，組合員ニーズに沿った事業の拡大と員外利用規制

遵守への取り組みなど多面的な活動を行なってきた」。ここからみれば，JA

と農家は緊密な関係があることがわかる。さらに，JAの農業発展と農家の

支援において，様々な支援策を実施していることがわかる。とくに，近年，

JAグループの自己改革の進展に伴い，農業の持続発展の実現，農家所得の

増大，そして農業生産の拡大が自己改革の目標として設定されており，その

なかで，新規就農者支援にも大きな注目がなされている。
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１．３．調査対象事例の概況

１．３．１．大阪府，JA大阪中河内の概況

大阪府のJA大阪中河内管内は，旧河内国の中河内地域と南地域の一部で

ある。大阪府東部中央に位置し，多くが平坦地から構成されている。

２００２年に八尾市農協，松原市農協，柏原市農協，東大阪市農協，長瀬農

協の５農協が合併したことにより，大阪中河内農協が発足した。今現在は八

尾市，松原市，柏原市，東大阪市の４市と大阪市東住吉区，大阪市平野区が

事業区域になっている。

管内については，八尾市と東大阪市は大阪平野に位置し，松原市を加えて

区域の大半は平坦地である。柏原市は生駒山系があり，市の三分の二は山間

部である。そして，大和川や長瀬川等河川が集中し，農業用水が豊富であ

る。気候からみれば，年間降水量は比較的少なく，気温が適当であり，台風

などの影響はほとんどない。

農業生産に適した自然条件に恵まれているが，この地域は大阪市の都市化

の強い影響を受けている。その結果，JA大阪中河内管内の農業経営は都市

農業の形で展開しており，農地規模，経営規模は全国平均から見ればかなり

限定されている。主要農産物はトマト，コマツナ等の野菜作の他，すでにブ

ランド化している「柏原ぶどう」，「八尾若ごぼう」，「難波葱」，「八尾枝豆」

などがあり，米と花卉の生産も一部で行われている。

２０２１年１２月末現在の組合員数は４５，６７１人で，そのうち，正組合員数は

４，３７１人（９．６％），准組合員数は４１，３００人（９０．４％）で，農業者はかなり

限られている。JA職員数は，２０２０年度末現在で４４８人（正職員，パート職

員を含む）である。

２０２１年度の農産物総販売金額は２億８，１２９万円であり，主な内訳は，米

が５，２４７万円，その他農産物（野菜等）が約２億２，８００万円である。その他

の事業取扱高としては，生産資材取扱高が２億６，９３９万円である。
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１．３．２．長野県，JA松本ハイランドの概況

JA松本ハイランド管内は，長野県のほぼ中央に位置し，北アルプスのふ

もとの準高冷地で，東は美ヶ原高原，高ボッチに囲まれた自然豊かな松本盆

地に位置している。

１９９２年に松本平農協，波田町農協，山形村農協の３農協が合併すること

で松本ハイランド農協が発足した。その後，いくつかの周辺JAとの合併に

より，JA松本ハイランドは，２０２１年４月１日現在では，長野県松本市，旧

安曇村，旧奈川村，旧梓川村，山形村，安曇野市明科，生坂村，麻績村，筑

北村，朝日村，塩尻市を管内とし，松本平を中心に周辺市町村まで広域化し

ている。このように比較的順調に単位農協の合併が進展し，現在は長野県下

有数のJA規模となっている。

管内の耕地については，標高５５５mから１，５００mの範囲に分布し，河川が

集中していることから，農業用水が豊富である。気候からみれば，標高が高

く，豊富な日照量があり，昼夜の温度差も大きいものとなっているため，果

樹，野菜の生育に適している。また，内陸高冷地であることから，降水量は

比較的少ない傾向がある。

こうした自然条件に恵まれて，JA松本ハイランド管内は，農畜産物が豊

富である。レタス，アスパラガス，キャベツ，ネギ，セロリ等の野菜，リン

ゴ，ブドウ，モモ，スイカなどの果樹も種類が多い。それ以外に，和牛，豚

などの畜産品と米や花卉の生産地でもある。２０１９年の松本市の農産物産出

額からみれば，果実の産出額は全農産物産出額の三分の一を占めている。こ

のように，JA松本ハイランド管内は，野菜，果樹生産が盛んであり，また

畜産品も多いなど，長野県下の主要農産地として発展している。とくにリン

ゴとブドウは生産量が多い。

２０２１年８月末現在の組合員数は４０，７４１人で，内訳としては，正組合員数

２５，０２８人（６１．４％），准組合員数１５，７１３人（３８．６％）となっている。JA職

員数は２０２０年３月３１日現在で１，００６人（正職員，パート職員を含む），そ

のうちに営農指導員は５４人である。２０２１年２月末現在で，部会等の組合員
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組織が４７組織されている。２０２１年度のJA松本ハイランド管内の農産物総販

売金額は１８７億円，主な内訳は野菜約８５億円，果実約３１億円，畜産３１億

円，米３億円である。その他の事業取扱高は，生産資材取扱高が５４億円と

なっている。

２．新規就農者支援におけるJAの役割
２．１．JAグループの新規就農支援

JAグループは地域農業をサポートするため，多様な事業を営む組織力を

活かして，積極的に支援策に取り組んで新規就農者を支援している。農業技

術普及をはじめとして，農業機械・施設の導入，土地の確保，資金調達およ

び経営計画などの多くの方面において，支援対象のニーズに応じてサポート

を実施している。２０１１年６月に作成した「新規就農支援対策の手引き」を

ベースに，国などの関係機関と連携し，「JA新規就農者支援パッケージ」を

確立し推進してきた。さらに，優良事例発表や意見交換の場として，２０１２

年から，毎年「新規就農者支援対策全国交流研究会」を開催し，２０１７年度

に支援した新規就農者は２，３５０人に達した。

「JA新規就農者支援対策ハンドブック」から，JAグループの新規就農者

支援について具体的にみていこう。

①事前準備ステージ

JAはまず地域農業や産地の特徴により，農業戦略を明確化した上で，生

産部会などの関係団体と「新規就農者を育成する」意識を共有する。様々な

関係機関と連携し，情報を共有しながら，役割を分担しつつ，各方面から就

農支援を実施する。この段階では，受入農家の選定，研修の内容の選定，各

種助成策や労働力の確保など，具体的な支援体制を整備する。

②募集ステージ

ホームページ，パンフレット，相談会など，様々な手段で新規就農者を募

集する。連携機関などにおいて面談を実施し，選考を行う。

③研修ステージ
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図１ 新規就農者相談窓口を設置しているJAの比率

出所：JAグループの活動報告書（２０１９～２０２１）から作成。

各種研修を実施し，新規就農者は実地研修と座学研修を通して，栽培技

術，経営管理を習得する。研修費助成などの資金支援があるほか，就農計画

策定や農地確保などの就農に向ける準備に対する支援制度も準備されてい

る。さらに，新規就農者の生活面では住宅確保支援を行う。

④就農・定着ステージ

農地・農業機械具を確保のための資金助成，および融資などの支援，技術

指導や労働力確保支援などの各種営農支援を実施する。さらに生活面の支援

まで様々な方面から支援を実施する。

図１のように，日本全国では，新規就農相談窓口を設置しているJAは，

２０１９年度の６８．３％から，２０２０年度７０％，さらに２０２１年度は７３．２％に増

加した。このように，JAグループ全体としては，新規就農者サポート事業

において積極的な対応をとっていると考えられる。

２．２．JA大阪中河内の新規就農支援について

JA大阪中河内は大阪の都市地域に位置するJAとして，農業用地は比較的

少ないが，大消費地に近いという立地の特性を生かして，特産品を選定し，

特産品のブランド化と販売を推進している。とくに，ファーマーズマーケッ
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融資制度種類 資金使途 融資期間 融資金額
JA新規就農応援
資金

新規就農者に対して農業経営にかか
わる設備・運転資金の融資

長期：１７年以内
短期：１年以内

１，０００万円以内

JA担 い 手 応 援
ローン

個人：農業生産に直結する運転資金
法人：農業経営に必要な運転資金

１年以内 ３，０００万円以内

JA農業機械ハウ
スローン

農業機械具の購入，点検・修理，車
検，購入諸費用，保険掛金，農業機
械具ローン借り換え資金，パイプハ
ウス等資材，建設費用，格納庫建設
資金などの融資

１年以上１０年以
内

１，８００万円以内

農業振興資金 農業経営上必要な資金，農業生産物
を加工する事業に必要な資金，農業
生産物の価格安定に寄与する事業に
必要な資金，各種制度資金および補
助金等のつなぎ資金，農業者等の再
生可能エネルギー利用の取組を支援
するための発電・蓄電設備取得資
金，金融機関からの借入金にかかる
借換え資金。

３０年以内 理事会決議額の範
囲内，かつ，事業
費の１００%以内

表１ JA大阪中河内新規就農融資制度

出所：『JA大阪中河内２０２１ディスクロージャー』（p．２５），JA大阪中河内ホームページから作成。

ト等の活用による，新鮮な地場産農産物を地元消費者に届ける取り組み（い

わゆる「地産地消」）を展開するなど，農家の所得向上の目標と，地域の消

費者への貢献とを併進させ，持続的な農業の発展を目指している。

こうした都市型農業の取り組みのためには，JA大阪中河内管内でも一定

数の新規就農者が必要なことから，その確保にむけて，新規就農希望者およ

び就農者が直面している課題の解決のため，積極的に対策に取り組んでい

る。

２．２．１．農業資金の支援

農業資金の支援においては，JA大阪中河内のみならず，JA大阪グループ

全体が農業の振興を図るために以下の各種の融資制度を設けている。

表１に示したように，JA大阪中河内は資金の使途に応じて各種の融資制

度を設けている。さらに，現地での聞き取りによれば，これらの制度のほか

に，JAバンクからの利子補給，農業融資利子助成及び農業融資保証料助成
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図２ JA大阪中河内管内の農地マッチング実績

出所：JA大阪中河内２０２１ディスクロージャー（p．３２）から作成。

などの特典があり，有利な金利や条件で資金を調達することが可能である。

こうしたことから，新規就農者のもっとも大きな課題の一つである資金調達

において，様々な制度から新規就農者を支援することが可能となるシステム

であると評価できる。

それ以外に，JAは大阪府および関係市と連携し，府・市の農業経営を対

象とした農業関係事業補助金制度の獲得を支援している。これは，農業経営

における施設整備，農業機械の導入，農業設備の購入が対象となる。

２．２．２．農地確保支援

農地確保は，新規就農者にとって，前述の資金調達と並んで，もっとも大

きな課題の一つといえるだろう。これについては「農地マッチングプログラ

ム」の推進によって課題の解決が進められている。JA大阪中河内では，

２０１７年度から農地マッチング専任の職員を配置し，貸し手と借り手のマッ

チングを無料で行っている。担当職員が管内の農地を調査したうえで，耕作

放棄地を把握し，所有者から貸し出しの条件などを聞き取る。借り手に対し

ては，農業経営の状況と希望条件をヒアリングしたうえで，各市の農業委員

会を通じて，農地の貸借を推進している。
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図２はJA大阪中河内管内の農地マッチング実績を整理したものである。

この図によれば，マッチング実績は，２０１７年度の４件６，１７７㎡から増加傾向

にあり，２０１８年度１４件１５，８８４㎡，２０２０年２１件２２，７４５㎡に達している。今

後も，農地の賃貸借が増加する趨勢にあるという。とくに新型コロナウイル

ス感染拡大によりで外出の手控えなどの影響が大きくなっている中で，家庭

菜園の拡大による農地需要の増大，さらに新規就農者の農地需要などによ

り，農地マッチングの機会は今後も増加するものと予想されている。この農

地マッチング制度は，耕作地の有効利用と，耕作放棄地の増大の防止に有効

であると考えられ，今後の地域の農業発展にも有利となろう。

２．２．３．農業技術の向上

JA大阪中河内では，２０１９年度から農業塾を開講した。農業塾は新規就農者

と定年帰農者の確保・育成，および就農者の技術向上を実現し，ファーマー

ズマーケットへの出荷者の育成を図ることを主な目的とした取り組みである。

８月から翌年の７月の一年間で，月１回から２回の頻度で座学講義，実地

実習を実施する。座学では基礎の土づくりから季節に応じた野菜の栽培方

法，さらには肥料や農薬の基礎知識を学習する。そして，塾生が経営する農

地の状況を深く理解するために，各自の農地の土壌の土壌診断を行う。さら

に，農業作業で使用する農業機械や農作業の安全知識も含めて学習してい

る。このように，理論的な知識だけではなく，実習にも力を入れている。基

礎的な耕耘，畝作りをはじめ，各種野菜の播種から収穫までの具体的な作業

を学習できるシステムである。農業塾の塾生の多くが，前述の農地マッチン

グにより，農地を確保し，農業塾に参加している。

この農業塾を卒業した塾生は，JA大阪中河内が経営するファーマーズ

マーケット「畑のつづき」に出荷登録できるメリットがある。２０２１年末現

在で，第二期生４２名が卒業したが，その中で「畑のつづき」への出荷登録

を果たした塾生は７名に達している。このように，新規就農者には一定の販

売機会が与えられている。

新規就農者支援における農業協同組合の役割 ９１



12

20

39

54

0

10

20

30

40

50

60

求人人数 応募人数

2020年度2019年度

図３ 農業雇用無料紹介事業の実績

出所：JA大阪中河内２０２１ディスクロージャーから作成。

２．２．４．農業労働力の確保

２０１９年１１月から，JA大阪中河内の営農総合センターにおいて，農業雇用

無料紹介事業がスタートした。この事業は，都市農業の振興に資するため，

管内農家の農業経営に必要な農業労働力の確保を目的としたものである。こ

の事業は，JA大阪中央会と大阪農業振興サポートセンターが運営する農業

専門求人サイトと連結されており，農家と求職者のマッチングを可能として

いる。

図３には，この農業雇用無料紹介事業の実績を示した。この図によれば，

２０１９年度には農業就職希望者３９名にたいして，求人は１２名であったが，

２０２０年度には希望者５４名にたいして求人は２０名と，両者とも増加してい

る。実績として，２０１９年度，２０２０年度合計で，求人数満額の３２人が雇用さ

れている。このように，農業分野での就業を希望する人材は決して少なくな

い。この農業雇用紹介事業は地域内で必要な農業労働力を調達することを可

能とし，新規就農者にとっても短期長期の雇用問題が解決できることから，

大きな支援となると考えられる。
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２．２．５．農業生産支援

JA大阪中河内では，２０２０年度７月から，農業生産に用いる農業用機械の

レンタル事業を開始している。農業生産過程の中で，農業用機械は生産の効

率化と省力化のため不可欠なものであるが，一般に農業機械の購入には機械

の種類によって数十万円から数百万円までの比較的多額の資金が必要とな

る。この負担は，新規就農者にとって大きな負担となることが想定できる。

この農業用機械のレンタル事業は，年に数回しか使わない農業機械をレンタ

ルで導入することにより，農業機械の購入費用を節約し，資金の負担を削減

できるメリットがある。さらに，抑えた費用を他の方面の投資に回すこと

で，より合理的に農業経営を展開することができると考えられる。

また，JAには営農指導員が常に常駐しているため，どのような農業機械

を導入すべきか，さらに農業機械の使用法，病虫害対策，農薬，化学肥料の

選択などを問い合わせることができるため，新規就農者の農業生産上の悩み

に対応できる体制がつくられている。

２．２．６．販路開拓支援

前述したように，農業塾を卒業した新規就農者は，農産物直売所「畑のつ

づき」への生産者登録によって直売所への出荷が確保できる。それ以外に，

JAでは販路拡大の一環として，ホームページでのPR，農産物直売イベン

ト，メディア取材，海外農産品PRなどにより，地域の特産品ブランド形成

に注力している。

また，JAは，府・市等の関連機関と連携し，支援策を活用して新規就農

者の農業経営をサポートしている。以下は特産物の一つである「八尾枝豆」

を事例として説明しよう。

図４のように，府・市およびJAが定期的に協議し，担い手育成の一環と

して，新規就農者サポート体制を構築している。就農相談や就農計画支援を

実施し，新規就農者が安心して就農できる体制を構築している。さらに，就

農のための農地確保，生産技術の習得に対して，JAは市の農業委員会やみ
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どり公社等の関連機関と連携し，現地調査や研修会を開催し，多方面から就

農者を支援している。販売については，JA・市・府三者共同でPR活動をし

ている。市場需要などに基いて，HP作成，SNS宣伝，直売などの活動を通

して，「八尾枝豆」のブランド形成と新規就農を並進させている。

２．３．JA松本ハイランドの新規就農策

JA松本ハイランドは，農業者高齢化や離農問題等の担い手対策の一環と

して，新規就農支援を重要な課題として対応している。新規就農支援や農業

者経営相続についての事業支援などの取り組みを進めるために，JA松本ハ

イランド独自の取り組みとして「夢造りサポート事業」を推進している。

図４ 大阪産（もん）グローアッププラン（「八尾枝豆」）

出所：大阪府環境農林水産部農政室大阪産（もん）グローアッププラン
p．１３より作成。
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図５ 松本新規就農者育成対策事業イメージ

出所：松本市ホームページより作成。

２．３．１．新規就農者支援事業

JA松本ハイランドでは，２０１６年度から２０１８年度まで「農業元気づくり支

援対策事業」に取り組んだ。具体的には，新規就農者向けの苗木導入，資材

支援，農業機械導入のための資金支援等を実施した２）。この「農業元気づく

り支援対策事業」は，２０１９年度以降については「夢づくりサポート事業」

に継承され，事業を拡大して現在まで継続している３）。

「夢づくりサポート事業」は新規就農者支援にとどまらず，多数の事業が

並走する事業である。新規就農支援はその中心的事業の一つであり，さらに

獣被害防止事業，農業後継者支援事業など多面的な事業から成り立ってい

る。その中で，新規就農者支援は，「松本市・塩尻市新規就農者育成対策事

業」（２０２２年度から。２０２１年度までは松本新規就農者育成対策事業）は，

JAを事業主体として，長野県・各市との合同実施事業である。また，「夢づ

くりサポート事業」の他の事業である「農業機械支援事業」，「生産施設導入

支援事業」等も，新規就農者もその支援対象として推進されている。ここで

は，この「松本市・塩尻市新規就農者育成対策事業」に注目する。

２）「JA松本ハイランド２０１９ディスクロージャー」p．１５から作成。
３）「JA松本ハイランド２０２０ディスクロージャー」p．１７から作成。
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年度 事業費（千円）
負担区分

市 JA
２０１８ ９，８９１ ５，２７３ ３，５３３
２０１９ １０，６８０ ６，２０２ ３，８９２
２０２０ １３，６２６ ８，１４８ ５，４７８

表２ ２０１８年度～２０２０年度事業費用

出所：松本市農政概要（令和２年版）p．５４。

図５は松本新規就農者育成対策事業の支援イメージである。資料によれ

ば，この事業は松本市内で新規就農を目指す個人が，研修生として，実践的

な農業研修と就農支援を受けることを主内容としている。研修終了後３年以

上，松本市で事業を継続する個人が対象となる。研修の期間は最大３年とな

る。

具体的な新規就農支援は，以下の各方面から実施される。

技術指導：長野県新規就農里親制度に規定する研修の他，JA松本ハイラ

ンド，松本農業農村支援センター，㈲アグリランド松本による営農技術指導

及び経営指導を行う。

農地確保：松本市内の農地を協議会が借り受け，研修生が専属で耕作す

る。研修用農地は，研修修了後に利用権名義の変更をして引き続き利用する

ことが可能。

作物支援：研修期間中に栽培する作物はJA松本ハイランドが定める振興

品目及び補完品目とする。

資金支援：研修期間中，営農生活支援資金として月額７万円を支給する。

研修で一時的に必要な機械等のリース料，ハウス取得費，果樹苗木購入費等

には助成制度が設けられている。研修で栽培した作物の売上は研修生の収入

となる。

農機・農業資材支援：必要な上限２００万円までの農業機械を協議会が取得

し，無償貸与する。研修修了後，取得費の７分の１で研修生に払い下げる。
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融資商品種類 資金使途 融資期間 融資金額

JAアグリマイ
ティーローン

農業生産に直結する設備・運転資
金（農地取得可）、農産物の加工・
流通・販売に関する設備・運転資
金、地域の活性化・振興を支援す
るための設備・運転資金、再生可
能エネルギー利用の取組を支援す
る発電設備等の取得資金

長期：１５年以内
短期：１年以内

個人：１億円以内
法人：２億円以内

JA新規就農応
援資金 農業経営にかかる設備・運転資金 １２年以内 １，０００万円以内

農業近代化資金

農舎等の建物、農機具の取得・改
良・復旧、果樹等の植栽・育成、
乳牛・家畜購入・育成、農地、牧
野の小規模な改良・造成、長期運
転資金

７年～１７年以内

個人：１，８００万円
以内
法人：２億円以内
農業参入法人：
１．５億円以内

JA農機ハウス
ローン

農機具の購入、点検・修理、車検、
等費用、他金融機関の農機具ロー
ン借換資金、パイプハウス等資
材、建設費用、格納庫建設資金、
再生可能エネルギー利用の取組を
支援する発電設備等の取得資金

１０年以内 １，８００万円以内

表３ JA松本ハイランド農業融資商品

出所：JA松本ハイランドホームページから作成。

表２のように，新規就農者育成対策事業の事業費用は，市とJA両者の負

担である。この３年間の事業費は年々増額されている。資料によれば，２０２０

年までで５６名の新規就農者がこの事業の対象となった。このように，新規

就農支援事業は一定の効果をもたらしているものと考えられる。

２．３．２．農業用資金の貸出

「夢づくりサポート事業」による新規就農支援策以外に，JA松本ハイラ

ンドは資金の貸出についても支援策を実施している（表３参照）。

JA松本ハイランドの金融商品は，前述のJA大阪中河内およびJA大阪グ

ループとほぼ同様の内容である。また，JA農林中金からの利子補給，農業

融資利子助成，および農業融資保証料助成などの特典があり，就農者の資金

負担を削減できる。
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２．３．３．農地集積と無料職業紹介事業

農地集積については，２０２０年度の集積率は８．７４％で，７３７．８haを集積

し，２０２１年度の集積率は１３．２１％，集積面積は１，１１５haに達した。しかし，

後述するように，新規就農者の農地確保には十分対応できていないという関

係者の意見がみられた。

また，JA松本ハイランドにおいても，労働力確保のため，無料職業紹介

事業を実施している。これ以外に，JA松本ハイランド管内では，農福連携４）

によって，農作業の労働力確保と共に，障害者が就労支援も可能となる取り

組みが進められている。農林水産省は，農福連携について，２０１５年の「食

料・農業・農村基本計画」において，福祉農園の定着推進等が位置付けら

れ，推進されてきた。これに基づいて，JA松本ハイランドでは農家の人手

不足対策の一環として，２０１８年度からこの事業をスタートした。２０２１年６

月現在は１４事業所と連携し，延べ１，４８３人が農作業に従事した。

２．３．４．生産コスト削減

就農者の生産コストを削減するため，JA松本ハイランドは生産資材の価格

安定などに注力している。他にオリジナル肥料の開発と普及，生産資材の価

格見直し，助成金の提供により，新規就農者の生産コストの削減に貢献している。

２．３．５．販路サポート

新規就農者が生産した農産品は直売所に出品できる以外に，共選出荷にも

参加できるため，個別販売に比べて価格交渉等は必要なく，より安定した価

格で農産品を販売できる。全農長野と連携し，新型コロナウイルスの感染拡

大に対応した重点市場でのトップセールスを開催し，WEBの販売推進会議

にも取り組んだ。また，産地PR動画を作成し，電子ポップの形で店舗に設

置するなどのPR活動を実施した５）。

４）農福連携とは「農業」と「福祉」の連携である。
５）「JA松本ハイランド２０２１ディスクロージャー」p．１０から作成。

９８ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



３．両農協の新規就農支援事業の課題
３．１．JA大阪中河内の新規就農者支援事業の課題

このように，JA大阪中河内は様々な面から新規就農者を支援してきたが，

新規就農者が直面している課題も存在する。そこで現地での関係者および新

規就農者を対象としたヒアリング調査から，こうした課題について検討して

いこう。

現地での調査活動で聞かれた主要問題は，小規模経営に起因する低農業所

得のため，新規就農者の定着率が低い問題であった。

この問題の原因の一つは，大阪の都市化地域に立地するという地理条件か

ら，都市農業特有の小規模経営にとどまらざるを得ないことによってもたら

されているといえる。当該地域は農地の価格は高く，また，まとまった農地

が圧倒的に少なく，集積も難しい。こうして農業経営規模は限定され，結果

として収穫できる野菜や果樹も限定される。大量生産が困難であるため，栽

培や販売に必要となる農業生産コスト（農業機械，肥料，運送費，人件費

等）は割高となる。この結果，農産物の単価は高くなり，都市部のスーパー

などとの価格競争力は低下せざるを得ないことに帰結している。

しかし，本来は，都市農業は大消費地に隣接するという利点を有している

はずである。この恵まれた条件を利用して，消費者のニーズに合わせた地産

地消や飲食店への直販などの取り組みを発展させるべきであろう。小規模経

営ではあるものの，単価の高い希少種の野菜，果樹の栽培など，より農業所

得を高める方策を実施することは可能ではないかと考えられる。現地での関

係者の聞き取りからも，JA大阪中河内では都市農業の特徴に適応して，今

後以下の点に注力する方針であるとのことであった。

① 新規就農者の意識啓発と経営計画の作成

確実な販売計画に基づく栽培計画の立案などを伴わないまま，新規就農を

進めたものの，実際には前述したような理由で，十分な所得が得られないこ

とから，新規就農者が離農するという事態も散見されるという。新規就農者

の意識啓発と育成，さらには綿密な栽培・販売計画の立案も新規就農支援の

新規就農者支援における農業協同組合の役割 ９９



中で欠かせない学習内容であろう。就農講座や実際の経験談，現地見学，市

場調査などを十分に実施し，就農の意識と綿密な計画を立案し新規就農者を

育成することが必要であろう。

② 農地マッチングの拡大

前述した農地マッチングをさらに拡大し，より大規模農業経営が形成でき

るように積極的に農地流動化を進めることが必要である。

③ 新品種の栽培指導

希少な新品種の栽培を拡大し，独自商品を開発し競争力を高める。これに

応じて，JAの農業指導員は就農者と緊密なコミュニケーションを取り，新

商品の開発にも注力していく。

④ 農産物の品質を高める

最も重要なことは高品質な農産物を生産することである。農産物の品質を

高めることにより，消費者の認識や評価も高まる。現在の消費者は価格が多

少高くても品質が優れた商品を購入する意欲は高い。JAと農家の連携によ

り，品質が優れた農産物を販売することで，農産物「ブランド化」が可能と

なり，競争力も高まり，農業所得の増収に帰結する。

以上の点をまとめると，新規就農者の定着を促進するためには，選考や意

識調査などを重視した面接も重要であるが，より専門的で新しい斬新な経営

戦略を有した新規就農者を育成することが重要であろうと考える。

３．２．JA松本ハイランドの新規就農支援事業の課題

JA松本ハイランドにおける現地調査からは，JA松本ハイランドの新規就

農支援事業の課題として，新規就農後の経営者にとって，経営規模の拡大が

やや困難である問題が明確となった。

前述したように，JA松本ハイランド管内は，長野県下の主要な農産地と

して，野菜・果樹の生産条件に恵まれ，技術指導体制，共選体制・ファー

マーズマーケットの設置等の販売体制もほぼ確立している。その意味では，

新規就農者にたいして有利な条件は存在すると考えられる。
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しかし，現地での関係者，新規就農者を対象としたヒアリング結果によれ

ば，新規就農した経営者が新たな経営農地を求めた場合，管内の各地域に

よって状況はやや異なるものの，全般的に規模拡大は難しい状況にあるとい

う。こうした状況は新規就農者に限ったことではなく，既存の大規模農家が

農地の規模拡大を求めた場合でも，同じような状況が見られるという。この

問題への対応としては，前述した「農地マッチングプログラム」の拡大によ

る農地流動化の推進が肝要となろう。

４．まとめにかえて
ここまで述べてきたように，JAは，地方行政機関の協力等を得て，新規

就農者確保のために実に様々な方策を実施しており，新規就農者の就農から

販売まで，さらに生活に関わる支援までも実施していることが明らかになっ

た。こうした制度的な支援は，新規就農者を支え，就農後の定着にもつなが

るものと考えられる。

しかし，農林水産省の「農業労働力に関する統計」のデータによれば，日

本全国の２０１５年の基幹的農業従事者は１７５．７万人から２０２２年には１２２．６万

人に減少しており，年々減少する趨勢にある。また，新規就農者も２０１５年

の６．５万人（４９歳以下は２．３万人）から２０２０年は５．４万人（４９歳以下は

１．８万人）にいずれも減少している。

つまり，比較的手厚い支援策は実施されているが，新規就農者の増加には

いまだ至っていないのが現状であるといえる。このように，農業従事者と新

規就農者の減少傾向に歯止めをかけ，日本農業の労働力不足問題にたいして

一定の成果を上げるためには，いまだ多くの課題を解決しなければならない

状況である。

これまでJAは，日本の農業をサポートする組織として，農業の労働力不足

問題を解決するため，新規就農者に多くの方面から積極的に支援を実施し，

本稿で述べてきたように，各JAのミクロレベルでは一定の成果も現れてい

る。しかし，前述したように，新規就農者の育成には，多くの課題がなお存
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在し，さらなる対策が必要である。とくに，前述したような農地確保のため

の施策，具体的には離農者，規模縮小農家の農地を，どのようにして合理的

に新規就農者等に提供していくのかが大きな課題であると考えられる。こう

した問題について，現地での調査活動を継続し，さらに検討していきたい。
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The Role of Agricultural Cooperatives in
Supporting New Farmers

A Case Study of Osaka Nakakawachi Agricultural Cooperative
Association and Matsumoto Highland Agricultural Cooperative

Association

WANG Wenqian
OSHIMA Kazutsugu

Currently, Japan is facing a chronic shortage of agricultural labor due to
the serious problem of young farmers leaving farming. Needless to say,
securing new farmers has a significant impact on the maintenance and
development of the agricultural sector.
Under these circumstances, securing new farmers is attracting attention
as one of the solutions to Japan’s agricultural successor problem. Support
policies for new farmers are considered to be a major key to increasing the
number of new farmers and improving the retention rate. The role of
agricultural cooperatives is thought to have a certain impact on securing a
certain number of new farmers and improving the retention rate.
In this paper, we use Matsumoto Highland Agricultural Cooperative in
Nagano Prefecture and Osaka Nakakawachi Agricultural Cooperative in
Osaka Prefecture as case studies to analyze the policies of each
agricultural cooperative with regard to support for new farmers and to
clarify the support system and challenges faced by agricultural
cooperatives in securing new farmers.
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１．はじめに
１．１．研究の背景

周知のように，中国においては，２０００年代以降，残留農薬問題，メラミ

ン混入粉ミルク事件など，食品安全にかかわる深刻な食品公害事件が相次い

で発生したことにより，農産物・食品の安全性や食品の品質をめぐる関心が

高まっている１）。近年，食品安全問題の改善を目的に，中国政府は積極的に

食品安全に関する法律・法規の制定，検査体制の整備に注力するとともに，

高生産・良質・高効率の現代化農業を発展させるために，新たな担い手とし

て，農民専業合作社，家庭農場，現代農業園区，龍頭企業などによる再編を

農業・食品企業の
新しい食品安全システムの構築と課題

中国山東省L社の事例を中心に

１）食品安全事件の発生は，消費者の食品安全意識，健康意識，環境保全意識を向上
させたといえる。特に，近年，経済の発展に伴い，中国には一部の富裕層が現れ
た。この富裕層はより安全・安心な食品を購入するために，費用を惜しまない傾
向がある。その中では，食品安全に関する知識や常識が乏しく，高価なものを盲
目的に求める傾向が強い。しかし，そうした食品には問題のあるものも少なくな
い。しかし，近年の高級食品における食品安全問題の頻発等により，富裕層は消
費行動を見直し，理性的な消費を模索する消費者も増加している。こうした状況
の中で，消費者の多様なニーズに対応するため，農業組織・食品企業は，安全・
安心の商品を消費者に届けるだけでなく，安心感を届ける必要がある。食品安全
に関する知識の宣伝や，自社商品の安全性と個性のアピール，顧客の維持や，消
費者とのコミュニケーション能力も求められる。

キーワード：食品安全，山東省，農業・食品企業，酪農

張 鉄 英
大 島 一 二
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奨励し，効率的な大規模農業への転換を推進している。

これらの農業組織・食品企業等は製品の質の向上を目指し，農業の標準化

作業を模索し，新たな生産・加工システムの導入に積極的に取り組み，環境

保全や食品の安全性の向上に重要な役割を果たしている。その主な手法は以

下のようにまとめられる。

①近代的大規模農場管理システムの導入による，農産物の安全管理の強化

中国では，農民の農薬・化学肥料の管理の熟練度は低く，農産物生産量の

増大や見栄えの向上など強く求めるため，農薬や化学肥料の過度の投入が常

態化し，深刻な食品公害問題や環境破壊問題が引き起こされている。こうし

た事態に対して近代的大規模農場管理システムの導入は，適量の農薬・化学

肥料の投入など関連技術の指導，農業の標準化作業の実施に有利な条件を与

える。そして，総合的に農業生産に関わる水，空気，土壌などの不可欠の自

然要素の分析，観測により，環境に配慮しつつ，持続可能な農業生産が実現

できる。また，農産物生産のプロセスと安全リスクの分析により，危害の対

応，予防管理も可能となる。

②新しい農業システムと経営構造による高品質製品，高付加価値農産物の

生産と，食品関係認証制度への登録

近年，中国においては，農業組織・食品企業は，政府の奨励の下で生態農

業，循環型農業などの新しい農業システムの導入や，三品一標２），グローバ

ルギャップなどの認証に力を入れている。有機食品の生産を例にあげよう。

２０１５年から２０１９年までの５年間に，有機食品証明書の発行件数の年平均増

加率は１３．８％ であり，２０１９年，発行件数は２１，７６４件に達した。２０１３～

２０１９年，有機食品業界の市場規模は２７９．８億元から６７８．２１億元に増加し，

年間成長率は１５．９％ であった３）。

２）三品とは緑色食品，有機食品，無公害食品のことをさす。一標とは農産物地理標
識製品のことである。

３）前瞻産業研究院：２０２０年中国有機食品行業市場現状及発展前景分析，未来市場
規模有望持続穏定増長（https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/210303-dcb
639 df.html）
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図１ 中国コールドチェーン市場規模

資料：華経産業研究院資料から作成５）。

③農業生産，加工，販売までの一貫システムの構築による，農産物の産直

体制の確立

安全・安心な食品を消費者に届けるためには，安全な生産・加工だけでな

く，流通過程の安全確保も重要である。そのため，食品企業は物流の建設や

トレーサビリティシステムの導入にも力を入れている。中国国民の所得水準

が上昇するに伴って，消費者の食品の多様性，安全性についてのニーズも大

幅に高まり，生鮮食品の電子商取引市場の急速な拡大，特に２０２０年の新型

コロナウィルス感染拡大の影響で，コールドチェーン物流業界は急速に発展

しており，市場規模の拡大を続けている。図１に示したように，２０１６年中国

コールドチェーン市場規模は２２１０億元であったが，わずか５年後の２０２１年に

は４１８４億元に拡大した。特に２０２０年，２０２１年には，それぞれ前年度より

１３．０％，９．２％増加している。また，新型コロナウィルス感染拡大対策として，

中国各地にコールドチェーントレーサビリティプラットフォームを建設し，

輸入食品のコールドチェーントレーサビリティシステムも実現されている４）。

ここまで述べてきたように，農業組織・農業企業は，中国農業の近代化と

食品安全問題の改善に大きな役割を果たすことが期待されている。そこで，

４）王晔茹，李宁（２０２１）「冷链食品安全管控与可追溯体系建设」，『中国食品安全发

展报告』，P９５-１１５。
５）２０２１年中国冷链物流市场规模，需求量及行业相关企关注册量

（https://www.163.com/dy/article/H 89 KSG 4 C 0552 SV 13.html）
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農業組織，食品企業の視点から，法整備や新しい農業政策などが現地生産に

もたらす影響，さらに，企業が安全生産を実現するための様々な施策や取り

組みを検討し，そうした組織・企業による新しい食品安全システムの構築・

運営の現状と課題を見出すことが重要な課題となると考えられる。

１．２．先行研究と本研究の目的

このように，農業組織・食品企業による食品安全システムの構築，安全が

確保された食品の生産，加工，販売は，近年急速に中国において関心を集め

ており，それに関連する先行研究もすくなくない。

例えば，黄炜虹ら（２０１７）では，農業の収益性は農家が生態循環型農業を

選択する際にもっとも重要な影響を果たすと述べている。つまり，政策的な

補助金と懲罰は農家の利益最大化の追求行動を制限できず，ただ高収入の予

期こそは農家が生態循環型農業を選択する際の鍵であると明らかにした６）。

大島（２００９）では，中国の輸出企業が自ら経営する自社農場において生産

し，輸出する方式が原則化され，農業生産体制においても，多くの農産物・

食品輸出企業において大規模農場管理システムの導入がみられるようになっ

たことを指摘している７）。

さらに，大島（２０１５）では，近年の中国酪農においては，圧倒的多数の零

細経営が，低生産性問題の深刻化，衛生管理や品質向上への取り組みの遅滞

など数多くの問題を抱え停滞しているのにたいして，この一方で，中国政府

の大規模経営優遇策の影響もあり，徐々にではあるが，しだいに大規模酪農

経営が育成されつつあると指摘している８）。

こうした既存研究では，主に中国の新たな担い手に関する政策や施策，有

６）黄炜虹，齐振宏，邬兰娅，胡剑（２０１７）「农户从事生态循环农业意愿与行为的决
定：市场收益还是政策激励？」『中国人口・资源与环境』第２７卷第８期。

７）大島一二（２００９）「中国農業・食品産業の発展と食品安全問題：野菜における安
全確保への取り組みを中心に」『中国経済研究』第６巻第２号，p２２-３０，中国経
済学会。

８）大島一二（２０１７）『中国における乳業界の構造再編─「メラミン事件」の深刻な
影響─』『桃山学院大学経済経営論集』第５８巻第３号。
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機農業，循環型農業，大規模農業の実施方法，その影響などの議論が中心で

あり，具体的な農業組織・食品企業への現地調査事例は限られている。

そこで本稿では，「中国農業産業化国家級重点龍頭企業」である「新希望

集団有限会社」の山東省現地子会社である，山東省莱陽市に立地するL社に

注目した。このL社は後述するように，農業（野菜，飼料栽培），畜産業

（酪農），食品加工（牛乳加工），販売の一貫経営を実施する企業である。こ

のL社の現地調査を中心に，まず，企業が食品安全を実現するための生産，

加工，販売上の具体的な安全対策，安全システムの構築，安全食品の宣伝活

動，販売などの，一連の食品安全確保のためのさまざまな取り組みを明らか

にする。さらに，安全食品生産を目指す企業が抱える問題について検討す

る。これらをまとめて，環境保全型農業の発展に存在する問題点や残された

課題を考察していく。

今回の現地調査は，２０２１年１０月２１日に，山東省のL社において現地調査

を実施した。調査の主な内容は，企業の経営状況，循環型農業システムの構

築，生産，加工，販売までの一貫した経営システム，有機食品の生産，コー

ルドチェーンの建設，製品の宣伝，販売戦略などに関するもので，ヒアリン

グ形式で実施した。

２．調査対象の概要
２．１．新希望集団有限会社の概要

L社の親会社である新希望集団有限会社（以下「新希望集団」とする）

は，１９８２年に創立された，中国最大の肉，卵，乳総合サプライヤーの一つ

である。現代的な農畜産業と食品産業を主な業務とした民営企業であり，現

在，世界第２位，中国第１位の飼料生産能力と中国第１位の鳥肉加工処理能

力を持ち，中国最大の農業関連企業の一つである。

４０年余の発展過程の中で，新希望集団は農畜産業界に立脚し，絶えず上

流・下流の産業に進出し，大規模なアグリビジネス企業集団を形成した。世

界では６００社以上の子会社を持ち，従業員は１３．５万人余，資産規模は３０００
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億元余，２０２１年の販売収入は２４００億元を超えている。２０２１年の「Fortune

Magazine」で世界５００強ランキングの３９０位に掲載され，信用ランキング

はAAA級である。

新希望集団傘下の食品・農業関連有力企業としては，新希望乳業有限公司

（以下「新希望乳業社」とする），新希望六和有限公司等がある。前者は，新

希望集団における乳業関係の主力企業として成立した。新希望乳業社は国内

大手の総合乳製品サプライヤーであり，西南，中南，華北，華東に１０社以

上の乳製品子会社企業を有し，その中には国家級農業産業化の重点トップ企

業が２社，省級トップ企業が１０社含まれている。「新鮮」を重視する都市型

乳業企業連合体を構築し，消費者に新鮮，安全，良質な乳製品を提供している。

また，後者は，養豚，家禽飼育の優れた繁殖システムを構築し，商品養殖

モデル基地を建設している。「会社+家庭農場」，「技術委託管理と技術サー

ビス」の方法で，重要な地域での，養豚産業の大規模化経営を構築している。

２．２．新希望乳業社の概況

前述したように，新希望乳業社は新希望集団の乳業分野の主力企業の一つ

である。「新鮮戦略」を掲げ，中国国内の低温殺菌牛乳および乳製品の代表

メーカーとして，販売を拡大させている。２０２１年の新希望乳業社の営業収

入は８９．６７億元で，前年同期比で３２．９％ 増加した。純利益は３億１２００万元

で，これも前年同期比で１５．２％ 増加している。また，２０２２年第１四半期の

営業収入は２３億１７００万元で，前年同期比で１５．０％ 増加し，純利益は

４３４５．４５万元であった（表１参照）。

近年，新希望乳業社はインターネット通販に注力しており，電子商取引上

のユーザーは１０００万人を突破している。また，電子商取引収入は前年同期

比で８０％ 以上増加している９）。

９）中国财经：新乳业２０２１年营收利润靓丽双增，２０２２年一季度扣非净利增长６７％
实现开门红２０２２年０４月２８日（http://finance.china.com.cn/roll/20220428/57967
75.shtml）
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新希望乳業社営業収入（億元） 新希望乳業社純利益（億元）
２０１６年 ４０．５３ ２０１６年 １．５０
２０１７年 ４４．２２ ２０１７年 ２．２２
２０１８年 ４９．７２ ２０１８年 ２．４３
２０１９年 ５６．７５ ２０１９年 ２．４４
２０２０年 ６７．４９ ２０２０年 ２．７１
２０２１年 ８９．６７ ２０２１年 ３．１２
２０２２年第１四半期 ２３．１７ ２０２２年第１四半期 ４３４５．４５万元

表１ 新希望乳業社の営業収入と純利益

資料：「新希望乳業年報」に基づいて筆者作成１０）。

近年，中国の経済の成長により，消費者はより多くの乳製品を消費する経

済力を備えるようになってきた。特に，新型コロナウィルス感染拡大の影響

で，国民の健康意識が高まり，乳製品に対する需要も増加傾向にある。それ

と同時に，ますます多くの消費者が脱脂粉乳，加工乳飲料等の乳製品が，栄

養価が低く，食味も優れないことを意識し始めているという。このことを言

い換えれば，「生乳はより多くの活性栄養成分を含む」，「生乳は免疫力を高

める」などの商品常識が普遍化するにしたがって，脱脂粉乳，加工乳飲料等

の需要量は減少傾向を示し，逆に生乳の需要量が増えつつあることを示して

いるといえる。そして，ロングライフ牛乳より栄養価が高く，食味も優れて

いるチルド牛乳の需要が高まりつつあるという。２０２１年，新希望乳業社の

チルド牛乳ブランド「黄金２４時間」１１）は売り上げが好調で，販売額が９３７％

増を達成した１２）。国民の消費意識の変化によって，蒙牛・伊利などの中国大

１０）新乳业２０２０年年报：风雨不挡追梦人（https://mp.weixin.qq.com/s/I 5 oSx 6 lOb
90 UifNO 6 Hae 1 A）

１１）鮮度維持時間を標榜する牛乳であり，商品入庫から販売まで２４時間を超えない
ことを厳守するという意味である。７５℃ で１５秒の低温殺菌技術を採用し，含ま
れる免疫グロブリンは普通の牛乳の１０倍であり，生牛乳中のコロニー総数と体
細胞数はEU基準より優れている。２０１８年に「黄金２４時間」を発売し，７２℃／１５
秒殺菌温度，スウェーデン膜濾過技術を採用し，より多くの活性栄養を保持して
いる。

１２）中国财经：新乳业２０２１年营收利润靓丽双增，２０２２年一季度扣非净利增长６７％
实现开门红２０２２年０４月２８日（http://finance.china.com.cn/roll/20220428/57967
75.shtml）
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手牛乳メーカーも近年ではチルド牛乳市場に積極的に参入している。

２．３．L社と調査対象地域の概要

今回調査対象になったL会社は，新希望乳業社の子会社の一つである。L

社は中国の山東半島の中部に位置する莱陽市に立地する。莱陽市は面積

１７３２㎢，人口は約７９万人の地区級市である。市全体がなだらかな丘陵地帯

にあり，大陸性の乾燥した冷涼な気候で，四季が明確で，年平均日照時間

２９９６時間，年平均気温１１．２度，年平均降水量８００ミリ，無霜期間１７３日で

ある。莱陽市は交通条件に恵まれており，煙台市，青島市まで約１００㎞，濰

坊市，威海市まで約１５０㎞で，瀋海高速（瀋陽から海口まで），栄濰高速

（栄成から威海まで）などの高速道路と藍煙鉄道（藍村から煙台まで）が市

内を通過し，遼東半島の各地を結ぶ交通の中枢に位置する。

莱陽市は古くから，「中国の梨の郷」と呼ばれており，野菜，果樹などの

生産が盛んである。特に近年，地域で生産された豊富な農産物と交通の利便

性に恵まれて，野菜，果汁，水産品，畜産品などの食品加工産業が急速に発

展し，食品大手メーカーの魯花集団，龍大食品を代表として，国内外向けの

大型食品企業が数多く生まれてきた。これらの食品企業は資金や人材，設

備，資材，情報などを統合的に管理しつつ，食品安全の向上，業務効率や経

営の最適化を図っている。その中で，L社は環境に配慮した循環型農業の運

営や，自社農場，自家牧場の開設などにより，有機食品，チルド牛乳，ヨー

グルトなどの畜産物の生産・販売で広く評価されている。

２．４．L社の経営状況

L社は，２００８年に創立された農業，畜産業を経営する日系企業であった

が，２０１８年新希望集団に買収された。株式譲渡後，組織体制，ガバナンス，

経営体制から管理職までほとんど一新され，完全に現地化された。現在それ

ぞれ独立した牧業社，農業社，乳業社の三社体制となっている。
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２．４．１．農業社

農業社は主に農作物の生産販売を担当する。直営農場の面積は約７５０ムー

（５０ha）で，内，４００ムー（２６．７ha）を有機野菜，有機果実の栽培，３５０ムー

（２３．３ha）を飼料用青刈りトウモロコシの栽培に利用している。この農場で

は，２０１０年から緑色食品認証を取得しており，２０１２年からは有機認証の取

得に注力し，取得に成功している。現在通年で有機野菜，有機果実４１品目

を栽培し，季節ごとに１０品目以上の有機野菜・果実を販売している。

生産した農産物の９０％ 以上は上海市場に販売され，残りの１０％ 未満は青

島市場で販売されている。農業社が周辺地域ではなく，遠隔地である上海地

域に販売する理由は，以下の要因による。①有機野菜は全行程のコールド

チェーンの輸送が必要であるが，現在，山東省の内陸地域には野菜運送の全

行程コールドチェーンの輸送車が準備されている都市はいまだ少ないため。

②消費者の食品安全意識が異なるため。山東省内陸地域の消費者の有機食品

に関する知識は高くなく，有機食品の認知は上海の消費者には及ばない。以

前，農業社では周辺地域（煙台地域）において春節の贈答用として有機食品

の販売を試みたが，販売状況は理想的なものではなかった。③所得水準が異

なるため。上海地域は他の地域より全体的に所得水準が高く，高所得者人口

も多い。有機食品はコストが高く，販売価格も慣行栽培農産物より高いの

で，主要な購買層は主に富裕層に集中している。

現在，直営農場で生産された有機野菜・果実の主要な販売先は大手スー

パーチェーンであるが，とくに大手スーパー店舗，大手スーパーオンライン

店舗，さらにeコマースサイトに出荷している。中国においては，大手スー

パーの商品に対する品質要求がもっとも厳しく，有機食品出荷時に「有機食

品検査報告書」の添付が義務付けられている。L社は，以前は主にイオン等

の日系大手スーパーに出荷していたが，近年，中国現地系大手スーパー

チェーンの盒馬，大潤発等への出荷を増加させている。

生鮮野菜・果実の出荷は，前述のように主に大手スーパー等に出荷される

が，規格外の生産物は廃棄されるのではなく，添加物を用いず野菜チップ
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ス・果物チップスに加工される。また，さらに健康的な食品として，近年フ

リーズドライ（FD）導入を検討している。

また，中国では，近年「インターネット＋農業」の農業発展モデルが盛ん

になっている。とくに，２０２０年以降，新型コロナウィルス感染拡大により

農産物のインターネット販売が大きく発展している。新聞報道によると，

２０１８年に，大手スーパー盒馬のオンライン販売比率は，全売上額の６０％ を

超えたという１３）。こうしたなかで，L社も積極的にオンライン販売に取り組

んでいる。

さらに，近年L社が注力している販売策として，会員制産直販売があげら

れる。販売が好調の牛乳の顧客を中心に会員を組織し，農場から直接消費者

に宅配するシステムである。この会員制産直販売は，流通時間を大幅に節約

できると同時に，会社にとっても，物流経費，返品リスク，倉庫の賃貸コス

トも節約できるメリットもある。

また，L社は，近年，有機認定機構からの取引先の紹介，大型スーパーと

の商談強化，前述の会員制産直の導入等により，有機食品の販路開拓を強化

しているが，有機食品は生産，販売，流通のコストが高く，現在まで農業社

は赤字が継続している。

２．４．２．牧業社

牧業社は自社牧場の生産管理を担当する。牧業社は海外から最新の搾乳施

設などの設備を導入し，ニュージーランドとオーストラリアから産乳能力の

高いホルスタイン種乳牛を輸入し飼育してきた。現在，乳牛は１８００頭余り

で，内，成牛は約１０００頭，育成牛は約８００頭である。現在，新牛舎の建設

を計画中で，将来２０００頭までに飼養規模を拡大する計画である。１日１頭

当たりの搾乳量は約３４㎏，２０２１年の総生産量は１２，４００トンである。

成牛１頭当たりの年間搾乳量は，２０１５年～２０１７年は８トン前後でやや停

１３）搜狐：盒马首次披露运营数据，线上占比超６０％ ２０１８-０９-１７
（https://www.sohu.com/a/254364763_118792）
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滞していたが，近年，管理レベルの向上，乳牛の育種方法の改良，飼育環境

の改善などにより，２０１９年は９トンに上昇し，２０２０には年１１トンまで上昇

するなど，１頭あたりの産乳量は国内平均よりかなり高い。

乳牛の飼料については，前記のように，自社農場３５０ムーにおいて青刈り

トウモロコシの栽培を行い，年間７００トンの青刈りトウモロコシを農場内で

収穫している。その他，毎年１万トン程度の青刈りトウモロコシを外部の業

者から購入している。

牧業社は，現在，有機牛乳生産の実験を試みている。牧場を２分割し，そ

の中で，１００頭余の乳牛を選出し，有機牛乳の生産を試験的に実施している。

２．４．３．乳業社

乳業社は，牛乳加工工場（建築面積約２４００㎡）の開設当初，日本企業か

ら先進的な加工設備と日本の先端技術を導入し，日本国内仕様と同等の成分

無調整のチルド牛乳の生産を開始した。当時の中国においては，常温保存が

可能なロングライフミルクが主流だったが，L社のチルド牛乳は先駆的な役

割を果たしたといえる。現在，２５０ml，５００ml，１０００mlの３種のパック牛

乳が販売されている。また，２０２１年８月から，新製品のヨーグルト「牧場

酪乳」が発売された。新製品の発売以来，その繊細な食味と食感，循環型農

業などの環境保護の理念などが多くの消費者の共感を集めている。

牛乳の販売地域は，ほぼ全国範囲をカバーし，上海市，北京市，広東省，

深圳市，雲南省，海南省，山東省などが主要販売範囲である。主な消費者層

は，中国富裕層で，安全・安心な食生活を追求する消費者である。

販売先については，２０１８年の販売量の内訳は，小売用が５５％，業務用が４５％

である。このように，近年業務用の販売額が順調に増大している。具体的な

販売先は以下のようにまとめられる。①大手スーパー，②中小小売業者１４），

１４）牛乳販売はすでに１０年以上の経験があり，成熟した販売網が形成されている。
L社ブランドの知名度が高まるに伴って，出荷をL社に求める小売業者も少なく
ないという。
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③喫茶店１５），④大手スーパー等のインターネット通販。近年，中国では喫茶

店の店舗数が大幅に増加しており，業務用での牛乳需要が増加している１６）。

周知のように，２０１４年以降，中国の乳業界は乳価下落という大きな問題

に直面したが１７），その後，L社は喫茶店等の業務用需要を積極的に開拓し，L

社の乳製品の販売額は順調に増大し，２０１６年の４，７００万元から２０１９年の

２１，５００万元に増大している。

３．L社の食品安全システムの構築
３．１．循環型農業システムの導入

２０００年以降，中国では農薬・化学肥料の大量投入による土壌汚染，地下

水汚染，土壌構造の劣化問題，灌漑用水の過剰使用と汚染問題，重金属の残

留問題などが複合的に作用し，一連の深刻な食品安全問題を引き起こした。

様々な環境問題に対応し，同時に食品の安全を守るために，L社は，環境負

荷の軽減を重視した循環型農業システムを導入した。

前述したように，L社は１５００ムー（１００ha）の農場を有し，この農場は直

営牧場と直営農場から構成されている。図２に示したように，L社は有機肥

料製造施設と自走式撹拌機を導入することで，牧場の牛糞を原料として堆肥

を生産している。生産された堆肥はほぼ自社農場で施肥される一方，一部は

農場の周囲の農家に販売され，化学肥料に代替する有機肥料として，地力の

１５）例えば，高級コーヒー店「MANNER」，「M STAND」，高級ミルクティー店など
である。こうした喫茶店の多くは，全国チェーンの大手ブランドで，販路は全国
各地となる。

１６）L社の牛乳は乳質が優れ，泡立ちも良いと評判となっており，喫茶店用の需要も
多い。

１７）２０１４年に中国の乳業界は大きな問題に直面した。中国市場に輸入粉ミルクが大
量に流入したため，原乳価格が下落し，最終的に多くの国内乳業企業の減産に帰
結した。山東省，青海省，河北省で相次いで原料乳の廃棄，乳牛の淘汰現象が発
生した（中国经济报：专家详析倒奶事件 预计２０１５年奶价降幅将超１５％ ２０１５．
１．１１，（http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201501/11/t 20150111_4311292.shtml）。
その後，中韓・中豪FTAが正式に発効したため，乳製品の輸入関税が引き下げ
られ，中国国内の乳業界にさらに大きな影響がもたらされた。その後，２０１９年
に新型コロナウィルスの流行が拡大し，販売も不調となったが，２０２０年下半期
から景気が回復し，２０２１年以降も販売は回復傾向にある。
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図２ L社の循環型農業モデル

資料：聞き取りに基づいて筆者作成。

改善などに用いられる。直営農場の面積は約７５０ムー（５０ha）で，前述し

たように，その中の４００ムー（２６．７ha）では有機野菜，有機果実が栽培さ

れる。残りの３５０ムー（２３．３ha）では青刈りトウモロコシを栽培し，乳牛

の青刈り飼料を生産している。乳牛に安全な自社製飼料を給餌し，付加価値

の高い牛乳を生産するシステムである。

また，中国においては，国民の生活レベルの高まりに伴って，生乳の需要

が増加しつつある。大牧場では乳源不足がしばしば発生しているため，大手

メーカーであっても小規模農家から原料乳を購入することは珍しくない。し

かし，多くの零細経営では，乳牛の飼育環境や原料乳の品質保証が難しい場

合が多い。この多数の小規模農家からの買い付けはリスクが大きく，それ

が，２００８年のメラミン混入粉ミルク事件が発生した大きな原因だとされて

いる。これにたいして，L社は生乳の品質を保障するために，自社の循環型

直営牧場の原料乳だけを使用することにこだわっている。結果として，牧業

社から乳業社まで，わずか１５分間のコールドチェーンの輸送で，加工過程

での生乳の新鮮さを最大限に確保している。

農場内の，農業と畜産業の協調発展を求め，循環型農業モデルの構築を進

め，農業生産から加工，販売までを一貫して実施し，消費者に高品質，安
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全，安心で信頼できる牛乳，有機農産物を供給できるシステムを構築し，中

国の多くの消費者の食生活の向上に貢献している。

こうした，L社の牛糞の堆肥化による環境負荷軽減を重視した循環型農業

の実現は，農業の持続可能な発展の新しい方途を示したといえよう。L社の

循環型農業の構築だけでなく，新希望乳業社の他の牧場でも，環境への配

慮，農業の持続可能な発展のために，牛糞の堆肥化，資源化について新たな

取り組みがなされている１８）。例えば，新希望乳業社の清白江牧場（四川省）

では，約５０kmのメタンガスのパイプラインを開通し，乳牛の牛糞は直接パ

イプラインを通じて，メタンガス生産設備に送られ，そこで発酵され，地下

に張り巡らされたパイプ網を経由して周辺村の果樹園に直接供給されてい

る１９）。この有機肥料灌漑施設の建設以降は，各果樹園では有機肥料灌漑パイ

プから直接有機肥料の供給を受けることが可能となり，地力改善に貢献でき

る。現地の農民によれば，有機肥料灌漑施設の利用により，１年１ムー当た

り約２００元のコスト節約が可能となるという。また，有機肥料の施肥により

土壌中の微生物を活性化させ，土の団粒構造の改善，土壌改良，環境保護，

農業の持続可能な発展に有益となる。このように，新希望乳業社は，牛糞→

堆肥→土壌改良→作物の成育促進という好循環を促進している。

３．２．スマート牧場の発展：デジタルシステムの導入２０）

L社は，伝統的な農畜産業に最先端のデジタルシステムを導入し，農場・

牧場の管理運用効率を高めている。牧場においては，リアルタイムに乳牛の

健康管理を実現するために，乳牛の耳にICタグ，首にウェアラブルデバイ

１８）CCTV２财经频道：《经济半小时》２０２１１１１８ 养殖有了新路“数”（https://tv.cctv.
com/2021/11/18/VIDEIcosDGvuHumJCEGoh 7 Bb 211118.shtml?fromvsogou=1）

１９）牧場から１５㎞離れた果樹生産が盛んな順龍村の事例では，以前は，購入した肥
料を車両で村の入り口まで運び，小型車両や人力で各農家に搬送し，３～５日の
労働を要するなど，配送・人件費コストが高額であった。

２０）インタビュー調査及び以下のホームページを参照：
新希望乳业智慧牧场央视亮相 展现数字化养殖新格局（https://baijiahao.baidu.co
m/s?id=1717304644534053298）
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スを装着し，ユビキタスネットワークプラットフォームと連動させている。

ICタグは乳牛の妊娠出産歴，健康情報，出生日，給餌量，家族情報，産乳

量，投薬情報などの情報が記録され，それを通じて乳牛の成長と健康状況を

把握することができる。また，投薬情報は生乳への影響を管理する方途でも

ある。ウェアラブルデバイスは，乳牛の活動量や休憩時間などを計測し，自

動的にデータを収集する。計測データはインターネットを経由して管理所に

送信され，管理者の携帯電話にも報告される。こうした乳牛の動態データに

基づいて，乳牛の状態の変化を瞬時に把握し，適切な管理を行うことができ

る。発情や疾病兆候といった変化があった場合，携帯電話などのデバイスを

通じて，従業員へのリアルタイムの通知を可能とし，また，データ共用によ

り管理者・獣医師も遠隔で牧場の状況の把握，乳牛のデータ変化を把握可能

となり，従業員への指示を行える。このデータ構築により，搾乳量の管理と

予測，牛乳成分の分析，受精や妊娠の繁殖管理も１頭ごとに実施することが

できるのである。また，乳牛の画像から，牛体の脂肪蓄積程度と栄養状態の

評価を実施し，飼料成分の改良や調節などを行い，産乳量の最大化にも帰結

する。

また，自動搾乳システムの導入により，搾乳の効率化を実現した。従来の

搾乳方法では１日３０人以上の作業員を必要としたが，現在では，わずか３

人で搾乳可能となった。

こうして，クラウドネットワークと人工知能の活用により，牧業社は標準

化生産，集約化経営，資源の高効率利用が実現できた。こうしたシステム

を，管理者，消費者，乳牛，乳製品等の上下流産業と連結することにより，

未来の畜産業の発展に大きな革新をもたらすことが可能となっている。それ

は，食品安全の向上，トレーサビリティシステムの構築に有利な条件を与え

昨日，CCTV２《经济半小时》专题报道了……
（https://mp.weixin.qq.com/s/ozzLYWhb-fKPEAqE-Gyerw）
CCTV２财经频道：《经济半小时》２０２１１１１８养殖有了新路“数”（https://tv.cctv.
com/2021/11/18/VIDEIcosDGvuHumJCEGoh 7 Bb 211118.shtml?fromvsogou=1）
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るだけでなく，少数の管理者による数千頭，数万頭の乳牛の管理が可能とな

り，次世代の農業人口不足問題の解決の方途ともなりつつある。

３．３．乳牛の飼育環境の改善と環境保護対策

牛舎の形態について，L社は従来開放式牛舎方式を採用してきたが，屋根

の部分が少ないことから，華北地域の夏季の多雨により地盤の泥濘化が起こ

り，細菌の乳頭口からの侵入により，乳房炎が頻発する課題を抱えていた。

また，降雨による牛糞の流失がもたらす環境汚染も問題であった。一般に，

中国国内のほとんどの牛舎は，牛の活動空間が限られて，自由に行動できな

い形式のものが多いが，これらの欠点を改善するために，L社はアメリカの

コンポストバーン牛舎を導入した。

この牛舎は，牛舎全面に屋根掛けし，開放面積を削減したものである。休

息エリア（コンポストエリア）におがくずや籾殻などの敷料を厚く堆積さ

せ，柔らかい牛床を形成する。敷料は牛糞とともに撹拌され，週に一回回収

して，堆肥の原料となる。さらに殺菌のためプロバイオティクスを加えて，

発酵熱による乳房炎原因菌の減少をはかるとともに，乾燥したやわらかい牛

床の維持などに効果を果たす。形成された牛床はクッション性に優れ，蹄の

負担を減らし，牛体を清潔に保ち，乳房炎の発生が抑制できる。また，放牧

方式のフリーバーン牛舎に改良して，牛の活動空間を広げ，乳牛の快適性を

高め，生産性向上にも帰結している。

現行の環境保護基準規定では，屋根付き牛舎の建設，風通しの助長，糞溝

と雨溝の分離，屋根付きの堆肥製造施設の建設，汚水の水質検査などが義務

づけられた。L社は積極的に政府の要求に対応，牛舎の改造を進め，屋根付

きの堆肥製造施設を建設し，汚水の水質検査設備を設置し，環境対策に積極

的に取り組んでいる。

このコンポストバーン牛舎の導入以外に，牧場は，乳牛の快適性や環境負

荷の低減に様々な方法で配慮している。例えば，夏季の暑さ対策として，牛

舎に自動シャワーシステムを装備した２１）。その他，季節毎に飲用水の温度の
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自動調節，電動ブラシ，扇風機の利用などによって，乳牛の快適性を大幅に

高めている。

３．４．技術の向上と開発

この１０年間，農業科学技術の進歩は農業や畜産業を基盤とする企業に

とって，大きな支援となっている。新希望集団は科学技術の活用による生産

効率の向上，製品品質の向上，資源の節約などを実現するため，畜産業関連

の５カ所の技術研究院を設立し，生物テクノロジーにおいて世界的に著名な

ボストンにも研究院を開設した。２００９年以来，新希望集団の技術研究所は，

国家科学技術進歩二等賞を７回受賞している。成都市，北京市，上海市，深

圳市を拠点に，デジタル研究開発チームを設立し，農業生産，農村活性化，

サプライチェーンの最適化のための科学技術力の向上を目指している。現

在，１万人近い生物技術員が在籍し，他に約５０００人のデジタルエンジニア

および技術員が在籍している２２）。例えば，前述の新希望六和有限公司は，

２０１８年に品質安全，消費動向，製品研究開発，サプライチェーン，技術工

芸の五大核心機能を持つ食品研究院を設立し，優秀な食品研究開発チームを

立ち上げ，多くのToBおよびToC製品を開発した。ヒット製品の研究開発，

チャネルの最適化，生産効率の向上，買収拡張などを通じて，中高級レスト

ランチェーンに安全かつ高品質な標準化された家畜・鶏肉タンパク質食材を

提供している２３）。

近年，L社が新希望集団の方針の下で，製品安全と生産効率の向上のた

め，以下のような技術革新を実施した。

２１）このシステムでは，牛舎の温度，湿度などのデータをリアルタイムで収集し，カ
メラを通じて乳牛の位置を確認して，シャワーを自動的に起動することにより，
乳牛の体温を下げる。このシステムは，節水対策としても有効である。

２２）刘永好：以高质量发展满足新时代消费需求
（https://mp.weixin.qq.com/s/6 T 8 xIuUxBdkEuFxn 4 DLt 8 A）

２３）采用创新技术工艺 新希望六和冷鲜肉保质期达到１５天
（http://www.newhopeagri.com/lh/info/20050716402611）
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３．４．１．牧業社の技術革新

①育種の技術進歩

L社は，牛乳の栄養指標の向上を最優先に，育種技術の改良によって，栄

養指標と搾乳量のいずれもが優れた品種の育成に成功した。また，近年，L

社は自社育種の他，海外からの優良品種の導入にも積極的である。

②飼育技術の進歩

L社は飼育技術を高めるために，飼料の改善に注力している。たとえば，乳

牛の飼料は専門の栄養士が調合し，良好な栄養バランスのために，一日３６

種類の作物２４）を原材料としている２５）。また，良質な飼料を厳選し，政府の管

理基準に適合した飼料を，さらに新希望集団の成都市飼料検査センターへ送

付し，検査を実施している２６）。この検査基準に合格してはじめて飼料として

給餌できる。このほか，飼料の調合技術も高めている２７）。L社はこうした飼

育技術の進歩により，搾乳量の増加とともに牛乳の品質の向上も果たした。

３．４．２．農業社の技術革新

農業社の技術革新は，主に機械化水準の高度化と改良により，労働コスト

を削減することである２８）。また，栽培技術の向上も重要な改革である。具体

的にはマルチフィルムの改良，雑草対策として防草布の活用等があげられる。

３．４．３．乳業社の技術革新

消費者の富裕化は，乳製品の分野でも新製品の開発をもたらしている。た

とえば，低温殺菌牛乳を主力新製品とする新希望乳業社は，２０２１年に前年

比３２．９％ の増収を達成し，その中で，新製品の売上が１割以上貢献してい

２４）牛は主に青刈りトウモロコシ，圧片豆粕を主食に，その他，木須草，燕麦草など
補助的な食材も食べる。

２５）一日１頭ごとの飼料費用は上昇し，１２０元～２００元程度に達している。
２６）近年，中国政府は「飼料及び飼料添加物管理条例」を改正して，飼料管理を厳格

化した。
２７）例えば，飼料にプロバイオティクスを添加することなどもその事例である。
２８）例えば，除草，播種等の機械化により労働生産性を向上させることをさす。
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るとされる。２０２１年８月，L社も新製品のヨーグルト「牧場酪乳」を発売

し，売り上げは好調である。その後，季節限定の「桜酪乳」も販売され，今

後，チーズ，バターなどの製品の生産も計画されている。

また，これまで新希望乳業社は，L社以外にも数々の「新鮮」な革新的な

製品を生み出してきた。前述した「黄金２４時間栄養乳」などの牛乳のブラ

ンド商品を発売するほか，自然発酵の泡ヨーグルト「スパークリングヨーグ

ルト」２９），高級常温牛乳「澳特蘭」，糖質ゼロヨーグルト「致軽」などの新商

品を発売している。特に「スパークリングヨーグルト」は若年層の若者たち

の「新奇な味覚」に対する嗜好と「健康」に対する需要を基礎として，新た

に研究開発された。２０２２年には「味蕾遊記」３０），「活潤益食無幽」３１）の２つの

新製品を発売している。

新希望乳業社は，今後の研究開発方向を以下のように定めた３２）。①プロバ

イオティクスの機能性を単一の機能型から多機能型へと拡大する。②より栄

養価の高い製品を消費者に提供できるようにタンパク質含有量を高める。③

ヨーグルトの機能性革新と新鮮な牛乳の鮮度・栄養保持力の向上のため，膜

濾過技術の高度化を進める。

上述したように，L社は，本社の新希望集団，新希望乳業社と協力し，育

種・飼育技術の向上により，乳牛の乳量を大幅に高め，製品の安全性を確保

した。農業機械の研究開発と栽培技術の向上により有機農業生産物のコスト

を削減し，品質を高めた。新製品の開発により，消費者の多様なニーズを把

握し，多様な安全・安心食品を提供するとともに，製品革新を進めている。

２９）研究員は試行錯誤の上，爽やかな味わいを保ちながら濃密な泡の刺激感を生み出
すことに成功し，おいしさと口当たりを両立させた新しいバブルヨーグルトを生
み出した。

３０）ハイエンドユーザーの美味しさへのこだわりを踏まえ，ヨーグルトとチーズの味
を組み合わせて開発した。

３１）独自の３dカプセル化技術によってプロバイオティクスを結晶球体に封入されて
おり，「噛んで食べるプロバイオティクス」という新たなヨーグルトを開発した。
胃腸を守る機能性ヨーグルトとして，健康機能性に優れている。

３２）逐新趣异，新希望乳业解锁产品研发“创新密码”
（https://bank.stockstar.com/IG 2022070800004450.shtml）
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３．５．物流の安全対策：コールドチェーンの建設

上述したように，L社は根本からの食品安全性を確保するため，様々な安

全対策を実施している。しかし，産地から消費者の食卓まで安全・安心食品

を届けるには，生産加工過程の管理対策だけでは不十分である。つまり，食

品の品質保持のため，流通全般（貯蔵，卸売市場，小売り）における安全性

も求められている。新希望集団は食品関連企業として，製品のレストラン，

スーパー，食堂などへの配送にはコールドチェーンの整備が必要である。以

前の中国では，コールドチェーンの整備は遅滞しており，特に夏季には，

コールドチェーンの不備が生産者と消費者に大きな影響を与えた。そこで，

２０１６年から，新希望集団は，自社内のコールドチェーン建設を本格化させ

た。

２０１６年，冷凍庫，コールドチェーン用車両，物流システムを集中して，

新希望集団のコールドチェーン物流会社が成立した。それからわずか１年程

度で，四川省，貴州省，雲南省，上海市，北京市，広東省の２０余のコール

ドチェーン物流システムを統合した。その後，建設，投資，合弁，買収など

を通じて，物流業界の資源を統合し，都市コールドチェーンネットワークに

投資し，コールドチェーン物流，サプライチェーンサービス，産業金融サー

ビスを事業の核とし，レストランチェーン，生鮮食品小売，食品貿易など

の，企業向け生産から店舗までの完全なコールドチェーンサービスが完成し

た。

物流効率の向上，物流コストの削減，食品の安全性の確保，食品物流技術

の向上をさらに推進するため，２０２０年，「鮮生活物流技術研究院」が設立さ

れた。物流技術研究開発プラットフォームを構築し，物流データ技術，設備

技術研究開発，物流運営管理等において技術研究を実施している３３）。現在，

約１０万台のコールドチェーン物流車両を統合し，デジタル管理の展開，温

度管理，安全監視など，高効率でオープンな運営・管理プラットフォームを

３３）科技驱动，鲜生活物流科技研究院正式成立
（https://www.sohu.com/a/414668307_608787）
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構築している。２０２２年３月には，数億元の資金を食材流通業界のユニコー

ンクラブに投入した３４）。

こうして，系列の物流会社を有するため，２０２２年３月末に新型コロナ

ウィルスの感染拡大によって突然封鎖管理された上海市においては，L社は

迅速に社内すべての工場の資源を統合し，全国から製品を緊急配備して上海

市を支援し，感染拡大開始後の３月末，顧客に順調に有機野菜の出荷を行

い，複数の団地で在宅市民への乳製品の団地共同購入を成功させた。これに

も全過程のコールドチェーンでの配送が実現している。封鎖管理による物価

と送料の高騰の中で，L社はより多くの上海市民に新鮮な牛乳を届けるため

に，政府が提起した「３つの保証」（「品質保証，価格保証，供給保証」）に

も積極的に対応し，上海市で多くの消費者の信用を獲得した３５）

厳しいコントロール管理対策の中で，L社は生鮮・安全食品が上海市民に

迅速に届くように以下のような対策を講じた３６）。

A）２０２１年，L社は販売チームを産地に近い青島から最重要販売地域であ

る華東地域に移し，サプライチェーンの最適化と調整を行った。これにより

今回の新型コロナウィルスの感染拡大に迅速に対応できる条件を得た。

B）各種の物流ルートを最適化し，臨時物流ルートを開発，江蘇省，浙江

省，上海市全域での物流ルートを再構成した。

C）L社の製品は青島から出荷するため，政府の通行許可が必要である。

牛乳・野菜は市民の生活に欠かせない生活資材に該当するため，関係当局か

ら通行許可証が取得できる。新型コロナウィルスの感染対策として，トラッ

ク輸送中の隔離を徹底した３７）。

３４）新希望鲜生活冷链获数亿元B轮融资，迈入百亿估值独角兽行列
（https://www.sohu.com/a/533560879_121352410）

３５）疫情下的牛奶“保卫战”，朝日唯品见证平凡人的坚守
（https://hea.china.com/article/20220414/042022_1049206.html）

３６）朝日唯品定位“小而美”，打法参照lululemon
（https://www.biolink.cn/article/5794_13.html）

３７）１台に２名のドライバーが配置され，運転席のドアに封印紙を貼り，運転席を密
閉した。青島から上海までの１４００㎞の間，ドライバーは食事等をすべて車内で
摂ることが義務付けられた。
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D）地域間の物流も通行許可証が必要であるが，自社にコールドチェーン

システムを有しているため通行許可の取得は比較的容易であった。牛乳の新

鮮さを維持するため，上海市では，毎日PCR検査を受診し，配達員２０名，配

達車１０台が毎日５００km以上走行し，１０００以上の団地への配達を達成した。

３．６．企業モラルの向上と社会的責任

２００８年に発生した粉ミルクへのメラミン混入事件は，乳業界に大きな影

響を与え，消費の減退など深刻な問題が発生した。しかし，負の影響だけで

なく，事件の発生は各企業に乳業界が直面している問題を再認識させ，企業

のモラルを向上させたといえる。L社は創立以来，環境への配慮を重視し，

前述の循環型農業構築に注力してきた。また，製品の品質管理，環境保護，

農作業上の安全，食品安全などにも配慮してきた。

こうしたL社内部の安全意識，環境保護意識は，L社製品の販売戦略にも

影響を与えている。中国の有力インターネット通販サイトであるタオバオと

ジンドンに直営店を開き，「循環型農業による自然の味覚」をセールスポイ

ントとして，乳製品を販売した。その際に製品の包装材料はすべて環境保護

に留意した素材を用いている３８）。こうした取り組みは，前述の会員制産直に

も用いられ，有機野菜の野菜本体だけでなく，有機野菜の種子，土壌，鉢等

が同梱され，顧客が栽培を楽しむことができるように配慮されている。この

ような試みにより，顧客は有機野菜を消費するだけでなく，野菜栽培を楽し

みながら，循環型農業や有機栽培に関する知識を得られるのである。

また，L社は，循環型農業，安全生産への取り組み，新製品の紹介，製品

の料理法，環境保護，省エネルギー生活などの情報発信に注力している。こ

うした情報発信は，L社ブランドの知名度を高め，食品安全教育，環境保護

などの面で社会的責任をも果たすことに帰結している。

３８）チルド牛乳の包装は紙パックを用い，ヨーグルトの包装も１００％ 植物由来の素材
を用いている。また，添付するスプーンは紙製である。商品説明をできるだけ詳
細にし，日本の乳牛専門家の写真を掲載している。
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４．L社の安全生産・販売における問題点
上述したように，L社は，農業生産，加工，販売までを一貫して行い，各

プロセスで様々な安全対策を実施し，積極的に食品安全システムの構築に取

り組んでいる。さらに，安全・安心な食品を生産地から直接消費者の食卓に

まで届けることによって，消費者の信頼と支持を得ていると考えられる。

しかし，今回の現地調査からは，L社が直面する安全システムの構築に

は，いまだ多くの課題も存在することが明らかになった。その主な問題点

は，とくに有機農業事業に関係するものである。

４．１．L社の有機農業事業が直面する課題

L社の聞き取り調査によると，L社の有機農業事業は収益が低く，いまだ

部門として黒字化に至っていない。この要因として，以下の問題があげられ

る。

A）有機農業は天候に左右され，不安定要素が多い。L社の農業社は，調

査時点の２０２１年夏季には大雨，雹，冷害の影響で野菜が不作となり，生産

量が減少し収益を圧迫した。また，飼料用の青刈りトウモロコシも不作で

あった。

B）一般に有機農業は高コスト，低生産出量であり，収益性は低い。現在

L社の有機農業事業は，他部門の資金補填で生産を維持している状況にある。

C）有機農業の現代化，機械化水準は低い。慣行栽培農業生産は現代化，

機械化レベルが高く，有機農業生産は機械化がいまだ低いレベルに留まって

いる。また，慣行栽培農業生産は除草剤などの農薬の投入が可能であるが，

有機農業はそれができず，生物製剤に依存するため効果が限定的でありリス

クが高い。

D）Cの問題を改善するために，有機農業は実践者が豊富な経験と知識を

身につける必要がある。しかし，農村全体が高齢化する中で後継者の不在が

大きな課題となっている。

E）有機農業は販売リスクも高い。有機野菜は高価格，低収穫量で，賞味
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期間も短い。スーパーマーケットでの販売は，スーパーマーケット側が販売

リスクを負担しないため，生産者は厳しい経営状況となる。

F）有機農業は手作業が多いため人件費が高額になる傾向がある。L社の

場合，有機野菜の生産コストの約４５％ は人件費である。有機農業は，単位

面積当たり投入労働量が逓減せず，規模を拡大するとかえって人件費が上昇

する傾向にある。この点は農業機械や農薬・化学肥料を多用する慣行栽培と

大きく異なる。

このように，有機栽培が直面する課題は多い。L社はこの課題に対処する

ため，機械化レベルの向上，科学技術の導入，自家製堆肥の利用，六次産業

化などによるコストの軽減に注力しているが，いまだ課題は山積している。

４．２．政府の有機農業支援策の不備

中国では，地方政府により農業支援政策も大きく異なる。L社が立地する

莱陽市は，伝統的な慣行農業の野菜産地であるので，有機農業への補助政策

は不十分であった。設立当初の５年間は，地代補助３９）として当地政府から１

ムー当たり８００元の補助金を得たが，５年後，補助金は打ち切られた。２０１６

年に中国政府は青刈り飼料の生産を促進するための補助金制度が実施された

ため，L社の青刈りトウモロコシには一定額の補助金が支給されている。現

在L社の農業社は，政府から得た補助金が少なく，特に有機農業に対する補

助金を受給できない状況にある。

近年，政府は財政と農業補助政策により，現代農業園区の建設を奨励して

いる。国家級現代農業園区の例では，農業園区の建設許可が得られれば，国

から１億元（約１５億円）が補助され，省政府からも１億元が補助される。

また，省レベルの農業園区では５０００万元の資金が補助される制度がある４０）。

L社もこの現代農業園区補助金を申請する計画があったが，現代農業園区は

３９）L社の圃場は，周囲の関係農家６６０戸余からの借地で調達されている。
４０）搜狐网２０１９．１０．２４「关于现代农业产业园，你该知道都在这里！国家先补１个亿，

省级再配套１个亿！」（https://www.sohu.com/a/349272899_247689）
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総投資金額が大きくなるため断念した経緯がある４１）。

前述したように，有機農業の発展には課題が多いため，政府からの補助制

度が特に必要な分野であるが，そうした支援を受けることは難しい情勢であ

る。

４．３．有機食品市場の混乱

近年，中国では，有機食品に関する違法行為が相次いで発覚し，有機食品

に対する消費者の信頼を失っている。２００６年前後には，有機認証表示の偽

装事件が相次いで発生し４２），さらに，２０１１年には，有機食品の認証過程にお

ける不正が発覚した４３）。こうしたことから，有機食品の品質を向上させ，有

機食品の認証管理を強化し，消費者，生産者，販売者の利益を守るために，

２０１１年・２０１２年には，国務院は偽有機農産物の取り締まりを展開した。ま

た，２０１３年１１月に，国家質検総局は新たに「有機産品認証管理办法」を公

布し，２０１５年８月にさらに法案を修正した。

しかし，２０１８年には，慣行栽培野菜の有機野菜への混入，有機基地で栽

培されていない野菜への有機認証マークの貼付，有機基地での合成化学肥料

の使用などを告発する報道が相次いだ４４）ことから，２０２１年１月には，市場監

管総局は３２０種の有機食品の認証の有効性について抜き取り検査を実施し，

不適合食品を摘発した。不適合率は５．６３％ であった４５）。

４１）政府から１億元の補助金を受給するためには，当該企業は少なくとも１０億元の
投資が必要となる。

４２）凤凰网 ２０１１．０７．０８「不少“有机蔬菜”是假冒的，“有机标签”网上３分钱一个」
（http://news.ifeng.com/c/7 fZxdMU 7 sCQ）有機偽装事件は数多い。ネット
ショップで有機認定マークが販売される事件。仕入れ時に納入業者に金を受け取
り，有機表示と偽物の有機コードを貼り付けるスーパーが公表された事件など，
枚挙に暇がない。

４３）これは認証機関の随意性が高く，数万元の支出で，実態が不十分でも有機食品の
認証が発給されるというものであった。行业资讯：高价“有机食品”造假追踪花
钱就能买到认证（https://www.antpedia.com/news/98/n-176798.html）

４４）《焦点访谈》２０１８０５０６有机蔬菜有玄机（https://tv.cctv.com/2018/05/06/VIDE
X 5 RlquznwfUgVHd 0 enJw 180506.shtml）

４５）假有机！中绿华夏，五洲恒通等８家机构认证的有机食品检出农药（https://baijia
hao.baidu.com/s?id=1688020741907620431&wfr=spider&for=pc）
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今回のL社の現地調査によれば，こうした有機食品市場の混乱は以下のよ

うにまとめられる。

A）有機食品の真偽判定は難しく，製品自体が有機食品の基準を満たして

いるだけでなく，生産過程における法令遵守が必要である。例えば，農薬の

不使用についても，作物の生育期間が長い場合，仮に生産過程で除草剤を使

用しても，収穫時期には分解され検出されない場合が多い。

B）生産過程は基本的に企業の自己管理であり，認証機関等の抜き取り検

査はほとんど実施されない。よって，企業が誠実に有機農業を実施するか否

かは企業のモラルに依存している。

C）中国には数十の認証機関があり，玉石混淆である。以前は認証時に企

業がサンプルを郵送することも可能であったが，２０１８年に，他の会社の有

機食品を郵送する事件が発覚し，認証機関が検査官を現地へ派遣する制度に

変更された。しかし，前述のように，日々の生産プロセスでの抜き取り検査

は実施できていない。

このように，中国政府は有機食品に対する監督管理を強化しているが，い

まだ不十分であり，消費者の信用は回復に至っていない。企業にとってみれ

ば，前述したように，有機食品は高価格の割に偽造コストが低いため，一部

の業者では不正行為が後を絶たない。こうしたことから，L社のようなモラ

ルの比較的高い企業にとって有機農業は逆に大きなリスクとなっている。

４．４．有機野菜の価格競争

L社は，多くのチャネルで積極的に有機野菜の販売を実施しているが，前

述のような有機野菜の様々な問題が障害となり，販売は順調ではなく，赤字

が計上されている。しかし，同業他社では，有機野菜の値引きに踏み切る企

業も散見される。例えば，同じ山東省の有機農業会社である「旭耕」は，し

ばしば値引きキャンペーンを実施している。しかし，L社は，割引が企業ブ

ランドの低下に帰結することから割引活動を実施していない。この対策とし

て，コスト削減のため，販売チャネルの積極的な拡大と，前述した野菜チッ
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プス・果物チップス等の加工を実施している。しかし，依然として様々な困

難に直面しているのが実態である。

４．５．コールドチェーン構築に関する問題点

前述したように，L社は，社内の物流部門を活用して，北京市，上海市，

広州市，深圳市などの多くの省会都市をカバーしている。新型コロナウィル

スの感染拡大により団地の隔離管理が強化された時には，一部の消費者の

ニーズに迅速に対応でき，全国での知名度を向上させた。しかし，経営中，

特に新型コロナウィルスの感染拡大への緊急対策中，コールドチェーンに多

くの問題が顕在化した。その主な問題点は以下のようにまとめられる。

A）コールドチェーンのインフラ建設は，特に内陸地域での建設が遅滞し

ている。内陸各地では冷凍庫とコールドチェーン車両は配置されているもの

の，車両数が限定されており，経営範囲も限定され，地域間ネットワークが

未形成である。この制約により，L社の有機野菜は生産地の内陸地域ではな

く，９０％ 以上を上海市で販売することを余儀なくされる。今後，内陸地域

の販売を拡大するためには，コールドチェーンのインフラ建設が重要であ

る。

B）生産地から消費者の食卓までの各プロセス（加工，予冷，コールド

チェーン輸送等）の連携に依然として大きな問題が存在する。これは，新型

コロナウィルスの感染拡大の影響で一時大量の受注があった時に，対応でき

ない問題として顕在化した。

今後L社は，新型コロナウィルスの感染拡大下の上海市での経験を生かし

て，コールドチェーンインフラの建設を促進し，全国を対象としたサプライ

チェーンの構築を加速させる予定である。

５．まとめにかえて
本稿では，中国における農業・食品企業の代表の一つであるL社におい

て，新しい安全システムの構築と課題について，調査結果に基づいて検証し
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てきた。

ここまで見てきたように，L社は主に循環型農業システムの導入，スマー

ト牧場の展開，乳牛の飼育環境の改善と環境保護対策，技術開発，物流の安

全対策，企業モラルの向上と社会的責任の遵守等により，新しい食品安全シ

ステムを構築し，食品の，生産，加工，販売までの安全を確保し，消費者の

ニーズを満たしてきた。

しかし，L社の環境保全型農業の生産経営においては，前述したように

様々な問題が存在することが明らかである。とくに，有機野菜関連の生産，

販売については多くの改善すべき課題が残されている。

近年，中国においては，農産品の品質と農業の競争力を向上させ，農業の

高いレベルでの発展が実現できるように，緑色食品，有機食品，無公害食品

などの認証制度の拡充や農業の新たな担い手の奨励が実施されている。特に

２０１７年の中央第１号文件の公布と実施に伴い，有機食品産業は，すでに緑

色発展，生態発展をリードする新型産業となり，注目を集めている。しか

し，調査対象のL社の例を待たず，生産コストの高騰，販売不振などによ

り，現在の中国における有機農業の経営状況は非常に大きな問題に直面して

おり，ほぼ９０％ 以上の農家が赤字で，残りの１０％ も苦しい状況であるとい

う。近年では，販売額２億元超の有機農業企業でも倒産の危機に瀕している

との報道もある４６）。ここで，中国の有機農業を健全に維持・発展させていく

ためには，有機食品のコスト削減，販売チャネルの拡大が大きな課題とな

る。

こうしたことから考えれば，本稿で述べてきたような，L社の技術開発や

食品加工工業との連携によるコストの削減，さらにはインターネット通販に

よる販路の開拓，商品のプロモーション活動などのさまざまな試みと努力

は，重要な参考となると考えられる。また，前述した有機市場の混乱につい

ては，その対策として，認証機関に対する規制・罰則の強化，認定対象の検

４６）有机农业盈利难解！有人一年卖２亿，公司依然遭遇危机（https://baijiahao.baid
u.com/s?id=1635509551387915235&wfr=spider&for=pc）
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査強化，生産現場の抜き取り検査の実施，販売部門への管理監督も必要であ

ろう。また，中国政府による農業，特に有機農業への長期的な支援が必要で

あろう。利益の追求は産業発展の原動力である。政府の補助政策の下で，有

機農業を発展させている企業・農家も少なくない。しかし，いったん補助政

策が打ち切られると，赤字に転落し，撤退する企業も散見される。そこで，

政府の農業関係補助金の適時性，継続性，効率性の検討が重要である。

最後に，中国においてはコールドチェーンの建設はいまだ緒に就いたばか

りで，消費者の多様化，個性化した消費需要を十分に満たすことはできな

い。今後，コールドチェーンインフラの建設，管理監督を強化する必要があ

る。また，国内のコールドチェーンに関連する食品安全問題の頻発は，国内

産食品と輸入食品のコールドチェーンにおけるトレーサビリティシステムの

建設も重要であることを示している。
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New Food Safety System and Challenges
for Agricultural and Food Enterprises

A Case Study of Company L in Shandong Province, China

ZHANG Tieying
OSHIMA Kazutsugu

As is well known, since the 2000 s, China has experienced a series of
serious food pollution incidents involving food safety, such as pesticide
residue problems and powdered milk containing melamine, which have
raised concern over agricultural and food product safety and food quality.

In recent years, in order to improve food safety issues, the Chinese
government has actively focused on enacting food safety laws and
regulations and improving inspection systems, while encouraging the
reorganization of farmers’ cooperatives, family farms, modern agricultural
parks, and enterprises as new players to develop modernized agriculture
with high production, quality, and efficiency. The transformation to efficient
large-scale agriculture is being promoted.

This paper focuses on Company L, located in Laiyang City, Shandong
Province. Focusing on a field survey of this Company L, we first identify a
series of various efforts by the company to ensure food safety, including
specific safety measures in production, processing, and marketing, the
establishment of a safety system, and the promotion and marketing of safe
food products.

Taken together, we will examine the problems that exist and the
remaining challenges in the development of environmentally friendly
agriculture.
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１．はじめに
１．１．研究の背景と本稿の課題

周知のように，日本経済は１９９０年代初めのバブル経済崩壊後，経済成長

率は大きく下落し，停滞が継続している１）。その後，２０００年代の「失われた

１０年」２）の後，一時回復したが，２００８年の世界金融危機の影響で再び大きな

打撃を受け，２０１０年にはGDPで中国に追い越され，世界第３位に後退した。

２０１２年に就任した安倍晋三首相は，いわゆる「アベノミクス」を推進し，

低迷が続く日本経済の回復と「一億総活躍社会」の実現を目指したが，長期

の不況は継続しているのが現状である。

また，現在の日本では出生率の低下により少子化が進行し，人口は減少局

面を迎えている。２０２２年の日本総務省の発表によれば，外国人を含む２０２１

年の総人口は，２０２０年から６４４，０００人減少して１億２，５５０万人となり，１１

ベトナム進出日系自動車部品メーカーの
直面する課題と対応

M社の事例を中心に

１）例えば，１９９５年から２００２年の間，日本の年平均実質GDP成長率は１．２％に過ぎ
ず，カナダ（３．４％），米国（３．２％），英国（２．７％），フランス（２．３％），イタリ
ア（１．８％），ドイツ（１．４％）より低く，ユーロ圏（２．２％），OECD諸国の平均
成長率（２．７％）よりも低い水準であった。

２）日本における「失われた１０年」とは，バブル経済が崩壊した１９９０年代初頭から
の１０年間を指すことが多い。この期間はバブルの後遺症ともいえる景気後退と
長期不況が続いたため，不良債権を抱えた大手銀行の経営破綻などが相次いだ。

キーワード：自動車部品メーカー，ベトナム，鉄鋼，М社

閻 冰
大 島 一 二
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年連続で減少した。２０２１年には出生率は１．３０となり，史上４番目に低い水

準となった。また，直近では新型コロナウイルス感染拡大の影響もあ

り，２０２１年の日本の出生数は８１１，６０４人となり，６年連続で過去最低となっ

た。この一方で，平均寿命の延伸に伴い高齢人口は増加しており，超高齢社

会を迎えている。このような少子・高齢化，人口減少は今後もますます進行

していくことが予測されており，こうした人口構造の変化に合わせて日本消

費者の消費生活も変化していくことが考えられる。つまり，長期不況と人口

減少により，建材，自動車，食料品など生活と関連する商品の消費量も減少

すると考えられ，日本の内需不振の長期化は現在でも好転していない。

第１表によると，こうした経済不況と，少子高齢化に伴って，近年，現実

に日本の鋼材消費量が趨勢として減少していることが理解できる。また，直

近の動向に注目すると，第１表の２０１３年以降の数値に示されているように，

３）一般社団法人日本鉄鋼連盟は，鉄鋼業の総合的な調査・研究機関として１９４８年
に設立された一般社団法人である。

国内鋼材需要（万ｔ） 粗鋼生産量（万ｔ）
２００７年 ７，９６１ １２，１５１
２００８年 ６，９７２ １０，５５０
２００９年 ５，７１１ ９，６５４
２０１０年 ６，０３２ １０，９５９
２０１１年 ６，２１６ １０，６４６
２０１２年 ６，１００ １０，７３０
２０１３年 ６，５１３ １１，１５２
２０１４年 ６，４２８ １０，９８５
２０１５年 ６，２１８ １０，４１７
２０１６年 ６，１６１ １０，５１６
２０１７年 ６，２８９ １０，４８４
２０１８年 ６，２３２ １０，２８９
２０１９年 ５，９３９ ９，８４２
２０２０年 ５，２７７ ８，２７８
２０２１年 ５，５７０ ９，６７０

第１表 国内鉄鋼需要および粗鋼生産量の推移

出所：一般社団法人日本鉄鋼連盟３）資料をもとに筆者作成。
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国内鉄鋼市場は，全体としてこの減少傾向に拍車がかかっていることがわか

る４）。

このように，日本国内鋼材の消費量が趨勢的に減少しつつあるため，海外

進出は日本鉄鋼業界の長期にわたる大きな課題となってきた。すでに日本が

輸出する鋼材は，２０２０年度でみると国内生産量の３７％を占めている。海

外，とくに東南アジア・中国・アメリカなどで日本の高品質の鉄鋼は一定の

需要が存在し，また，海外の電気料金は一般に日本より安価であるため，各

鉄鋼関連企業は海外に投資し，現地で生産する戦略を推進しているのである。

こうした日本をとりまく内外情勢の中で，鉄鋼企業の最大のユーザーの一

つである自動車産業は，一貫して海外進出を進めてきた。とくに，１９８５年

のプラザ合意を画期とした円高基調が急速に進展したことにより，日本の主

要産業，とりわけ自動車産業は海外投資を拡大し対応してきた。こうした基

本的な状況の下で，バブル経済崩壊以降の日本の国内市場の伸び悩みは自動

車産業の海外進出を加速させた。日本国内市場の停滞の一方で，新興国の経

済成長はめざましく，現在は中国，ベトナム，インド，ブラジル等がこれに

追随し大きな市場を形成しつつある。こうした海外市場の拡大は，日本企業

にとっても大きなビジネスチャンスであり，日本の自動車産業にとって海外

市場がますます重要な位置を占めるようになっているといえよう。

上述のように日本国内の経済情勢の悪化，市場の縮小，この一方での海外

需要の増大という状況は，現実に日本の自動車企業の中国等への海外進出を

急速に加速している。例えば，中国においては，１９９５年のスズキ自動車と

４）しかし，すべての国内鉄鋼市場における需要量の減少がみられるわけではなく，
需要部門により濃淡が見られる。たとえば，建築部門では，２０２２年４月の新設
住宅着工戸数が，前年同月比で１４ヵ月連続の増加，また製造業部門では，産業
機械は内外需要の回復の継続により，４月の生産用機械工業と汎用・業務用機械
工業の生産が前年同月比でともに１５ヵ月連続で増加した。しかし，大口の需要
先である自動車部門は，４月の四輪車生産は９ヵ月連続，４月の国内新車販売が
１０ヵ月連続と，ともに前年同月比で減少した。こうしたなかで全体の鉄鋼需要
の趨勢としては，４月の国内鉄鋼統計をみると，粗鋼生産は前年同月比４．４％減
の７４７万トン，普通鋼鋼材生産は同２．６％減の５１３万トン，ともに４ヵ月連続の
減少となっている。
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長安汽車の合弁企業設立を嚆矢として，その後，１９９８年に本田技研工

業，２００１年に日産自動車，２００２年にトヨタ自動車が中国で生産拠点を設置

し，日本自動車企業の中国での自動車生産が本格的に発展した。これに伴っ

て，こうした大手完成車メーカーに部品を供給する，日本の自動車部品メー

カーの中国進出も促進されたのである。

しかし，その後の中国自動車産業の２０年余にわたる急速な発展により，

中国国内の自動車関連産業も大きな発展を示し，これによって参入企業も増

大したため，市場での競争の激化が発生することになった。こうした状況の

もとで，すでに閻・大島（２０２２）で述べたように５），市場競争力の強化を目

的とした，部品調達現地化によるコスト削減が一つの大きな課題として浮上

してきており，これにより，本稿の中心的研究課題である日系自動車部品

メーカーは，大きな課題に直面する結果となっている。つまり，近年，多く

の産業分野で，現地の原材料を利用し，現地の他企業に部品の発注を行う事

例が増加し，いわゆる現地調達の動向が急速に一般化するという事態が深化

している。これは，海外市場の発展と新企業の参入などによる競争の激化に

より，コスト削減が求められているからであり，また，一部の製品において

は，発展途上国の経済発展と技術向上によって，現地企業でも比較的高品質

の部品の製造が可能となったことも要因の一つと考えられる。

こうした動向の結果，本稿の研究対象であるM社（本社大阪市）をはじめ

とする，中国に進出した日系自動車部品メーカーの立ち位置は，現在，徐々

に微妙なものとなりつつある。それは，主要取引先である日系大手完成車

メーカーからはコスト削減を要求され，それが不可能であれば，最悪の場合

取引を縮小される可能性があるからである。

しかも，この問題を複雑にしているのは，日系自動車部品メーカーは自動

車部品の主要原材料である鉄鋼等の調達に当たって，品質維持や納期遵守の

５）閻冰・大島一二（２０２２）「中国進出日系自動車部品メーカーの直面する課題と対
応：M社の事例を中心に」『桃山学院大学経済経営論集』６３（３），pp１０７-１２７，桃
山学院大学総合研究所。
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ため日系大手完成車メーカーより日本からの原料調達を求められていること

であり，当然，中国での現地調達との比較で，高コスト体質となり，中国の

現地同業他社との競争に大きな弱点を抱えている事情があるためである。

つまり端的に言えば，日系自動車部品メーカーは，このまま利幅は薄いま

まで，日系大手完成車メーカーに部品を供給する現在の体制を維持するの

か，または，日系大手完成車メーカーが，現地中国系企業からの部品調達率

を上昇させれば，ある時期に撤退を余儀なくされるのかという，事態の深刻

化が徐々に迫っているといっても過言ではないからである。

すでに述べたように，中国現地での趨勢では，中国現地自動車メーカーや

日欧米の自動車メーカーとの競争が激しさを増しており，日本からの部品輸

入よりも，部品や製造機械の現地調達が実態として進展している。こうした

なかで日系自動車部品メーカーにとって苦しい時期の到来が目前の状況と

なっているのである。M社を代表とする自動車部品産業はこうした課題がと

くに深刻である。

こうしたことから，日系企業，特に自動車部品メーカーの一部には，中国

において新規事業に取り組む企業もみられる一方で，東南アジアのベトナ

ム，インドネシア等への生産拠点の移転・拡大を計画する企業もみられる。

M社のベトナム事業は，この一つの事例である。

この目前の問題の一方で，自動車部品メーカーには中長期的な大きな課題

が存在している。それは，周知のような国際経済・社会におけるガソリン車

のEV車等への転換問題である。つまり，現在のガソリン自動車とEV自動車

ではそのエネルギー調達構造が大きく異なるため，当然必要な部品が大きく

異なり，従来までの部品供給体制では対応できなくなる可能性が高いためで

ある６）。さらに，一部にはまったく不要となる部品も発生し，こうした事態

６）これまでのガソリン車との比較で，電気，電池，電気制御は新エネルギー自動車
の中心技術であり，新エネルギー自動車はモーターと関連した部品が重要とな
る。例えば電池や電子制御式燃料，熱管理システム，高圧電気部品などが必要と
なる一方，バルブ，点火プラグ，スプレー油嘴など一連のディーゼルエンジン関
連部品は不要となる。
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への対応として，部品生産体制の再構築，製品全体の見直しが必要となって

いるのである。

このように，日系自動車部品メーカーを取り巻く情勢は，国際経済の急変

から厳しさを増し，前述した二点の課題への対応として，ビジネスモデルの

転換を早急に迫られているのである。

こうした自動車部品メーカーをめぐる複雑な状況の中で，本稿では日系自

動車部品メーカーの海外展開，とくに中国，ベトナム等での取り組みを積極

的に行っているM社を事例として研究を実施する。M社は国内経済，世界経

済の大きな変動によって，前述した二つの大きな課題への対応を迫られてい

る。すなわち，①部品の現地化趨勢に対応した自動車部品メーカーのビジネ

スモデルの転換（進出先国の多角化，新規事業への参入等）。さらに，②中

長期的かつ世界的なEV転換への対応に伴う，日系自動車部品メーカーの現

地生産体制の再構築，である。このうち本稿では①の課題を中心に検討す

る。

調査にあたっては，２０２２年５月にM社関係者からのヒアリング調査を実

施した。以下の考察は，この際のヒアリング結果に依拠している。

１．２．調査対象企業の概要

今回調査対象としたM株式会社（以下M社とする）は，大阪市中央区に本

社を置く鋼材，鋼管の製造・販売メーカーである。M社の前身は１９１３年に

創業されたF製作所で，１９２６年に工場新設とともにM製作所と改称した。第

２次世界大戦後，１９４７年にM社製作所に改組し現在の会社が設立された。そ

の後量産化，市場拡大をすすめ，１９６２年に超高周波抵抗溶接機を導入し品

質向上をはかった。以降，道路関連製品，グリーンハウス建材なども手がけ

ている。特に世界的に自動車用鋼素材を製造，販売している。

自動車用鋼素材では，自動車周りで発生する金属素材ニーズに対し，国内

外での加工基地，およびデジタル化を取り入れた受発注システムにより高度

で効率的な加工物流体制を整え，需要に応じた柔軟な供給体制を実現してい
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る。また，完成車メーカーなどのニーズに対応し，ブランキング加工事業を

世界各国で展開している。

こうしてM社は，世界各地で自動車関連の金属製品加工，販売を中心に，

世界各地に築いたネットワークを駆使し，国内外の顧客の要望に対応してい

る。

現在国内グループ会社と工場は１３ヶ所あり，営業所は３０ヶ所である。１３

の工場を配備した需要地直結の供給ネットワークで，地域の顧客のニーズに

合わせた生産体制をもち，納期への柔軟な対応や迅速な技術サービスなど，

種々の利点がある。また，６主要都市に配置されたM社の販売事務所のほ

か，関連会社であるM社の営業所および沖縄M社による販売ネットワーク

が，国内の販売サービス体制を支えている。

ヒアリング結果によると，M社の特色としては，①需要地生産体制による

流通コストの削減，②多種製品主義，③高い材料製造加工技術，④自主独立

経営，⑤健全な財務体質，⑥鋼材第一主義，⑦独自販売体制の採用，⑧環太

平洋でのグローバル事業展開，と整理できる。

とくに⑦の独自販売体制の採用とは，製品販売において，「総合商社」と

「M鋼販」の２ルートを通じて行っていることを指す。M鋼販は自社倉庫を

もち，在庫管理も行っている。このシステムにより，顧客のニーズや需要動

向・価格動向，とくにホットコイルや製品の需給市況などが的確にM社株式

会社に伝達されるため，市場に敏感な経営戦略を常に立案することができる

メリットがある。

また，M社の海外事業としては，１９７２年インドネシアに株式会社

（ISTW）の設立をはじめ，１９７８年にアメリカ，２００６年に中国，ベトナ

ム，２００９年にインド，２０１２年にメキシコへ進出した。現在，海外グループ

会社は１２社である。
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２．ベトナムの経済発展と日系企業の進出
２．１．ベトナムの経済発展

ベトナム社会主義共和国は，東南アジアの東南端に位置し，北は中国と国

境を接し，西はラオス，カンボジアと国境を接している。国土面積は約３３

万㎢で，海岸線の長さは３２６０㎞余りと長い。２０２０年末のベトナムの人口は

９７３４万人で，東南アジアではインドネシア，バングラデシュなどと並んで

人口規模は大きい。ベトナムは東南アジア諸国連合，アジア太平洋経済協力

機構，世界貿易機関のメンバーである。

ベトナムでは，１９８６年からいわゆる「ドイモイ政策７）」（経済改革・開放

政策）が実施され，１９９６年のベトナム共産党第８回大会では，国の工業化，

近代化を強力に推進することが提案された。２００１年，ベトナム共産党第９

回大会は「社会主義を基本とした市場経済体制」の確立を確定し，三大経済

戦略の重点を確定した。即ち，工業化と現代化を中心に，多様な経済要素を

発展させ，国有経済の主導的地位を発揮し，市場経済の管理体制を確立する

ことである。２０１６年第１２回ベトナム共産党大会は「２０１６年～２０２０年経済・

社会発展戦略」を採択し，２０１６年～２０２０年の経済成長率を年平均６．５％～

７％とすることを提起した。

ベトナムでは，１９８６年から１９９０年にかけて改革が開始された当初は，

GDPの平均年間成長率は４．４％とやや低い水準にあった。しかし改革が進

展すると，１９９６年から２０００年の期間は７％に上昇し，第１２回ベトナム共

産党大会から現在に至るまで，政府の積極政策のもとで，ベトナム経済は

徐々に成長の質を向上させてきた。その後，２０２０年の新型コロナウイルス

の感染拡大の深刻な影響にもかかわらず，ベトナムの経済は依然として３％

の成長率を達成している。２０２１年のGDP規模は約３６２６．１９億ドルで，１９８６

年の改革初年と比べて１３倍に増加し，１人当たりの所得は約３７００ドルで，

７）ドイモイは，１９８６年のベトナム共産党第６回党大会で提起されたスローガンで
あり，主に経済，社会思想面において新方向への転換を目指すものである。市場
経済への移行，社会主義政策の緩和，国際経済協力への積極的な参入などが提唱
された。
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世界の中所得国となっている。

２．２．ベトナムにおける鉄鋼生産の発展

ベトナムを代表的な事例として，アジア新興国は，経済発展による所得水

準の向上によって，建築業，自動車産業，二輪車産業，生活家電などを中心

に鉄鋼需要が拡大傾向にある。ベトナムの鉄鋼生産は，粗鋼生産量が２００９

年の２７０万トンから２０２１年には約９．７倍の２６１５万トンまで増加しており，

この１０年で驚異的な成長を遂げている。ベトナム鉄鋼協会（VSA）８）では，

「新型コロナウイルスの感染拡大によりいったん需要が縮小したものの，そ

の後鉄鋼業は２０２０年前後から回復基調にあり，比較的順調に増加している」

と述べている。ベトナム全体のGDP成長率は２０２１年に２．５８％に低下した

が，ベトナムの鉄鋼業界は依然として大幅な成長を達成している。

このように，ベトナムでは鉄鋼生産拡大が継続しているが，２０２１年には

鉄鋼の輸出が大幅に増加し，ベトナムは鉄鋼の純輸出国となった。２０２１年，

ベトナムの鉄鋼メーカーは鉄鋼輸出の拡大に注力しており，その結果，海外

市場への出荷が大幅に増加した。ベトナム総合統計局９）によると，２０２１年に

はベトナムの鉄鋼輸出は３２．９％増加して，約１３００万トンになるとの見通し

を発表している。中国とタイへの輸出はそれぞれ前年比で約２６％と３３％減

少したが，アジア諸国は依然としてベトナムの鉄鋼の主要な輸出市場であ

る。さらに，２０２１年のベトナムの米国への鉄鋼輸出（主にフラット製品）

は４．５倍に増加して１０５万トンになった。同時に，競争力のある価格によ

り，２０２１年にはベトナムのEUへの鉄鋼輸出も大幅に増加した。

こうしたベトナムの鉄鋼生産の発展については，すでに先行研究において

も指摘されている。例えば，川端望（２０１８）１０）は，「国際経済統合，いいかえ

８）ベトナム鉄鋼協会は，鉄鋼製品，材料，およびベトナムの鉄鋼業界に関連する業
界団体である。現在，協会の会員数は１０３。（http://vsa.com.vn/）

９）ベトナム総合統計局（GSO）は，計画投資省（ベトナム）（MPI）の管轄下にあ
り，統計の国家管理を実施している。

１０）川端望（２０１８）「国際経済統合下におけるベトナム鉄鋼業の発展」『TERG
Discussion Papers』３９５，１-２３。
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るとグローバリゼーションの下での発展途上国の産業発展について，自由化

の下で途上国が比較優位を得た産業は発展した。国内天然資源を商品化する

アグロ・インダストリーと，労働集約型産業である。後者は，縫製産業や履

物産業，そして機械・電機産業の組み立て工程であった。これらの産業は，

ASEAN諸国の１９８０-２０００年代の発展を支えた。しかし，これらの産業が発

展してくると，当然機械とその素材が必要になるし，都市建設や住宅建設が

進んで建築材料が必要とされるので，鉄鋼の需要も伸びる。結局のところ，

鉄鋼業は必要になるが，育成が難しいので輸入が急速に増えていく。需要産

業における鉄鋼需要の伸びを活かして国内生産によって輸入を代替する余地

が生まれてくる」と指摘している。こうした状況はまさに現在のベトナムに

おいて鉄鋼の生産消費輸出入状況を的確に表現している。

また，折橋秀幸・三科正和（２０２０）１１）では，「ベトナム１人あたりの消費量

は約２３６kgで世界の平均使用量を超え，タイやマレーシアに近い水準にあ

る。一方で，１人当たりGDPがタイやマレーシアの半分以下であることを考

えると，ベトナムの鉄鋼消費量（市場規模）がすでに一定の水準にまで達し

ているといえる。ただ，粗鋼生産量に対して大幅に需要量が超過する状況が

続く中で，これらの不足分を海外からの製品輸入，またはホットコイルやビ

レット（製鋼の圧延工程における中間製品）などを輸入し国内で製品に加工

することで埋め合わせていることから，この先，粗鋼生産の拡大が続いても

当面は国内消費で十分に吸収できる計算になる。」と述べ，現在のベトナム

に大きな鉄鋼需要が存在していることを指摘している。

さらに，２０１２年に岡山県ベトナムビジネスサポートデスクが発表した

「ベトナム鉄鋼業を取り巻く現状について」１２）では，「ベトナムの著しい経済

成長を踏まえると，インフラ整備や土地計画等により，長期的には鉄鋼内需

１１）折橋秀幸・三科正和（２０２０）「海外調査レポート 鉄鋼の過剰生産と新興国の現
況 ～ベトナムの鋼材市場と大型プロジェクト工事～」『経済調査研究レビュー』
（２６），３２-４１，経済調査会。

１２）岡山県ベトナム・カンボジアビジネスサポートデスク（２０１２）「ベトナム鉄鋼業
を取り巻く現状について」レポートVol．５７。
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が増加していくことは間違いないと見られている。インフラ，特に道路や港

湾は急ピッチで整備が進められており，また都市部における大型ショッピン

グモール，娯楽施設及び高層マンションへの投資計画も多く，今後益々の需

要増加が見込まれている。長期的な内需の増加を見越して，或いは周辺のア

ジア諸国への輸出を目的に，ここ数年，外資による大型投資が増加してい

る。未だ国営企業のシェアは高いが，設備や技術が古かったり資金不足等の

問題を抱えていたりするため，合弁会社の設立等により外資からの技術移転

を図っている」と指摘しているように，ベトナムの鉄鋼業界の急成長の要因

を指摘している。

このように，日本等の先進国の経済発展と鉄鋼需要が停滞する中，ベトナ

ム等のアジア新興国では，その経済発展に伴って，国民の所得が上昇し，イ

ンフラ整備による建材需要の急拡大，二輪車・自動車の普及によって，鉄鋼

需要は拡大趨勢にある。こうした機会に注目し，日系企業はアジア諸国の新

しい市場開拓を進展させている。その対象国の一つとして，代表的事例とし

てあげられるのがベトナムであるといえる。こうした旺盛な鉄鋼需要を前提

にM社はベトナム市場への進出を展開したのである。

２．３．ベトナムの自動車産業

つぎに，こうしたベトナムにおける鉄鋼生産の拡大の重要な仕向け先の一

つとして，またM社の関連業界として，ベトナムにおける自動車産業，二輪

車産業の状況に注目しよう。２０２０年末までに，ベトナムの自動車関連生産

企業は３５８社に達し，そのうち自動車組立企業が５０社，シャーシ，車体等

の生産企業が４５社，自動車部品生産企業が２１４社，その他多数の関連企業

が存在している。現在のところ，国民の所得水準の制約により，一般家庭に

まで自動車が普及しておらず，二輪車が消費の中心にあるため，ベトナムの

自動車新規需要量は年間３０万台を下回っているが，今後の経済発展によっ

て，かつての中国のように，さらなる販売台数の拡大が予想される。現在，

ベトナムの自動車メーカーは輸入部品の組み立てを中心に国産化率が５～
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１０％程度と低い状態であり，これも今後の需要の拡大により，さらに発展

することが予想できる。なお，２０１８年にはベトナムのビンファスト社が初

の国産車を発売して話題となった。このようにベトナムの自動車工業はいま

だ萌芽期にあるといえよう。

ベトナム自動車工業会（VAMA）１３）によれば，ベトナムの自動車工業の開

始は，１９５８年１２月２１日，ベトナムのハノイにあるチン・シン（Chinh

Thang）工場から，ベトナム人がフランスのガソリン動力のフリーゲート車

をコピーして製作した自動車「チン・シン」が最初であるとされている。し

かし，当時の戦乱のため，「戦勝」ブランドの自動車は生産されず，長く低

迷期が継続した。その後，１９９１年にベトナムで最初の本格的な自動車工業

が形成され，集中的に発展し始めた。これは他の東南アジア諸国のタイ，イ

ンドネシア，マレーシア等が１９６０年代に自動車産業を発展させた事実と比

較すると，約３０年遅れていると考えられる。

２０１４年７月１６日，当時のベトナム首相は「２０２５年から２０３５年までのベ

トナム自動車工業発展戦略」（第１１６８／ QD-TTg号決定）を公表した。さら

に同年７月２４日，「２０２０年から２０３０年までのベトナム自動車工業発展計

画」（第１２１１／ QD-TTg号決定）が公表されている。つづいて，２０１６年２月４

日には，「ベトナム自動車工業発展戦略を実施するためのメカニズムと政策

に関する戦略」（第２２９／ QD-TTg号決定）が承認された。その支援政策で

は，４つの優先車種の製造・販売及びレンタカー事業への投資や，自動車産

業における裾野産業の製造・賃貸業への投資に関わる法人と個人が支援対象

となる。そして，自動車産業における企業，海外のベトナム製品輸入業者に

対する融資，市場開発支援，科学技術研究・開発・実用化・人材育成への投

資促進，および輸入税・法人所得税などの税優遇政策がある。それ以外に

も，自動車部品の生産，自動車の組立業にも新たな優遇政策を提起している。

１３）２０００年８月３日に設立されたベトナム自動車工業会（VAMA）は，ベトナムで
の自動車メーカーによって任意に設立された非政府，非政治，非営利団体であ
る。
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こうして，ベトナムの自動車工業は本格的な発展軌道に入ることとなった。

ベトナム登録検査局のデータによると，２０１８年から現在までの国産車と

組立車の生産台数は以下の通りである。２０１８年，現地で製造された組立車

の台数は２８７，５８６台に達した。２０１９年には組立車３３９，１５１台が現地生産さ

れ，２０２０年には国産組立車３２３，８９２台が生産された。２０２０年末までに，ベ

トナムの自動車産業における年間総設計組立能力は約７５万５０００台で，その

うち外資系企業が約３５％，国内企業が約６５％を占めるとされる。

２．４．ベトナムへの日系企業の進出

過去において，日本はベトナムの最も重要な貿易相手国の一つであった。

２０２１年においても，日本は中国，米，韓国に次ぎ，ベトナムの第４位の貿

易相手国である。輸出入別にみると，ベトナムの輸出相手国としては米，中

国についで第３位であり，輸入相手国としては，日本は中国，韓国に次ぎ第

３位である。また，日本の２０２１年度貿易統計によると，日本にとってベト

ナムは９番目の輸出相手国となった。

また，ベトナム税関の発表によると，２０２１年のベトナム・日本の貿易額

は約４２７億ドルと，初めて４００億ドル台に到達したことを報じた。２０２１年

のベトナムから日本向けの輸出総額は，約２０１．３億ドル（前年比４．４％増）。

うち，輸出額が１０億ドル以上の品目は，縫製品（３２．３億ドル），機械設備・

同部品（２５．６億ドル），輸送機器・同部品（２４．７億ドル），木材・木製品

（１４．４億ドル），水産物（１３．３億ドル）の５品目であった１４）。

一方，２０２１年のベトナムの日本からの輸入総額は，約２２６．５億ドル（前

年比１１．３％増）だった。うち，輸入額が１０億ドル以上の品目は，コン

ピュータ・電子製品・部品（６２．２億ドル），機械・機器・工具・スペアパー

１４）また，多くの品目において，ベトナムの輸出額が前年比で大きく増加した。主な
品目として，鉄鋼製品（前年比２．５倍），プラスチック製品（８１．６％増），原油
（７１．８％増），ガラス・ガラス製品（７３．３％増），化学品（４１．８％増），その他金
属・金属製品（３５．７％増），カメラ・ビデオカメラ・付属品（３２．８％増），肥料
（７０５．４％増）などが挙げられる。
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ツ（４４．５億ドル），鉄鋼（１７．３億ドル），鉄鋼スクラップ（１０億ドル）の４

品目である。

この結果，輸出入差額は日本の２５．２億ドルの赤字（前年比２．４倍）とな

るなど，ベトナムからの輸入が増大している。

日本からベトナムへの投資においては，日本企業がベトナムに進出する大

きな契機となったのは，前述した１９８６年のドイモイ政策の提起を契機とし

ている。１９９０年から，大手商社の日商岩井（現・双日）と住友商事の２社

による日系企業向けの工業団地建設が始まり，大手製造業の進出を後押し

た。

その後も日本はベトナムを優先的な経済支援対象としており，ODA借款

を多く提供してきた。１９９２年１１月以来，日本がベトナムに約束した援助

（無償援助とODA借款を含む）の累計額は約３００億ドルであり，そのうち無

償援助は１６億ドルであって，これをきっかけに日本からベトナムへの投資

はさらに増加した。１９９５年から，急激な円高による海外生産シフトなども

あり，日本大手企業を代表するトヨタ自動車，本田，パナソニックなどの家

電，建築材料，二輪車，自動車部品等の分野で，日本のメーカーが海外生産

拠点としてベトナムに集中的に進出した。その後，１９９７年に発生したアジ

ア通貨危機により日系企業のベトナム投資は減少し，機械金属部品，縫製

業，雑貨等の分野の中小規模投資が主流となった。２０００年以降になると，

製造業と結びつきが強い保険・金融・ICT企業などのサービス業の進出が始

まった。

その後，２００４年には日本ベトナム投資協定が発効し，再びベトナムへの

投資が活発化した。これは，①２００５年に中国で反日デモが激化したことで，

日系製造業の間で「チャイナ・プラスワン」１５）政策の必要性が高まったこと，

また，②日系を含め各種工業団地の整備が進展し，２００７年１月１１日をもっ

１５）チャイナ・プラスワンとは，中国における投資・事業環境上のリスクが高まりつ
つあることを受けて，２０００年代に一極集中の様相を呈していた対中投資を見直
して，生産拠点，販売拠点を中国とその他の国に分散する日本企業の動向を指
す。
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てWTOの正式加盟国になったことのため，ASEAN諸国の中でも政治的に

安定しているなど魅力の多いベトナムに注目が集まったこと，などがその要

因である。こうして，２００６年以降，ベトナムへの投資が急速に増加し，大

手企業だけではなく，中小企業，サービス業など投資件数，投資金額も増加

した。近年では大型火力発電所案件なども増加している。

第１図は２０２０年の業種別投資案件数を示したものである。２０２０年の在ベ

トナム企業拠点総数は２３０６であり，図のように製造業は１１０１と半数を占め

ている。卸売業・小売業は２７９，建築業は１７８である。代表するのは，キヤ

ノン，パナソニック，ホンダ，トヨタ，日本電産，ファミリーマートなどの

企業である。

年 件数 投資額（ドル）
２０１８ ６４３ ８３億４，３００万
２０１９ ６８０ ２９億２，３００万
２０２０ ４６２ １３億９，１００万
２０２１ ３３１ ３６億５，０００万

第２表 対ベトナム日本企業の投資件数と投資額

出所：ベトナム計画投資省外国投資庁（FIA）資料より筆者作成。

第１図 ２０２０年の業種別投資案件数

資料：ジェトロ「ベトナム日系企業進出動向調査２０２０年」資料より筆者作成。
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また，ベトナム計画投資省外国投資庁１６）の日本対ベトナム投資データ

（第２表参照）によると，２０１８年の投資件数は２０１８年６４３件，２０１９年６８０

件，２０２０年４６２件，２０２１年３３１件と，新型コロナウイルスの感染拡大もあ

り減少しているが，投資金額は２０２０年の１３．９１億ドルから２０２１年に３６．５

億ドルに増加した。

３．M社のベトナム展開と課題
３．１．M社の海外展開

M社は海外市場への展開に当たって，まず，１９７８年１２月にアメリカ，カ

リフォルニア州に子会社を設立した（開設当初の従業員６７人）。アメリカ進

出の主要な目的は，自動車用部品の製造・販売で，アメリカでの自動車関連

事業を拡大するためである。株主はメタルワン，三菱UFJ銀行，三井住友銀

行等であり，年間７３９００MTの製品を生産し，２０１９年の売上高は６．９億ドル

である。

さらに，２００３年１１月にインドで子会社を設立した。インド進出の主要な

目的は，日系自動車関連企業のインドへの進出に伴って，自動車，バイク，

建築材料などの現地での生産，販売を行うためである。開設当時の従業員は

１０９人である。株主は豊田通商等，年間２８５００MTの製品を生産している。

２０１９年の売上高は５．６億ドルである。

また，中国への進出は２００５年から本格化した。今後とも成長が見込まれ

る中国市場において各種自動車関連部品の製造・販売および鋼帯の加工・販

売を行うため，中国広東省佛山市に「M金属制品（佛山）有限公司」を設立

した。出資比率はM社３５％，豊田通商株式会社１０％，株式会社メタルワン

５％，LARGE CROWN LIMITED（台湾：チャンイー・スチールの子会社）

３５％，CHUNG MAO TRADING（SAMOA）CORPORATION（台 湾：

チャイナ・スチール・グローバル・トレーディングの子会社）１５％である。

１６）ベトナム計画投資省外国投資庁は，政府機関としてベトナムへの直接投資に関連
した業務を実施している。
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開設当初の従業員数は２００人，生産能力は鋼材・鋼帯合計年産量は約１０万

トンであり，２００６年３月から生産を開始した。さらに，天津市・長春市地

域における需要に対応するため，天津市において，「M社金属制品（佛山）

有限公司」１００％出資の子会社，「M金属制品（天津）有限公司」を設立し，

M社の製造販売を拡大した。また，中国内陸部の日系自動車企業に製品を提

供するため，湖北省武漢市に「M金属制品（佛山）有限公司」の武漢工場を

設置した。

また，アメリカでの海外事業の進展と呼応して，２０１２年にはメキシコに

子会社，工場を設立した（開設当初の従業員７４人）。株主は伊藤忠丸紅鉄鋼

グループ，豊田通商，MKKUSAである。年間１１００MTの製品を生産

し，２０１９年の売上高は２．４億ドルを達成，営業利益は０．４億ドルであった。

さらに，２０１５年には豊田通商株式会社と共同で，フィリピンに子会社を設

立し，自動車メーカーへの部品供給を拡大させている。

一連の海外市場への進出にあたって，豊田通商株式会社，伊藤忠丸紅鉄鋼

グループ，メタルワン１７），三菱UFJ銀行，三井住友銀行などの海外展開して

いる会社との合弁事業が多い。これまでの海外進出では，自動車用部品，バ

イク部品，建築材料などの製造・販売を行う海外現地法人を設立し，この事

業を中心に拡大している。とくに，東南アジア新興国の重点国のひとつであ

るベトナムにおいては，ベトナム国内の市場を狙うだけではなく，米中貿易

摩擦の中で新しい輸出向けの生産地として，今後更に成長が見込まれている

関連分野自動車，バイク，建築材料での事業拡大を進めてきた。

現在，海外での生産，販売は，M社全体売上額，利潤のおよそ４０％を占

めている（第３表参照）。この表に示したように，２０１０年と２０２１年を比較

すると，M社売上，利潤における国内海外比率には大きな変化があったこと

がわかる。つまり，２０２１年のM社の国内市場の売上，利潤比率は，２０１０年

の７９．２％，９３．６％から６０．０％，６０．０％に大幅に低下した。この一方

１７）２００３年に三菱商事と日商岩井（現・双日）の鉄鋼製品事業部門の統合によって
誕生した鉄鋼商社。鉄鋼商社業界首位である。
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で，２０２１年の海外市場の売上，利潤比率は２０１０年の２０．８％，６．１％から

４０．０％，４０．０％に増加し，海外市場への依存を高めていることがわかる。

こうして拡大してきたM社の海外市場においては，とくに北米市場，アジ

ア市場が重要である。北米市場の売上，利潤の比率は２０１０年の

８．８％，３．５％から２２％，３１％に大幅に増加しており，M社の海外市場にお

いて最も重要な位置にある。一方で，新興市場としてのアジアの市場も大き

く成長して，その中ではベトナム市場が主な市場となっている１８）。つまり，

ベトナム市場の売上，利潤の比率は，２０１０年の８．０％，２．４％から，２０２１年

の１０．０％，７．２％に増加し，M社関係者へのヒアリングからは，経済成長，

国民収入の増加に伴って，M社にとってベトナム市場の位置はさらに拡大す

るものと考えられる。

３．２．M社のベトナム事業展開

前述したように，M社は，自動車及びバイク生産，建築材料における新規

市場開拓の重点国のひとつであるベトナムにおいて，今後更に成長が見込ま

れている自動車，二輪車，建築材料分野での事業化を目指し，子会社を展開

１８）M社の中国事業は，合弁比率の関係でM社の連結決算には含まれていない。

全 体 ２０１０年 ２０２１年
売上 利潤 売上 利潤

全 体 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
国内市場 ７９．２ ９３．９ ６０．０ ６０．０
海外市場 ２０．８ ６．１ ４０．０ ４０．０
海外市場の仕訳

北米合計（米国，メキシコ） ８．８ ３．５ ２２．０ ３１．０
アジア合計 １２．０ ２．４ １８．０ ９．０
内，ベトナム ８．０ ２．４ １０．０ ７．２

第３表 M社の売上，利潤に占める国内海外比率
（％）

出所：２０２２年５月のM社関係者を対象にしたヒアリング調査結果から筆者整理，作成。
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してきた。進出先としてベトナムを選択した主な理由として、次の２つが考

えられる。

第１は、ベトナム経済のプラス成長維持である。ベトナムはGDPの平均

年間成長率が１９９６年以降は平均７％以上の成長を遂げ，今回の新型コロナ

ウイルス感染症の深刻な影響にもかかわらず，依然として３％の成長率を達

成している。第４表のように，ベトナムの一人当たりの名目GDPは１９９０年

の１２１ドルから２０２１年の３７２４ドルになるなど，経済発展が著しく，消費も

旺盛である。

第２には、この１０年のベトナム鉄鋼業の驚異的成長が挙げられる。ベト

ナムでは，経済の高度発展に伴って，インフラ整備や住宅，商業施設などの

建築業が現在急速に発展しており，鉄鋼，パイプ，建築材料などの需要も大

幅に増加している。そして，人口の増加，収入増大に伴って，自動車やバイ

クの需要も大幅に増加している。こうしたことから，前述のようにベトナム

の鉄鋼生産は，この１０年で驚異的な成長を遂げているのである。

こうしたベトナムの経済情勢の中で，M社は自社の戦略として，将来的に

東南アジアにおける大きな市場に成長できると予測し，さらに地理的に東南

アジアの中心部に位置していることから，東南アジア各国への輸出に有利な

年 一人当たりの名目
GDP（USドル）

１９９０ １２１
１９９５ ３５８
２０００ ４９８
２００５ ８７３
２０１０ １，６２８
２０１５ ２，５８１
２０２０ ３，５２０
２０２１ ３，７２４

第４表 ベトナムの一人当たりの名目GDPの推移

資料：SNAに基づいたデータより筆者作成。
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条件を重視し，ベトナムへの進出を計画した。また，中国市場などで，前述

のように自動車部品事業が多くの課題に直面する中，新たな事業部門の構築

が大きな課題となっていることへの対応ともいえる。

M社のベトナムにおける事業展開としては，大別して２事業が展開されて

いる。つまり，①ホーチミン市の現地法人A社による建材等の建築関連製品

事業であり，いま一つは②ハノイ市の現地法人B社による自動車，二輪車関

係部品供給事業である。

前述したように，ベトナムでの売上，利益はM社全体のそれぞれ

１０％，７．２％を占めている。また，M社の２０２２年３月度決算資料による

と，２０２１年１２月末時点でA・B両社の従業員は６２７人である。２０２１年の年

間生産量２６４０００MT，売上高約２．９９億ドル，営業利益は０．１４億ドルで

あった。主な生産商品の金額構成は，第２図に示したように，建築用コイル

８０％，建築用パイプ１５％，自動車用パイプ５％と，A社の建材関係が大部

分を占めている。

事業の展開状況としては，まず，１９９６年にホーチミン市に，鉄鋼パイプ

第２図 ベトナムにおける生産商品金額構成

出所：M社２０２２年３月度決算資料から筆者作成。
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や建築材料の生産，販売および海外輸出事業を目的に，M社にとってベトナ

ム初の外資１００％子会社であるA社を設立した。その後，２００８年にハノイ

市にすでに進出していた日系完成車メーカー，二輪車メーカーの工場拡張に

対応して，部品供給を目的とした現地・連結子会社B社を設立した。株主構

成はM社のほかに，豊田通商，JFEスチール，台湾C社である。

A・B社の主力製品は，溶融亜鉛・５５％アルミ亜鉛合金メッキ鋼帯，カ

ラー鋼帯，鋼管，他に土木・構造用建材，一部の家具，自動車，バイク部品

用部品など幅広く生産されている。

A・B社の主力事業としては，前述したように，A社は，ベトナム戦争後，

ベトナム南部の地域は経済が比較的発展し，当時鉄鋼業関連他社もベトナム

南部に集中したことから，南部を代表する都市であるホーチミン市に，１９９６

年という比較的早期に先行して投資した。主力製品は建材用コイル，パイプ

である（第５表参照）。

その後，ベトナム政府の北部地域を重視した経済政策により外資企業の誘

致が活発化し，トヨタ，本田，ヤマハなどの自動車，二輪車，OA／IT器械

などの企業が次々にハノイ市近郊に投資したことから，こうした自動車，二

輪製造に関連する製品を製造するB社を，ハノイ市近郊に開設したのである。

この主力製品の中で，建築用コイル，建築用パイプの生産，販売はホーチ

ミン市のA社がほとんどを担っている（第５表参照）。この原材料は，２０１０

年当時はほぼ１００％が輸入であったが，２０２１年には５０％の現地調達が可能

となった。これは２０１７年に台湾資本によるベトナム最初の高炉メーカーが

製品
ベトナム工場 ２０１０年 ２０２１年
Ａ社 Ｂ社 現地 輸入 現地 輸入

建築用コイル，パイプ １００．０ ０ ０ １００．０ ５０．０ ５０．０
二輪車用パイプ ０ ９０．０ ０ １００．０ ０ １００．０
四輪車用パイプ ０ １０．０ ０ １００．０ ０ １００．０

第５表 M社ベトナム工場生産商品，現地・輸入原材料の比率 （％）

資料：M社２０２２年３月度決算資料から筆者作成。
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立ち上がり，その後，２０１９年にベトナム現地企業の高炉も立ち上がったため，

徐々に現地での原材料調達が可能となったことによる。このように現地調達

が進展しているとはいえ，現地調達原料には品質，納期遵守面での懸念もあ

り，今後さらに現地調達比率が高まるか否かについては不明であるという。

販売先としては，約６０％をベトナム国内向けに，現地の問屋を通じて販

売している。さらに約４０％は国外に，アメリカ，東南アジアのインドネシ

ア・タイ等に輸出している。

M社の戦略としては，アジアにおいて中国子会社，インド子会社について

は建築材料を生産していないために，輸出向け建材生産の主力は，今後もベ

トナム社となり，さらにベトナム国内，輸出ともに拡大に注力していく予定

である。

つぎに，A社の主力製品である建材製品についてみていこう。

日本のM社はベトナム工場に日本の生産体制を応用して，日本の生産設備

のベトナムへの導入，日本技術者の現地派遣を積極的に推進してきた。とく

に生産開始当初は，主要原材料をすべて日本から輸入し，日本と同等レベル

の高品質製品の製造，販売を可能とし，これによってベトナム市場でのシェ

アの拡大と東南アジア各国への輸出拡大を可能にしてきた。とくに，A社の

生産体制を高度化するために，以下の点に注力した。つまり，①専門的に訓

練されたチームによる製品の製造プロセスの監督と管理１９），②高い品質の日

本鋼を用いた製品の供給２０），③１６インチサイズの鋼管の供給２１），④最新技術

の導入による製品の高付加価値化２２），である。

１９）日本の熟練指導者から構成される派遣チームによって生産過程は厳密に管理さ
れ，とくに現地従業員のトレーニングとスキルの向上に重点がおかれている。

２０）A社は，前述の派遣チームによる管理と，日本からの原材料の供給により，日本
と同等の品質のコイルとチューブ製品をベトナムで製造・供給することを可能と
している。ベトナムで初めてJIS（日本工業規格）認定のコイル・溶接鋼管製品
の生産を可能とした。

２１）日本のM社から最新の生産ラインを輸入し，技術移転を行うことで，これまでベ
トナムでは生産できなかった日本と同等の水準の１６インチサイズの鋼管を生産
することが可能となった。

２２）たとえば，Primetals Technologies社製の最新式のミルの導入は，圧延荷重を低
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また，二輪車，四輪車用のパイプは，すべてハノイ市のB社で生産してい

る。中国の事例と同様に，品質確保のために原材料はすべて日本からの輸入

に依存している。製品の販売先としては，すべてベトナムに進出しているヤ

マハ，本田，トヨタなどの日系大手自動車完成車メーカー，二輪車メーカー

に供給している。

３．３．M社が直面する課題

現在，M社は，現地のA・B社を生産拠点として，A社において建築材料

のベトナム国内および輸出を生産販売の中心としながら，B社で本田，鈴

木，トヨタ自動車などの日系二輪車，四輪車の完成車メーカーを中心に，鉄

鋼の二輪車用パイプ，自動車ボディー，シート，エンジンまわりのパイプな

どの製品を提供している。

前述したように，A社は現地生産された原料を利用することによってコス

ト削減を可能にし，生産は大きく拡大し，ベトナム国内，輸出先での建材需

要の拡大に伴って販売状況も好調である。

また，B社は，日系二輪車，自動車企業に向けて，日本産原料を利用して

おり，日本と同水準の設備，技術を活用し，高品質で，多様な製品を安定的

に供給し，一定の評価を受けている。

しかし，このB社のビジネスモデルは，近年，中国子会社と同様に，徐々

に厳しさを増している。それは，①現地での現地企業の参入等により競争相

手が増加し，競争が徐々に激しくなっていること，②日系二輪車，四輪車の

完成車メーカーの製品価格の値下げ要求が徐々に厳しくなっていること，③

近年の鉄鋼価格の価格上昇が顕著で原材料価格の高騰が無視できない状況に

あること，④新型コロナウイルスによるロックダウンによって生産に影響が

発生していること，等の四つの問題が鮮明になり，収益が悪化しているため

である。これはまさに，M社が中国事業で直面している課題とほぼ一致して

減し，より薄い建築材料（屋根材）の供給を可能とし，高品質，耐久性，低コス
トの面で高い評価を受けている。
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おり，ベトナムにおいてもこうした問題が顕在化しつつあるのである。

この４つの問題をもう少し詳しく見てみよう。まず，①の問題は，現地企

業が急速に成長していることに加えて，日本企業以外にアメリカ企業，中国

企業などが進出していることにより，競争が激しくなっていることによるも

のである。前述のように，２０１７年に台湾資本によるベトナム最初の高炉

メーカーが立ち上がり，その後，２０１９年に地元企業の高炉も立ち上がった

ため，ベトナム国内の鉄鋼生産量が急速に拡大し，競争が激化している。さ

らにこの問題を難しいものにしているのは，近年の大きな問題である，③の

鉄鋼価格の高騰である。日本経済新聞によれば２３），鉄鋼価格は２０２１年に入

り，１か月程度で１３％上昇し，およそ１２年ぶりの高値を付けたという。B

社の主力部品の主原料となる日本産鉄鋼の価格上昇により，M社のコスト削

減は達成困難な課題となっている。

また，前述したように，A社が現地産材料の調達を進めているのに対し

て，B社の原料は，品質・納期確保のため，全量を日本から輸入したもので

あり，当然生産コストもベトナム原料を使用している他のベトナム国内企業

より高くなる。これに加えて，ベトナム経済の発展に伴って現地企業の技術

力が高まっているため，日本産との品質格差も縮小しているのが実態であ

る。このように，閻冰・大島一二（２０２２）で述べた，中国市場におけるM社

子会社のビジネスモデルの課題と同様の課題が顕在化しているのである。

いうまでもなく，M社もこうした事態を予想して，ベトナム市場調査に基

づいて新たなビジネスモデルの構築に取り組んできた。その重要な計画の一

つがA社の建材生産事業の展開によるベトナム内外での新規市場開拓であ

る。当然，建材業界においても参入企業が増加すればコスト競争の激化が予

想されるが，１億人の人口を有し，平均年齢も若いことから，ベトナムの経

２３）「鋼材価格，異例の高騰 熱延鋼板，流通市場で１２年ぶり水準」『日本経済新聞』
２０２１年２月６日では，「自動車や家電に使う薄鋼板（薄板）など鋼材の一般流通
市場で，異例の高値が続いている。東京地区の熱延鋼板の流通価格は現在１トン
８万８千円前後と前月末比で６％上昇。今年だけで１万円（１３％）上がり，およ
そ１２年ぶりの高値を付けた。」という。
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済発展がある程度の高い成長率を維持すれば，今後も鉄鋼・建材需要は増加

することが予想できる。また，A社の事業は輸出先国の需要拡大に対応でき

る点が重要であり，実際に輸出実績も拡大している。すでに述べてきたよう

に，ベトナムでのA社の建材事業を主力とするベトナム事業は，前掲第３表

のように，すでにM社総利潤の７．２％を占めており，重要な成長ファクター

となりうる事業といえる。B社の事業を安定的に維持しつつ，A社事業を今

後どのように発展させていくかが今後の大きな注目点であろう。

４．まとめにかえて
本稿では，日本国内市場の停滞，新興国経済の発展を背景に，日本企業の

海外進出戦略について，日系メーカーM社を事例として，とくにベトナムで

の事業の展開状況，直面する課題について述べてきた。

前述したように，ベトナム経済の大きな発展のなかで，M社は事業内容の

まったく異なるA・B両社を設立し，事業拡大をとげてきた。A社はベトナ

ム国内と輸出先国で需要が拡大している建材事業であり，B社は中国子会社

同様の，自動車・二輪車部品の供給事業である。このなかで，A社の事業は

比較的順調に発展しているが，B社事業は，安定した供給先を維持し一定の

成績を収めているものの，まさに中国子会社と同様の課題に直面しつつあ

り，今後，ベトナム経済の発展とともに，しだいに厳しい状況となる可能性

が高いことが予想される。しかし，B社は，人件費と原材料の高騰，日本か

らの原料輸入によるコスト高などにより製品価格を抑制することは難しく，

今後問題の深刻化も危惧される。

こうしたことから，今後M社は，ベトナムにおいて比較的安定的な供給先

を確保しているB社の現有事業を維持発展させつつ，A社事業の拡大および

海外への輸出拡大を進めるという戦略をとるものと考えられる。

残された研究課題としては，このベトナム市場におけるM社の動向を引き

続き注視するとともに，メキシコ，インドネシア等他国での事業展開につい

ても明らかにしていきたいと考える。
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Challenges and Responses Faced by Japanese Auto
Parts Suppliers Expanding into Vietnam

Focusing on the Case of Company M

YAN Bing
OSHIMA Kazutsugu

As is well known, the post-war development of the Japanese economy
has led to significant growth, especially in the automobile industry.
However, the limited automobile Market in Japan became saturated at a
very early stage, and the rapid appreciation of the yen, which was
triggered by the Plaza Accord in 1985, caused Japan’s major industries,
especially the automobile industry, to expand their overseas investments.
Looking at the overseas expansion of Japanese companies (as a whole)
and the automobile industry, the overseas production ratio of Japanese
companies as a whole has been on an upward trend from 26.0% in 2002 to
33.9% in 2019, while the overseas production ratio of the automobile
industry has expanded significantly from 42.7% in 2002 to 66.5% in 2019.
The ratio of overseas production in the automobile industry has expanded
significantly from 42.7% in 2002 to 66.5% in 2019. In other words, for the
Japanese automobile industry, overseas markets already account for two-
thirds of the total, which indicates that overseas expansion is that much
more important for this industry.
In this context, this paper studies the overseas expansion of a Japanese
auto parts manufacturer, especially Company M (headquartered in Osaka
City), which is actively engaged in China and Vietnam, as a case study, and
examines the challenges faced by Japanese auto parts manufacturers such
as Company M and their responses.
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１．本稿の課題
近年，日本農業をとりまく情勢は厳しさを増している。とくに，後継者不

足，農業就業人口の減少は深刻な農業の担い手不足問題をもたらしている。

また，農産物価格の低迷，狭小な経営耕地による非効率的な経営構造により

多くの農家の経営は苦しく，離農，耕作放棄現象も深刻である。さらに輸入

農産物の増大や新型コロナウイルスの感染拡大もこうした状況に拍車をかけ

ている。こうした厳しい状況のなかで，農家が生産した農作物の付加価値を

高めることが可能となれば，生産者の所得を向上させ，農業経営の改善，さ

らには地域経済振興に貢献することができると考えられる。

このような農業・農村の現状に対して，１９９０年代から，農村における「６

次産業化」が，多面的な地域活性化を促す農村地域産業の創出方法として期

待されてきた。この「６次産業」とは，１９９４年に今村奈良臣氏１）が，「農業，

農村分野に取り入れ農業，農村の活性化を推進すべきである」という理念の

もとに，「６次産業」という概念を提唱したことによって一般に普及した。

つまり，「６次産業化」とは，農業の生産，加工，流通を一体化することで，

「６次産業化」による地域ブランド形成と
農業振興における役割

松本ハイランド農協管内のワイナリーに着目して

１）今村奈良臣（２０１６）「JA-IT 研究会第４４回公開研究会」（２０１６年１０月２２日）で
の発言による。

キーワード：６次産業化，地域ブランド，松本ハイランド農協管内，ワイナリー

趙 文
大 島 一 二
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農家経営と地域産業の活性化を図り，雇用機会の創出や農産物のさらなる付

加価値を高めることを目的とする産業一体化の構想である。

こののち，長谷山俊郎（１９９８）は，マーケティング戦略からの発想をもと

に，「農村マーケット化」を農村の場と物と心を組み込んで，都市部の消費

者を対象に，地場産品を提供する事業であると定義し，多面的な地域活性化

を促す農村地域産業の創出方法として指摘した。さらに，斎藤修（１９９９）

は，地域内発型アグリビジネスについて，地域内で原料生産から加工・販売

サービス提供に至る価値連鎖を形成することの重要性を指摘している。

このように，先行研究では，「６次産業化」は，農家経済・農村経済の振

興という局面において，とくに「雇用機会の創出や農産物のさらなる付加価

値を高める」点に大きな役割を果たすものと考えられてきたが，本稿の関心

はそこにとどまらず，さらに拡大して，第１次産業である農業生産振興にお

ける役割が存在するのではないかと考えている。それは，本稿の研究対象事

例であるA社の地域農業生産の発展における役割が顕著であるためである。

この点については，後に詳述するが，その意味で，「６次産業化」の役割は，

従来まで考えられた範疇を超え，さらに大きな広がりを有していると考えら

れる。

こうした点を踏まえて，筆者は２０２２年８月上旬に，長野県の松本ハイラ

ンド農協管内における「６次産業化」の事例を対象としたヒアリング調査を

実施した。この調査では，とくにワイナリーを中心とした取り組みに注目

し，ワイナリーを基本とした現地の「６次産業化」の展開過程，具体的な取

り組み，農業生産および地域ブランド形成における役割，直面する課題を明

らかにすることを目的とした。ここで，松本ハイランド農協管内におけるワ

イナリーに注目した理由は，以下の要因による。

① 松本地域は，豊富な日照量と昼夜の温度差などの恵まれた自然条件の中

で農産物が豊富であり，とくに松本ハイランド農協管内の南部地域（松

本市今井地区，塩尻市周辺等）では，明治初期からブドウの栽培が開始

され，全国有数のブドウ産地として発展していることから，ブドウが地
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域の代表的農産物であるため。

② ワイン製造に注目した要因としては，いうまでもなく，ワイン製造が，

第１次産業（ブドウ生産），第２次産業（ワイン醸造等の農産加工），第

３次産業（ワイナリーでの観光産業と小売り業）を包括した「６次産業

化」の一つの典型例であり，農村に高付加価値をもたらすことが可能な

産業分野と考えたため。

具体的には，松本地域における２社のワイナリーを研究対象とした。第１

事例は，ブドウの栽培から醸造まで，第１次産業から第２次産業までを中心

に，ブドウ生産から加工までを一貫して事業展開するワイナリーA社であ

り，また第２事例のB社は，ワイン醸造，ワイナリーの見学・試飲，直売

所，レストラン事業を実施するなど，第２次産業，第３次産業分野を中心に

事業展開する観光・直売所型ワイナリーである。

以下，２つの事例を通じて，ワイナリーを中心とした６次産業化による地

域農業，農業関連企業への貢献を明らかにし，さらに地域への経済波及効果

と直面する課題を考察する。

２．長野県松本ハイランド農協管内の概況と「６次産業化」の実態
２．１．調査地域の概況

今回の調査対象地域である松本ハイランド農協管内は，長野県のほぼ中央

に位置し，北アルプスのふもとの準高冷地で，東は美ヶ原高原，高ボッチ高

原に囲まれた自然豊かな松本盆地に位置している。

１９９２年に松本平農協，波田町農協，山形村農協の３農協が合併すること

で松本ハイランド農協が発足した。その後，いくつかの周辺農協との合併に

より，松本ハイランド農協は，２０２１年４月１日現在では，長野県松本市，

旧安曇村，旧奈川村，旧梓川村，山形村，安曇野市明科，生坂村，麻績村，

筑北村，朝日村，塩尻市を管内とし，松本平を中心に周辺市町村まで広域化

している。このように比較的順調に単位農協の合併が進展し，現在は長野県
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下有数のJA規模となっている２）。

管内の耕地については，河川が集中していることから，農業用水が豊富で

ある。気候からみれば，豊富な日照量があり，昼夜の温度差も大きいものと

なっているため，果樹，野菜の生育に適している。こうした自然条件に恵ま

れて，松本ハイランド農協管内は，農林畜産物が豊富である。レタス，アス

パラガス，キャベツ，ネギ，セロリ等の野菜，リンゴ，ブドウ，モモなどの

果樹も種類が多い。さらに，和牛，豚などの畜産品と米や花卉の生産地でも

ある。２０１９年の松本市の農産物産出額からみれば，果実の産出額は全農産

物産出額の３分の１を占めている。

また，松本ハイランド農協管内の中心地域である長野県松本市は，本州及

び長野県のほぼ中央に位置し，市域は東西約５２㎞，南北約４１㎞，面積

９７８．４７㎢で，長野県内の自治体でもっとも広い市域である。

農林センサス資料によれば，松本市の総農家数は２０１０年から２０２０年まで

の１０年間で７，９８４戸から６，１８５戸に１，７９９戸（２２．５％）の減少となり，農

業経営体数も２０１０年から１０年間で１，４６７経営体（３１．７％）の減少となって

いる。また，今後も高齢化と少子化による後継者不足等の要因により，基幹

的農業従業者の減少も懸念され，農家数のさらなる減少も予想されている。

さらに，周囲に比較的広い中山間地域を有していることから，今後予想され

る人口減少により農山村のコミュニティー機能の維持が困難になる可能性も

高いなど，「松本地域」（松本市とその周辺市町村）３）の農業・農村をとりまく

環境は厳しい状況にある。

２．２．松本地域における農業担い手の減少と農地対策

このように担い手確保問題が深刻化するにしたがって，耕作条件が悪い松

本地域の中山間地域等を中心に，不作付地や耕作放棄地の増加も大きな課題

２）こうした松本ハイランド農協の周辺農協との積極的な農協合併により，現在はそ
の範囲は松本市のみならず，塩尻市等の周辺市町村も管内としている。

３）注２で述べたような事情から，本稿では，松本市と周辺市町村を「松本地域」と
呼称する。
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となっている。こうした事態に対応して，近年，松本地域では，「第２期松

本市農林業振興計画 ─豊かなみどりと大地が創る農林業の恵み─」（２０２２

年４月）を策定し，「多様な担い手の確保と組織・人材の育成」，「農畜産物

の生産振興」，「農地利用の最適化と農地の保全」などの対策が実施されてい

る４）。

このなかで，とくに重要視されているのが，農業後継者問題対策，荒廃地

の増加問題対策，農地流動化の促進対策などに関する対策であり，農地の遊

休荒廃化の防止と新たな担い手の確保を一体化させ，農地の有効利用を促進

していく必要があるとされている５）。

この具体的な対策として，地域内の農業生産に必要な農地を確保するた

め，各地域における積極的な話合いを通じた，担い手への農地の集積・集約

化等によって，荒廃農地の発生を未然に防ぐこと等が重要であるとされてい

る。こうした動向の中で，松本地域では，大規模農家，さらには株式会社，

農業法人等への農地の集積を推進し，農業生産の維持，農作業の省力化，農

作物の生産性の向上などを進める対策が実施され，すでに一定数の大規模農

家，株式会社等が農地集積を進めているが，いまだ耕作放棄地の解消がすべ

ての地域で実現したわけではなく，さらなる集積主体の増加と集積面積の増

加が必要とされている。

２．３．松本地域における「６次産業化」の進展

こうした状況の一方で，松本地域では，生産される農畜産物の付加価値を

高め，農家・農業経営体の所得向上を図るため，「６次産業化」に取り組む

農家や企業への支援も強化され，徐々にではあるが事例も増加している。

２０２０年度には，人材育成，商品開発，販路開拓の補助金のほか，成功事例

セミナー，農家と企業や消費者など異なる立場の人たちとの異業種交流会な

４）松本市「第２期松本市農林業振興計画 ─豊かなみどりと大地が創る農林業の恵
み─」（２０２２年４月）。

５）松本市「第２期松本市農林業振興計画 ─豊かなみどりと大地が創る農林業の恵
み─」（２０２２年４月）。
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どが開催された６）。また，松本ものづくり支援センターとの連携により，農

家と食品メーカーなどの橋渡しを行い，農商工連携によって「６次産業化」

を推進する動向も広がっている。

農林水産省が発表した，「６次産業化地産地消に基づく統合化事業計画」７）

（２０１０年７月２９日）によると，長野県においては全体で１００件の認定件数

があり，総合化事業計画の認定数の多い都道府県としては第４位であった。

また，関東農政局管内の「６次産業化」農業の年間総販売金額は都道府県別

にみると，長野県は７０２億円と全国７位となっている。このように，長野県

は「６次産業化」が比較的進展した地域といえるだろう。

実際の取り組みとして，松本市においては，農業者商工会や観光協会など

の第２次・第３次産業関連の団体に加え，県農業改良普及センター，JA研

究機関などで構成される連絡会議が成立し，これに加工業者，小売業者，観

光業者などの各事業者との情報共有を促進することにより，他産業との連携

に係る障壁を取り除き，「６次産業化」を目指す地域の農業者や事業者を支

援する体制が構築されつつある。

このように長野県内では，農業生産関連事業として，農産加工企業・組織，

農産物直売所，農家民宿，観光農業園，農家レストランなどを中心に，農業・

農村の「６次産業化」を発展させる取り組みが広がってきた。とくに松本市

南部と塩尻市は，前述したように，豊富な日照量と昼夜の温度差などの恵ま

れた自然条件の中で果樹・野菜等の農産物が豊富である。とくに明治初期か

らブドウの栽培が開始され，全国有数のブドウ産地として発展している。

３．調査事例にみる「６次産業化」の展開
３．１．第１次産業と第２次産業の結合（A社の事例）

今回の調査の対象となったワイン会社A社は，長野県のほぼ中央，北アル

６）松本市「第２期松本市農林業振興計画 ─豊かなみどりと大地が創る農林業の恵
み─」（２０２２年４月）。

７）https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/6 jika/horitsu.html。
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プスを望む塩尻市桔梗原に立地している。JR塩尻駅より１．８km，長野自動

車道塩尻インターから自動車で５分余，信州松本空港からも自動車で１５分

程度と，交通条件には恵まれている。

A社はブドウ栽培，ワイン醸造業・販売業を一体として展開しているワイ

ナリーである。特に農業部門（ブドウ栽培）に熱心に取り組み，農業の担い

手の減少対策，荒廃農地対策として地域関係者から注目を受けている企業で

ある。

A社の沿革は以下の通りである８）。A社は創業当時から，ナイアガラ，コ

ンコードといった地元の特産ブドウを用いての純国産ワイン製造という独自

の経営方針を確立し，戦時中にも軍用ワインとして広く取り扱われるなど，

時代とともに成長を続けた。その後，１９９０年産ワインのスロベニア国際ワ

インコンクールでの銀賞受賞を皮切りに，２００１年には１９９７年産ワインが同

コンクールで金賞を受賞するなど，A社ワインの質の高さを国内外に証明し

てきた。そして，２００２年長野県による「長野県原産地呼称管理制度」が実

施され，賛同する形で積極的に認定取得に取り組んでいる。また，A社は酸

化防止剤などを添加しない「無添加ワイン」の醸造にいち早く取り組んでい

る。

ブドウの栽培面では，２００１年に農業生産法人格を取得し，農地の取得，

借入が可能になったことから，これを契機に本格的に自社の１部門としてブ

ドウ栽培に取り組んでいる。A社ではワイン用ブドウの生産のほか，ワイナ

リー試飲スペースを設置し，工場見学，ブドウ狩りなども随時実施してい

る。

８）１９２７年に葡萄酒釀造を開始。１９３３年A社創業。米国系（コンコード，ナイアガ
ラ種等）を原料にして，市販生葡萄酒及び甘味果実酒原料用葡萄酒の製造を始め
る。１９３９年～１９４５年軍需用酒石酸採取のため葡萄酒釀造を行う。１９６２年欧州系
ワイン用ブドウ栽培始める。１９７２年ブドウ果汁及び無添加ワインの製造を始め
る。１９８４年「株式会社井筒ワイン」成立。１９９６年第４２回スロベニア世界ワイン
コンクールにて１９９０年産メルロー種が銀賞受賞。２００１年農業生産法人となり，
農地の取得，借入が可能になる。２００１年第４７回スロベニア世界ワインコンクー
ルにて１９９７年産メルロー種が金賞受賞。２０１４年自社栽培ブドウ畑１１ha，契約
栽培ブドウ畑４４ha，收穫量８００トン，ワインの年間製造量は９０トンであった。
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以上のように，A社はブドウを素材にした「６次産業化」に積極的に取り

組み発展していることがわかる。

現地調査の際のヒアリング結果からは，A社は現在３５名の正社員が在籍

するが，この内訳としては，ブドウ栽培担当職員が８名，ワイン醸造と販売

担当職員が２７名である。ブドウ栽培担当職員は，ワイン醸造が本格的に始

まる時期以外は，ほぼ毎日ブドウ圃場で栽培業務に従事する。ブドウ栽培担

当職員が圃場において栽培業務に従事することによって，その年の圃場毎の

作柄，特徴の確認が可能となり，栽培するブドウの機能的な特徴に基づいて

ワインの醸造法も適宜変更している。こうして，自社圃場でのブドウ栽培か

らワイン醸造まで一貫した過程の管理が可能となるため，良質なワインの醸

造が可能となるのである。

また，現在は，良質のブドウを栽培するための圃場の土壌改良，機械化の

推進，剪定から草刈り等の作業の省力化にも注力している。また，社員の雇

用に際して，農学系大学の卒業生を優先し，積極的に新技術の導入と定着に

も力を入れている。一般に食品製造企業が原料農産物の栽培過程に進出する

ことは大きなリスクであるが，「６次産業化」の成功のために，システム構

築と人材育成に注力しているのである。

３．１．１．A社のワイン用ブドウ栽培への参入

前述したように，A社は１９２７年に葡萄酒醸造を開始した。創業から戦後

の高度経済成長期前後までは，ワイン醸造，販売を専門としてきた。この時

期にはワイン用ブドウの調達の際に，現在も契約している松本ハイランド農

協管内の多くのブドウ栽培農家と栽培契約を締結し，ワイン原料を調達して

きたのである。

しかし，高度経済成長期前後から，A社にとっての大きな課題として，こ

のワイン用ブドウの契約栽培農家の高齢化と後継者問題により，集荷が徐々

に難しくなるという事態が出現した。つまり，徐々にワイン用ブドウ栽培農

家数と栽培面積が減少し，ワイン醸造に必要な量の調達が困難となったので
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ある。これは契約農家のなかで離農，他作物への転換を進める農家が増加し

たこと，さらに高齢化等によって従前までの面積の圃場管理が困難となり，

一部を耕作放棄する圃場が出現したことなどによる。

こうした事態にたいして，A社は他地域原料（あるいは輸入原料）への依

存を高める対策はとらなかった。それは，前述したように，A社の方針とし

て，地元原料にもとづくワイン醸造にこだわったからである。その結果，次

第にA社本体がブドウ栽培に参入する方向性が自然に形成されていった。そ

して，２００１年に農業生産法人格を得たことにより，農地の取得，借入が可

能となり，本格的にブドウ栽培事業に参入することになった。

現在，契約農家のブドウ圃場面積は４４haであるが，これにたいしてA社

の直営ブドウ圃場の面積は２６haに達している。この２６haは，その大部分

が，かつての契約栽培農家の圃場を賃貸借または購入によって農地集積した

ものである。

現地でのヒアリング調査によれば，契約農家が減少傾向にある要因とし

て，前述した生産者の高齢化と後継者不足，耕作放棄地の増大等が主要な問

題としてあげられるが，他にもワイン用ブドウのコスト上昇によって，他作

物（野菜等）と比較しての収益性の悪化等の問題も影響を与えているとい

う。このように，経済発展による兼業機会の増大，農業労働力の流失，この

地域内において相対的に収益性の高い野菜生産への転換などは，A社のワイ

ン用ブドウの集荷に大きな影響を与え，かつて契約農家からの集荷に大きく

依存してきたA社は，ブドウの生産量の減少を補うため，A社自らがワイン

の原料ブドウ生産に進出を余儀なくされたということもできよう。A社への

農地管理の依頼は現在でも増加傾向にあり，現在の自社管理農園の面積２６

haはさらに増加する可能性もあるという。

こうした動向の中で，A社は省力栽培と低コスト栽培技術の導入に積極的

である。「地元のブドウ原料を加工した地元産のワインを醸造する」という

目的を堅持し，現在省力栽培を追求し，独自の栽培方法を確立している。具

体的には，剪定方法の改良，圃場の土壌改良，機械化の推進等である。近年
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では，こうした努力により，単位面積当たり投入労働時間は大幅に減少し，

省力化が達成されている。

３．１．２．A社のワインの生産と販売戦略

A社の圃場が立地する塩尻市は，標高が高く，内陸性気候で晴天が多く，

昼夜の気温差が大きい。降雪は多くないが，冬季の寒さは厳しい。砂層の上

部にローム層が形成され，河岸段丘の扇状地で，上層耕土はブドウ栽培に適

している。こうした恵まれた地域特性を生かして，様々なブドウ品種が栽培

されている。現在，第１表のように，赤ワイン用，白ワイン用の各種ワイン

ブドウを栽培している。特にメルロー種はA社を代表する品種である。

棚立て，改良スマート仕立てなどが主流の栽培方法であり，この地域に一

般的に普及している栽培方法である。近年では，こうした品種に加えて，

ヨーロッパ系等の新品種も導入され，高品質な新しいワインがこの地域でも

生産されるようになってきた。A社では品種毎畑の管理を徹底し，醸造を行

うことで各ブドウ品種の持つ特徴を活かし，また県内の名所に広がる畑の多

様性を活かしつつ全体が調和したワインを製造することを目指している。

１９８０年発売開始以来，毎年の新酒としてコンコード，マスカット・ベ

リーなどフルーティーな特長を持つ品種を中心に生産を拡大してきた。その

年の収穫直後のブドウの新鮮で香り高い味わいが多くの消費者に好評であ

赤ワイン用 白ワイン用
コンコード（米国系） ナイヤガラ（米国系）
メルロー（欧米系） シャルドネ（欧米系）
マスカット・ベリー（欧米系） ケルナー （欧州系）
ドルンフェルダー（欧米系） セミヨン （欧米系）
カベルネ・フラン（欧米系） ピノブラン（欧米系）
山ぶどう セイベル （欧米系）

第１表 A社の栽培品種

出所：A社聞き取り調査及び記帳資料を基に筆者作成。
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る。前述のように，酸化防止剤等が無添加であるがゆえに，製品の一部が期

間限定の予約醸造品となっており，A社製品の特徴ともなっている。

A社でのヒアリング結果では，ワインの年間生産量は約１４万本であり，

主要な販売先は，関東・関西が中心である。第１図に示したように，首都圏

で６０％，次いで大阪，名古屋，九州の西日本方面で２０％，残りの２０％は沖

縄から北海道までの全国各地である。県内での販売は２割程度で，県外販売

が約８割となる。

ワインは，世界的にはイタリア，スペイン，フランス，ポルトガル等が主

要産地であるが，近年ではチリ，オーストラリア，アメリカ等でも生産が拡

大している。アジア地域や日本はワインの新興国であり，世界の中ではワイ

ン製造の歴史は浅い。しかし，１９７０年に開催された万国博覧会以後，日本

の食生活は急速に欧米化が進み，日本のワインの消費量も増加基調にある。

かつては，海外産ワインの模倣品も多かったが，ワインが一般に普及するに

従って，しだいに日本のワイン会社が日本人の味覚に適した，日本ワインを

醸造する情勢に至り，長野県下でも多くの新興ワイナリーが生まれている。

とくに，A社は日本の松本地域の豊かな風土をそのまま豊かな味にするこ

第１図 A社ワインの販売先

出所：A社における聞き取り調査を基に筆者作成。
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とにこだわり，他社，他地域からの原料導入は一切行わず，地元原料のみを

使用したA社独自のワイン製造を追求している。

こうした努力が認められ，前述したように，A社の産品は国際ワインコン

クールで複数回の受賞経験を有し，国内のみならず国際的にも認知されてい

る。これまでは，販売範囲が限定されていたため，A社ワインの海外輸出量

は全売上高の１％程度とやや遅滞していた。主な輸出先はシンガポール，中

国などのアジア地域が中心であり，日本ワインを取り扱う諸外国の和食料理

店を中心に，各種レストラン等で販売されてきたが，今後は諸外国のデパー

ト，スーパーマーケット等での販売の拡大を計画している。

３．１．３．長野県原産地呼称管理制度への登録

２００２年，長野県による「長野県原産地呼称管理制度」が実施された。A

社はこれに賛同し呼応する形で積極的に認定取得に取り組み，長野県原産地

呼称管理委員会の認定ワインとなり，A社ワインの新たな特徴となった。

この長野県原産地呼称管理制度の基本理念は，より高い品質の農産物及び

農産物加工品を提供する製品情報，生産過程の情報等を消費者に伝達し，消

費者の信頼を得ながら地域農業，地域経済の振興を図るというものである。

第２図のように，この制度は原料や栽培方法，味覚による評価を行い，生産

者の生産意欲を更に醸成し，長野県産農産物のブランド化を目指している。

２０２１年には，ワインが国税庁所管の「酒類の地理的表示」により，「GI長

野」として新たに指定を受けている。

原料ブドウについては，定められたブドウ品種で基準糖度以上の長野県産

ブドウのみを原料としたものに限定する。醸造過程については，ブドウの破

砕，圧搾，発酵，熟成，濾過，瓶詰までのすべての過程が長野県内で行わ

れ，添加物も規定内の酸化防止剤以外は認めない規定となっている。

制度を運営する組織として，「長野県原産地呼称管理委員会」が導入する

品目毎に認定基準を検討し，「品目別委員会」が品目ごとに官能審査等を実

施して，認定品を決定する「品目別官能審査委員会」を設置する。品目別委
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員会によって定めた基準に適合すると認められた農産物等には，「共通表示

項目+品目別表示項目」が記載される。

例えば，ワインの場合は，生産者名（法人名），ワイン用ブドウ圃場の所

在地，受入れ年月日，ブドウ品種等が明記される。また，特別な製法を用い

た場合には，その方法が記載される。評価は，色調，香り，味，バランスの

４項目について別に定める方法で計測が実施される。前述のように，添加物

は規定内の酸化防止剤以外は認めない方針であるが，A社は酸化剤などにつ

いて添加しない「無添加ワイン」の醸造にいち早く取り組んだことから，完

全無添加で生産を行っている。

A社は「長野県原産地呼称管理制度」に，ワインを中心に積極的な取り組

みを実施していくことにより，地元ワインとして認知を高める一方で，消費

者の生活の様々な側面からワインが暮らしに浸透し，ワイン文化として根づ

いていくよう取り組んでいくほか，ワインと食，ワインと工芸などワインの

楽しみ方の幅を広げ，地産地消を推進している。具体的には，ワイン販売に

付随して，信州の特徴的な食材として，地元産のチーズ，馬肉加工品，野菜

第２図 長野県原産地呼称管理制度のメリット

出所：「長野県原産地呼称管理制度」説明資料から作成。
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等の農産加工品など，ワインと合う食材も販売している。

３．１．４．認知向上のためのプロモーション

A社は自社のワイン販売拡大のために，各種イベント，ホームページの充

実等のプロモーション活動を強化している。こうした活動によって，多角的

な発信を行い，県内と県外のPRイベントの開催を実施している。

A社のホームページは，随時，新酒情報，製品情報等が更新され，他に会

社概要，ワイナリーの案内，オンラインショップ等が掲載されている。A社

消費者からの注文，問い合わせ等についてできるだけ迅速に対応し，企業イ

メージの向上に努めている。

また，地元での消費拡大とワイン文化の浸透のために，会社独自で様々な

イベントを開催している。A社は本社に，ワインの試飲，ワイン醸造工場

（醸造タンク，ビン詰めライン，ワインセラー等を配置）の見学，自社圃場

でのブドウ狩りなどを実施できる施設を有する。こうした施設を利用して，

多くのワイン愛好家を対象としたワイン教室（ワインと料理の試食会９），講

演等）を開催している。こうした機会を利用して，消費者にとっては，生産

状況の確認が可能となり，新鮮で，安全安心な農産物への関心が高まる。ま

た，消費者と生産者の交流が図られ，食育の機会としても重要であろう。プ

ロモーション活動としては，成人向けだけではなく，不定期に子供向けのブ

ドウ飲料・ワイン教室（ブドウ踏み体験，ボトル詰め見学，オリジナルラベ

ルづくり）等のイベントも開催されている。

近年では，「６次産業化」の進展に伴って，長野県下でも前述したように，

農村レストラン，農家民宿などの観光産業の発展も著しい。この状況下で，

A社は地元のホテル，飲食業，観光産業等との意見交換を進めながら，新た

な市場のニーズを踏まえたワインの醸造を進め，販売を強化する必要がある

と考えられる。

９）A社では，試行錯誤を重ねて多様なワインを醸造してきた経験を活かし，和食と
の相性の良いワインの選定などを行っている。
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３．２．第２次産業と第３次産業の結合（B社の事例）

B社１０）は松本市山辺地域（標高６００～８５０m）にワイナリーを展開する。山

辺地域も昼夜の大きな寒暖差や長い日照時間など，ブドウの生育環境に恵ま

れており，高品質のワイン用ブドウが収穫されている。

B社の業務は，ワイン醸造，販売，直売所（「ファーマーズガーデン」）で

の農産物委託販売，飲食業である。社内にはワイナリー，レストラン，農産

物直売所が設置されている。B社のワイナリーでは，ブドウ畑見学，醸造工

場見学，ワイン試飲等が行われ，レストランでは地元産農産物を用いた料理

とワインの提供が行われている。また，ワイナリーに併設された直売所で

は，ワイン販売，ブドウをはじめとする各種果実，野菜，乳製品などが販売

されている。

３．２．１．B社のワイン生産

B社では，松本市山辺地区産のワイン用ブドウを中心に，松本産ブドウ

１００％を利用してワインを醸造している。B社の契約農家は，主にシャルド

ネ，メルロー等のワイン用ブドウを栽培している。そのほか，一部ではある

が，B社に隣接した自社試験圃場においてシャルドネ等のワイン専用品種の

試験的な栽培も行っている。B社も前述のA社と同様に，ワイン原料として

全量松本産ブドウでワイン醸造を行っており，創業以来，輸入ワイン等の他

地域の原料はまったく利用していない。

３．２．２．ワイナリー経営と新型コロナウイルス感染拡大

B社が立地する山辺地区では，契約農家が多くのワイン専用品種を栽培し

ており，B社ワイナリーでは近距離から容易にワイン用ブドウを集荷できる

ため，新鮮で高品質の原料調達が可能となる。

また，直営レストランと直売所を併設することによって，観光客の多様な

ニーズに対応することが可能となる。ワイナリーに併設された農産品直販所

１０）B社は松本ハイランド農協出資の会社である。
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では，農家が自家生産した野菜や果実を持ち込み委託販売する形式で，新鮮

な野菜・果実を求める松本市民・観光客に好評である。こうした直売所形式

は，農家にとっては収入確保と生きがいの創出などのメリットも存在する。

このように，農家支援と都市消費者・観光客等に有益な「６次産業化」の実

現は地域社会にとっても一定の意義を有するといえよう。

しかし，現地調査によれば，２０２０年からの新型コロナウイルス感染拡大

は，B社の経営に大きな影響を与えていることが明らかになった。

第２表はこの点について，B社ワイナリーの来場者数および販売額の推移

を示したものである。この表によれば，B社ワイナリーの来場客数，総販売

額とも２０１８年がピークであり，その後，２０１９年～２０２１年まで客数，販売額

とも伸び悩み傾向にある。これは，いうまでもなく新型コロナウイルスの感

染拡大による外出機会および外食機会の縮小によるものであり，B社の経営

に大きな影響を与えていると評価できる。しかし，２０２１年にはやや回復傾

向も見られることから，今後，新型コロナウイルスの影響が低下すれば，あ

る程度の回復が可能となろう。しかし，感染拡大により消費者の購買スタイ

ル自身が変化しているとの見方もあり，インターネット通販の拡大など非接

触型の販売方法の強化も必要となると考えられる。

４．まとめにかえて
本稿ではまず先行研究について整理し，次に長野県の松本ハイランド農協

管内の「６次産業化」の事例について，A社・B社のワイナリー事業を中心

２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１
来場者数（人） １６３，９０８ １５６，２８０ １５６，２３７ １５４，５１９
総販売額（千円） ３５１，１３０ ３３３，８０１ ３３４，５１５ ３４２，２３７
内，ワイン販売額
（千円）

１０４，３２６ ９９，９３１ ７８，３３７ ８９，１０７

第２表 B社ワイナリーの来場者数および販売額の推移

資料：『JA松本ハイランドの現況』２０１９～２０２２に基づいて、筆者作成。
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とした取り組みに注目して検討した。本稿では，とくに「６次産業化」の発

展過程，農業生産および地域ブランド形成における役割，具体的な取り組

み，直面する課題等を明らかにしてきた。調査結果は以下の通りである。

（１）調査地域におけるワイナリーを媒介とした「６次産業化」は，二つ

の大きな特徴があった。まずA社は，前述したように，ブドウ栽培農家や農

地の減少による集荷量の減少という事態に直面したことにより，ワイン醸造

用原料の確保という会社の存亡にも直結する必要に迫られ，会社自らが積極

的に農業生産に参入するという展開過程をとげてきた。しかし，このことは

結果的には地域内に優良な圃場を残すことに帰結し，地域農業の発展に貢献

することになったといえる。これはたんに農産物の付加価値を増大させると

いう「６次産業化」による一般的なメリットにとどまらず，「６次産業化」の

地域農業の発展への貢献という意味で大きな意義があると考えられる。

（２）また，B社は，「６次産業化」本来の，「第２次産業+第３次産業」型

の発展を遂げてきた事例であり，生産者と消費者との交流，地域ブランド形

成には一定の役割を果たしていると考えられる。しかし，調査結果から

は，２０２０年からの新型コロナウイルスの感染拡大によってB社ワイナリーの

経営は大きな影響を受けており，来場者数，総販売額等に大きな影響が確認

できた。このことは，従来型の経営方式を継続することだけでは今後経営的

に厳しい状況に置かれる可能性が高いことが明らかになったといえる。前述

したように，インターネット通販の拡大など非接触型の販売方法の強化など

の検討も必要となると考えられる。

（３）A社の事例で述べたように，地域ブランドの認知度向上のため，地

域の特徴ある農作物に産地の公的な認証が与えられることにより商品の認知

の向上と販売増大に一定の効果があると考えられる。つまり「長野県原産地

呼称管理制度」等の公的な認証制度の拡充が，「６次産業化」にも一定の経

済効果をもたらすと考えられる。

（４）「６次産業化」事業は，農作物をベースに，加工品，直売を通じて消

費者と直接結びつくことが大きな特徴となっている。第１次産業から，農業
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関連産業を通じて，生産者と消費者との交流を増大させ，結びつきを強めて

いる。こうした動向は，消費者の農業への理解を深化させ，地域農業への信

頼性を高める重要な役割を果たすと考えられる。

本稿は長野県松本ハイランド農協管内におけるワイナリーを核とした「６

次産業化」の事例に着目し，「６次産業化」発展のプロセス，現状，課題を

明らかにした。今後さらに，他地域における「６次産業化」の事例分析を行

い，研究をより深化させていきたい。
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The Role of “6th Industrialization” in Regional Brand
Formation and Agricultural Promotion

Focusing on Wineries in the Matsumoto Highlands Agricultural
Cooperative

ZHAO Wen
OSHIMA Kazutsugu

In recent years, the environment surrounding Japan’s agriculture and
forestry industry has been severely affected by a shortage of bearers, an
aging population, and the deterioration of farmland and forest land, leaving
not only those involved in agriculture and forestry but also many people
involved in “food” feeling uncertain about the future.
Under these circumstances, it is considered necessary to increase the
income of producers by adding value to agricultural products. In response
to this current state of agriculture, 6th industrialization is expected to
create rural community industries that promote multifaceted community
revitalization.
From this perspective, this paper covers the case of 6th industrialization

in Matsumoto Highland Agricultural Cooperative in Nagano Prefecture.
Focusing particularly on the winery, this report clarifies the development
process of 6th industrialization, specific efforts, and challenges faced by the
case.
The paper clarifies, in particular, the role of 6th industrialization in the

promotion of agricultural production, as well as in the formation of regional
brands.
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１．はじめに
これまで筆者らは，日本の外食企業の海外進出について，実際に海外進出

をとげた個別事例を対象として，調査研究に基づいて進出過程，直面する課

題等を検討してきた１）。こうした一連の外食産業研究の目的は，日本外食産

業の直面する課題の明確化と，それへの有力な対応としての海外進出の実態

を事例調査から明確にし，そこから得られた各外食企業の貴重な経験をもと

に，今後の日本の外食産業の展開方向と進出先国・地域における課題解決の

ための具体的な方途を明らかにすることであった。

そこで，本稿では，近年の急速な日本企業の海外進出の要因ともいえる，

「そもそも日本の外食産業は，なぜ海外進出を求めるに至ったのか」を詳し

く検討し，１９９０年以降の日本国内の外食産業をとりまく経済・社会的環境

と，外食産業のパフォーマンスについて明らかにしていく。

日本の外食産業をめぐる
経済環境の変化と海外進出

１）口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２２a）。口野直隆・浜口夏帆・大島一二
（２０２２b）。口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２２c）。口野直隆・浜口夏帆・大島
一二（２０２２d）。口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２０a）。口野直隆・大島一二
（２０２０b）。口野直隆・大島一二（２０１５a）。口野直隆・大島一二（２０１５b）などを
参照いただきたい。

キーワード：外食産業，海外進出，海外市場，経済環境

口 野 直 隆
浜 口 夏 帆
大 島 一 二
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２．日本の外食産業をとりまく経済・社会的状況
ここでは，日本の外食産業の海外展開について検討していく前提として，

現在の日本の外食産業がおかれた経済・社会的状況を明らかにする。

２．１．外食企業の店舗数の推移

日本の外食産業を考える時に，研究の対象となる店舗はどの程度の規模な

のであろうか。厚生労働省の衛生行政報告例から飲食店営業施設数を見る

と，２０２０年の全国の「飲食店営業」は１，４０６，９３８施設となっている２）。

この飲食店数の推移をまとめたのが，以下の第１図である。この図をみる

と，全国の飲食店数は２００１年の１，５４４，７２０施設をピークに緩やかな減少を

続けている。１９９７年以降について比較すれば２０２０年の店舗数が過去最低で

あることがわかる。いうまでもなく２０２０年以降は新型コロナウイルス感染

症拡大の影響が大きいことは明らかであるが，その１０年以前の２０１０年頃か

らすでに微減傾向が継続しており，２０２０年には新型コロナウイルスの感染

拡大によってさらに大きな減少を示したというのが実態となる。

つまり，飲食店の店舗数の推移は，２００１年までは増加傾向を示したが，

２）令和２年度の衛生行政報告例が令和４年１月２８日に発表されており，２０２２年１０
月１日時点では最新の数字である。

第１図 日本の飲食店の数推移（単位：店）

資料：厚生労働省（平成１２年～令和２年度）「衛生行政報告例 許可を要する食品関係営
業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数，営業の種類別」を基に著者作成。

１８６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



それ以降２０１０年までは大幅に減少し，２０１０年以降は停滞または微減となっ

ている。この２００１年から２０１０年の間の期間，とくに２００１年前後の時期が

飲食業界の大きな転換期であったことが読み取れる。

しかし，この「飲食店」数をさらに子細に検討すると，ここでいう「飲食

店」概念は，本稿で問題にしている外食産業の概念とは必ずしも一致しない

ことがわかる。つまり，２０２０年における飲食店営業施設数の内訳としては，

第２図に示したように，「一般食堂・レストラン」が７２６，６６６店，「仕出し

屋・弁当屋」が８２，４１９店，「旅館」４２，４６５店，「その他」５５５，３８８店となっ

ており，「その他」の範疇に含まれる業態として，バー，コンビニエンスス

トア，スーパーマーケットの飲食コーナーなどが含まれている。つまり一般

に外食産業と考えられる概念よりもやや広い概念であることがわかる３）。

そこで，本稿で述べる外食産業の範疇を，とりあえず以下では，この第２

図中の「一般食堂・レストラン」を想定するが，川端基夫（２０１５）４）のよう

に，外食産業の範疇を，外食と中食（仕出し屋・弁当等）を提供する企業を

含めて対象とする，広い範囲でとらえる説もある５）。

ただ，この「一般食堂・レストラン」が，我々が一般的に考える外食産業

と同等の概念と考えると，再び現実との齟齬が存在してくる。それは，厚生

３）食品衛生法による許可を要する食品関係営業施設の登録数による。営業許可制度
については，昭和２２年の法制定当時に設けられ，昭和４７年までに現在の３４業
種が定められたが，その後現在に至るまで見直されていない。その為，飲食店営
業のその他カテゴリーについては，カフェーやキャバレーなど現在では外食産業
としてはなじみの少ない業種も含まれる。なお，喫茶店営業は酒類以外を提供す
ると定義されており，喫茶店営業の許可は飲食店営業の許可と別になる。そのた
めこの統計上の飲食店の数の中に喫茶店の数は含まれていない。

４）川端基夫（２０１５）「わが国外食業の海外進出史」『商学論究』６３（２），pp１-３７，
関西学院大学商学研究会。

５）川端基夫（２０１５）では，「具体的には，通常の飲食店業態のみならず，持ち帰り
を基本とした弁当店，寿司店，総菜店，ベーカリー店，和洋菓子店，あるいは宅
配を主とするピザ店などをすべて対象とする。ただし，近年ではコンビニが中食
を提供する重要な店舗となっているが，コンビニは産業分類上は小売業に属する
ため含めない。また，外食業には集団給食業（学校・企業・病院など）や機内食
業，宿泊業，ケータリング業なども含まれるが，これらは本稿が海外進出の指標
とする店舗展開を伴わないため，それらの海外進出は対象から外すこととする。」
としている。
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労働省の統計上では飲食店店舗数には含まれていない「飲食店」業態がある

からであり，その典型例が「喫茶店」である。日本には，前述の「一般食

堂・レストラン」以外に，２０２０年時点で喫茶店営業許可を取得している喫

茶店店舗が１７４，５９８店存在するのである。

この結果，本稿で問題にしている「外食産業」には，全国の飲食店営業施

設として登録された「飲食店」１４０万店余のうち，「一般食堂・レストラン」

の７２万店余と，喫茶店の１７万店余を合わせた約９０万店舗が含まれると考

えるのが適当であろう。この約９０万店舗の趨勢が本稿の研究対象である外

食産業の趨勢となると考えられる（第３図参照）。

つぎに，「一般食堂・レストラン」・「喫茶店」を合計した店舗数を約９０万

店舗と述べたが，その規模別構成をみてみよう。周知のように，この９０万

店舗の多くは個人経営の零細店舗である。実際に厚生労働省による「平成

２０年度生活衛生関係営業経営実態調査」の統計データによると，調査対象

３９７施設の内，従業員数が１～４名であるのは実に８３％を占めている。さら

に５～９名が７．８％，１０～１９名が２．３％，２０名以上の従業員を抱えるのはわ

ずか６．３％にすぎない。経営主体としては，個人経営の割合が７９．３％，株

第２図 衛生行政報告例による飲食店の内訳（２０２０年）

資料：「令和２年度 厚生労働省 衛生行政報告例 食品衛生関係」をもとに著者作成。
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式会社が９．１％であった。この数値から，外食産業のカテゴリーの中には経

営規模の格差が著しく大きく，結果的に，その中で，全国でチェーン展開し

ている店舗数は，多くても全体の１割程度と考えられるだろう。

２．２．外食産業の市場規模の推移

さて，次に外食産業の市場規模を見てみよう。一般社団法人日本フード

サービス協会の統計データによると，日本の外食産業の市場規模は１９９７年

の２９兆円をピークに長らく右下がりに縮小し，その後やや回復して２０１９年

２６．２兆円となったが，２０２０年からは周知のように新型コロナウイルスの感

染拡大によって，２０２０年１８．２兆円，２０２１年１７．９兆円と大幅減少となった

（第４図参照）。よく指摘されるように，１９９７年をピークに外食産業の市場

規模が趨勢的に縮小しているという事実は，外食産業界の経営者が抱く最大

の危機意識の原因となっていると考えられる。

ただ，この第４図を再び子細に観察すると，広義の外食産業全体としての

第３図 狭義の外食産業店舗数の推移（単位：店）

資料：厚生労働省（平成１２年～令和２年度）「衛生行政報告例 許可を要する食品関係営
業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数，営業の種類別」を基に著者作成。
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市場規模の縮小という事実は否定できないが，内訳について詳しくみると，

先ほどの例と同様に，業態ごとに市場の増減動向は一様でないことが読み取

れる（第５図）。

つまり，第４図の統計データ中の広義の外食産業のカテゴリーの中には，

一般外食店，宿泊施設，料亭・バー，給食，機内食，喫茶・居酒屋等の異な

る業態の企業が含まれており，前述した店舗数の推移からすれば，狭義の外

食産業に含まれないカテゴリーも含まれていることになる。そこで，外食産

業の中の「飲食店+喫茶店」のみに注目すると，その市場規模は２０１１年に

回復基調に転じ，２０１５年には１９９７年の売上を抜き，そして２０１９年には過

去最高を記録している事が分かる６）。つまり，「飲食店+喫茶店」（本稿で問

題にしている外食産業）本体の市場規模は近年むしろ増加基調にあり，これ

に対して，主に広義の外食産業の市場規模を縮小させているのは居酒屋・

バー・料亭等と，その他に含まれる宿泊施設や給食等の業態であることがわ

かる。そこで，以下ではこの狭義の外食産業の市場規模の変化に注目するこ

６）前述した，２０１９年に２６兆円であった外食市場の内訳は，一般外食店１４．５兆円，
宿泊施設３兆円，料亭・バー２．８兆円，集団給食３．３兆円，国内機内食０．２兆
円，喫茶・居酒屋２．１兆円から構成されている。

第４図 日本の外食産業の市場規模（単位：億円）

資料：一般社団法人日本フードサービス協会 外食産業市場規模推計より著者作成。
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ととする。

狭義の外食産業の市場規模の推移を示すものとして，飲食店と喫茶店のみを

抜き出して再計算した売り上げの推移は以下のようになる（第６図参照）。

つまり，この第６図に示したように，「飲食店+喫茶店」の狭義の外食産

業の市場規模としては，１９９７年の時点では１４．８兆円であり，２０１５年にはほ

ぼ同レベルの１４．７兆円に回復しているのである。そして２０１９年には過去最

高の１５．６兆円とむしろ増加していることがわかる７）。その後，２０２０年から

７）飲食店と喫茶店のそれぞれの市場規模は，１９９７年飲食店１３．４兆円，喫茶店
１．４兆円，２０１５年飲食店１３．６兆円，喫茶店１．１兆円，２０１９年 飲食店１４．５兆
円，喫茶店１．１兆円である。

第５図 外食産業全体と各業態の市場規模推移（単位：億円）

資料：一般社団法人日本フードサービス協会のデータを基に著者作成。
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新型コロナウイルスの感染拡大により急減することとなったのである。

２．３．日本経済の変化と外食市場

２．２．で述べた日本の外食産業（すでに述べたように，本稿で問題にして

いる狭義の外食産業を指す。以下同様）市場規模の変化は，はたしてどのよ

うな要因によってもたらされたのか。口野直隆・浜口夏帆・大島一二

（２０２２d）８）でも言及した通り，大きな趨勢としては，国内要因としての少子

高齢化の進展や人口減少による国内市場自体の縮小と，バブル経済崩壊など

の経済変動によって，外食産業に大きな影響が与えられてきたことに注目し

なければならないことは間違いないであろう。しかし，日本経済の変化と外

食産業の店舗数，市場規模の動向をあわせてみていくと，それだけでは説明

できない状況が存在していたことがわかる。そこで，実際に日本経済の構造

的な変化と外食市場への影響について再確認したい。

８）口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２２d）「日系外食産業のアジア市場進出の現
状と課題：台湾市場への進出を中心に」『桃山学院大学経済経営論集』６３（３），
pp３７-６３，桃山学院大学総合研究所。

第６図 狭義の外食産業の市場規模の推移（単位：億円）

資料：一般社団法人日本フードサービス協会のデータを基に著者作成。

１９２ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



よく知られているように，日本の総人口がピークを迎えたのは２０１０年で

あるが，１５歳～６４歳の生産年齢人口については，それ以前に１９９５年の約

８，７００万人をピークにすでに減少傾向が続いている（第７図参照）。外食産

業の市場規模が１９９７年から減少に向かうのも，この人口動態からするとあ

る意味で当然のことであると言えるだろう。

しかし，すでにみたように，２００１年ごろまでは逆に店舗数は増え続けて

いたため，総売上の減少と店舗数の増加という現象により，当然ながら外食

産業全体としては，各個別経営の収益悪化に帰結し，厳しい状況が顕在化し

ていくこととなる。

では次に，経済的な要因と外食産業への影響について詳しくみてみよう。

国内の経済に影響を及ぼした大きな事件，トピックとしては，１９９７年の

消費税増税９），アジア通貨危機１０），２０００年のITバブル崩壊，２００８年のリーマ

９）１９９７年に消費税は３％から５％に引き上げられた。
１０）１９９７年７月にタイからアジア各国に伝播した，自国通貨の大幅な下落に伴う経

済危機である。９月末のタイバーツは６月末に比べて対ドルで２９．１％も下落し
ている。

第７図 年齢別人口の推移（単位：百万人）

資料：総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成２９
年推計）より。
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ンショック，原油価格の高騰，２０１１年の東日本大震災，２０１４年の消費税増

税１１），２０１９年の再度の消費税増税，そして２０２０年からの新型コロナウイル

スの感染拡大等が挙げられるだろう。以下には，国内の一人当たりGDPと

消費者物価指数の関係を示した（第８図）。この図によれば，一人当たり

GDPはほぼ横ばいの時期が長いにも関わらず，消費者物価指数は減少を続

け，いわゆるデフレの状態が続いていることがわかる。

総務省統計局の見解でも，日本経済の時期区分として，１９８９年から２０００

年を「デフレ前の時代」，２００１年から２０１２年を「デフレの時代」，２０１３年以

降を「デフレ脱却に向かう時代」と定義している１２）。

では，このような背景を踏まえたうえで，前述した外食産業の市場規模の

推移を，飲食店の店舗数の推移と合わせて考えてみたい。先ほどもみたよう

に，外食産業の売上としては１９９７年にすでにピークに達しているが，２００１

年まで店舗数は増加し続け，２００１年を境に減少を開始している。この２００１

年からの時期は，まさに総務省統計局が「デフレの時代」と呼んだ時期と重

１１）２０１４年に消費税が５％から８％に引き上げられ，２０１９年には８％から１０％に増
税となった。

１２）総務省統計局 統計トピックス 平成３１年４月２６日 https://www.stat.go.jp/
data/topics/topi1193.html

第８図 国内の一人当たりGDPと消費者物価指数の推移（単位：ドル）

資料：IMFの統計データに基づき著者作成。
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なる。その後２００１年～２０１２年までの「デフレの時代」に，まさに外食産業

は転換期を迎えていたと考えられる。

この２００１年～２０１２年までの時期，景気後退によって，消費者は安価な商

品・サービスを追求し，飲食店，食品企業等は廉売競争に巻き込まれていっ

た。２００２年にはマクドナルドが１個５９円のハンバーガーを発売し，牛丼

チェーンの廉売合戦などもおこり，このころからファストフードの低価格競

争が激化していった。飲食店の客単価は趨勢的に低下し，その結果，市場規

模は急速に下落することになり，対応出来ない外食チェーン，店舗は撤退を

余儀なくされていったのがこの時期だと考えられる。

こうした社会情勢によって，多くの飲食店は生き残りのために，当然さま

ざまなコスト削減を実施したと考えられる。本来はあってはならないことで

はあるが，食の安心安全を揺るがす出来事が多発したのもこの時期である。

２００２年には食品偽装や偽装表示，残留農薬問題などが発生し，食の安心，

安全が大きく取りざたされた。このように，狭義の外食産業各社は，２０００

年代前半には自社でのさまざまな取り組みを行い，外食業界全体の趨勢の中

で生き残りを図ってきたと考えられる。

つまり，以下の第９図のように，市場規模としては２００４年に下げ止まり，

その後ゆるやかな増加傾向となるが，飲食店の店舗数は２０１０年まで急激に

減少し，その後も減少が続いている。こうした情勢のなかで，国内市場だけ

では今後の成長が厳しいという見解が増加していったと考えられる。そのた

め，他外食チェーンの買収等が増加するなど１３），２０００年代後半は外食企業の

経営戦略の見直しと，食材のサプライチェーンの見直しも進展した。売上拡

大とサプライチェーンの再編を前提に，海外進出に多くの外食チェーンが取

り組み始めたのもこの時期であったと考えられる。

前掲第９図のように，外食産業の市場は２０１１年までは増減を繰り返す

１３）一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の２００７年度統計調査概要には，
「外食業界で目立った動きは，数年前から続いているM＆Aが２００７年度でもかな
り見られた。それらの中には，新天地で業績を回復した例も少なくない。」と記
載されており，同様の表記は２００８年にも見られる。
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が，２０１１年以降は比較的安定して成長軌道に乗っている（このような趨勢

であったため，なおさら２０２０年からの新型コロナウイルスの感染拡大が非

常に大きな痛手であると考えられる）。つまり，日本の外食産業の海外進出

のもっとも大きな要因は，直面する日本国内市場の縮小，業績悪化ではな

かったということができる。

それでは，この２０１１年以降の成長軌道への復帰にはどのような背景があ

るのだろうか。当時も現在も国内の人口の減少は不可避であり，実際にこの

時期に国内の需要が大きく増大したとは考えにくい。そうであれば，市場規

模を拡大させる要因の一つとして，海外からのインバウンド観光客の増加と

いうインパクトがあったことが想起できる。そこで，以下では２０１０年以降

のインバウンド観光客の増加についてみていきたい。

２．４．外食産業におけるインバウンド観光客の影響

インバウンド観光客の来日に関する制度変更に注目すると，中国人を中心

とした団体観光ビザが２００５年に解禁され，その後２０１０年に個人観光ビザも

解禁されて観光客の増加が本格化した。制度的な緩和の影響もあり，訪日外

国人観光客数は東日本大震災が発生した２０１１年にいったん落ち込みをみせ

たものの，２０１２年前後から飛躍的に増加し，２０１９年までは平均して前年比

２３％増を達成している（第１０図参照）。

第９図 狭義の外食産業の市場規模と店舗数の推移（単位：億円，店舗数）

資料：前掲第３図，第６図に基づき著者作成。
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このインバウンド観光客の急増の中で，過去最高の３千万人を超える訪日

外国人を受け入れていた２０１９年では，観光客の消費動向はどうであったの

か。

第１１図に示したように，観光庁が行う訪日外国人消費動向調査の結果で

は，２０１９年の旅行消費額は４兆８，１３５億円であり，内２１．６％の１兆３９７億

円は飲食での消費であるとされている１４）。当然そのすべてが飲食店での消費

１４）観光庁（２０２０）「訪日外国人の消費動向 ２０１９年年次報告書」より作成。

第１０図 訪日外国人の推移（単位：人）

資料：JINTO「年別 訪日外客数，出国日本人数の推移」より著者作成。

第１１図 訪日外国人旅行消費額の費目別構成比

資料：観光庁 訪日外国人の消費動向 ２０１９年年次報告より。
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であるとは考えられないが，観光客の消費特性から考えれば，大部分は外食

での消費であると考えるのが妥当であろう。前述したように，２０１９年当時

の外食産業の市場規模は約２６兆円であり，この金額に対して１兆円のイン

バウンド観光客の飲食消費額は，外食産業にとって大きな意味のある消費で

あったと考えられる。

つまり，外食産業の業態の中でも「飲食店+喫茶店」の市場規模が，２０１１

年から比較的順調に拡大してきた背景には，このインバウンド観光客による

飲食店での消費分によるものが大きいのではないかと考えられる（第１-１２

図参照）。これに対して，給食や弁当等の「その他飲食」のカテゴリーに含

まれる分野は市場規模がほぼ横ばいであり，この分野はインバウンド観光客

の消費拡大の恩恵をあまり受けることのなかった分野と考えることができよ

う。また，インバウンド観光客の消費が増加傾向を続けていた２０１０年代の

経験が，国内の外食産業にとって，海外進出を本格化させる一つのきっかけ

となった企業も少なくないと考えられよう１５）。

１５）同時に，日本の飲食店での体験を，母国での新しいビジネスチャンスと考え，和
食レストラン等の開業に至る事例も少なくないと推察できる。

第１２図 訪日観光客数と外食産業の市場規模（単位：万人，億円）

資料：前掲第５図，第１０図に基づき著者作成。
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実際に訪日外国人を対象にしたJINTOによる調査では，訪日前に期待し

ていることは「日本食を食べる事」がもっとも多く，他の「自然・景勝地観

光」や「ショッピング」を圧倒しているという結果が出ている。そして「日

本食を食べる事」は９３．９％が満足したと回答しているのである。多くのイ

ンバウンド観光客が日本で日本食を楽しみ，本国に帰ってからも日系・日式

の食事を楽しむという潮流が形成されていったのではないだろうか。また逆

に，本国で日本の味を体験し，来日した際には本場の食を楽しみにする外国

人も増えていったと考えられる。

２０１９年の統計で，アジアの国・地域別にみた訪日人数を見ると，最も多

いのは中国の９５０万人で，以下韓国５５０万人，台湾４８０万人，香港２２０万

人，タイ１３０万人，シンガポール４９万人などと続いている。この数値を，

各国・地域の総人口と比較すると，総人口に対する来日観光客数の比率が最

も高いのは，香港の約３０％であり，以下台湾２１％，韓国１１％，シンガポー

ル９％，タイ２％，中国１％弱と続く。つまり，台湾，香港が突出して総人

口に対する来日観光客数比率が高いことがわかる。このことは，本稿で後に

述べるように，こうした地域が日本食や日本レストランの主力進出先となっ

ていることと，強い関係を有していることが想像できよう。

３．外食産業の海外進出の現状
３．１．政府の振興策と海外進出

前述したように，２０００年代後半から，日本の外食産業の海外進出が現実

に進展してきた１６）。これは，ここまで述べてきたように，日本国内の外食市

場の将来的な先行き不安と，２０１０年代に急増したインバウンド観光客の旺

盛な外食需要からの触発が，日本外食企業の海外進出を推進してきたことが

大きな要因であったと考えることができる。さらにこうした状況に加えて，

海外進出を後押しした取組みとして国・地方公共団体の支援策があることも

１６）前掲，川端基夫（２０１５）２４ページからは，２０１０年前後から外食産業の海外進出
が急増したことが示されている。
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見逃せない。

まず，２００９年７月には日本食レストラン海外普及推進機構（JRO）が設

立され，日本食が海外に進出する為の普及啓蒙活動や日本食に関する人材育

成の取り組みが開始された。この年に最初の海外支部が設立されたのは台北

と上海であり，最も期待値の高いエリアとしてとらえられていた事が分か

る。その翌年にはバンコク，ロンドン，アムステルダム，ロサンゼルス，モ

スクワ，スイス，ニューヨーク等に広がっている。

また，農林水産省は輸出・国際局輸出企画課を設置し，「日本食・食文化

の海外発信」を進めている。これは，以下の施策を中心に実施されている。

①日本食普及の親善大使の任命１７），②海外における日本料理の調理技能認定

制度１８），③海外における日本産食材サポーター店認定制度１９），④日本食・食

文化の世界的普及を図るため，日本食・食文化の魅力を発信する冊子の作

成，⑤海外における日本食レストラン数調査２０），⑥日本食・食文化普及人材

育成事業２１），⑦日本人日本食料理人の海外展開支援，などである。

こうした外食産業の海外進出の拡大は，いうまでもなく，海外市場の拡大

が背景にある。農林水産省のデータによると，世界の食の市場規

模２２）は，２００９年の３４０兆円から２０２０年には６８０兆円に倍増すると予想され

ており（２０１３年の予想値），これに対して，日本国内の市場規模は，前述の

１７）日本食・食文化の魅力を広く国内外に効果的にPRするための広告塔として相応
しい者を「日本食普及の親善大使」として任命し，日本食・食文化の魅力の更な
る発信に取り組んでいる。

１８）海外の外国人料理人のうち，日本料理の知識・技能が一定レベルに達した者を，
民間団体等が自主的に認定する制度。

１９）日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を，民間団体等が自主的に
日本産食材サポーター店として認定する制度。

２０）「海外における日本食レストラン数は，海外に日本産食材を輸出する事業者の目
安となるとともに，海外における日本食・食文化の普及状況を把握する重要な指
標となる」として，外務省の協力の下，海外における日本食レストラン数の調査
を実施。

２１）日本人の日本食料理人が海外進出する際に必要となる知識・ノウハウを得るため
のセミナー・研修の実施。

２２）加工と外食を含めた市場規模である。参考 農林水産省「日本食・食文化の海外
普及について」平成２５年６月 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/pdf/2013
0620.pdf
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ように２００９年から２０２０年では１．２倍程度にとどまっており，その格差は歴

然としている。また，よく知られているように，この時期に日本の農林水産

物の輸出拡大も目標に掲げられ，２００６年９月には，農林水産物の輸出額１

兆円を目指すと言及されていた２３）。海外の日系飲食店数が増加すれば，必然

的に日本産農産物の需要拡大に波及することから，一体の政策として提起さ

れたのである。

こうした外食企業の進出拡大と日本政府の支援のもとで，海外における日

本食レストランの数は拡大しており，２００６年の約２．４万店から，２０１３年に

約５．５万店，２０１７年に約１１．８万店，２０２１年に約１５．９万店に急速に増加し

ている。これには，２０１３年１２月の「和食：日本人の伝統的な食文化」がユ

ネスコ世界無形文化遺産に登録され，外国人が好きな外国料理では日本食が

１位に選ばれるなど，日本の外食産業が海外で展開をする際の有利な条件が

追い風となっていたと考えられる。

この海外の１５．９万店余の日本食レストランは，アジアに１０．０９万店

（６３．５％），北米３．１２万店（１９．６％），ヨーロッパ１．３３万店（８．４％），中南

米０．６１万店（３．８％），ロシア０．３１万店（１．９％），オセアニア０．２５万店

（１．６％），中東０．１３万店（０．８％），アフリカ０．０７万店（０．４％）などと，ア

ジアを中心に全世界で増加傾向にある２４）。この数値からも，アジアが日本外

食産業の進出目的地として有力であることがよく示されている。

３．２．外食産業の海外市場

つぎに，１５．９万店余の日本食レストランをはじめとする，海外の外食市

場は近年どのような状況であるのか，さらに詳しくみていこう。

第１-１３図は，海外の外食市場の中から，香港，シンガポール，台湾，韓

２３）最初に言及されたのは，平成１８年（２００６年）９月の衆・参本会議における安倍
総理所信表明演説であり，時期目標は平成２５年（２０１３年）とされた。後に計画
の見直しが複数回行われ，２００９年の時点で目標時期が２０２０年に設定され，実際
には２０２１年に達成された。

２４）農林水産省輸出・国際局輸出企画課（２０２１）「海外における日本食レストランの
数」から。
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国，タイ，ベトナム，中国に絞り，２０００年以降の一人当たりGDPの推移を

示したものである。

この図によれば，よく知られているように，日本の人口一人あたりGDP

の伸びがほとんど見られないのに対して，シンガポール，香港，台湾などの

伸びは著しく，すでに数値上はシンガポール，香港は日本を上回っているこ

とがわかる。

また，人口増加についても，２０００年から２０２０年の２０年の間に，日本が

実に９８万人減らしているのに対して，台湾が約１２０万人，シンガポールが

約１６０万人，香港が約７５万人増加させている。

このように，GDP，人口の趨勢は，いずれも日本とアジア諸国・地域は

好対照を示しており，この結果，２０００年代後半以降に日本の外食企業が海

外進出先を考慮した際には，まずターゲットとして，経済成長，人口増加の

両者の要因から，シンガポール，香港，台湾などを選択したと考えられる。

前掲口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２２）では，外食企業が海外市場に

進出する要因として，２０００年以降中国などの東アジア地域，東南アジア地

域を中心に，急速に経済発展をしたことと，アジア諸国における人口増加を

あげている。その上で，アジアに進出する戦略としては大きく分けて以下二

つのパターンがあると述べている。

第１３図 主要国・地域の一人当たりGDPの推移（単位：米ドル）

資料：IMFによる世界経済見通しのデータをもとに著者作成。
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①中国への進出，さらに韓国・台湾・香港などへの進出を手始めに，さら

に東南アジア（タイ・シンガポール等）への進出をあわせて，あるいは一定

の時間差をもって進めるパターン。

②逆に，いくつかの外食企業の事例では，台湾・香港・東南アジア進出を

先行させ，さらに市場規模の大きい中国への進出を試みるパターン。

このことと，前述したGDP，人口増加の状況から，海外進出の初期の段

階で，台湾，香港，シンガポール等に進出する日本の外食産業が多かったの

ではないかと考えられる。

４．まとめにかえて
本稿では，日本企業の海外進出の要因を明らかにするために，１９９０年以

降の日本国内の外食産業をとりまく経済・社会的環境と，外食産業のパ

フォーマンスについて述べてきた。

本稿で明らかになった点は以下の通りである。

（１）日本の外食市場の規模は，よく知られているように，１９９７年の２９兆

円をピークに長らく右下がりに縮小し，２０１９年は２６．２兆円，２０２０年は新型

コロナウイルスの感染拡大により１８．２兆円，さらに２０２１年には１７．９兆円

に縮小したとされている。しかし，業態別に細かく見ると，我々が外食産業

と想定する，前述した「飲食店+喫茶店」の「狭義の外食産業」の市場規模

は，１９９７年の時点では１４．８兆円であり，２０１５年にはほぼ同レベルの

１４．７兆円に回復しており，２０１９年には過去最高の１５．６兆円とむしろ増加傾

向にあった。よって，目前の市場規模の減少が日系外食企業の海外進出の主

要動機と考えるのはやや無理があろう。

（２）現実に，２０１０年代に（狭義の）外食産業の売上額は増加傾向にあった

が，これはこの頃急増したインバウンド観光客の飲食消費が一定の貢献を果

たしていると考えられる。このことから，インバウンド観光客の増加が，必

然的に日本の外食産業に対して海外市場への関心を高めた可能性が高いと考

えられる。
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（３）実際に，この時期に海外市場の急拡大がおこっている。海外の人口増

大，人口一人当たりGDPの急速な増加は，日本の外食産業の進出を促進す

る要因となっていると考えられる。

そうであれば，海外進出の要因を，国内市場縮小によるプッシュ要因が優

勢であるとみることにはやや無理があり，むしろ海外市場が急拡大したこと

によるプル要因が主要要因であったと考えられる。この要因に，この時期に

急拡大したインバウンド観光客急増が促進要因２５）になったと考えることがで

きるのではないか。これが本稿の暫定的な結論である。

さて，こうして，日本の外食産業の海外進出はとくに２０００年代以降活発

化していった。その進出先国・地域でのビジネス展開と課題はどのようなも

のであったのかについては今後も研究を継続していきたい。
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Changes in the Economic Environment for Japan’s Food
Service Industry and Overseas Expansion

KUCHINO Naotaka
HAMAGUCHI Natsuho
OSHIMA Kazutsugu

The authors have studied the overseas expansion of Japanese food
service companies based on case studies of individual companies. The
purpose of this series of studies on the food service industry is to clarify
the challenges facing the Japanese food service industry and the actual
situation of overseas expansion as a viable response to those challenges,
based on the case studies and the valuable experience of each food service
company obtained through these studies. We will also identify the future
direction of Japan’s food service industry and concrete ways to resolve
issues in the countries and regions where these companies are expanding.
This paper will examine in detail why the Japanese food service industry
has sought to expand overseas in the first place, which can be considered a
factor in the rapid overseas expansion of Japanese companies, and will
examine in detail the economic and social environment surrounding the
domestic food service industry in Japan since 1990 and the performance of
the food service industry to determine how the industry is performing.
We will then examine in detail the economic and social environment
surrounding Japan’s domestic food service industry since 1990 and the
performance of the food service industry to determine why Japanese food
service companies have expanded overseas.
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１．はじめに
本稿の目的は，遠隔／対面の授業形態によって，精神面・認知面の成長に

どのような差が現れるのかを調べ，考察することにある。そしてその結果か

ら自己直視：自己を深く見つめ直すことと自分の将来像を構想することの２

つ，が自尊感情を向上させる可能性について議論する。

２０２０年初頭から続く新型コロナウィルスの蔓延によって，従来の教育シ

ステムは大きな変更を迫られることになった。多くの大学で遠隔授業への切

り替えや対面授業との併用が行われ，学生のみならず教員も授業方法の転換

や習熟，さらにその背景にある授業の考え方や取り組み方に対する変革を迫

られた。この流れは不可逆的であると考えられ，より良い遠隔授業のあり

方，及び対面授業との併用について試行錯誤・模索が続いている１）。

ところで，筆者は長年，本学経済学部において３年次生向けの就職活動

（以下「就活」と略す）を支援する講座（以下「従来講座」と略す）を実施

してきた（辻，２０２０；辻ほか，２０２０）。この従来講座では就活に対する効果

に止まらず，受講者から「自分に自信がついた」，「不安がなくなり，前向き

に行動できるようになった」など精神的成長につながったとの声が多く寄せ

自己直視が自尊感情を向上させる：
遠隔・対面授業の比較から

１）このことは，後に述べるように２０２０年度以降，遠隔授業に関する文献が急激に
増加していることにも現れている。その多くは対面授業から遠隔授業への切り替
えの実践報告や取り組み方などの報告であるが，現場教員の工夫と努力が反映さ
れているように思われる。詳細は辻（２０２２）を参照願いたい。

キーワード：遠隔授業，自尊感情，自己肯定感，自己直視，認知の歪み

辻 洋一郎
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られた。このため心理学的観点から分析したところ，従来講座が自尊感情２）

や認知の歪みの向上にも寄与することが明らかになった（辻・藤間，２０１９）。

従来講座は，就活における内定獲得という受講者の本来の希望を叶えるだけ

ではなく，受講者の精神面・認知面の成長にも効果があった，ということで

ある。それでは対面で行ってきた講座が遠隔に切り替わってもこのような心

理学的効果は継続するのであろうか。

本稿では同じ内容の就活講座（以下「本講座」と略す）３）を遠隔／対面別で

実施し，それぞれの受講者の心理学的変化をRosenbergの尺度（自尊感情），

Barnsの尺度（認知の歪み）の２つの尺度で測定し，分析する。そしてその

考察から，遠隔／対面の効果差，及び自己を深く見つめ直すことと自分の将

来像を構想する「自己直視」が自尊感情を向上させる可能性について議論を

行う。

本講座の主目的である就活面での成長の面については別稿で分析し，遠隔

クラスに比べて対面クラスの方が効果的であることを明らかにしている

（辻，２０２２）。以下では，まず本講座の概要と別稿の要点を簡単に紹介した

後，遠隔／対面の違いによる自尊感情と認知の歪みの分析結果を報告し，考

２）自尊感情については多くの文献が存在し，「全体として見るならば，混沌の闇を
浮遊しているような感」があるという（遠藤，１９９９）。本稿で捉えている自尊感
情は，厳密には近藤（２００７）が定義する「社会的自尊感情」であり，「外界（他
者）からの働きかけを受け止めて強化されていく。それらは，ある場合は賞賛で
あり，圧力である。また子どもは自ら成長しようという意欲をもって，挑戦して
いく面も持っている。挑戦した結果，ある程度の成果が得られると，それが自己
効力感を高めさらに挑戦を繰り返す循環を生む」（近藤，２０１０）ものであるが，
他にも様々な定義がある（山崎ほか，２０１７）。一方，自己肯定感は「自尊感情

（Self Esteem），自己存在感，自己効力感などの言葉とほぼ同じ意味合い」（国立
教育政策研究所，２０１５）の意味で使われている場合が多い（田島，２０１３）。本稿
では就活支援での精神的な成長を調べるという目的に鑑み，後者に従い自尊感情
と自己肯定感などを厳密に区別せずに議論する。

３）当初は対面授業のみの実施を計画していたが，コロナ禍で対面を避けたい学生の
要望により，内容はほぼ同一で実施形態のみ遠隔／対面の違いがある授業を別々
に行うことになった。尚，本講座の受講は任意であり，かつすべての受講者は自
分の希望に沿ったクラスを選択できた。このため，対面クラスを希望したが叶え
られず遠隔クラスになった，というような受講者の意思に反する不利益は生じて
いない。
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察する。

結果を先取りすれば，自尊感情・認知の歪みは本講座の遠隔／対面の授業

とも，最終的には同程度に向上した。一方，その向上パターンには特徴的な

差が認められた。また，本講座と従来講座との比較でも違いが見られた。最

後に，この結果を考察し精神面・認知面の成長に影響を及ぼす要因，及び遠

隔授業が抱える問題点と限界を浮き彫りにし，その原因と対応方法を議論す

る。

２．本講座の概要４）

（１）概要と経緯

本稿で対象とするのは，就活が本格化する直前に３年次生向けに実施した

「春休み就活サポート講座（遠隔／対面各１クラス）」である。授業は，２０２１

年の春休みの土曜日に，午前：遠隔クラス，午後：対面クラスを１回２コマ

×８回＝１６回実施した。本講座の受講は任意であり，かつすべての受講者は

自分の希望クラスを選択できている。

本稿で扱う遠隔授業とは，実施日時を決めZOOMで実施する同時双方向

型で（後に述べるように限界はあるにしても），リアルタイムで担当者と受

講者との一定の意思疎通を担保するものを指す５）。

本講座は従来講座の内容を，配置を中心に改変したものである。従来講座

は時間の余裕がある学期中に行われるため，土台をじっくり築くことができ

る。自分で欠点や問題点に気づき，自主性を涵養する（動き出すまで待つ）

時間的余裕も持てるわけである。一方，本講座は就活が本格化する直前期に

行うため，時間的余裕がない。また受講者の大部分はそれまで就活準備に着

手しておらず，従って切迫感と焦りをもっている。そのためか指導者側が即

４）本項は別稿（辻，２０２２）の要約である。詳細については別稿を参照願いたい。
５）遠隔授業は通常，オンデマンド型，同時双方向型などに大別され（たとえば京都

大学高等教育研究開発推進センター，２０２１），使用する教材や機器などにより細
かく定義される。
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効性を示さないと継続的に参加しない嫌いがあるため６），従来講座の配置を

検討し直し，重要と考えられるものを前半に重点化し，取り進め方にも工夫

を凝らすなど改良を加えることとなった７）。基本方針は次の３つである。

・就活の全体像を把握させ，（理想や夢を追うのではなく）現実に自分に

できることに集中して自信をつけさせること

・優先順位をつけて重要事項から実施し，反復してトレーニングすること

・即効性を重視するとはいえ，受講者には迂遠に映る事項に関しても妥協

せず盛り込む。

（２）遠隔クラス／対面クラスの差異

本稿では，遠隔クラスと対面クラスによって効果に差が生まれる要因を議

論するので，ここで両クラスの差異を説明する。本講座の遠隔／対面両クラ

スの具体的内容は表１の通りである。

本講座での実施項目・内容は，遠隔／対面とも基本的に同一である。受講

者がどちらのクラスを選んでも，不利益が生じないよう最大限配慮し，授業

の段取りや授業の内容も極力同じになるようシナリオを準備して臨んだ。差

異があるとすれば，表面的には表１で太文字表記したワークの部分と，後述

するような臨場感に起因する諸要因と考えられる。

対面クラスに比べて，遠隔クラスは物理的・感覚的な面で制約が生じるこ

とになる。遠隔と対面では臨場感（没入感）に大きな差が生じ，それによっ

て担当者の熱意や意図の伝わり方は同じとはいいがたい。もちろん両クラス

６）受講者からすると短期間で何とかしてほしい，即戦力を身に着けたい，という希
望がある。逆に言えば，やっても無駄／役立たないと判断すると次回から参加し
ない懸念がある。従来講座の内容は一見，受講者にとって迂遠に映る面があり，
モチベーションの維持に悩ましいため本講座では中身の配置を中心に手を加え
た。

７）一例を挙げれば，自己分析では，予め複数のパターンから自分が当てはまりそう
なものを選択させてから，その精度を試行錯誤で上げていく，などの型や定型パ
ターンを速習させる方式などを採用した。
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実施日 遠隔クラス 対面クラス

第
１
回

２月６日

・ガイダンス（この講座の目的とゴール：モチ
ベーション喚起）

・今後６か月間のスコープ
・現在の自分の位置づけの認識（武器・環境・希

望）と，希望を叶えるためにやるべきこと
・作戦をたてる
・自己分析①：自分史
・フィジカルトレーニング①：その重要性とカメ
ラ越しにワーク

・アンケートに回答する

・ガイダンス（この講座の目的とゴール：モチ
ベーション喚起）

・今後６か月間のスコープ
・現在の自分の位置づけの認識（武器・環境・希

望）と，希望を叶えるためにやるべきこと
・作戦をたてる
・自己分析①：自分史
・フィジカルトレーニング①：その重要性と教室
でのワーク

・アンケートに回答する

第
２
回

２月１３日

・前回の内容を覚えているか？
「言えない／忘れている」という状態の意味す
るもの

・履歴書の書き方とお手本の開示
・自己分析②：自分の根っこを探る
・将来の働くイメージ①：個別にワーク
・フィジカルトレーニング②：カメラ越しにワーク
・現在の不安に答える（事前に寄せられた疑問・

不安・要望に回答）

・前回の内容を覚えているか？
「言えない／忘れている」という状態の意味す
るもの

・履歴書の書き方とお手本の開示
・自己分析②：自分の根っこを探る
・将来の働くイメージ①：教室でのワーク
・フィジカルトレーニング②：教室でのワーク
・現在の不安に答える（事前に寄せられた疑問・

不安・要望に回答）

第
３
回

２月２０日

・前回の復習
・自己分析③：キーフレーズの確定
・将来の働くイメージ②：個別に問いかけながら
ワーク

・企業研究の方法①：個別にワーク
・筆記試験対策について
・コミュニケーションとは？
・フィジカルトレーニング③：カメラ越しにワーク

・前回の復習
・自己分析③：キーフレーズの確定
・将来の働くイメージ①：教室でのワークと個別
指導

・企業研究の方法①：教室でのワークと個別指導
・筆記試験対策について
・コミュニケーションとは？
・フィジカルトレーニング③：教室でのワーク

第
４
回

２月２７日

・前回の復習
・自己分析④：履歴書の骨格作成（個別指導）
・企業研究の方法②と企業選び／業界研究につい

て
・面接での質問の意図①
・フィジカルトレーニング④：カメラ越しにワーク
・アンケートに回答する
・宿題：履歴書の完成

・前回の復習
・自己分析④：履歴書の骨格作成（個別指導）
・企業研究の方法②と企業選び／業界研究につい

て
・面接での質問の意図①
・フィジカルトレーニング④：教室でのワーク
・アンケートに回答する
・宿題：履歴書の完成

第
５
回

３月６日

・前回の復習
・履歴書の確認
・自己ストーリーの完成
・将来の働くイメージ③：個別に問いかけながら
ワーク

・志望企業の選定①
・面接での質問の意図②
・フィジカルトレーニング⑤：カメラ越しにワーク

・前回の復習
・履歴書の確認
・自己ストーリーの完成
・将来の働くイメージ③：教室でのワークと個別
指導

・志望企業の選定①
・面接での質問の意図②
・フィジカルトレーニング⑤：教室でのワーク

第
６
回

３月１３日

・前回の復習
・質問攻勢による破壊と再構築
・志望企業の選定②
・面接での質問の意図③
・グループディスカッションの方法
・エントリーの考え方と方法
・フィジカルトレーニング⑥：カメラ越しにワーク

・前回の復習
・質問攻勢による破壊と再構築（教室でのワーク）
・志望企業の選定②
・面接での質問の意図③
・グループディスカッションの方法とワーク
・エントリーの考え方と方法
・フィジカルトレーニング⑥：教室でのワーク

第
７
回

３月２０日

・前回の復習
・履歴書の完成
・志望企業の研究
・面接での質問の意図④
・遠隔面接のコツ
・フィジカルトレーニング⑦：カメラ越しにワーク

・前回の復習
・履歴書の完成
・志望企業の研究
・面接での質問の意図④
・遠隔面接のコツ
・フィジカルトレーニング⑦：教室でのワーク

第
８
回

４月３日

・前回までのまとめと振り返り（自分への気づ
き）

・今後のスコープ
・面接の対応方法
・現在の不安に答える（事前に寄せられた疑問・

不安・要望に回答）
・アンケートに回答する

・前回までのまとめと振り返り（自分への気づ
き）

・今後のスコープ
・面接の対応方法
・現在の不安に答える（事前に寄せられた疑問・

不安・要望に回答）
・アンケートに回答する

表１
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とも，ワークの場合でも自己分析や将来の働き方を考える場合でも行う課題

は同じである。しかし，たとえば自己分析のワークを例にとると，担当者が

座席を巡回する対面授業では，個別の相談に即応したり個人的事情に対応す

ることが可能である（たとえ受講者が受け身であっても，指導側の働きかけ

が効く状況）。しかし，遠隔授業の場合，全員がZOOMで聞いているため個

人情報が入る発言には制約がかかる。また課題への集中度や，身体を通じて

の臨場感は自ずと限界がある。授業の間合い，テンポが集中力や緊張感やや

る気を切ってしまうこともしばしばである。それら意味から遠隔クラスでは

ワークなどの効果が十分に浸透したとはいいがたい。希望者には別途個別相

談の機会は設けたものの，受講者の積極性や自主性によって差が生じること

になり，結果として不十分にならざるを得なかったと考えられる。このこと

から，特に遠隔授業の場合は，受取り手の目的意識，積極性や自主性が効果

に大きな影響を与えることを考慮しなければならないと思われる。

両クラスの受講者の属性は別稿（辻，２０２２）で比較しているが，初回では

遠隔と対面の差は認められない。半数は「少しは準備を始めているが，まだ

履歴書なども未完成」の状況であり，それを含めほとんどがこれから準備を

スタートさせる層と思われる。出席率は，特に遠隔クラスの後半で参加者の

減少が大きかった。授業のない春休みの土曜日に登校する対面クラスに比

べ，遠隔クラスは自宅などからZOOMでアクセスでき，参加への障壁は低

いにも関わらず後半に出席が低下するのは，ある意味，遠隔受講者の本講座

への「評価」と捉えることができるかもしれないが，同時に対面受講者との

モチベーションの差とも捉えられよう８）。

（３）本講座と従来講座の差異

本講座はそれまで毎年行ってきた従来講座の配置を抜本的に変更した。具

８）もちろんこれは，遠隔クラス全員のモチベーションが低いということではない。
遠隔クラスにも熱心な受講者が多かったし，また逆に対面クラスにも意欲的では
ない受講者もいた。飽くまで相対的な傾向を述べているものと受け取っていただ
きたい。
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従来講座 本講座

クラス編成 対面授業のみ実施 遠隔と対面の両形態を実施

形 態 時 期：学期中で時間的余裕あり
コンテンツの配分：段階的

時 期：就活直前で切迫している
コンテンツの配分：集中的・重点的

表２．従来講座と本講座の形態差

体的には，前半（２月の４回×２コマ分）に「自己を深く見つめ直すこと」

と「自分の将来像を構想する」の２つの部分に集中した点である。この部分

はいわば「就活の土台」を構築するもので，従来講座では項目の意義やト

レーニングの意味を毎回継続的に細かな部分まで反復しながら時間をかけて

練り上げていた部分である。本講座では時期的制約からまず前半ではこれら

２点をパターンや型に落とし込み（いわば仮設定を行い），粗削りながら一

定レベルの完成型を目指した。一方後半（３～４月の４回×２コマ分）は，前

半の土台を基に試行錯誤でそれらのレベルを上げるとともに，前半では扱わ

なかった企業・業界研究の方法，筆記試験・GD対策などのノウハウ的な項

目を扱うこととなった。

従来講座は時間に余裕がある学期中に行うため，受講者が十分納得しなが

らその後に自信をもって活動できるよう，土台の部分の構築は急がず傾斜

的・段階的に行っている。ほかの要素やワークを加味しながら時間をかけて

熟成させるというイメージである（表２）。その点からいえば本講座は，従

来講座に比べ重要部分を前半に圧縮して行った点が差異，と言い換えること

ができる。

（４）本講座の就活上の成長効果

別稿では，本講座の本来の目的である就活上の成長も調べている（辻，

２０２２）。その分析結果をまとめると次のようになる。

・両クラスとも，受講者は本講座で就活での成長を遂げているが，遠隔ク
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ラスと比較して対面クラスでの伸長が著しい

・同様に遠隔クラスに比べ対面クラスではジョハリの窓の開放度も顕著に

拡大した

・性格や指向上の変化は，両クラスとも少ないように思われた

・少なくとも対面クラスでは，行動や決断を促す効果があったように思わ

れた

・対面クラスでは，ワークなどのフィジカルトレーニングを背景に「自己

分析」と「働き方のイメージ」の深耕・醸成がこうした成長に寄与して

いる可能性が高かった

総じて，受講者の就活についての成長は，遠隔に比べて対面の方が効果的

であったように思われる。

以上，本講座の概要と別稿での分析結果を簡単に紹介した。

３．自尊感情と認知の歪みの尺度について
本稿で取り上げる心理学的尺度の２項目は，Rosenbergの自尊感情尺度，

およびBarnsの認知の歪み尺度である。以下，簡単に説明する。

（１）Rosenbergの自尊感情尺度

Rosenbergの尺度９）は自尊感情の尺度として，主に心理学分野の研究で盛

んに用いられてきた（山本訳，２００１；内田ほか，２０１０）。Rosenberg尺度は，

複数の日本語訳が併存しており，翻訳によって尺度の表現や選択肢数など若

干の差がある（榎本ら，２００６；並川，２０１８）。本稿では，最も使用されてい

る山本ら訳（１９８２；原典は山本，２００１）に基づき１０），また選択肢数も，同様

９）Rosenbergの自尊感情尺度は，「わが国で広く使われ，また全般的・総体的な自
尊感情をはかるものとして受け入れられてきた」（近藤，２０１０），自尊感情を計る
代表的な指標である。

１０）並川（２００６）はその時点での報告総数９８件のうち，山本ら訳（１９８２；山本，
２００１の原典）の４０件，次が星野訳（１９７０）の２０件であり，その後の２０１０~
２０１８年までの６１本の論文でも山本ら訳が４４本と最も多かった（並川，２０１８）
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表３a．Rosenberg 自尊感情尺度
＃ １．私は，自分自身にだいたい満足している（※）
＃ ２．時々，自分はまったくダメだと思うことがある
＃ ３．私にはけっこう長所があると感じている（※）
＃ ４．私は，他の大半の人と同じくらいに物事がこなせる（※）
＃ ５．私には誇れるものが大してない，と感じる
＃ ６．時々，自分は役に立たないと強く感じることがある
＃ ７．自分は，少なくとも他の人と同じくらい価値のある人間だと感じている（※）
＃ ８．自分のことをもう少し尊敬できたらいいと思う
＃ ９．よく，私は落ちこぼれだと思ってしまう
＃１０．私は，自分のことを前向きに考えている（※）
※は自尊感情がプラス，それ以外はマイナスの尺度 Rosenberg（１９６５），内田・上埜（２０１０）より引用

に最も使用されていること１１）と，実施に関する本学特有と思われる事情によ

り５件法で行った１２）。

Rosenbergの１０の尺度は表３aの通りである。以下の得点の集計では，「１

＝あてはまる」「２＝ややあてはまる」「３＝どちらでもない」「４＝ややあては

まらない」「５＝あてはまらない」で重みづけして集計している１３）。

（２）Barnsの認知の歪み尺度

うつ病などの精神病の治療研究では，認知の歪みを特定して自動思考を除

去することによって認知の改善を図るという。患者かどうかにかかわらず，

「心の健康」を維持すること，およびストレスや問題が多い社会で行動して

いくための精神的安定は重要な課題である。特に学生が就活に対峙する際，

それまでの平穏な学生生活とは比較にならないプレッシャーやストレスなど

１１）選択肢数は，４件法，５件法，７件法，の３種類が実施されているが，総数６１論
文のうち５件法がもっとも多い４２論文であった。

１２）５件法は，４件法に中間の「どちらでもない」指標を加えたものである。過去，
予備的に調査を行った際，調査実施中に「どちらかに区分しにくい」という質問
が出たが，それに答えることで客観性に影響が出る恐れがあった。特に，後で述
べる比較対象には同じ質問紙調査を３年次の複数のゼミで実施したが，その際の
混乱と客観性を維持するために，この指標を追加することとした。

１３）表３aで末尾に※がない５つ：#２，#５，#６，#８，#９は，自尊感情がネガティブ
になる逆転項目であり，「あてはまる」ものほど得点が低くなる。ポジティブ項
目との比較を容易にするため，以下の結果では自尊感情が向上するほど高い得点
になるように，たとえば「１」を「５」に，「５」を「１」などのように集計時に数
字を読み替えているのでご注意いただきたい。
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表３b．Barnsの認知の歪み尺度
＃ １．私は，ものごとに白黒はっきりさせないと気が済まない
＃ ２．何か悪いことが起こったら，また起きるのではと心配になることが多い
＃ ３．マイナスのことばかり考えてしまう時がある
＃ ４．何でもないことを，悪い方にとらえることがよくある
＃ ５．物事を飛躍して考えてしまうところがある
＃ ６．物事の良い面よりも，悪い面が気になってしまう
＃ ７．結局，自分の思ったことが一番正しいと思う
＃ ８．「～しなくてはならない」「～すべきだ」と考え，自分を追い込む
＃ ９．根拠もないのに，自分を否定的にとらえることがある
＃１０．良くないことが起こると，自分のせいでは，と考えてしまう

バーンズ（２００５）より引用

の外圧がかかる（渡邊，２０１７）。自己を否定する傾向にある学生ほど，そう

した外圧にさらされた時に被害意識をもち，消極的に行動し易いと考えられ

る。こうした認知の歪みの解消に本講座が有効かどうかを検討するために，

代表的な指標であるBarnsの認知の歪み尺度を用いた（Barns，１９８９；バー

ンズ，２００５）。尺度は表３bの通り１０項目あり，いずれも，「１＝あてはま

る」「２＝ややあてはまる」「３＝どちらでもない」「４＝ややあてはまらない」

「５＝あてはまらない」で重みづけして集計している。すべての項目で「あて

はまらない」ほど，認知の歪みは少ないことを意味している。

４．結 果
ここでは，Rosenbergの自尊感情尺度とBarnsの認知の歪み尺度の２つに

ついて，遠隔クラスと対面クラスごとに初回→中間→最終回のスコアの推移

をまとめる。

（１）Rosenberg尺度の推移

自尊感情の変化を比較したものが表４aである。遠隔／対面のクラス別に

Rosenbergの１０指標ごとの初回，中間，最終回のスコアと，初回→最終回

のスコア差，並びにそれを２段階に分け，初回と中間の差（前半の変化）／

中間と最終回の差（後半の変化）の数値をまとめている。表４aでは，前半・
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対面クラス

初 回 中 間 最終回
初回→
最終回
の変化

（初回／中間の差→
中間／最終回の差）

２．９４ ４．００ ４．２７ １．３３ （１．０６→ ０．２７）※

２．１４ ３．０７ ３．６５ １．５１ （０．９２→ ０．５９）※

３．３１ ４．６３ ４．４６ １．１５ （１．３２→-０．１７）※

３．４０ ４．２７ ４．３５ ０．９５ （０．８７→ ０．０８）※

２．４６ ４．３７ ４．１５ １．７０ （１．９１→-０．２１）※

３．０６ ４．１３ ４．０８ １．０２ （１．０８→-０．０６）※

３．６６ ４．４０ ４．６５ １．００ （０．７４→ ０．２５）※

１．９４ ２．４３ ２．３５ ０．４０ （０．４９→-０．０９）※

３．２０ ４．００ ４．４２ １．２２ （０．８０→ ０．４２）※

３．５７ ４．３７ ４．１５ ０．５８ （０．８０→-０．２１）※

２．９７ ３．９７ ４．０５ １．０９ （１．００→ ０．０９）※

項目
遠隔クラス

初 回 中 間 最終回
初回→
最終回
の変化

（初回／中間の差→
中間／最終回の差）

＃１ ２．５０ ２．８５ ３．８５ １．３５ （０．３５→１．００）◎

＃２ ２．００ ２．４９ ３．１１ １．１１ （０．４９→０．６２）

＃３ ３．１６ ３．６３ ４．３０ １．１４ （０．４８→０．６６）

＃４ ３．５５ ３．９５ ４．１５ ０．６０ （０．４１→０．２０）※

＃５ ２．２０ ３．０２ ３．５９ １．３９ （０．８２→０．５７）※

＃６ ２．８０ ３．０７ ３．６７ ０．８７ （０．２８→０．５９）◎

＃７ ３．４１ ３．９０ ４．３０ ０．８９ （０．４９→０．３９）

＃８ ２．００ ２．３４ ２．７４ ０．７４ （０．３４→０．４０）

＃９ ２．７５ ３．２２ ３．３３ ０．５８ （０．４７→０．１１）

＃１０ ３．１１ ３．８０ ４．１１ １．００ （０．６９→０．３１）※

平均値 ２．７５ ３．２３ ３．７１ ０．９７ （０．４８→０．４９）

表４a．両クラスのRosenberg尺度の推移

後半の差の絶対値が有意に大きい１４）と考えられるもののうち，前半に比べて

後半が大きいものに◎印を，後半に比べて前半が大きいものに※印を付して

いる。

スコアの変化差が１．５以上のものを仮に有意な変化とすると，遠隔クラス

では，初回→最終回で１．５を超える変化をした項目はみあたらない。#１と

#６が後半（中間→最終回）のスコア変化が大きく，#４，#５，及び#１０で前

半（初回→中間）のスコア変化が大きい。そのほかの項目については，前半

と後半のスコア差にそれほど大きな差はなく，一定の着実なスコアの上昇が

みられる。一方，対面クラスでは，#２と#５で初回→最終回のスコア差が

１．５を超えている。さらに特徴的であるのは全項目に亘って※印が付される

ように，前半でのスコア変化が大きい。対面クラスでは前半での自尊感情の

改善が行われていることがうかがえる。

１０項目の平均で遠隔クラスと対面クラスを比較すると，初回→最終回の

スコア差の平均は，遠隔クラスが０．９７，対面クラスが１．０９と大きな差が見

られない。図１a，図２aは前半／後半でのスコア変化を表している。遠隔ク

１４）本稿では，７：３以上の場合を有意に大きいと仮定して取り進めることにする。

自己直視が自尊感情を向上させる：遠隔・対面授業の比較から ２１９



2.00

3.00

4.00

図１a．遠隔クラスと対面クラスのRosenbergの尺度推移

１０項目の平均値の推移で表示

→ →

0.50 0.48 0.49

→ →

0

1.00

0.09

1.00

図２a．前半・後半のスコアの推移：Rosenberg尺度

ラスが一定の変化でスコアを伸ばしている。一方，対面クラスでは全体では

遠隔クラス以上にスコアが伸びているものの，その傾向は前半の伸長が著し

く，後半の伸びは前半に比べて鈍化していることが判る。

（２）Barns尺度の推移

Barns尺度でもRosenberg尺度と概ね同様な傾向がみられる。表４bに示し

たように，遠隔クラスでは，#１，#３，#４，#７，#８，#９で後半のスコア変

化が大きく，#５のみが前半のスコア変化が大きいという結果になった。

一方，対面クラスでは，#２で特に初回→最終回の差が大きく，さらに８
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対面クラス

初 回 中 間 最終回
初回→
最終回
の変化

（初回／中間の差→
中間／最終回の差）

２．１７ １．９３ １．８８ -０．２９（-０．２４→-０．０５）※

２．２３ ３．１０ ３．８８ １．６６（ ０．８７→ ０．７８）

２．９１ ３．８０ ４．０４ １．１２（ ０．８９→ ０．２４）※

３．１４ ４．１７ ４．４６ １．３２（ １．０２→ ０．２９）※

２．７１ ３．６７ ３．６２ ０．９０（ ０．９５→-０．０５）※

２．８０ ３．８０ ４．０４ １．２４（ １．００→ ０．２４）※

３．２６ ３．７０ ３．６５ ０．４０（ ０．４４→-０．０５）※

２．７１ ２．６７ ２．７７ ０．０５（-０．０５→ ０．１０）

３．１４ ４．２０ ４．３１ １．１６（ １．０６→ ０．１１）※

２．７１ ３．５７ ３．９６ １．２５（ ０．８５→ ０．３９）※

２．７８ ３．４６ ３．６６ ０．８８（ ０．６８→ ０．２０）※

項目
遠隔クラス

初 回 中 間 最終回
初回→
最終回
の変化

（初回／中間の差→
中間／最終回の差）

＃１ ２．１８ ２．２０ ２．１１ -０．０７（０．０１→-０．０８）◎

＃２ ２．０２ ２．５１ ３．１５ １．１３（０．４９→ ０．６４）

＃３ ２．４１ ２．７８ ３．４８ １．０７（０．３７→ ０．７０）◎

＃４ ２．７５ ３．０５ ３．６７ ０．９２（０．３０→ ０．６２）◎

＃５ ２．５２ ３．２７ ３．４４ ０．９２（０．７５→ ０．１８）※

＃６ ２．３９ ３．０５ ３．５２ １．１３（０．６６→ ０．４７）

＃７ ２．８０ ３．１２ ２．６３ -０．１７（０．３３→-０．４９）◎

＃８ ２．５５ ２．５６ ３．１１ ０．５７（０．０２→ ０．５５）◎

＃９ ３．２３ ３．３２ ３．９３ ０．７０（０．０９→ ０．６１）◎

＃１０ ２．８２ ３．３４ ３．９３ １．１１（０．５２→ ０．５８）

平均値 ２．５７ ２．９２ ３．３０ ０．７３（０．３５→ ０．３８）

表４b．両クラスのBarns尺度の推移

2.00

3.00

4.00

図１b．遠隔クラスと対面クラスのBarnsの尺度推移

１０項目の平均値の推移で表示

項目で前半，すなわち初回→中間でのスコア変化が大きい（残り２項目：

#２と#８は前半／後半の変化は大きくはない）。

１０項目の平均で遠隔クラスと対面クラスを比較すると，初回→最終回の

スコア差の平均は，遠隔クラスが０．７３，対面クラスが０．８８と大きな差が見

られない。一方，前半／後半でのスコア変化を表した図１b，図２bをみる

と，Rosenbergの尺度同様，遠隔クラスが着実にスコアを伸ばす一方，対面

クラスでは全体では遠隔クラス以上にスコアが伸びているものの，その傾向

は前半の伸長が著しい。

自己直視が自尊感情を向上させる：遠隔・対面授業の比較から ２２１



→ →

0.50 0.35 0.38

→ →

0

0.68

0.20

1.00

0.50

図２b．前半・後半のスコアの推移：Barns尺度

（３）小 括

以上のように，遠隔クラス，対面クラスともにRosenberg自尊感情の尺

度，及びBarns認知の歪みの尺度のスコアは最終的に同程度の向上がみられ

た１５）。これは，従来講座での向上と同程度と考えられ，本講座も同じような

効果があると確認できる。しかし両クラスの向上のパターンは，両尺度とも

大きな違いがある。遠隔クラスでは前半と後半のスコア差にそう大きな差が

なく，着実な成長がみられる。それに比べて対面クラスでは前半に大きくス

コアを伸ばしており，後半はその伸長は小さい。

このことは，自尊感情や認知の歪みに関しては対面授業の方が，短期間で

効果が生じていると考えられる。遠隔授業では，その効果は漸進的，言い換

えれば段階的であるともいえる。総じて対面授業では，自尊感情や認知の歪

みの向上が遠隔授業に比べて速やかに向上しており，ここに遠隔授業と対面

授業の特徴的な差異が認められるといえる。

１５）筆者らは以前に従来講座で自尊感情や認知の歪みが向上することを報告した
（辻・藤間，２０１９）が，その結果も２つの尺度が向上したという点で本稿と整合
性を確認できたと考えられる。ただし，その内容はほぼ本講座と同様ながら，実
施は比較的時間に余裕がある秋学期（１０月～翌年１月）に行った点，なにより
中身の実施順序が本講座とは大きく異なっている点で細部の動向は異なってい
る。
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初回 中間 最終回
初回→
最終回の
スコア差

（初回／中間の差→
中間／最終回の差）

＃１ ２．７ ２．５ ３．４ ０．７ （-０．２→ ０．９）◎

＃２ １．８ ２．２ ２．８ １．０ （ ０．４→ ０．６）

＃３ ３．４ ３．６ ４．５ １．１ （ ０．２→ ０．９）◎

＃４ ３．４ ３．９ ３．７ ０．３ （ ０．５→-０．２）※

＃５ ３．３ ３．７ ４．２ ０．９ （ ０．４→ ０．５）

＃６ ２．０ ２．８ ４．０ ２．０ （ ０．８→ １．２）

＃７ ４．０ ３．７ ４．７ ０．７ （-０．３→ １．０）◎

＃８ １．９ １．９ ２．６ ０．７ （ ０ → ０．７）◎

＃９ ２．３ ３．３ ３．６ １．３ （ １．０→ ０．３）※

＃１０ ３．２ ３．５ ４．７ １．５ （ ０．３→ １．２）◎

平均 ２．８ ３．１ ３．８ １．０ （ ０．３→ ０．７）◎

初回 中間 最終回
初回→
最終回の
スコア差

（初回／中間の差→
中間／最終回の差）

＃１ ２．７ ２．８ ２．６ -０．１ （ ０．１→-０．２）

＃２ ２．０ ３．２ ３．６ １．６ （ １．２→ ０．４）※

＃３ ２．４ ２．１ ３．６ １．２ （-０．３→ １．５）◎

＃４ ２．９ ３．３ ４．１ １．２ （ ０．４→ ０．８）◎

＃５ ４．０ ４．６ ４．０ ０．０ （ ０．６→-０．６）

＃６ ３．６ ３．３ ３．８ ０．２ （-０．３→ ０．５）

＃７ ３．２ ３．３ ３．４ ０．２ （ ０．１→-０．１）

＃８ ２．３ １．８ ２．８ ０．５ （-０．５→ １．０）◎

＃９ ２．６ ３．５ ４．０ １．４ （ ０．９→ ０．５）

＃１０ ３．２ ３．１ ３．７ ０．５ （-０．１→ ０．６）◎

平均 ２．９ ３．１ ３．６ ０．７ （ ０．２→ ０．５）

表６．従来講座の尺度の推移
（a）Rosenbergの尺度 （b）Barnsの尺度

2.00

3.00

4.00

図３a．従来講座と本講座の対面クラスのRosenberg尺度推移

１０項目の平均値の推移で表示

（４）参考１：従来講座での結果

ここでは，以下の考察では従来講座との比較も行うため，従来講座の結果

を辻・藤間（２０１９）から引用する。従来講座でのRosenberg尺度とBarns尺

度の結果は，次の表６の通りである１６）。従来講座は，当然ながら対面で実施

しているため，本講座の対面クラスとの比較をすることになる。１０項目の

平均スコアをグラフにしたものが図３ab，及び前半と後半の平均スコアの

推移をグラフにしたものが図４abである。

１６）辻・藤間（２０１９）での分析では数値は小数点下一桁でまとめており，今回の記載
（下二桁）とは若干異なるが，そのまま転記する。また元論文では初回→中間／中
間→最終回の区分で表記はしていなかったので，表６ではこの区分の表記を追加
している。

自己直視が自尊感情を向上させる：遠隔・対面授業の比較から ２２３



2.00

3.00

4.00

図３b．従来講座と本講座の対面クラスのBarns尺度推移

１０項目の平均値の推移で表示

→ →

0.50

0.3

0.7

→ →

0

1.00

0.09

1.00

図４a．従来講座と本講座の前半・後半のスコアの推移：Rosenberg尺度

→ →

0.50

0.2

0.5

→ →

0

0.68

0.20

1.00

0.50

図４b．従来講座と本講座の前半・後半のスコアの推移：Barns尺度
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図３abでは，Rosenberg尺度とBarns尺度の双方で，結果初回のスコアも

最終的なスコアも従来講座と本講座（対面クラス）もほぼ同じで初回→最終

回のスコア差はほぼないと言ってよい。表６では従来講座のデータで，前半

と比較して後半に伸びが著しい項目に◎印を，逆は※を付したが，

Rosenberg尺度では◎が６項目，※が２項目であり，Barns尺度では◎印が

４項目，※印が１項目であった。そのほかの項目の大部分は，伸長傾向であ

る。図３abをみると，Rosenberg尺度とBarns尺度ともに本講座では前半で

のスコアの伸長が著しい傾向である。

従来講座と本講座で扱う内容は，基本的には同じである。しかし，先に述

べたように本講座は短期集中型のために，前半に重要なものを集中させ，後

半に反復しながら，かつ他項目を並行的に行うよう配置した。図４abに見

られるように従来講座と本講座で両尺度とも，伸長の傾向に差が出た。従来

講座は，両尺度とも前半よりも後半に伸長が著しく，逆に本講座は前半に特

徴的な伸長が見られた。これは講座の土台になる内容の配置の差に起因する

と考えられる。

（５）参考２：本講座における就活指標の結果

就活指標の５項目の結果については，２（４）で述べたが，心理学的尺度の

結果との比較のため，初回→中間／中間→最終回での比較が可能な，（i）準

備の具体的な進捗を問う設問，及び（ii）ジョハリの窓の開放度枠の変遷に

ついてここに示しておきたい。

（i）準備の具体的な進捗を問う設問

別稿の結果を表７に示す１７）。

１７）注６と同様，比較しやすくするため，別稿の辻（２０２２）の表８に初回→中間／中
間→最終回での比較を追加した。

自己直視が自尊感情を向上させる：遠隔・対面授業の比較から ２２５



※はマイナス指標として，それまでの９項目とは異なり重みづけを逆にして計算している。
そのためNoであるほど数値が大きくなるとお考えいただきたい。

項 目
遠隔クラス

初回 中間 最終回
初回→
最終回
の変化

（初回／中間の差
→中間／最終回
の差）

①自己分析は十分できて
いる。 ２．２７ ３．１３ ２．５６ ０．２９（ ０．８６→

-０．５７）
②志望企業は十分リスト
アップできている ２．３４ ２．９０ ３．４４ １．１０（ ０．５６→

０．５４）
③自分の働くイメージは
明確だ ２．７１ ３．３８ ３．２６ ０．５５（ ０．６７→

-０．１２）
④筆記試験の対策は自分な
りにある程度できている ２．１５ ２．８２ ３．２６ １．１１（ ０．６７→

０．４４）

⑤面接への不安は少ない １．７６ １．７７ ２．５６ ０．８０（ ０．０１→
０．７９）

⑥リモート面接の対応に
は不安はない ２．００ ２．１３ ２．９３ ０．９３（ ０．１３→

０．８０）◎
⑦グループ・ディスカッショ
ンのやり方を知っている １．９５ １．７９ ２．５６ ０．６０（-０．１６→

０．７６）◎
⑧履歴書／ESを書くネタ
は十分にある ２．６３ ３．３８ ４．００ １．３７（-０．７５→

０．６２）◎
⑨将来，どのように働き
たいかは明確だ ３．１２ ３．２１ ３．４４ ０．３２（-０．０９→

０．２３）
⑩自分の過去には人に言え
るようなものはない（※） ３．５１ ３．７７ ３．７０ ０．１９（-０．２６→

０．０７）

対面クラス

初回 中間 最終回
初回→
最終回
の変化

（初回／中間の差
→中間／最終回
の差）

２．２８ ３．９３ ４．４６ ２．１８（ １．６５→
０．５３）※

２．４７ ３．２４ ４．４６ １．９９（ ０．７７→
１．２２）

２．４１ ３．７６ ４．６５ ２．２４（ １．３５→
０．８９）

２．１９ ３．０３ ３．６７ １．４８（ ０．８４→
０．６４）

１．５６ ２．３４ ２．９６ １．４０（ ０．７８→
０．６２）

１．６９ ２．４１ ３．２１ １．５２（ ０．７２→
０．８０）

１．９１ ２．６２ ４．３８ ２．４７（ ０．７１→
１．７６）◎

２．４１ ４．３１ ４．６７ ２．２６（ １．９０→
０．３６）※

３．１９ ４．０７ ４．５２ １．３４（ ０．８８→
０．４５）※

３．３４ ４．３４ ４．６３ １．２８（ １．００→
０．２９）※

表７．準備の具体的な進捗（別稿の表を改変）

まず，初回→最終回の伸長について，遠隔クラスに比較して対面クラスで

著しく伸びていると思われる項目（スコア差１以上の項目）は，

①自己分析は十分できている

③自分の働くイメージは明確だ

⑦グループ・ディスカッションのやり方を知っている

⑨将来，どのように働きたいかは明確だ

⑩自分の過去には人に言えるようなものはない

（※⑩はマイナス指標のため逆にお考えいただきたい）

であり，自己分析と働くイメージが対面クラスでより一層確立していること

を示している。尚，⑦のグループ・ディスカッションは，遠隔クラスでは物

理的に実施が困難で，対面クラスでしか行えなかったが，このワークが奏功
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していることを示している。

次に前半（初回→中間）と後半（中間→最終回）の比較を行うと，特に対

面クラスでは「①自己分析は十分できている」，「⑧履歴書／ESを書くネタは

十分にある」，「⑨将来，どのように働きたいかは明確だ」，および「⑩自分

の過去には人に言えるようなものはない」（唯一のマイナスのため，そのほ

かの９項目と異なり「あてはまらない」ほど数値が大きくなるように調整済

みである）は，初回→中間の前半の伸びが７割で中間→最終回の後半の３割

に比べて著しく大きい。また「③自分の働くイメージは明確だ」はそこまで

ではないにしても，前半６割：後半４割で前半の伸びが大きい。一方遠隔ク

ラスでは，前半：後半に大きな差がないものが大部分で，後半に有意な差が

あるものは，ノウハウ的な「⑥リモート面接の対応には不安はない」，「⑦グ

ループ・ディスカッションのやり方を知っている」と，「⑧履歴書／ESを書く

ネタは十分にある」の３つであった。遠隔クラスでは，ようやく後半になっ

てネタが充実してきたことを示しているが，依然「①自己分析は十分できて

いる」項目の伸びはそれほどでもなく，矛盾をきたしていると考えられる。

総じて，対面クラスの伸びが全体に大きく，かつ自己分析や働くイメージ

に関する項目の伸びが前半に集中していることを示している。

（ii）ジョハリの窓の開放度の変遷

この指標は，他人に開示できる自己の幅の広がりを表している１８）。別稿の

結果は以下の表８の通りである１９）。

１８）ジョハリの窓の「開放の窓」の枠が広がるにつれて他人に開示できる自己の幅が
広がり，具体的に就活で言えば面接など選考での発言の柔軟性，回答の幅，及び
説得力が格段に向上すると考えられる。本設問では，「自分を１０とすると，現在
自分をどの程度知っていますか？」と「自分を１０とすると，周囲の人たちはあ
なたをどの程度知っていますか？」を０～１０の整数で回答させ，この数字の積で
ある開放の窓の面積を「開放度」としてその推移をみた。詳細な説明は，別稿も
しくは柳原（２０１８）を参照願いたい。

１９）前項と同じく，比較しやすくするため，別稿の辻（２０２２）の表８に，初回→中間
／中間→最終回での比較を追加した。
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遠隔クラス 対面クラス

初 回 中 間 最終回 初 回 中 間 最終回

平 均 ２７．０２ ３５．９５ ４０．９６ ３１．０３ ４８．９３ ５０．９６

標準偏差 １５．５３ １９．３ １７．２３ ２０．４５ １８．３ １５．０１

初回→中間の差／
中間→最終回の差 ８．９３／５．０１ １７．９０／２．０３

表８．ジョハリの窓の開放度の変遷

全体の傾向としては，初回からの開放度は遠隔クラスに比べて対面クラス

が大きい。また，前半と後半の差異については，どちらも後半に比べて前半

が勝っているが，特に対面クラスでの前半の開放度の伸びが大きいことがわ

かる。

（６）結果のまとめ

（i）対面授業は遠隔授業よりも心理学的に効果がみられる

図１abにみられるようにRosenbergの自尊感情尺度，およびBarnsの認知

の歪み尺度ともに対面授業のスコアが高い。最終的な効果差はRosenberg尺

度のほうが顕著であるが，Barns尺度にも効果があると考えられる。また，

どちらも初回→中間（前半）のグラフの傾きのほうが大きく，前半の授業効

果が心理学的尺度に寄与していると考えられる。この傾向は，補足したジョ

ハリの窓の開放度の変化とも相関していると考えられる。

（ii）心理学的向上と就活上の成長は関係がある

表７で示した別稿での就活上の成長との比較でも同様に対面授業での成長

が，項目ごとのバラツキはあるものの，遠隔授業を上回っていることがわか

る（項目７については物理的に遠隔クラスでは実施できなかったので除外し

たとしても結果は変わらない）。このことは，心理学的向上と就活上の成長

にはなんらかの相関があることを示唆させるものであろう。
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（iii）自己直視が心理学的向上を促進する

本講座は，時期的制約から，従来講座の配置を抜本的に組み替えた。図３

のように本講座の対面クラスと従来講座（対面のみで実施）を比較するとそ

の影響が顕著に見られる。即ち，前半（２月の４回分）に自己を深く見つめ

直すことと自分の将来像を構想する土台になる部分，いわゆる自己直視に関

する土台の涵養に集中し，後半はこの前半の土台を基に試行錯誤でそれらを

修正し最適化する発展的・応用的なものにデザインした。いわば本講座は，

重要部分を前半に圧縮して行ったが，その影響が就活上の成長のみならず心

理学的向上にも寄与したと考えられる。

５．考 察
（１）心理学的尺度と就活指標の傾向

上述の通りRosenberg／Barnsの２つの心理学的尺度の結果は，遠隔／対面

の両クラスとも初回からの伸長は同程度を示している。このことから，まず

本講座は心理学的向上に一定の効果があると言える。次に遠隔クラスでは前

半から後半にかけて漸進的な伸長になっている一方，対面クラスでは前半の

伸長が後半よりも大きい点が特徴的である。

一方，別稿で詳述したように５つの就活指標では，最終的な伸長は対面が

遠隔に比べて顕著であった。その内訳の２指標：（i）準備の具体的な進捗

を問う設問；（ii）ジョハリの窓の開放度の変遷に目を向けると，対面クラ

スではいずれも後半に比べ前半で顕著に伸びており，本稿の２つの心理学的

尺度の傾向とほぼ一致している。こうしたことから，心理学的尺度と就活指

標には関係性があると推測される。前半での数値の伸びが顕著であることと

配置の点に注目すれば，自己直視の２つの要素：「自己分析」の深耕と「働

くイメージ」の構築度合いと一致しており，これら２つの要素が精神面・認

知面の成長にも寄与していると推測できる。この点はさらに検証を重ねる必

要があるものの，こうした精神面を成長させ，あるいは改善していくための

重要な示唆であると思われる。
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（２）従来講座と本講座（対面クラス）の比較

一方，別稿で示したように対面のみで行った従来講座では，心理的成長と

就活の能力的成長の伸長は漸進的であった。本講座（対面クラス）は，従来

講座を原型としていることで従来講座と内容としては大きく変わることはな

い。違いがあるとすれば，配置の点である。従来講座では時期的に余裕があ

るため，自己分析の深耕と働くイメージの構築を，毎回少しずつ時間をかけ

て逐次的・傾斜的に深める方法をとっていた。一方本講座は，前半に集中し

て行い，後半にそれらを再確認しながらほかの項目と結び付けて面接での受

け答えができる土台を作り，ESや履歴書の文章で統一的な自分を表現でき

るよう配置した。従来講座と本講座の両尺度の傾向差は，内容の差というよ

りこうした配置や時期による重点の置き方の違いが原因と考えられるのであ

る。

そう考えると，両尺度の伸長の傾向差は，自己直視の２つの要素：「自己

分析」の深耕と「働くイメージ」の構築度合いと一致している，と解釈する

ことができよう。ほかの項目，たとえば履歴書・ES対策，筆記試験対策や

GD対策などは，どちらかといえば，先の２項目が土台になっているか，も

しくは個別ノウハウに属するものが多い。自己分析は過去の自分を直視する

ことであり，働くイメージの構築は，将来自分がどのように働くのか，とい

う未来の自分を考えることにほかならない。こうした点を深く考察すること

で自尊感情が向上し，認知の歪みが修正される，と考えることができるので

ある。

（３）特徴差の原因：学習環境

遠隔と対面で，もっとも異なる点は，受講者の学習環境が異なることであ

る。授業を実施している間に参与的に観察した印象では，① 受講者の受講

姿勢に差が生じること，② 対面では臨場感や没入感の醸成により集中力が

持続すること，③ 遠隔ではフィジカルを伴うワークができないこと，など

である。③の違いはあるにしても，遠隔／対面で同じ内容を実施しているこ
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とから学習環境の差が，傾向の違いを生み出していると考えられる。

対面では良くも悪くも指導者の視線の下に置かれ，一定の緊張感を要求さ

れる。一方，遠隔では自宅，もしくは自分の好みの環境で受講できる。特

に，通常授業と同じくカメラOFFで行ったため，パソコンで授業を受けな

がらついついスマホに見入ったり，家族の物音に気が散ることもあり，対面

と同様の受講環境になっていない懸念がつきまとう。

また，対面では課題への回答を求めたり，指名して答えさせる機会が多く

なり緊張感が否応なく高まる。また隣席で同級生が真剣に取り組んでいれば

どうしても集中せざるを得なくなる。一種の「集団一元化」の状況が生み出

されるのである。もちろん，遠隔でも同じように指名するが，レスポンスが

遅いことやタイミングがずれるので，緊張感が途切れることはしばしばであ

り，一体感が生まれにくい構造になっている。

また対面では，上記③のグループ・ディスカッションのワークなどを実際

に実演したり，やらせたりしながらフィジカル部分の気づきも加味した。遠

隔では本講座のワークの実践は不可能で，知識的な伝授に止まらざるを得な

いため，この点の影響も考えられる。学習環境を整えることは，ごく当たり

前のことであるが，見過ごされがちである。受講者の意欲や集中力が高いこ

とを前提にした遠隔授業は，結果的に効果を生み出さない懸念がある。

（４）心理学的成長には自己直視が重要である

遠隔と対面の比較，及び従来講座と本講座（対面クラス）の比較におい

て，自己直視に関する部分が心理学的成長に大きく関与することが示され

た。また，ジョハリの窓の開放度の推移もこれを支持している。これは別稿

（辻，２０２２）で報告した本講座の就活上の成長とも相関している。自己直視

は，本講座の場合，自己を深く見つめ直すことと自分の将来像を構想する基

礎になる部分のことであるが，前半はさらに２つの部分があるように思われ

る。

ひとつは「過去の自分を振り返ること」である。就活の選考で説得力のあ

自己直視が自尊感情を向上させる：遠隔・対面授業の比較から ２３１



る自己PRを展開するためには，過去に遡り自分を理解することが必要であ

る。自分の行動特性や価値観は一朝一夕に形成されるわけではない。２０歳

前後の若者の，幼い時代からの癖や思考のクセ，いわゆるバイアスはそうそ

う大きく変化しない，というのが長年学生と伴走しながら就活指導をしてき

た個人的所見である。逆にいえば，過去を振り返ることで自分の行動特性や

価値観を浮き彫りにすることができる。不安や自信のなさは，こうした自分

の土台を把握することで解消される可能性が高いのである。

もうひとつは，現在の自分の行動を客観視する，という意味での「行為の

自覚」である。レジリエンス理論の概念のひとつに，「Work-As-Imagined」

（WAI）と「Work-as-Done」（WAD）があり，これが本稿の議論に示唆を

与えるように思われる。WAIとは「頭の中で考える仕事のやり方」（自分が

やっていると思い込んでいること）であり，WADとは「実際の仕事のやり

方」（実際にやった結果）である（中島，２０１５；Wears，２０１５）。たとえば，

自分がやろうと考え，実行できていると納得している行為であっても，実際

に行われた作業を第三者の目から客観的にみると，必ずしもその通りには行

われていない場合がある２０）。

前者：「過去を振り返ること」は，価値観の確立による受講者の成長の面

と，同時に実践的な意味での効果（成果）に直結する。また後者：「行為の

自覚」は，具体的な行動を直視する，すなわち行為する意識とその結果の自

覚により，仮にずれていれば自ずと修正する方向に誘導される部分である。

そのためには，観察する力，いわば視力が重要となろう（辻，２０２０）。

本講座の実施時点では，以上の２つを意識して区別していなかったので，

どちらが心理学的成長に寄与しているのかは不明である。また，この２つは

重複部分があると思われ，２つを明確に区別する方法から検討する必要があ

り，今後の課題ともいえる。

２０）詳細は辻（２０２０）を参照いただきたい。
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（５）小括：以上の考察の範囲と限界

ここで以上のScope & limitを確認しておきたい。本稿の対象は就活講座で

あり，普通の授業とは異なり，成果（結果としての内々定獲得）が求められ

る。また，選考には対面の面接やグループ・ディスカッションなどが要求さ

れることもあり，臨場感のある場で実体験しないと伝わらない部分も多く，

対面は適さないタイプの授業という特殊性がある。言い換えれば本稿の議論

はそのような授業であるという前提のもとで行っている。その点で一般化は

難しいのかもしれない。実際，学生によっては遠隔のほうが効果的なタイプ

の授業もあるかもしれないし，双方向ではなくオンデマンドで好きな時に好

きな場所でなんども繰り返して受講できることで学習効果が高くなる分野も

あると思われる。ただその場合でも，受講者の自主性，学習環境の充実が前

提であり，一般論として，その点については今後さらに議論する余地があ

る。

（６）残された問題点

・自己直視の２つのどちらが主要因か？

前半部分で重点的に講じたのは自己直視，即ち「自己を深く見つめ直すこ

と」と「自分の将来像を構想する」の２つである。「自己を深く見つめ直す

こと」は受講者が自分の過去を振り返り価値観や人生観を確認する行為であ

り，「自分の将来像を構想する」ことは将来の働き方や，志望企業・業界へ

の強い訴求につながり，いずれも自分の行動・言動の基礎になり自身の源に

なるものと思われる。この部分を強化することにより，特に対面クラスでは

心理学的尺度に特徴的な伸長がみられた。それではこの２つのどちらの部分

が重要なのであろうか，それともこの２つが揃うことが重要なのであろう

か。

今後，短期間で就活の完成度を高める局面が生じた場合に，特にその区別

は切実になる。この点については今後の課題であり，条件が揃えば検討して

みたい。
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・動機，及びバイアス２１）の問題

就活での能力の向上は，受講者個別の性格に依存するところが大きいよう

に思われる。本稿では心理学的尺度として自尊感情をRosenbergの尺度で，

認知の歪みをBarnsの尺度で概観したが，この２つの尺度で計測できない要

素があるとすれば，その影響も考慮する必要があるように思われる。

モチベーションのプラスの要素としては「動機」がある。動機は内発的動

機（たとえば使命感や飢餓感など）と外発的動機（危機感など）に区別され

る（鹿毛，２０１２；２０１３）が，こうした動機の有無は心理学的向上のみなら

ず，就活での能力の向上にも影響すると考えられる。また，本講座によって

動機が醸成される側面もしばしば観察されることから，この点も今後の検討

課題であろう。

もっと影響が大きいのはバイアスの要素であろう。なかでもマイナス思

考：思い込み，決めつけ，わかったつもり，先入観，偏見など成長を阻害す

る固定観念が強いために，本講座を素直に受容しない／できない，指示を意

図通りに実行しない／できない学生も参与観察時に遭遇した。それぞれの性

格や成育歴が関係するものと推測するが，教授する内容や指示を一旦は素直

に受け入れてやってみる，考えてみる，もしそれが合わない，意味が異なる

と認識すれば，自分なりに試行錯誤し工夫，改善するという姿勢＝思考・試

行のフットワークが乏しい／見られないということである。Rosenbergの尺

度（自尊感情）やBarnsの尺度（認知の歪み）の向上は，本講座を受講する

過程でのそうした点が改善されたことを示すものであるが，事前に改善して

いれば，本講座の就活での能力向上はさらに効果的になると考えられる。逆

に，これまでマイナス要素の改善の機会をもたず，小中高，大学初年次を過

ごしてきた過程で学習効果に影響を及ぼしているとしたら，何らかの対策が

２１）ここで使用する「バイアス」は本文中の通り，思い込み，決めつけ，わかったつ
もり，先入観，偏見などを含む，広い意味での固定観念として使用している。固
定観念の英語訳はステレオタイプ（stereotype）であるが，社会学でのステレオ
タイプは「そのカテゴリーに含まれる人が共通して持っていると信じられている
特徴」（上瀬，２００２）であり，個別の人間が頑なに依拠する考え方とは異なるた
め，ここではバイアスと表現することにしたい。
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必要であると考えられる。

・上達論としての要素・構造の分析の必要性

本稿は就活講座についての心理学的向上・成長について論じているが，就

活も他の分野での向上・成長の一つと考えれば，単に狭い分野での知見に止

まらず，一般的な上達に係わる示唆も含んでいると考えられる。その意味

で，別稿を含め本講座で得たものは，上達論を構成する重要な要素や，要素

間関係（構造）についての知見であり，一般化できる可能性を秘めているの

かもしれない。今後は，就活での他の参与観察の結果や知見を踏まえて一般

化の可能性を探りたい。

・遠隔授業の限界と克服についての示唆

２つの心理学的尺度とも，本講座での受講者の最終的な伸長は，従来講座

と同程度であったが，遠隔授業での伸長が授業期間を通じて漸進的であるの

に比べて，対面授業では特に前半に各項目の数値の伸長が著しいという傾向

を示した。同時に調べた就活指標では，遠隔授業に比べて対面授業の数値は

著しい伸びを示したが，その傾向も心理学的尺度と一致するものである。

両形態の授業では同一の中身を扱い，極力同じ効果が出るように配慮を

行ってきた。その上で，このように心理学的成長のパターンが異なるのは，

先の２（５）で述べたように授業形態の差によるもの，すなわち遠隔授業では

受講者の目的意識，積極性や自主性が対面授業に比べてより一層求められ

る，逆にいえば目的意識，積極性や自主性が欠如している受講者にとっては

遠隔授業では効果が限定されるともいえるかもしれない。この傾向は就活指

標における成長とも一致しており，心理的成長と就活の能力的成長が同じ要

因に起因している可能性を示唆しているとも考えられる。

総じて，遠隔授業では，対面授業に比べて受講者の講座に対する姿勢・環

境整備がより一層問われるということになるのかもしれない。通常，授業の

効果はその中身で議論されるが，遠隔授業の場合は対面授業よりも，前提と
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なる授業の心構えや向き合い方，及び学習環境に気を配った対応が必要で，

指導者が留意すべき重要な視点になると思われるのである。

６．おわりに
本講座は，当初は対面授業のみで企画をしていたが募集直前になり，感染

を恐れて参加を躊躇する学生からの要望が出されたため，急遽遠隔クラスを

追加し結果的に遠隔／対面の２クラスを同時に行うことになった。したがっ

て本研究は事前に意図的にデザインしたものではない。実際，遠隔／対面双

方とも，受講者にベストと思われるものを提供すべく，教材・方法とも最善

を尽くした。それだけに，こうした自尊感情の向上差が出た要因は，双方の

授業スタイルの特徴を反映していると考えてもよかろう。ただ，感染収束後

も遠隔が恒常的に併用されることも今後十分予想され，少なくとも遠隔授業

でも対面授業と同じ効果を得るための検討が必要となろう。また，本稿の発

見事実から自己直視が自尊感情の向上を促すとの機能を持つことが示唆され

た。今後，この点を深耕することで，自尊感情研究の新たな足掛かりになる

ことを期待している。

本稿は就活という限定された範囲での議論を行ってきた。しかし，本稿で

得られた知見は必ずしも特殊とはいえないのではないかと筆者は考えてい

る。さまざまな分野で成長や上達に必要な要素は共通している，もしくは類

似しているのであれば，ここで得られた知見が一般化できるのかもしれな

い。実際，予備的な検討を行い，ほかの分野にも適用できることを確認して

いる。この点については稿を改めて議論したい。
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Self-Envisagement improves Self-Esteem:
Lessons Learned from Online vs. Face-to-Face Classes

TSUJI Youichirou

The coronavirus pandemic has forced most university classes to change
from face-to-face to online. The author had reported that Job-hunting
Support classes (face-to-face) improved students’ self-esteem in the previous
article.

So, do we observe the same effects in online-type classes? This paper
compares online and face-to-face classes and examines changes in self-
esteem and cognitive distortions as measured by both the Rosenberg Self-
Esteem Scale and the Barnes cognitive distortion Scale.

The results indicate that there are distinctive changes in the two
measures between the two type classes. The results are also discussed in
terms of the relationship between self-esteem and self-development.
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Ⅰ は じ め に

企業会計における損益計算としては，資産負債観（asset and liability view）

によるのが正当なのか，収益費用観（revenue and expense view）によるの

が正当なのか。《正当な損益計算》はいずれにあるのか。現下，制度会計最

大の課題は，その認識に存すると言えよう。

その場合，「損益計算」という業界用語は，「利益計算」や「所得計算」と

同義に用いられることがある。これに呼応して，「会計学上の『利益』概念」

を精錬するため，「経済学上の『所得』概念」がしばしば引用される。その

際，経済学界有数の権威者ヒックス（J. R. Hicks, １９０４～１９８９）の「所得」

（income）概念が，これまで多用されてきた。

じっさい，ヒックス所得概念を援用した会計論考はこれまでにも多数あっ

た。わけても，我われの見るところ，もっとも深層的な次元にまで踏み込ん

でヒックス所得概念を援用した会計人に，井尻雄士（Yuji Ijiri, １９３５～２０１７）

がいる。周知のように，彼は会計現象を本体（実在）と写体（言語）との関

係と見て，画期的な公理的会計言語論を世に提示した。

井尻以外にも，ヒックス所得概念を援用した会計論考は多い。それらも参

考にしながら，本稿では井尻学説をメイン・ターゲットに，会計学的利
�

益
�

概

ヒックスと会計的利益概念
会計言語論的考察

キーワード：Bunji Aoyagi（青柳文司），Yuji Ijiri（井尻雄士），
Ferdinand de Saussure（ソシュール），Michel Foucault（フーコー），
Ludwig Wittgenstein（ウィトゲンシュタイン）

チョン ジェ ムン

全 在 紋
（chun@andrew. ac. jp）
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念とヒックスの経済学的所
�

得
�

概念との相関性を吟味する。

そして，井尻学説に正面から対抗する独自の私見を提示する。その際，我

われは分析の手立てとして，ミシェル・フーコーが強調する〈知の秩序〉と

いう視角を参照する。フーコーのいう「知の秩序」１）（l’ordre du savoir）は，

別称「知の準拠枠」（frame of reference, FoR）と呼ばれるものとほぼ同義で

ある。国内・国外の会計研究はどれも，この点を顧みることができないでい

る。我われはそこに，内外の会計研究における《哲学の貧困》を見るのである。

以上を見取り図となし，以下の４項に関する卑見を予め要言しておく。す

なわち，

① 所得概念の直輸入に性急なあまり，多数会計研究者らはヒックスの真

意を読み損ねている。それゆえ，わざわざの援用も不首尾な結果に終

わっている。

② 会計における「損益計算」は，近代に固有の思想（考え方）である。

それゆえ，近代以前（中世および近世）には，存在するはずのなかった

計算観念（概念）である。

③ したがって，「複式簿記生誕５００年超」論を正当と見る井尻学説およ

び学界定説は，回顧的（遡及的）読みから来る〈考え違い〉でしかな

い。

④ 井尻学説は，ニュートン力学に依拠して会計実在論を展開した。我わ

れはアインシュタイン相対性理論をも射程に入れて，会計唯言論の可能

性を探らんとする。

Ⅱ ヒックスの所得概念

ビジネスの成功に「会計」は欠かせない。今どき，企業経営における会計

の必要性を疑う者など，我われは見たこともなければ聞いたこともない。

１）ミシェル・フーコー（渡辺一民・佐々木明共訳），『言葉と物 ─人文科学の考古
学』，新潮社，１９７４年，１８７頁。
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「会計学」（会計研究）は，「会計」を合理的に実践する方法を追究する。
いかん

その「会計学」だが，現下会計研究の中核をなす損益計算の正当性如何につ
おのれ

いては，いつもどこか〈自信無さげ〉である。そのため，己（会計学）の
よ そ たす

存在根拠に他所からの援けを借りる試みが，しばしば生起した。

その典型的な事例は，会計の基礎をなすところの「複式簿記（double-

entry bookkeeping）に見られた。会計における複式簿記の意義について，

ドイツの文豪ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』にある章句

が，たびたび援用された。ハットフィールド（Modern Accounting, １９０９年

ほか）以来，多くの会計研究者が当該章句を異口同音に復唱してきた。この

点についての経緯と私見については，我われは前回拙稿２）において解析した。

ゲーテの著作は「文学」に属する。その文学が帰属する学界を問えば，そ

れは「人文科学」ということになろう。すなわち，会計研究者らのゲーテ援

用は，「人文科学」のお墨付き（威光）を借りようとしたものであった。と

ころが，人文科学の威光を借りるだけでは，足りなかったようなのである。

会計学側の自信の無さは，劣等感（コンプレックス）となって，その後も癒

されえないまま続いた。

そこで，今度は「社会科学」のお墨付き（威光）まで借りようとした。社

会科学の中でも，会計学が隣接（ないし内属）する大国「経済学」を後ろ盾

にしようとしたのである。

会計学者も含めて，人間は何かにつけて，身辺の諸事象に対しランク付け

することを好む。そうした性癖が見られる。周辺諸学に対峙しても，同様の

性向を保持している。たとえば学問領域の点で見れば，会計学はノーベル賞

の対象にはなっていない。しかし，経済学は，１９６８年以降ノーベル賞の対

象となった。会計学における経済学に対する威光借用現象も，そのあたりの

事情に影響されてのことかも知れない。

会計学における人文科学威光借用の象徴例は，文豪ゲーテ著作にある複式

２）全在紋，「ゲーテと複式簿記 ─会計言語論的考察─」，『産業經理』，第８１巻第４
号，２０２２年１月，４～１７頁。
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簿記章句引用にあった。それとは別に，会計学における経済学威光借用の象

徴例は，ヒックス所得論引用に見られる。じっさい，会計研究におけるヒッ

クス所得論引用者は，日本ばかりか世界的現象でさえあるかにも見える。引

用されるヒックスは，じっさい１９７２年ノーベル経済学賞受賞者でもあった。

ゲーテもヒックスも，知性の高さは折り紙付きである。古今東西の世評に

も，それは明らかである。しかし，斯学におけるゲーテやヒックスの援用は

見当違いである。我われは同業者に対しそうした思いを禁じ得ない。援用に
にじ さわ

おいて，コンプレックスの滲みが，殊のほか目に障るからある。

会計研究における文学コンプレックスの源泉は，その実在論的言語観に

あった。加えて，会計研究における経済学コンプレックスの源泉また，実在

論的言語観にあり。我われの認識である。本稿におけるテーマの一つは，経

済学コンプレックスの言語論的究明にある。

既述のとおり，制度会計最大の課題は，《正当な損益計算》の認識にある。

そこでいう「損益」とは，通常は『期間損益』の意味である。その「期間損

益」という術語は略して，「利益」とのみ呼ばれることも多い。ちなみに，

「期間損益」に代えて「期間利益」と称されることもある。

しかし，「利益」はもともと『フロー』すなわち『期間』を含意する概念

である。それゆえ，「期間利益」という表現は，「馬から落馬した」といった

表現に似て，冗長的である。本稿では「期間」を削除して，単に「利益」と

称する。特別の必要性でもないかぎり，「期間利益」という表現は用いない。

ヒックス原著の書名は，英語で『Value and Capital 』（Oxford University

Press, １９３９）という。その日本語定訳は，安井琢磨・熊谷尚夫による『価値

と資本（上）』および『価値と資本（下）』（［全２冊］，岩波書店，１９９５）で

ある。既に江湖に知られたところである。

日本の会計業界において多用される「利益」は，日本の経済界では「所

得」と称されることも多い。この点について，ヒックス英語原書に対する，

安井・熊谷の訳出語法を確認しておきたい。安井・熊谷は，ヒックスの英語

「income」を，日本語で「所得」と訳出している。日本語で「利益」とは訳
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出しておらない。

これに照らすと，経済学を自らの援けとするため，ヒックスの主著を引用

する日本の会計研究者らは，ヒックスのいう「income」（経済学者の安井・

熊谷になる訳語「所得」）を日本語「利益」の言わば語源としている。つま

り，日本の会計研究者らは，「所得」と「利益」との差異については，特段

の断わり（意識）もなしに混用していることとなる。

安井・熊谷訳書に従えば，ヒックスの語法では，「企業の所得」（a firm’s

income）が「利潤」（profit）であると訳出されている（原書３），１９６；下，

２１）。［以下，引用逐一明示の煩雑さを避けるため，ヒックス本著作出所につ

いては，英語原書ページを出典とする場合は「原書，xxx」，訳書（上）

ページを出典とする場合は「上，xxx」，訳書（下）ページを出典とする場

合は「下，xxx」のように示す：執筆者注］

会計研究者らは「利益」概念の経済学的根拠を提示するにあたり，しきり

とヒックスの「所得」（income）概念を引用する。そうした論拠も，「利益」

と「利潤」との類同性あたりにあるかと思われる。

ただし，日本語としては，経済学者の安井・熊谷は「利潤」と訳出してお

り，会計学的に使用頻度の高い「利益」ではない。「利潤」と「利益」，文脈

次第で両者は同義ともなる表現である。だが，経済学的表現と会計学的表現

の相互において，両語には微妙なニュアンスの差もただよう。しかし，今は

そのことには余り拘泥せず，議論をこのまま進めることとする。

我われのヒックス語法解釈によれば，「利潤」（profit）とは企業（法人）

に固有の『所得』（income）の意味であり，「所得」（income）は個人にも企

業（法人）にも通有して用いられる用語である。また，安井・熊谷訳書にい

う「所得」・「利潤」は，経済学的概念である。本稿にいう「利益」は，会計

学的概念としてのそれである。

３）本稿におけるヒックスの原書頁は，次の第二版により確認したものである。
J. R. Hicks, Value and Capital, Second Edition （Oxford：The Clarendon Press,
１９４６）．
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経済学的概念と会計学的概念，両者の差異を究明するにあたり，我われは

最初に，ヒックス経済学的概念としての「所得」の意味について確認してお

きたい。

ヒックスの定義によれば，「ある人の所得とは，・・・・彼が一週間のうち

に消費し得て，しかもなお週末における彼の経済状態が週初におけると同一

であることを期待しうるような最大額，これである」［上，３０３～３０４］。この

ように，ヒックスの所得概念は，まず個人向けのものとして言述された。少

なくとも，スタートは企業向けの概念ではなかった。

ここで「ある人」（個人）の代わりに「企業」（法人）を代入して，経済学

的言述を会計学的言述に読み替えると，つぎのように置換されよう。すなわ

ち，「企業（法人）の利益（所得）とは，・・・・当該法人が一会計期間のう

ちに消費し得て，しかもなお期末における企業の経営状態が期首におけると

同一であることを期待しうるような最大額，これである」。我われは企業会

計側からヒックスの所得論を検討するにあたり，この読み替えを手がかりと

するものである。
こと

いわゆる所得（income）という概念が殊さら必要な理由は何か。ヒック

スによると，「思慮ある行為の指針」として役立たせるためだという。すな

わち，ある経済環境の中で，所得を超える消費は将来の貧困を招く。裕福に

なるためには，できるだけ消費を抑えて将来に備えなければならない。そう

した行為の指針である。

ただ，利率の変動などにより，経済学者の場合，社会全体に対する所得計

算は統計的推
�

定
�

にとどまらざるをえなくなる。すなわち，経済的数量の測
�

定
�

というまでにはたどりつけない［上，３１５］。それゆえ，経済学者の「計算し

うる所得は彼の求める真の所得ではなく，彼の求める所得は計算することが

できない」のだと言う［上，３０７，３１５］。

それゆえ，行為に関係のある「所得」は算定が容易でない。こうした事情

により，如上の定義は「所得」の〈真の意味〉をもたらすものとはなりえ

ず，〈中心的意味〉をなすものにとどまらざるを得ない。これがヒックスの
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解説である［上，３０４，３１４～３１７］。

所得分析にあたり，ヒックスは経済理論を経済静学と経済動学とにクラス

分け（小区分）している。経済理論のうち，各数量が日附（デイティング）

に煩わされなくてもすむような部分を「経済静学」（Economic Statics）呼

んでいる。また，各数量が日附をもたねばならないような部分を「経済動

学」（Economic Dynamics）と呼んでいる［上，２０５］。会計研究者らが常用

する用語に換言すれば，ひっきょう経済静学の対象は「ストック」（貯量）

であり，経済動学の対象は「フロー」（流量）ということになろう。

ちなみに，ヒックスがここで言う「真の所得」とは，ギリシャ哲学者・プ

ラトンのいう本質（イデア）としての『所得』を意味する言葉と解される。

『真の所得』の先
�

在
�

，「計算しうる所得」（記号＝言葉）の後
�

出
�

というヒック

スの見方は，いわゆる「言語命名論」的な実在論的言語観の表明と見られる。

ヒックスによれば，経済学者たちが求めたい真の所得は，正確に計算する

ことができない。それゆえ，複数「近似概念」のどれかで「通常満足してい

る」だけである。そこで，所得（income）４）の〈中心的意味〉に関説する

「近似概念」として，ヒックスは以下のような３種概念を提示した［上，３０４

～３０９］。ヒックスの語法にできるだけ忠実に示せば，次のようである。

① 第一の近似概念（所得第一号）＝ 個人の見込収入の資本化された期

間貨幣価値

② 第二の近似概念（所得第二号）＝ 利率の変化を考慮に組み入れた期

間最大費
�

消
�

額

４）ヒックスの所得論では，資本の限界効率思考が前提されている。たとえば，今日
の一万円は，一年後の一万円と同価値ではない。危険プレミアム（支払不履行）
等に伴なう〈利子〉（interest）の存在が勘案されているためである。ここで，
「所得」の算定には，『時間』（とりわけ絶対時間；後述）がファクター（要因）
となっていることに留意したい。
たとえば，会計的負債に共通する特徴も，「利子」（利息）にあると見られてい
る。それは貨幣の時間的価値［value］または遅延の価格［price］だと論定され
ている。
平松一夫・広瀬義州訳，『FASB財務会計の諸概念』〈増補版〉，中央経済社，
２００２年，３０３頁。
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③ 第三の近似概念（所得第三号）＝ 物価の変動を考慮に組み入れた期

間最大消
�

費
�

額

ヒックスの記述をもとに，「消費」と「費消」に対する記号（言語）の意

味の差異を，ここで言語論的に確認しておこう。

以下のようである。すなわち，ヒックスの言う「費消」（spending）とは，

『貨幣の支出額』を意味（指向対象）とする記号（言語）概念［上，

３０７，３０９］である。また，ヒックスの言う「消費」（consumption）とは，

『個人の効用または満足』を意味（指向対象）とする記号（言語）概念［上，

５５，３０９］である。あるいは，『価値喪失』を意味（指向対象）とする記号

（言語）概念［上，３１０］である。

「費消」という記号（言語）は，『消費』という指向対象と〈写像〉

（mapping５）, picture６））すなわち〈一対一の関係〉（one-to-one correspondence）

をなしている。もし，そのような解釈に誤りがないとするのであれば，それ

は実在論的な言語観である。他方，記号（言語）とその指向対象（意味）と

の関係は，写像すなわち一対一の関係ではありえないという解釈もあり得

る。そのように見るならば，それはソシュールをはじめとする唯言論の言語

観に接近する。

直上２つのパラグラフにてらして言うかぎり，ヒックスの見方は，基本的

には実在論の言語観に立脚している。すなわち，ヒックスにとっては，「消

費」概念が本質（イデア）であり，「費消」概念は「消費」概念の〈写像〉

という位置付けとなろう［上，３０９］。

言葉の定義に関説して，ヒックスは「所得」という言葉の「完全な定義」

は，困難ないし無理だと見た。それゆえ，「所得」概念を議論する場合には，

如上３種のような近似概念で済ますしかない。あるいは満足するしかない

［上，３０４］とした。

５）吉村公宏，『はじめての認知言語学』，研究社，２００４年，１０４～１０５頁。
６）米国財務会計基準審議会（平松一夫・広瀬義州共訳），『FASB財務会計の諸概
念』〈改訳新版〉，中央経済社，１９９４年，７３頁。
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ヒックスによれば，結論的には，「所得」（income）概念は分析に堪えな

い「悪い用具」（bad tools）である。「貯蓄」（saving）概念と同様，経済動

学では避ける（eschew）方が得策である。そのように論断した。［原書，

１７７；上，３１０～３１１］

彼は，経済静学を論じた際，パレートの「効用」（心理的効用）概念使用

を避けた。そうすることで，経済静学におけるヒックス自身の結論を尖鋭に

することができた。そう自負している［上，３１１］。「効用」（utility）概念な

ど，「市場の諸現象を説明するには不必要である。それゆえ，オッカムの剃

刀の原則に従って，それなしで済ませる方がよい」とまで言明した［原書，

１８；上，５５］。

経済静学の「効用」概念と同様，経済動学における「所得」や「貯蓄」と

いった両概念もまた，「オッカムの剃刀の原則に従って，それなしで済ませ

る方がよい」という主張に通じている。我われのヒックス理解である。

ヒックスは，「所得」概念の完全な定義など〈無理〉だと見た。そればか

りか，精確な定義など〈不必要〉であるとさえ，断言している。それゆえ，

「実証的理論経済学者にとっては，所得は非常に危険な用語であり，しかも

それは避けることができる」とまで強調している［原書，１８０～１８１；上，

３１６～３１７］。

以上のように，ヒックスは「所得」概念を論ずるにあたり，その「中心的

意味」やそれに近似する３種概念について，慎重に考えを巡らせた。しか

し，その結果として到達した彼の結論は，経済動学における「所得」概念の

意義については，それを全面的に廃棄する内容であった。

ちなみに，３種近似概念相互間の優劣についても，「所得第二号」が「所

得第一号」や「所得第三号」よりも中心的意味（概念）に近
�

い
�

。そう述べた

にとどまる。それは明らかに，相対的かつ限定的な主張である。所得第二号

と，所得第一号との概念的差異は，〈利率の変化の有無〉のみである［原書，

１７４；上，３０６～３０７］。にもかかわらず，多数会計研究者らは，これまで所得

第二号概念があたかもヒックス説の基本的な主張であるかのごとくに，迷走

ヒックスと会計的利益概念 ２４９



解釈してきた。そして，所得第二号概念がヒックス説の本旨をなすものとし

て，紹介・援用してきた。《牽強付会》というほかない。

Ⅲ 使用価値か交換価値か

市場には，商品が溢れている。それら商品には，「値段」が付いている。

そこで言われる「値段」と言うのは，日本語としては日常的用語である。学

術的用語では「価格」と称されることの方が多い。

市場が自由であるならば，商品の価格は需要と供給が一致する点において

成立する。入門的経済学教科書が等しく説くところである。そのさい基本的

には，価格（price）は価値（value）を写像（写映）すると想定されてい

る。すなわち，価格は価値の指標（記号）である。これは，経済学において

現在も常識となっている見方である。価格とは，〈貨幣〉により表示された

価値と見なされる。「貨幣ベール観」（money veil view）の呼称で知られた

見方である。

ただし，経済界においては「バブル」をはじめ，攪乱現象がしばしば生起

する。何らかの事情により，短期的ではあっても，需要を超える供給が生産

されたり，供給を超える需要が発生したりする。すると，一時的に，価格は

価値の指標でなくなる。価格と価値との間に齟齬（乖離）が生じ，写像（写

映）関係は損なわれる。

その際，価格と価値との間で，どの程度の乖離が生じたか。経済的には人

びとの大きな関心事となる。しかし，それの捕捉は容易でない。我われが市
じか

場において直に観察できるのは，価格だけだからである。価格の背後に潜む

価値は，直せつ眼には見えないからである。しかも，我われが本当に知りた

いのは，ふつう価格よりも，価値の方であろう。

価格（記号≡後出）と価値（実在＝記号の指向対象≡先在）の関係に対す

るこうした思考プロセスは，言語観の視座から位置付けるとすると，「言語

命名論」ということになろう。認識＝存在論（recognition and existence
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views）としては，実在論に帰属する７）。

我われは，外界の事象（事物や現象）に囲まれて生きている。普段，そう

した気分でいる。机，本，三角形，風，愛，その他，様ざまな事象が我われ

の周囲の外界に存在している。人間は古来，それら事象に対し，観察可能な

範囲の認識だけでは，飽き足りない時が多かった。つい，観察可能な事象の
いま

背後に潜む，観察不可能な「本質」の認識を追い求めてきた。それは未だに

変わらない。

古代ギリシャの哲学者・プラトンは，そうした「本質」を「イデア」

（idea）と呼んだ８）。そして，イデアは〈観察不能〉ではあっても，《実在》

するとした。かくして，プラトンのいう「イデア」は，存在物の原形となる

ところの，理想型と見られるに至った。かつ，時間的に不変の絶対的存在で

あると見られた。

たとえば，幾何学の定義によれば，「三角形」とは，３本の線分によって

作られる図形をいう。ところが線分というのは，点と点を結んだものであ

り，理念的には幅のないものである。幅があれば線分とは言わない慣わしで

ある。
みな

しかし，我われが各自で自由に紙上に描く三角形には，それぞれ皆，幅が

ある。描けば，どうしても幅ができてしまう。幅なしには三角形は描けな

い。つまり，紙上に描かれた三角形は，厳密には描く人により様ざまに違っ

てくる。それら紙上に描かれた三角形は，いずれも純粋な意味での三角形で

はないということになる。それでも，頭の中では各自に共通の，純粋な（線

分のない）三角形をイメージすることはできる（ようである）。哲学者が言

うには，こうした原形（イメージ）としての三角形，それがイデアとしての

７）認識＝存在論（実在論・観念論・唯言論）と言語観の相関関係については，次を
参照せよ。
全在紋，前掲「ゲーテと複式簿記」，１２～１４頁。

８）全在紋，「複式簿記の誕生と宗教的レトリック」（CiNii収録論文 機関リポジトリ
オープンアクセス公開），『桃山学院大学経済経営論集』，第６０巻第３号，２０１９
年１月，３６頁。
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三角形だと言う９）。

経済学的概念としての「価格」と「価値」との関係も，線分付きの「三角

形」と原形（イデア）としての「三角形」とに，オーバーラップさせて識別

することが可能であろう。前者の線分付き三角形を「価格」とみ，後者の原

型としての三角形を「価値」とみる見方である。あたかも，価値（指向対
じゃがいも

象）としては同一である馬鈴薯の価格（記号）が，同じ時点であっても場所

（北海道・東京・大阪その他）が違えば，それぞれ異なるような関係である。

経済史の教科書によれば，人類の生活は狩猟採集（移動）から農耕生活

（定住）に，そして工業化（都市集中）へと変遷した。人類の有史は，一説

に６００万年と言われる。その人類が農耕を発明したのは，今から約１万年前

のことにすぎないという。そのとき以来，人類は移動性の野生動物ではなく

なった。

農耕の発明によって，人類は余剰生産物（財ないし富）を確保できるよう

になった。余った生産物を他の人びとと〈交換〉することで，人類社会に

〈経済〉が発生した。狩猟採集時代の地球世界人口は，せいぜい３００万人～
ご

４００万人程度だったと言われている。ちなみに，地球上の人口はその後増加

して，今や７０億人を超える。それに伴ない，人類社会においては〈富〉に
かたよ

偏りが生じ，支配・被支配をなす〈権力〉が生まれたとされる。

アダム・スミス（Adam Smith, １７２３～１７９０）は，経済観念としての「価

値」に２義ありとした。「使用価値」（value in use）と「交換価値」（value

in exchange）である。両者の相違について説明するさい，彼は水とダイヤモ

ンドの比喩によった。世上あまりにも有名なメタファー（隠喩）である。

スミスは両者の優劣について，交換価値の有無を専決するファクターは，

使用価値の方にあるとした。使用価値あっての交換価値であり，その逆（交

換価値あっての使用価値）ではないと見た。それは食べ物に対する両種価値

の意義に明らかであるとした。人間にとっては先ず，自分たちの「必要性」

（使用価値）こそが，価値の絶対的規準（根源的ファクター）である。スミ

９）小阪修平，哲学通になる本，オーエス出版，１９９７年，８４～８５頁。
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スはそう説いた１０）。

スミスの考えを受け継いだマルクス（Karl Marx, １８１８～１８８３）も，交換

価値よりも使用価値の方を根源的な価値と見た。使用価値からみて，交換価

値は派生的なファクターにすぎないとする見方であった１１）。

たとえば食べ物の場合，農耕生活時代以降，主食は誰よりも先ず自身に摂

取される。しかる後，余りものが出た場合に，他者との間で主食でない副食

と交換される。ここで，J. S. ミルの主張に耳を傾けよう。彼によると，「貨

幣」が発明された後に，自他で遣り取りされる交換価値が，「価格」として

表示されるようになったのだという１２）。

スミスもマルクスも，そしてミルも，まず価値を先
�

在
�

する実体と見てい

る。そして，価格は貨幣を媒介にしてそれ（価値）に貼り付けられた後
�

出
�

の

記号（名前）である，と見ている。彼ら３巨人とも，価格（記号）について

は実在論的な言語観，すなわち「言語命名論」１３）で共通していると言えよう。

その後，彼ら３巨人の見方とは，逆立ちした言語観を提示する者が出現し

た。M. フーコーである。彼になる経済観念では，交換価値あっての使用価

値であり，その逆ではないとされた。この見方は，唯言論的な言語観，換言

すれば「言語分節論」に通脈している。

すなわち，フーコーによれば，人間は心理レベルにおいては，物は必要が
さ あら

あるから他の物と交換される。しかし，人間の経済レベルでは，然に非ずと

言う。近代の経済学者たちにあっては，物（富）というものは必要性（使用

価値）とは何の関係もない。もっぱら交換価値（価格）のみがベース（基

１０）フーコー，前掲『言葉と物』，２４２頁，２４４～２４５頁。
１１）丸山圭三郎，「貨幣と言語」，『言語生活』，第４０９号，１９８５年１２月，２２～２３頁。

丸山圭三郎，『生命と過剰』，河出書房新社，１９８７年，２５４頁。
１２）深貝保則，「価値理論におけるリカードウとJ. S. ミルとの継承関係」，米田康彦

ほか編，『労働価値論とは何であったのか』所収，創風社，１９８８年，９４～９５頁。
１３）「言語命名論」とその対概念をなす「言語分節論」の種差については，以下を参

照されたい。
全在紋，「『複式簿記』の文脈的意義について」（CiNii収録論文 機関リポジトリ
オープンアクセス公開），『桃山学院大学環太平洋圏経営研究』，第２２号，２０２１
年２月，２２～２９頁。

ヒックスと会計的利益概念 ２５３



準）となって，市場において流通する（交換される）だけである。すなわ

ち，近代の経済学者らの関心事は，実際は交換価値の方にしかない。使用価

値の方には皆無である，と言うのである。

フーコーによれば，近代の経済学においては，「交換価値」は物の必要性

（使用価値）とはまったく関係のないところで決まっている。すなわち，交

換価値は『一定量の労働』（＝労働の単位数）を唯一無二の尺度（基準）と

して決まっているだけである。換言すれば，価格の背後にある『一定量の労

働』（＝労働の単位数）というものが，「交換価値」の実質的な意味となって

いる。これがフーコーの見た，近代の経済学に対する認識である。

それゆえ，スミスになる水とダイヤモンドとの比喩には，「なくてもすむ

ダイヤモンドが高く，それなくしては生きることのできぬ水が安いという，

『価値の逆説』が」１４）存在している。当該「価値の逆説」（paradoxe de la

valeur）に明らかなごとく，経済学において議論の中心をなしているのは，

もっぱら交換価値だけである。使用価値とは無縁である。要は高価だから経

済学的に重要なのであり，安価なものには人びとの関心も向かない。フー
てっけつ

コーにより剔抉された，経済学者たちに沈潜した共通の見方である。

使用価値と交換価値との，「この乖離はきわめて重要である」１５）。フーコー

はそのように強調している。価格（交換価値）が価値（使用価値）を表現

（写像）するのではない。むしろ貨幣額として表現される「価格」（記号）が

基礎となって，『価値』という実体（指向対象）が画定１６）（確定）される。

彼はそのように見たのである。まがうかたなく，唯言論の表明である。

１４）フーコー，前掲『言葉と物』，１８８頁。
１５）同上，２４４頁。
１６）ここで言う「画定」という語の意味について，どこか理解に困難な読者は，以下

の箇所を参照されたい。
全在紋，『会計の力』，中央経済社，２０１５年，９～１３頁。
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Ⅳ エピステーメー（知の秩序）の変転

「会計」とは何か？ 経済史に通有して言えるのは，『富の計算』という

ことであろう。だが，そこで言う「富」とは何か？ それは，その時代その

時代における「知の秩序」（l’ordre du savoir）によって意味が違ってくる。

これがフーコーの所見である。

ちなみに，フーコーの著作においては，「知の秩序」の代わりに，実際は

「エピステーメー」（épistémè）という仏語が多用されている。また，フー

コーのいう「知の秩序」（エピステーメー）は，通常，日本語でいう「知の
おおむ

準拠枠」，英語にいう“frame of reference”と概ね同義である。

我われ人間は，「家が小さすぎるとか，あの人は無作法であるとか，この

食物は口に合わないと『判断する』場合，これは，一定の大きさ，作法，嗜

好の基準にてらして判断しているのである」１７）。

人間はそうした判断を行使しながら，自身の知識を獲得・加増していく。

知識を獲得・加増するにあたっての，人間による判断の基準となるものが

「知の準拠枠」である。ただし，それは普段，意識されていないことが多い。

当人には身に覚えもないまま，いつの間にか「思い込み」化してしまってい

る。そうした判断（認識）の基準である。

換言すれば，人間は事象（事物・現象）を知覚する際，当該事象をそれ自

体として，ありのままに知覚しているのではない。事実を事実に即してあり

のままに知覚することなど元もとありえない，という話である。自身の体内

に既存の「知の準拠枠」を無意識の背景としながら知覚している（あるいは

知覚せざるを得ない），という話である。そのため，そうした知覚は時に，

「無意識の偏見」（unconscious bias）と呼ばれることもある。

事象の知覚内容を「図」（figure）と喩えれば，知の準拠枠は「地」

（ground）に喩えられる。地の有り様は，図の内容に著しく影響する。「現

１７）T. M. ニューカム（森東吾・萬成博共訳），『社会心理学』，培風館，１９５６年，９２
頁。
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実に知覚される［見える；執筆者注］ものは，単なる図ではなく，地との関

係における図である。黄色の背景［地；執筆者注］の下に青緑に見える折紙

［図；執筆者注］も，青を背景［地；執筆者注］とすれば黄緑［図；執筆者

注］に見えるものである。ダンスにはじみすぎる服装も，葬式には，すこし

はでとなる」１８）。

絵柄（図）は，キャンバス（地）なしには，認識できない。この場合，

「図と地はもともとゲシュタルト心理学の用語であり，視覚経験において注

意を向けている部分を図，それ以外の背景を地と呼ぶことがある。有名な

『ルビンの壺』においては，どの部分を図として注目するかによって，壺に

見えたり人の顔に見えたりする」１９）。

「知の秩序」すなわち「エピステーメー」の相異について，フーコーは時

代を３区分して識別した。中世（１６世紀まで）・古典主義時代（１７～１８世

紀）・近代（１９世紀以降）の３区分である。ゲシュタルト心理学における

「地」（背景）をなすエピステーメーとして，フーコーは中世では「類似」

（ressemblance）を，古典主義時代（近世）では「表象」（représentation）

を，近代では「人間」（l’homme）を，それぞれ摘出した２０）。それら３種のエピ
ふえん

ステーメーを，会計の内実をなす「富の計算」にまで敷衍して見るとしよう。

まず，中世における富のエピステーメーは「類似」である。中世は，神が

この世界における唯一の支配者であった。言葉（言語）もその意味も，共に

自然の中に存在した。言葉の意味は，自然の中の，神により定められた可視

的な「類似」が何であるかを読み解くことによって解明された２１）。

１８）同上，９１頁。
１９）窪薗晴夫編著，『よくわかる言語学』，ミネルヴァ書房，２０１９年，１９０頁。
２０）貫成人，『フーコー』，青灯社，２００７年，５８～７０頁。

加賀野井秀一，『知の教科書 ソシュール』，講談社，２００４年，１５０頁。
フーコーの言う，近代における「人間」概念は，エピステーメーをなすところの
概念である。「人間」という音声言語から日常しばしば感じてしまう，耳ざわり
の良し悪しを伴なう意味とは無縁の概念である。現下規律権力実現の手段とされ
ている，ある種「錯覚」の概念をいう。
ミシェル・フーコー（慎改康之訳），『精神医学の権力［コレージュ・ド・フラン
ス講義 １９７３-７４年度］』，筑摩書房，２００６年，７４頁。

２１）フーコー，前掲『言葉と物』，５８頁，６１頁。
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たとえば，「頭部の病気を予防するためにクルミがしばしば用いられたの

は，クルミの堅い殻が頭蓋骨に類似しているからであり，さらにはクルミの

実が脳を連想させたからであった」２２）。フーコーはまた，「トリカブト属の花

が眼病に効く」というルネッサンス期における人びとの認識も，紹介してい

る２３）。トリカブトの種子は，白くて薄い膜の中に黒っぽい小さな球がしまい

こまれており，人間の眼と類似していると見られたためだとする２４）。

クルミは頭部の病気の予防に効果があり，トリカブトは眼病に効く。そう

した怪しげな話しには，医学的な根拠など一切ない。そういう診断も多い。

しかし，そうした見方もまた，近代における知の秩序による認識にすぎな

い。フーコーは，中世・近世・近代のエピステーメーを俯瞰（相対化）する

視座から，中世の認識および近世や近代の認識，個別にはそのいずれにも与

しておらない。

ここで議論を経済に戻す。中世では，神の摂理により，金属（金・銀）は

それ自体が貴重であった。それゆえ，富の原基と見られた。富はまた〈貨

幣〉として，他の商品価値と照合・交換可能な尺度として機能した２５）。中世

における「貨幣としての貴金属」と「物の商品価格」との類似関係について
みこころ

は，神の御心にかなう外徴（類似記号）の発見は，《商人》だけに可能であ

ると見られた２６）。

ひっきょう中世においては，金属貨幣としての富に対しては，その富の

「在高計算」（wealth calculation）が会計の対象になったと見られる。ビジ

ネスの目標はもちろん，金属貨幣としての富の在高の，減少よりも増加であ

る。富の意味（内実）は，フローよりも今でいうストックの方にあった。

古典主義時代（近世）における富のエピステーメーは「表象」である。言

葉（記号）は，神の摂理とは切り離された。そして，言葉（記号）はそれ自

２２）今村仁司・栗原仁，『フーコー』，清水書院，１９９９年，８２頁。
２３）フーコー，前掲『言葉と物』，７６頁。
２４）内田隆三，『ミシェル・フーコー─主体の系譜学』，講談社，１９９０年，５８～５９頁。
２５）フーコー，前掲『言葉と物』，１９０～１９３頁。
２６）フーコー，前掲『言葉と物』，１９４～１９５頁。
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身とは別の，自然界における事象（実在）をストレートに意味（表象）する

と見られるようになった２７）。たとえば，クジラ（鯨）はその可視的な外観

（表象）から，神の摂理による類似関係とは関わりなく，近世では魚類に分

類されることとなった。言葉とその自然界における事象（意味）とは，「一

対一の対応関係」にあると見られたのである。

古典主義時代は，経済史的にはいわゆる「重商主義」の時代である。この

時代の富は，中世における金属貨幣から，金属貨幣とは関わりのない「貨

幣」一般により表象される事象（内容＝意味）の方へと，移行した。それ

は，富に対する見方（エピステーメー）が変化したからだと，フーコーは言
きん

う。すなわち，「金が貴重なのはそれが貨幣だからで，その逆ではない」２８）と

見られるように変化した，とする。当該フーコー説をそのまま裏返して見れ
きん

ば，この時代，「貨幣が貴重なのは，それが金だからではない」という風に，

〈知の秩序〉が変転した。それがフーコーの主張である。

読者には「くどい話」を承知で言えば，重要なのは「貨幣かどうか」とい

うことであって，「金かどうか」ということではない，ということである。

すなわち，富は貨幣を通じて流通・交換されてこそ，増減するものと考えら

れるようになったとする。つまり，この時代の富に対しては，富の「収支計

算」（money flow calculation）が会計の対象となった。ビジネスの目標は，

もちろん貨幣支出を超える貨幣収入である。富の内実は，今日にいうストッ

クからフローに転じたのである。

フーコーによれば，富のエピステーメー（知の秩序）は，古典主義時代の

「表象」から，近代では更に「人間」へと変転した。すなわち，古典主義時

代の可視的な表象は，近代では不可視な人間的概念へと変転した。

この点につき，自然界の事象に対する「分類」の仕方の違いから見直して

みよう。たとえば，クジラ（鯨；whale）は，魚類か哺乳類か？

プレ近代（古典主義時代＝近世）に存在した博物学（histoire naturelle）
２７）手塚博，『ミシェル・フーコー：批判的実証主義と主体性の哲学』，東信堂，２０１１

年，３５頁。
２８）フーコー，前掲『言葉と物』，１９６～１９７頁。
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では，胸びれ・尾びれなど，眼に見える可視的な外観（表象）を基準にし

て，「魚類」と分類された。しかし近代にいう生物学（biologie）では，そう

した外観の背後にあって，眼には見えない不可視の基礎諸概念（有性生殖か

胎生か，など）を基準にして，「哺乳類」かどうか分類されるように変転した。

ちなみに，「人間」という言葉（記号）の意味は，言語分節の相異から，

西欧と日本やアジアとでは異なる。それは食べ物の相違となって現れる。日

本語でクジラは｢鯨｣と書いて，魚の一種とされてきた。だから，｢食べて何が

悪いのか｣ということになっている。周知のとおりである。クジラばかりか，

中国や韓国では，現在でも犬の肉を貴重な食用蛋白源とする地域がある。

他方，西欧では，日本に先んじて，クジラは哺乳類へと分類替えされた。

それゆえ，人間と同類の哺乳動物なら｢食べてはならぬもの｣と考えられるよ

うになった。日欧両者で価値観は異なる，という話しである。一方が正し

く，もう一方が間違っているということではない。言葉の意味が違うという

ことは，言語分節のあり方から知らぬ間に導かれる価値観の違い，というこ

とでしかない２９）。

上で，我われは「絵柄（図）は，キャンバス（地）なしには，認識できな

い」とした。この場合，絵柄（図）が認識されるキャンバス（地）に相当す

るのが，フーコーのいう知の秩序（エピステーメー）である。その地は，時

代区分に応じて変化している。それがフーコー権力史論である。

Ⅴ 会計の対象をなす『富』の変転

ただし，フーコーのいう「知の秩序」（エピステーメー）には，位階

（rank）がある。上述した，中世の「類似」，古典主義時代の「表象」，近代

の「人間」といった知の秩序は，最上階の位階概念である。その直下の位階

領域として，彼は「言語」「生物」「富」の３区分を識別している。本節の論

２９）橋爪大三郎，「社会は『言語ゲーム』でできている」，加賀野井秀一ほか監修，
『あたらしい教科書３ことば』所収，プチグラパブリッシング，２００６年，１１０頁。
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議領域をなすのは，そのうちの「富」の区分である３０）。

フーコーによれば，富に対する〈知の秩序〉は，中世は神の摂理をなす金

属貨幣（金・銀）が中心であった。古典主義時代は「価値」「価格」「貨幣」

への組合せ（分析）へと変転した。その後，近代になって更に「労働」・「生

産」・「資本」の組合わせへと変転した。

古典主義時代には，「富の分析」はあっても，｢経済学｣は存在しなかった。

それは，「生産」という概念（観念）がなかったためだという３１）。すると，

「経済学」はすぐれて『近代における富の学問』ということになろう。

「富の分析」と「経済学」との関係は，生物に関連づけて言えば，「博物

学」と「生物学」との関係に等しい（相当する）３２）。分類の規準は，博物学

では〈外観〉によったが，生物学では〈内観〉によるからである。上述のよ

うに，クジラ（鯨）は，博物学では魚類に内属した。他方，生物学では哺乳

類に内属する。そうした違いに等しい。

外観・内観とは別に，「生産」概念は，さらに時間（期間）の従属変数で

もあることに留意したい。それは，「経済成長」概念に象徴的である。「経済

成長」とは，一般に『付加価値の総計であるGDP（国内総生
�

産
�

）の増加』

を指すと定義される３３）。また，経済理論において言われる「三面等価の原

則」は，統計的に例外の無い原理と見られている。「生産」「支出」「所得」

の３項目（概念）は必ずイコールになる，と論定されている。

速い話しをすれば，経済学においていうGDP（国内総生産）とは，時間

の従属変数をなす生産の総計，ということである。すると，経済成長概念

は，会計史的には必然的に期間損益計算とのみ親和的である。すなわち，

３０）中世・古典主義時代・近代に関説して，フーコーが『言葉と物』で示した〈知の
秩序〉に対する一覧は，次著が簡明である。
竹田青嗣，『人間的自由の条件』，講談社，２００４年，３５３頁。

３１）フーコー，前掲『言葉と物』，１８７頁。
３２）フーコー，前掲『言葉と物』，１８８頁。
３３）橋本寿朗，「高度成長のメカニズム」，伊丹敬之・加護野忠男・伊藤元重共編，
『リーディングス 日本の企業システム第４巻・企業と市場』，有斐閣，１９９３
年，２４８頁。
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「経済成長」が近代に固有の概念であれば，会計的には，中世の在高計算や

古典主義時代の収支計算とは相互に相容れない概念だと言えよう。

つまり，近代の富に対しては，その富の「損益計算」（profit and loss

calculation）が会計の中核的対象となった。ビジネスの目標は，もちろん期

間費用を超える期間収益である。ここでも，富の内実は，今でいうフローの

ままとなっている。

以上を小括しておけば，中世・在高計算におけるビジネスの最終目標は，

金属貨幣の増加であった。貨幣支出を超える貨幣収入（収支計算）でもなけ

れば，期間費用を超える期間収益（損益計算）でもなかった。古典主義時

代・収支計算におけるビジネスの最終目標は，貨幣支出を超える貨幣収入で

あった。金属貨幣の増加（在高計算）でもなければ，期間費用を超える期間

収益（損益計算）でもありえなかった。そして，近代・損益計算におけるビ

ジネスの最終目標は，期間費用を超える期間収益（損益計算）となった。金

属貨幣の増加（在高計算）でもなければ，貨幣支出を超える貨幣収入（収支

計算）でもなくなった。

フーコーによれば，「富」の源泉（意味）は，古典主義時代（プレ近代）

と近代・資本主義の時代（近代）とでは，一変した。古典主義時代の「富」は，

種子・家畜・土地などから編成された。日本の江戸時代で言えば，「米」が

富の基本となった。当時，米は食べるだけでなく，貨幣の代わりともなった。

米の計算単位は「石」（こく）であった。貨幣の代わりをなす，種子・家畜・

土地あるいは米などは，「実物貨幣」（商品貨幣）と呼ばれる。これに対し，

近現代における富の計算単位としての紙幣などは「名目貨幣」と呼んでいる。

ところが，近代において「富」の中身は，生産・労働・資本へと転じた。

２つの時代における富の源泉（意味）には，大きな〈断絶〉３４）が生じた３５）。す

なわち，古典主義時代の「富」は，〈可視的〉であった。しかし，近代の

３４）フーコー，前掲『言葉と物』，２６９頁。
３５）小泉義之，「フーコーのディシプリン『言葉と物』と『監獄の誕生』における生

産と労働」，『現代思想』，第３７巻第３号，２００９年６月，２０９～２１０頁。
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「富」は，〈構造的〉（＝不可視）なものへと転じた。

たしかに，経済学（political economy, économie politique）は，アダム・

スミスのアイデアにより近代に生まれた。プレ近代に「経済学」という名の

学問領域は存在しなかった。スミスの経済学以降，富を構成する諸概念（労

働・生産・資本）は，いずれも人間が直せつ見たり触れたりできる可視的

（感覚的）なものではなくなった。

スミスによれば，「だから，労働だけが，それ自身の価値に変動がないた

めに，いつどこでもすべての商品の価値を評価し比較することができる，究

極的で真実の規準である。労働はそれらの商品の実質価格であり，貨幣はた

んにその名目価格にすぎない」３６）。このスミスの貨幣論こそは，いわゆる

「貨幣ベール観」の起源をなすものと見なしえよう。

Ⅵ 会計における貨幣の機能

この国で今も定評ある経済入門書によると，貨幣の機能は大別して以下の

３つとされている３７）。

① 交換手段（流通手段）

② 蓄蔵手段（価値の貯蔵手段）

③ 価値尺度（価値の大小関係表示手段）

前述のとおり，貨幣を媒介にして，価格（記号）は価値（事象）を〈写

像〉する。これがスミスの見方であった。スミス以後も，この見方は長く維

持されてきた。経済入門書における貨幣機能論も，依然そうした見方に立脚

している。スミスも入門書も，いずれも言語論的には，実在論的言語観であ

ると言えよう。

３６）アダム・スミス（水田洋監訳・杉山忠平訳），『国富論（一）』，岩波書店，２０００
年，６８頁。

３７）三橋規宏・内田茂男・池田吉紀，『ゼミナール日本経済入門』〈第２５版〉，日本経
済新聞出版社，２０１２年，３５１～３５２頁。
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だが，スミスや入門書の見方も，今や唯言論に通じる言語観から，反旗を

翻されている。今日の市場は，ニーズ（価値）ではなく，むしろ利益主導

（価格）により商品交換がなされているためである。パテル３８）らは，そうし

た点を強調している。

これを会計に関連づけて言い換えるとどうなるであろうか。交換価値（価

格＝値段）は，価値（使用価値＝ニーズ）とは無関係に，損益計算（＝利益

ぶくみ）主導により決定されている，ということになろう。

環境保全や社会的コストなど，環境負債（原子力発電所除去費用ほか）に

ついて言えば，少なくとも２０１１年以前の企業会計は，負担を免れていた３９）。

これに関説すると，パテル著作の訳者・福井があとがきで，次のような卑近

例をあげて皮肉っている。たとえば，日本で３９０円（２０１８年現在）で買え

る「ビッグ・マック」の価格（値段）は，環境保全などのコストを加算して

本来の価値を試算すると，２万円を超える。他方，化粧品（香水）の価値

（原価）は，価格（売価）の１％以下である。売価２万円の香水でも，その

原価は２００円以下でしかないと言うのである４０）。

近代経済学における基本諸概念（労働・生産・資本）は，会計的には労務

費・生産費・純資産といった諸項目（ないし要素）により具現されている。

ただし，それら会計諸項目はいずれも，「期間（時間）的意義」を内に宿し

た概念である。

会計の対象をなす〈存在〉が，「可視的なもの」から「不可視なもの」に

変化しただけではない。会計にまとわりつく〈時間〉にもまた，連動して変

化が生じている。会計においては，近代以降になって，いわゆる「口別計

算」から「期間計算」へと転じた点に明らかである。じっさい，近代経済学

における「労働」「生産」「資本」といった諸概念には，いずれも期間（フ

ロー）が含意されている。それらは在高（ストック）的な口別単位ではな

３８）ラジ・パテル（福井昌子訳），『値段と価値』，作品社，２０１９年，２８～３３頁。
３９）梶原太一，「原発ローコスト言説と資産除去債務会計」，『経済科学通信』，第１２６

号，２０１１年９月，６４～６９頁。
４０）福井昌子，「訳者あとがきに代えて」，前掲『値段と価値』，２３８～２４１頁。
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い。こうした点に重なっている。

スミス経済学における交換価値としての「労働」は，『一定量の労働』（＝

労働の単位数）を意味していた。このことは上に述べた。じっさい，労働の

対価としての日給にせよ月給にせよ，時間的限定（制約）が含意されている。

数学的に換言すれば，それら労働の対価は時間の関数である。「生産」が

時間の関数であることは，「経済成長」概念にも明らかであった。『付加価値

の総計』を意味するGDP（国内総生産）は，会計における期間損益計算

（≠口別損益計算）における利益の増減を意味しているからである。「資本」
もまた，『元手の増減』という意味で，半期あるいは通年といった時間の関

数概念だからである。

さて，現代に生きる我われが通じょう観念する「時間」も「空間」も，実

はデカルトが創出しニュートンに引き継がれて以来の，〈近代〉の所産なの

である。少なくとも，古代哲学者アリストテレスの時代（BC３８４～３２２）に

はなかった時空観念である。我われは普段，それを意識していない（あるい

は，意識していなかった）だけである。

デカルトやニュートンが言述した「時間」や「空間」は，無限（永遠）で

あった。物理学的用語で言えば，「絶対時間」，「絶対空間」であった。これ

が「知の秩序（準拠枠）」となり，我われ人間の住む世界においては，「時

間」はどこまでも無限に遡及でき，どこまでも無限に存続するものと思い込

むに至ったのである。

これとは対照的に，たとえば中世キリスト教社会においては，時間も空間

も有限（非永遠）であった。それは，いわゆるキリスト教の「終末論」的世

界観に照らして明らかである。この世はいつまでも続くものではない。終わ

りを迎える時がくる。世界が終末を迎えると，すべての人間に対し，イエ

ス・キリストによる「最後の審判」が下される。中世人たちは皆，時空的に

そう確
�

信
�

していた，という４１）。

４１）貫成人，『ニーチェ ─すべてを思いきるために：力への意志』，青灯社，２００７
年，１２～１４頁。

２６４ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



国内・国外の有力会計史家らによれば，中世イタリア商人の帳簿には，

「宗教的表現」になる決まり文句があり，それらは慣例的に見られたと言う。

ただし，それら表現は，実際は神や聖人らに向けたものではなく，地上の第

三者に向けたものだったとされている。

すなわち，宗教的表現は，単なる「レトリック」にすぎず，「平常の表現」

（「文字通りの意味として理解される写像表現」）ではなかった。神の力は

もっぱら会計帳簿の正確性を担保（保証）するためだけの，ただの借りもの

にすぎなかった。宗教的表現における直接の対話者は地上にいる第三者であ

り，神ではなかった。ほぼ，そのように見られている。これなども，近代に
とら もた

おける知の秩序に囚われ齎らされた中世観でしかない，と言えよう４２）。

中世の地中海世界では，知の秩序において，時間には終わりがあったよう

なのである。また，当時のビジネスは主として陸路に依存していた。こうし

た商いには，道中で野盗らから受ける略奪危険といつも背中合わせであっ

た。それゆえ当時の資本主義は，一回限りの事業清算（いわゆる「口別損益

計算」）型ビジネスが普通であった。こうした文脈からして，中世人・パ

チョーリの思考（地をなす知の秩序）の中に，近代期間損益計算の種（シー

ド）がその時点で既に宿されていたと見ることは至当であろうか。フーコー

権力論的には，想像さえ困難と思われる。

その後，地中海から喜望峰回りの海路が発見された。すると，陸路ビジネ

スより航海ビジネスの方が，はるかに大量かつ安全となった。「この結果，

会社の命を永遠にする必要が生じ，株式会社という概念が生まれた。これが

１６０２年に設立されたのがオランダ東インド会社で」４３）あった。

かくして，ビジネス界における時間（期間）は有限から無限へと変化し，

いわゆる「継続企業の公準」が，現下企業会計における知の秩序（エピス

テーメー）の一構成要素となった。すなわち，今日の近代的「期間損益計

４２）全在紋，前掲「複式簿記の誕生と宗教的レトリック」，３３～６９頁。
４３）水野和夫，『過剰な資本の末路と，大転換の未来』，徳間書店，２０１６年，７６～７７

頁。
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算」は，中世の在高計算や近世（古典主義時代）の収支計算から，進歩史観

的に連続して発展してきた会計システムではない。重ねて言えば，中世や近

世以来の会計実践の，単線（直線）的進歩の帰結ではない。知の秩序におけ

る一大変換がもたらしたところの，非連続的帰結なのである４４）。

会計における口別損益計算から期間損益計算への移行は，経験すなわち形

而下における変化に止まるものではない。それ以前に，知の秩序すなわち形

而上学（超-物理的［メタ-フィジカル］）的見方（考え方）における変化に起

因する現象だと言えよう。これが，我われになるフーコー的会計史観である。

物理学において空間化された時間（線型［リニア］時間）は「絶対時間」
べつもの

であって，「原生時間」（真正の時間）とは別物である４５）。デカルト・ニュー

トン以来の時間の空間化（線型化）も，言語論的にはメタファー（隠喩）か

らなっている。識者によれば，それとて，近代の産業革命以後に生まれた認

識にすぎない。

「高齢になってから，時間の経過が速く感じられる」とか，「帰りの道は

遠かった，来た時よりも遠かった」とかという物言いがある。ここでいう

「道」は，『空間』の意味に解釈可能であろう。また，このパラグラフでいう

「時間」や「空間」には，確かにその意味には現実味がただよっている。簡

単には一蹴できない含蓄がある。とりわけ本執筆者のような高齢者には，む

しろ実感さえ伴なう。その実感が，デカルト・ニュートン以来の「絶対時

間」や「絶対空間」の観念を懐疑させるのである。

Ⅶ ヒックスの「所得」と会計の「利益」

これまで多くの会計研究者たちは，ヒックスによる「所得」（income）の

定義を援用し，会計における「利益」（income）概念の精錬に努めてきた。

４４）大竹稽・スティーブ・コルベイユ，『哲学者に学ぶ，問題解決のための視点のカ
タログ』，㈱BOW&PARTNERS，２０２１年，１２８頁。

４５）大森荘蔵，『時間と自我』，青土社，１９９２年，１４～１５頁。
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ヒックスによる「所得」の定義は，本稿Ⅱ節で紹介したとおりである。

我われの見るところでは，ヒックス自身は，経済動学における「所得」の

精確な定義など，最初から無理だと見ていた。そして，如上紹介したよう

な，３種近似概念の整理にとどめたにすぎない。ヒックスの真意は，経済学

における「所得」概念など，役立たずの「悪い用具」（bad tools）［原書，

１７７；上，３１１］すぎない，というものであった。それがヒックスの結論で

あった。実証的研究における所得概念の意義については，経済学者たちに向

けては，それを全面的に否定する内容の言辞を呈したのであった。

ヒックスの言辞は，プラグマティズムで名高い哲学者デューイ（John

Dewey, １８５９～１９５２）の「概念道具主義」（instrumentalism）に通じている。

すなわち，概念は行動の指針であり，元もと道具（用具）でしかない。そう

した考え方である。すべての道具と同様に，概念の価値は，それ自体の中に

あるのではない。それを使用した結果，実現されるところの作業能力（有用
いかん

性）如何にある，というものである。

たとえば，ナイフの道具としての価値は，よく切れることにある。ナイフ

自体が鉄でできているのか，ステンレスでできているのかは，関係がない。

概念の道具としての価値もまた，行動の指針として我われに環境への適応を

如何に首尾よく実現させうるか，それに掛かっている。要するに，経済環境

への適応という点から見ると，「所得」という概念（用具）には，有用性が

ない。これがヒックスの総括であった。

ただ，否定された３種近似概念のうちでは，所得第二号概念が相対的に
ま

「増し」であるとだけは言明した。経済学コンプレックスの抜けない会計研

究者たちは，ここで〈取り違え〉のミスを犯した。彼らは企業会計における

「利益」概念の根拠を，何としてでも経済学上の「所得」概念からお墨付き

を得たかった。彼らはこぞって，所得第二号概念をヒックスの本意であると

誤読した（読み違えた）。そして所得第二号概念を，企業会計には最も適合

的な利益概念であると解釈した。今の我われには，冥界に住まうヒックスの

〈戸惑い〉が見えるかのようである。
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ならば何故，このような読み違いがかくも長く続いてきたのであろうか？

考えられるのは，ヒックスも誤読会計研究者たちも，共通して実在論の言語

観（言語命名論）に立脚していたからであろう。言語観は，決定的な「知の

準拠枠」ないし「知の秩序」をなす。そして，無意識のうちに人間の認識を

誘導・形成してしまうからである４６）。

ただし，一口に「実在論的言語観」と言っても，一律ではない。バリエー
いずこ

ションは何処にも存在する。経済学コンプレックスとは無縁のヒックスと，

経済学コンプレックスにまみれたヒックス引用多数会計研究者たちとの，バ

リエーションの違いである。

じっさい，ヒックス所得論を援用した会計研究者は多い。我われの知る早

い時期の援用者に，井尻雄士（Yuji Ijiri）がいる。井尻においては，自著に

おける「利益の概念はヒックス Hicks のそれと一貫したものである。すな

わち，『人が週初めと同じ裕福さを週末に維持する条件のもとでその週間に

消費しうる最大の価値』・・・・というものである」４７）と言述している。これ

は，本稿で引用した安井・熊谷訳書［上，３０３～３０４］とは，訳出に多少の差

異はあれ，実質的には同じ内容を述べていると見てよい。

「知の準拠枠」をなす認識＝存在論は，ヒックスも井尻も，実在論で軌を

一にしている。それゆえ言語観も言語命名論で，ヒックスと井尻とでは共通

している。井尻によれば，「Hicks は所得（あるいは利益）を価値と定義し

ているが，そのもとになっているものは明らかに数量化に依存しないもので

ある」４８）と言明されている。周知のように，彼は「本体」（principal）と「写

体」（surrogate）の関係という視座から，独自の会計言語論を展開した。そ

して，「本体とはわれわれが本源的に関心を持つものであり，写体とはそれ

４６）全在紋，前掲「複式簿記の誕生と宗教的レトリック」，３３～３５頁。
４７）井尻雄士，『会計測定の基礎 ─数学的・経済学的・行動学的探究─』，東洋経済

新報社，１９６８年，９９頁。
なお，井尻は本書続編とも言うべき別著でも，同様の言述をなしている。

井尻雄士，『会計測定の理論』，東洋経済新報社，１９７６年，８３頁。
４８）井尻，前掲『会計測定の基礎』，９９頁。
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から主体４９）が識別されるからわれわれが関心をもつものである」５０）としてい

る。

井尻によれば，「注意すべきは利益と利益額の区別で，これは経済学や会

計学において，しばしば混同されがちである。二つの異なった『利益概念』

というものが実は同じもので，ただその評価方法が異なっているにすぎない

場合が多い。すなわち利益は本体であり利益額はそれを表現する写体である

から，両者は理論を立てる場合はっきり区別されるべきである」５１）。

井尻によれば，本体をなす「所得（あるいは利益）」は，「数量化に依存し

ないもの（価値）」と見られている。ただし，写体をなす「利益額」の方は，

評価方法が異なれば評価者次第で相互に違ってくると見られている。この点

について，井尻は別著において，次のようにも言明している。「利益という

概念が，もともと主観的にしか規定しえないようなものであるのに，それを

手続の積み重ねで客観化しようとするところから，どうしても人為的な不自

然的なものが入らざるを得なくなる」５２）。

この，井尻による「利益＝本体≡単数」と「利益額＝写体≡複数」の議論

は，本稿Ⅲ節で既述したところの，「紙上に描かれた線分付きの三角形＝写

体≡複数」と「頭の中の純粋な（線分のない）三角形＝本体≡単数」という

見方と，ちょうど《二重写し》となっている。

とりわけ「数量化に依存しない」という言辞，我われはこれに注目した

い。それは，次のような意味と解される。すなわち，写体化（記号化）無し

でも，本体は純粋なイメージとして主観的（観察不能）であっても実在す

る，というものである。

４９）ここで「主体」とあるのは，「本体」の誤植であろう。じっさい英語版原著では，
ここは“the principals”と記述されている。
Yuji Ijiri, The Foundations of Accounting Measurement : A Mathematical,
Economic, and Behavioral Inquiry （New Jersey：Prentice-Hall,１９６７），p.４．

５０）井尻，前掲『会計測定の基礎』，３頁。
５１）同上，９８頁。
５２）井尻雄士，「会計測定の概説（第一章）」，井尻雄士責任編集，『会計測定の理論』

所収，中央経済社，１９７９年，９頁。
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井尻になる会計著作の中で，プラトンに言及した言述は一箇所も見当たら

ない。井尻自身も，よもや自説がプラトンの説に重なっているなどとは，

思ってもいなかったことであろう。それでいて，彼の言説はプラトンのイデ

ア論を彷彿させる。我われには井尻説に，古代哲学者プラトン以来の実在論

遺伝が透けて見えるのである。この愚説について，読者からの異論（もしあ

れば）を歓迎する。

さて，近代会計学においては，理論構成上いくつかある公理の一つとし

て，しばしば「貨幣的評価の公準」が立てられてきた。会計研究者であれ

ば，周知のことであろう。

ここで，上掲経済入門書における貨幣３機能と突き合わせて言えば，言語

としての会計に直接関係するのは，もっぱら「価格」（交換価値）すなわち

①交換手段としての機能だけである。「価値」（使用価値）すなわち②蓄蔵

手段としての機能や，③価値尺度としての機能とは，会計は元もと無縁で

ある。②や③の「価値」機能を会計論考に持ち込むことは，いたずらに混
つと

乱を招くだけである。青柳文司により，夙に指摘された言説である５３）。深い

思索なしには，出てこない言明である。我われは，ここに会計次元における

唯言論的言説の初出を見た。

続いて我われは，この考え方をベースに，井尻の会計言語論（本体-写体
テーマ

論）を読み直したい。すると，言語としての会計の主題（thema〔希〕）と

なるのは，「写体としての利益額」（価格）の方だということになろう。換言

すれば，「本体としての利益」（価値）の方を言語（記号）としての会計の主

題に据えるのは，いたずらに混乱を招くだけだという話しになろう。彼の会

計知性には敬意を抱懐しながらも，我われは井尻会計実在論に対し，ここに

異議申し立てをなすものである。

なお，本節での私見について，あえて補説しておきたい。「混乱を招く」

５３）青柳文司，『会計学の基礎』，中央経済社，１９９１年，１７７頁。
青柳は，〈会計言語説〉を次の論文において提唱した。
青柳文司，「会計コンヴェンションの本質と会計言語説」，『會計』，第７２巻第５
号，１９５７年１１月，１０１～１１６頁。
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というのは，「利益」（本体）を，単
�

語
�

次
�

元
�

で意味解釈する場合を指してい

る。「混乱を避ける」ためには，「利益」という言葉の意味は，他の言葉の意

味との対比で，文
�

脈
�

次
�

元
�

的に解釈しなければならない。これである。

すなわち，ここでの「文脈」とは，ソシュール言語学にいう「言語体系」

の謂である。ウィトゲンシュタイン哲学の場合にあっては，「使用文脈」（言

語ゲーム）の謂である。そして，フーコーの場合には「権力文脈」（言説語

用論５４））の謂である。

言語（記号）としての「貨幣」の機能も，交換手段（流通手段）に限定さ

れるべきである。蓄蔵手段や価値尺度としての貨幣の機能は，言語（記号）

としての貨幣の機能とは切り離して考えるべきである。でなければ，貨幣

（価格）が価値を規定（左右）する側面のあることが，見落とされてしまう

からである。

上述した経済入門書は，３つの機能［①交換手段（流通手段）・②蓄蔵手

段（価値の貯蔵手段）・③価値尺度（価値の大小関係表示手段）］を並列的

に想定している。常識的な見方であるが，井尻説と同様，実在論的言語観に

立脚していると思量される。すなわち，現代経済学における常識は，いま現

在においても実在論が言語論的ベースとされている。２０世紀に出現した唯

言論的言語観は，経済学の通説では，現在もなお見過ごされたままである５５）。

上述のように，井尻は会計における利益概念吟味に，ヒックスの所得概念

を援用した。そして，自身における利益概念の拠り所とした。既述のとお

り，当のヒックスは，経済動学において「真の所得」など「計算することが

できない」［上，３１５］と断じていた。ヒックスの言う「計算することはでき

ない」とは，井尻の言う「利益概念は数量化に依存しない」との言明と相応

する。また，ヒックスの言う「真の所得」とは，井尻の言う「本体をなす利

５４）児玉徳美，『ことばと意味』，開拓社，２０１３年，４５頁。
５５）フーコーを参照しつつ，唯言論的な経済理論を展開した研究者も存在する。管見

の我われが知る唯一の例外は，大黒弘慈である。たとえば，以下を参照のこと。
大黒弘慈，『貨幣と信用 ─純粋資本主義批判─』，東京大学出版会，２０００年，３
～５頁ほか。
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益」概念と相応する。

フーコー権力論に従えば，利益概念は「生産」概念を出自とする「近代」

の申し子である。プレ近代には無かった概念である。ちなみに，当該利益概

念も一律ではない。複式簿記との絡みで，会計においてもバリエーションが

存在する。大きくは，損益法か財産法か，その違いである。換言すれば，利

益はフロー中心の概念なのかストック中心の概念なのか，その違いである。

財産法を概念フレームワークとした利益概念は，資産負債観によるもので

ある。先ず資産と負債に独立した定義を与え，その後に収益と費用の定義を

二次的に導出する。損益法を概念フレームワークとする利益概念は，収益費

用観によるものである。先に収益と費用に独立した定義を与え，その後に資

産と負債の定義を二次的に導出する。今日では，前者が欧米において主流を

なす見方であり，後者は日本において未だ根強い見方である。

井尻はヒックスの所得（利益）概念をもとに，会計における利益概念に対

して，それは財産概念から派生したものであると強調している５６）。財産計算

あっての所得（損益）計算だと言うのである。井尻の見方は，明らかに資産

負債観のグループに属している。しかも内容的に見て，グループ内強硬派と

も言えるほどにである。

井尻は言う。「利益はある期間に行なわれた活動を評価するものであるが，

勤務評定や学生の成績表などとは異なり，慣習的会計においては活動自身を

評価するのではなく，活動をそれが財産に及ぼす影響によって評価するので

ある。最近の会計理論において損益計算が強調されているが，これを誤解し

て利益額は活動の評価としてそれが財産に及ぼす影響と関係なく導き出され

るものであると考えてはならない。あたかも物体の速度がその物体の２時点

における位置の差を経過時間の長さと比べて測定されるように，利益も純財

産の２時点における価額の差として測定されるのである」５７）。

５６）井尻，前掲『会計測定の基礎』，１００頁。
５７）同上，１３６頁。

Ijiri, Op. cit., pp.９７～９８．
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複式簿記の誕生以前，会計に「資本」というカテゴリー（概念）は存在し

ておらなかった。W. ゾンバルトによる指摘である。すなわちゾンバルトは，

複式簿記から生まれた資本概念をベースにして，会計的利益の算定が初めて

可能になったと言う。彼はそれゆえ「資本とは，事実上，複式簿記によって

記録された稼得資本と定義することができる」５８）としている。「稼得資本」

（＝会計的利益）を『期末資本-期首資本』（財産法）の意味にとれば，井尻

説はゾンバルト説に見合っている。

Ⅷ 会計実在論か会計唯言論か

如上引用文において，井尻が拠る速度論の背景（知の準拠枠）をなすの

は，ニュートン力学のシステムである。それは，直線等速運動を前提にして

いる。井尻によると，ニュートン力学はアリストテレス以来の〈力〉の考え
ちょうこく

方を超克した。井尻自身はニュートンの成果を借りることができたお陰で，

利速会計や三式簿記の提唱が可能になった。そのように言明している５９）。

ニュートン力学援用については，井尻が別著において評言した，W. ゾンバ

ルト説引用に照らしても，明らかである６０）。

ニュートン力学・直線等速運動論における「速度」（velocity）は，〈自然

法則として加法的（additive）〉であると見られている。当該ニュートン力

学を援用した井尻会計言説における三式簿記や利速会計における各種計算書

（貸借対照表・損益計算書・財産計算書・資本計算書・作益計算書）また，

会計諸勘定は自然法則のごとくに加法的との大前提で作成されている６１）。
くだ

この下りを直近拙稿に引水して言えば，井尻の速度論（ひいては利速会計

５８）Werner Sombart, Der Moderne Kapitalismus, Bd. 2 （München und Leipzig：
Duncker & Humblot,１９１６），S.１２０．

５９）井尻雄士，「会計と物理と漢詩の優雅 ─ミニ自叙伝─」，『駒澤大学経済学部研究
紀要』，第６１号，２００６年３月，１３９～１４０頁。

６０）井尻雄士，『「利速会計」入門』，日本経済新聞社，１９９０年，４１頁。
６１）井尻雄士，『三式簿記の研究』，中央経済社，１９８４年，６６～６９頁。

井尻，前掲『「利速会計」入門』，９６頁。
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論）また「デカルト感染」６２）したままである。その理由を略解する。ニュー

トン力学によれば，「速度＝距離÷時間」という方程式は自然法則として成

立するとされている。ニュートン力学の方程式における考え方は，「距離」

や「時間」は絶対的であり，それら絶対空間・絶対時間により速度は二次的

に決定される，というものにほかならない。

他方，アインシュタインの相対性理論は，「光速度不変の原理」により，

ニュートン力学における速度には自然法則的な加法性が成立しないことを立

証した。光速度（３０万km／秒）不変の原理によれば，ニュートン力学にお

ける如上方程式左辺の速度は一定（不変）となってしまう。すると，方程式

右辺の「距離」や「時間」の方が，二次的派生概念とならざるをえない。そ

うして今度は，「時間の遅れ」という別種現象が生起することとなる。それ

は，『動いている人の時間の進み方は，静止している人の時間の進み方より

も遅くなる』という奇異な現象である６３）。

我われは直近拙稿において，アインシュタインを援用した。そして，貸借

対照表や損益計算書の諸項目間における，伝来の惰性的な加法的計算構成に

対し懐疑を表明した。それはそのまま，如上井尻三式簿記論・利速会計論に

対する異議申し立てのマテリアルをなす。

昨今では，太陽電池からGPS, デジタルカメラ，DVDプレーヤー等に至る

まで，我われの身近な電化製品にまで，既にアインシュタインの理論が活用

されている。それらは，ニュートン力学の水準では叶うことのできない技術

ばかりである６４）。

ニュートン物理学は，絶対時間（均質時間）・絶対空間（均質空間）を大

前提としている。しかし，我われ人類はこれまで，常にそうした絶対時間・

絶対空間の中で生きてきたのではなかった。そうした哲学側からの批判は，

６２）全在紋，前掲「ゲーテと複式簿記 ─会計言語論的考察─」，１４～１５頁。
６３）ヨビノリたくみ，『難しい数式はまったくわかりませんが，相対性理論を教えて

ください！』，SBクリエイティブ，２０２０年，１８頁，６３頁，７４頁，１１３頁。
６４）P. ヤム，「太陽電池からGPSまで 身の回りのアインシュタイン」，佐々木節編，
『アインシュタイン 巨人の足跡と未解決問題』所収，別冊日経サイエンス２４７，
２０２２年５月，７４～７５頁。
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黙過できない。

たとえば，「時計で測られる時間は，中世の修道院の規則的な労働の中か

らはじまり，均質な空間も，コロンブスなどの『世界』の大発見以来のもの

なのである」６５）。つまり，均質時間も均質空間も近代ヨーロッパが生み出し

たものにすぎない，という批判である。それらは真正の時間（原生時間）６６）

や真正の空間（原生空間）とは別ものである，という批判である。アイン

シュタイン相対性理論は，ニュートン物理学を否定して，時間も空間も相対

的であることを理論化した６７）。

アインシュタインになる相対性理論は，提起されて以来，優に１００年を超

える。これを一顧だにしないニュートン的会計理論など，我われにはある種

〈化石〉（fossil）とも見えるのである。

ビジネスの世界で期間損益計算が定着したのは，近代となり株式会社シス

テムが普及して以来のことである６８）。井尻の拠るニュートン力学速度論も近

代（１７世紀後半），期間損益計算定着も近代（１７世紀後半），これら二様の

近代現象は，「偶然の一致」に過ぎないのだろうか。

日本では，欧米の資産負債観主流に対抗して，収益費用観を支持する会計

研究者も少なくない。資産負債観は静態論ゆえ期間損益計算なしでも成立し

うるとする会計研究者６９）は存在するが，収益費用観の場合は期間損益計算を

前提にせずとも成立しうるとする会計研究者など，我われは知らない。それ

でいながら，井尻による資産負債観利益概念論に対し，おもて立って異論を

呈する会計研究者は見当たらない。我われには，何とも不可解な光景に映る

６５）小阪修平・ひさうちみちお，『新版 イラスト西洋哲学史』，宝島社，２０１９年，
２６２～２６４頁。小阪だけの所見でないことは，次著にも明らかである。
水野和夫，『過剰な資本の末路と，大転換の未来』，徳間書店，２０１６年，７４～７５
頁。

６６）大森，前掲『時間と自我』，１４～１５頁。
６７）齋藤哲也，「『相対性理論』の基礎知識」，古市憲寿著，『１０分で名著』所収，講

談社，２０２２年，６８～６９頁。
６８）茂木誠，『経済は世界史から学べ！』，ダイヤモンド社，２０１３年，１４２～１４４頁。
６９）ほんの一例として，次を参照せよ。

田中弘，『IFRSはこうなる：「連単分離」と「任意適用」へ』，東洋経済新報社，
２０１２年，２０３～２０４頁。
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のである。

会計的利益概念を吟味するにあたって，井尻の後にも，ヒックス所得論に

範を求める研究は少なからず排出された。有力研究機関（団体）によるもの

としては，１９７６年１２月に公刊された米国財務会計基準審議会（FASB）の

『FASB討議資料 財務会計および財務報告のための概念フレームワークに

関する論点の分析：財務諸表の構成要素とその測定』がある７０）。この時点

で，FASBの利益概念は資産負債観に拠っていた。

稼得利益（当期業績利益）に留まらず，包括的利益（全体的な富の増加）

の計上（財務諸表本体への記録）まで志向されていた７１）。

経済のグローバル化に対応して，FASBはその後２００５年５月に IASB（国

際会計基準審議会）と共同プロジェクトを立ち上げた。双方の研究機関共同

で，概念フレームワークの改訂を企てた。その際にも，企業会計における利

益概念として，ヒックスの所得概念が援用されている。経済学において広く

行きわたっている定義であることが，援用の根拠とされた。そこでは，利益

概念としては資産負債観，会計基準としては原則主義（principles-based

standards）の立場（旗幟）が鮮明にされた７２）。

ただし，この点については，ブロムウィッチらから批判的な論評が提起さ

れた。その論旨は次のようである。すなわち，ヒックスの所得論は，あくま

でも「個人の所得論」である。他方，FASB ／ IASB（２００５）概念フレーム
ワーク共同プロジェクトは「企業の利益（所得）論」である。経済学におけ

る「個人の所得論」は，会計学における「企業の利益（所得）論」と同列に

は論じえない，という論評であった７３）。じっさい，その論評は，ヒックス自

７０）本書には，以下の邦訳がある。
津守常弘監訳，『FASB財務会計の概念フレームワーク』，中央経済社，１９９７年。

７１）津守監訳，前掲『FASB財務会計の概念フレームワーク』，１８０～１８３，２１１頁。
７２）FASB & IASB（H. G. Bullen and K. Crook），Revisiting the Concepts, May

２００５，p.７，p.１６．［https://www．fasb．org/project/communications_paper．pdf
（参照 ２０２２年３月）］

７３）M. Bromwich, R. Macve and S. Sunder,“Hicksian Income in the Conceptual
Framework,”ABACUS, Vol.４６，No.３，２０１０，p.３５３．
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身の意見をも反映している。

たとえば，企業会計には，「減価償却費」の算定がある。ヒックス自身も，

企業会計における減価償却費は，慣習により恣意的に算定される費目と見て

いる。そのような恣意的（arbitrary）な減価償却費の算入問題は，経済学

における個人所得の議論とは切り離して考える必要があろうとしている７４）。

会計的利益概念を吟味するにあたって，研究機関（団体）の他にも，ヒッ

クス所得論に範を求める会計研究は，その後も続出した。近年，個人研究者

によるものとしては，如上ブロムウィッチらの他にも，我われの知る範囲で

は，赤城諭士，鳥飼裕一，福井義高らの研究に見られる７５）。

資産負債観と収益費用観，それらは現下企業会計理論において対立的な二

大利益概念である。ヒックスの所得概念は，それら二大利益概念のうち，ど

ちらに親和的であるか。二大利益概念いずれに対しても，共通した基礎とな

り得る。ただし，両者は〈使い分け〉が肝要である。赤城の見解である７６）。

この赤城説を別とすれば，ヒックスの所得概念は，収益費用観の利益概念

の方に親和的である。そうした見解が，如上枚挙者多数の説と見受けた。後

述のように，ヒックスは経済学的所得概念そのものの有用性を否定してい

る。それゆえ，赤城説もその他の諸説も，共通してヒックス所得概念に親和

的とはなりえない。これが我われの読みである。

ちなみに，収益費用観による利益算定のためには，名目勘定（損益計算書

諸項目）の先在（先決）が不可欠の前提（条件）である。「売上高」や「減

価償却費」といった名目勘定は，「棚卸資産」や「固定資産」といった実在

勘定とは異なり，〈眼には見えない〉。あるいは，アンタッチャブル（不可

７４）Hicks, J. R.，“The Concept of Income in Relation to Taxation and to Business
Management”，Greek Economic Review, Vol.１，No.２，１９７９，reprinted in J. R.
Hicks, Classics and Moderns, Collected Essays on Economic Theory, Vol. ３，
（Oxford：Basil Blackwell,１９８３），p.１９３．

７５）鳥飼裕一，「会計測定の研究 ─J. R. ヒックスの所得概念による接近─」，『東洋大
学大学院紀要』，第５２巻，２０１５年，１６８～１７０頁。
福井義高，『たかが会計』，中央経済社，２０２１年，３４～３５頁。

７６）赤城諭士，「資産負債観とヒックスの所得概念」，『九州産業大学商経論叢』，第
５２巻第３号，２０１２年，８２頁。
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触）な勘定である７７）。実在勘定はこれまで利益の〈結果〉を構成し，可視

的・可触的と見られてきた。他方，名目勘定はこれまで利益の〈原因〉を構

成し，不可視的・不可触的と見られてきた。

こうした因果観は，実在勘定と名目勘定との関係を，三角形の具体的図形

と抽象的イデアとの関係として見ることとも通脈している。そうした解釈も

可能であろう。とりわけ，ヒックスの所得概念を収益費用観の利益概念に親

和的であるとする見方は，古代プラトンのイデア説と通底している。我われ

の理解である。

ヒックスは生前，A. クラマーとの対談の中で，「ビジネスにおける意思決

定は，貸借対照表上にある数値をベース（基礎）にするのが，合理的な方法
まった

だと考えます。私自身のモデルも含め，多くの数学的モデルは全く当てにな

りません。それらは，足が地に着いていません」７８）と強調している。彼は，

１９８９年５月２３日に死去した。その数か月前，ヒックスは対談のゲラに目を

通し，クラマーに伝えて対談の中身の公刊を承認したと言う７９）。

ビジネスにおける成功のためには，「所得額」など経済学的思弁になる主

観的な数値は役に立たない。企業会計において長らく用いられてきた実際取

引価格（帳簿価格）に基づく損益会計数値に拠る方が，はるかに有用であ

る。ヒックスはむしろ，会計人たちによる収益費用計上実
�

務
�

に支持を表明し

ている。つまり，ヒックスは「所得」（income）概念など，経済学にも会計

学にも役立たない，そう判じている。我われは，ここにヒックスの真意あり

と読んだ。

会計研究者たちの多くは，前後の〈文脈〉に意を払っていない。ヒックス

７７）全在紋，「『複式簿記』認識の時代錯誤について」（CiNii収録論文 機関リポジト
リ オープンアクセス公開），『桃山学院大学経済経営論集』，第６２巻第４号，
２０２１年３月，１２０～１２３頁。

７８）Arjo Klamer,“An Accountant Among Economists：Conversations with Sir
John R. Hicks,”Journal of Economic Perspectives, Vol. ３，No. ４，Fall １９８９，
p.１８０．

７９）Ibid.
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所得論のうち，自分たちの意に沿うかのように見える部分だけ切り取りする

ような，そうした援用に埋没している。他方，ヒックスは経済理論になる数

値よりも，会計実践における取引数値の方に，むしろ大きな信頼を寄せてい

る。自ら進んで経済学者の思弁に擦り寄らんとし，その威を借りることにの

み熱心な会計研究者たちと対比して言えば，ヒックスは真逆のことを唱えて

いる。

クラマーはそのようなヒックスを評して，「エコノミストたちの中に存す

る会計専門家（accountant）」であると言明した。そして，それをそのまま

自稿の論題ともした。ヒックスこそは多数経済学者たちの中で，会計実践に

固有の意義ありと理解していた，希少な人物だったと言えよう。ヒックスの

識見は深い。クラマーとの対談の中に見た，我われの率直な印象である。

我われには，多数会計研究者になるヒックス所得論引用は，二重の意味で
せいこく

正鵠を失しているように思われる。一つは，ヒックスがエコノミストたちに

向けて発した言説に対する誤認である。すなわち，「所得」は悪い（有用性

のない）概念であるから使用しないようにと，ヒックスは勧告した。この点

を見落としたまま引用したことである。

もう一つは，アカウンタントたちに向けて発した言説である。すなわち，

主観的な数値にしかならない「所得額」よりも，恣意的でも非主観的（客観

的）な数値と見られる「実際取引価額」に拠ることの方が合理的である。こ

の点の指摘をも見落として引用したことである。

こうしたヒックスの識見にもかかわらず，経済学へのコンプレックスか

ら，多数会計人らは，ヒックスの所得概念をわざわざ〈思索の根拠（拠り

所）〉にせんとした。経済学に対するコンプレックスに由来するものであろ

う。我われには，それ以外に原因を見出しがたい。
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Ⅸ 複式簿記生誕通説にみる錯覚

井尻はゾンバルト説を引用しながら，「複式簿記」と「会計」の両者に対

し，厳密には区別しない記述をものしている８０）。さらに，ペラガロ説を引用

しながら，「複式簿記」は本（文献）としてはベネデット・コトラグラリに

より１４５８年に完成されたが，実務としては早や１３４０年には存在していたと

も語っている。そして，「複式簿記の基本構造は５００年以上もかわらないま

またもたれてきた」と明言している８１）。井尻のこの複式簿記生誕５００年超論

は，斯学の定説とも符合している。

ここで，井尻（１９３５～２０１７）もゾンバルト（１８６３～１９４１）もペラガロ

（１９０９～１９９０）も，フーコー時代区分によれば全員，「近代」に生きた学究た

ちである。我われは先ず，この点に注目しておきたい。フーコーの時代区分

は，知の秩序すなわちエピステーメーの変転が基準であった。この点は繰り

返し言及した。

「資本主義」の生成・発展にとり，「複式簿記」の援けは不可欠だった。

ゾンバルトはそう強調した。井尻も自著で引用・紹介したエピソードであ

る。ゾンバルトだけではない。資本主義経済にとり，複式簿記の果たした役

割は大きい。そのように賞揚した歴史的人物は他にも多い。マルクス（１８１８

～１８８３），ウェーバー（１８６４～１９２０），更にはシュンペーター（１８８３～１９５０）

まで数え上げられることがある。会計史家・ホワイトの枚挙である８２）。だ

が，ホワイト当人をも含め，彼らもまた全員「近代」に現れた思索家たちで

ある。そこに，プレ近代（古典時代以前）の人物は皆無である。我われは，

読者と共に，この点にも留意したい。

既述のとおり，フーコーにあって，富に関する〈知の秩序〉（エピステー

８０）井尻，前掲『会計測定の基礎』，１５０頁，２２３頁。
８１）井尻，前掲『三式簿記の研究』，４頁。
８２）ジェーン・グリーソン・ホワイト（川添節子訳），『バランスシートで読みとく世

界経済史』，日経BPマーケティング，２０１４年，１５８～１７４頁。
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メー）には位階があった。古典主義時代の「富の分析」においては，富は

「価値」・「価格」・「貨幣」といった３種概念から構成された。また，近代の

「経済学」においては，富は「労働」・「生産」・「資本」といった３種概念か

ら構成された８３）。

近代の経済学における「生産」概念の摘出と並行して，フーコーは読者に

対し「回顧的な読み方」（lecture rétrospective）の回
�

避
�

を大そう強調してい

る。我われもこれをしかと傾聴しつつ，今後の議論を進めたい。

そもそも，「生産」は時間（期間）の従属変数である。すなわち，「生産」

は時間（期間）を内含した概念である。「経済成長」こそは，現代の経済理

論における一大目標と言えよう。その「経済成長」からして，GDP（国内

総生
�

産
�

）の期間的増加と見られている。近代の会計学における「利益」もま

た，時間（期間）の従属変数である。

してみれば，共に時間（期間）の従属変数という点で，経済学における

「経済成長」は，会計学における「期間損益計算」と親和（相補）的である。

逆に，経済学における「経済成長」は，プレ近代における「口別損益計算」

とは，相互に反発的ということになろう。

「丸い三角」（round triangular）という表現（呼称）について考えてみよ

う。この表現の中に共存する「丸い」と「三角」という２つの概念は，それ

ぞれ相互に矛盾した２つの対立的な性質を有している。論理学では，それを

「形容矛盾」（contradictio in adjecto）と呼ぶ。会計学において「口別損益計

算」という表現（呼称）の中に共存する『口別計算』と『損益計算』という

２つの概念また，フーコー権力論を基礎に注意深く見直せば，相互に〈形容

矛盾〉しているということになろう。

なぜなら，「口別計算」という表現（概念）は在高（ストック）を計算単

位とするのに，「損益計算」という表現（概念）は期間（フロー）を計算単

位としているからである。しかも，「損益計算」という概念は『絶対時間の

従属変数』という属性（性質）を仮定しているのに，「口別計算」という概

８３）本稿脚注２７を参照。
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念は『絶対時間の従属変数』という属性（性質）の仮定なしでも成立しうる

からである。

知の秩序（エピステーメー）は，認識にあたって不可欠・不可避でありな

がら，認識する者にあっては通常〈無意識〉である。用心しないと，我われ

はここで回顧的読みに陥ることになる。一例は，「江戸時代の日本は鎖国

だった」という，この国におけるごく普通の認識（理解）である。

しかし，江戸時代・徳川幕府の文献に「鎖国令」という名の法令など，な

かった。司馬によると，江戸時代は地方分権主義の時代であった。当時の日

本には，明治時代以降に言う「国家」「国民」意識はなかった。それゆえ，

たとえば赤穂浪士たちは浅野候への忠義はあっても，彼らに日本という国家

意識は存在しなかった。そのように記述されている８４）。

歴史家によれば，江戸の武家時代ばかりか，弥生時代から平安時代に至る

まで，日本の古代政権もまた国民国家ではなく，フランチャイズ運営だった

と言われる。つまり明治時代以前には，今日にいう意味での『日本人』は存

在しなかったという話しになる８５）。

こうして「国民国家」という現
�

在
�

における知の秩序（エピステーメー）

は，〈無意識の地〉を構成する。そして不用心な人びとの「回顧的読み」を

いざない，過
�

去
�

についての認識となる〈意識上の図〉を歪めてしまうのであ

る。類例は，数えあげれば他にも多々あろう。

今どき会計的利益概念の基礎をなす「期間損益計算」も，近代における絶

対時間が大前提となっている。近代会計学における「継続企業の公準」がそ

の証左である。それについては，在高計算（中世）や収支計算（近世）との

種差を論じながら先述した。

絶対時間の思想によれば，過去は無限（永遠）に遡ることが可能であり，

未来もまた無限（永遠）に延長できる。そのように見られてしまう。顧みれ

８４）司馬遼太郎，『坂の上の雲（八）』，文藝春秋，１９９９年，３１０頁。
８５）古市憲寿，『絶対に挫折しない日本史』，新潮社，２０２０年，２８頁，３１頁，１０６～

１０９頁。
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ば，一般に理解されている「時間」も「空間」も，実はデカルトおよび

ニュートン以来の概念でしかない，というわけである。中世以前には存在し

なかった考え方である。

すなわち，我われが普段，その存在を当然と見なしている「絶対時間」も

「絶対空間」も，デカルト・ニュートン以来の理念にすぎない。我われは普

段，ニュートン力学的には絶対時間と絶対空間のなかで，様々な事物を識別

している。そんな気分でいる。我われの率直な〈感性〉としては，その通り

であろう。しかし，「絶対時間」や「絶対空間」といった事物そのものは，

実は我われの周辺のどこを探しても，可視的（経験的）には存在しない。

哲学者・小阪によると，「近代に棲む私たちは，この一般的な空間と時間

に従って物事を認識することを客観的な認識だと考えているにすぎず，実際

の私たちがそういう時間と空間に従って生きているわけではない」８６）。

その通りであるとすると，近代における絶対時間や絶対空間といった知の

秩序（エピステーメー）を基礎に，パチョーリの中世にも期間損益計算が実

践されていたと見る斯学の通説や，複式簿記実務としては早や１３４０年には

存在していたという，ペラガロ・井尻説は，「回顧的読み」そのものでしか

ない，という議論になろう。

複式簿記の存在意義（レゾン・デートル）について，通説はしきりと期間

損益計算を可能にする点を強調する。それは，現金収支残高の在高計算な

ら，単式簿記でも可能だからとする見方の延長で推論されている。

しかし，複式簿記に存在意義をもたらす当該「期間損益計算」における

「期間」すなわち「時間」には，ニュートンの「絶対時間」（均質時間）が措

定（前提）されていた。前述のとおり，井尻はニュートンの「直線等速運

動」をベースにした会計言説を披歴していた。その上で，自身の提唱になる

利 速 会 計（Momentum Accounting）や 三 式 簿 記（Triple-Entry

Bookkeeping）が，「実用化のいかんにかかわらず，物理の概念をかりて会

８６）小阪・ひさうち，前掲『新版 イラスト西洋哲学史』，２６２～２６５頁。
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計でのまったくあたらしい業績評価の理念ができたのは，それだけでたいへ

んうれしかった」８７）と自賛したのである。

周知のごとく，ニュートン力学の直線等速運動は，その後アインシュタイ

ン特殊相対性理論における光速度不変の原理により覆された。換言すれば，

「光の速度を固定」すると，『絶対時間は存在しない』こととなるからであ

る。もともとニュートン力学それ自体には，理論の正当性を保証する絶対的

な根拠が存在していたわけでもなかったのである８８）。

アインシュタイン相対性理論に言う「時間の遅れ」により，ニュートンの

「絶対時間」は陳腐化したのである。すなわち，「絶対時間」は「相対時間」

の軍門にくだったのである。それゆえ，井尻会計言説は，直近前
�

世代人にな

るアインシュタイン（１８７９～１９５１）の相対性理論やウィトゲンシュタイン

（１８８９～１９５５）の言語ゲーム論とは相容れないこととなる８９）。

既述のとおり，「絶対時間」や「絶対空間」の観念自体が，近代の申し子
か

にすぎない。且つさほど古い概念でもない。井尻雄士（１９３３～２０１７）も通説

支持者たちも，近代の知の秩序（エピステーメー）には無自覚なまま回顧的

読みに足をすくわれている，その結果，不用意にも複式簿記生誕５００年超説

に与してしまったのである。

Ⅹ お わ り に

以上の小考につき，我われなりの結論を要約して示せば，次のとおりである。

（１）中世・在高計算におけるビジネスの目標は，金属貨幣の増加であっ

た。貨幣の収支計算でもなければ，期間損益計算でもなかった。古典主義時

代（近世）・収支計算におけるビジネスの目標は，貨幣支出を超える貨幣収

入であった。金属貨幣の在高計算でもなければ，期間損益計算でもなかっ

８７）井尻，前掲「会計と物理と漢詩の優雅 ─ミニ自叙伝─」，１４０～１４１頁。
８８）飲茶，『哲学的な何か，あと科学とか』，二見書房，２００６年，３４～３６頁。
８９）全，前掲「ゲーテと複式簿記」，１４～１５頁。
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た。そして，近代・損益計算におけるビジネスの目標は，期間費用を超える

期間収益（損益計算）である。金属貨幣の在高計算でもなければ，貨幣の収

支計算でもなくなった。

（２）近代の期間損益計算は，中世や近世以来の会計実践の，単線（直線）

的進歩の帰結ではない。知の秩序（エピステーメー）における一大変換がも

たらしたところの非連続的帰結である。中世の地中海世界では，ビジネスは

陸路に依存しており，野盗らの略奪危険と背中合わせの商行為であった。当

時は事業の度に毎回清算するビジネスが普通であった。中世人・パチョーリ

の複式仕様記帳論に，近代期間損益計算の通説的DNAなど存在するはずも

ない。

（３）ニュートン物理学は，絶対時間・絶対空間を大前提としている。近

代の期間損益計算もまた，絶対時間・絶対空間を大前提としている。しか

し，時間も空間も，元もと絶対的ではありえない。じっさい，アインシュタ

インの相対性理論により，時間も空間も相対的であることが立証された。井

尻が拠るニュートン力学速度論も近代（１７世紀後半），期間損益計算定着も

近代（１７世紀後半），これら二様の近代現象は，《知の秩序の一致》が基礎

になっている。
せいこく

（４）多数会計研究者になるヒックス所得論引用は，二重の意味で正鵠を

失している。一つは，「所得」のような悪い（有用性のない）概念は用いる

な，というヒックスのエコノミスト向け勧告を見落としている点である。も

う一つは，主観的な数値にしかならない「所得額」よりも，恣意的でも非主

観的（客観的）な数値と見られる〈実際取引価額〉に基づく「帳簿価額」の

方が合理的であるとの，ヒックスのアカウンタント向け言説をも見過ごして

いる点である。

（５）論理学では，「丸い三角」といった表現を「形容矛盾」と呼ぶ。「口

別損益計算」という呼称の中に共存する『口別計算』と『損益計算』という

２つの概念また，相互に〈形容矛盾〉である。「口別計算」という概念は在

高（ストック）を計算単位とするのに，「損益計算」という概念は期間（フ
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ロー）を計算単位としているからである。しかも，「損益計算」という概念

は『絶対時間の従属変数』という属性（性質）を仮定しているのに，「口別

計算」という概念はそうした仮定なしでも成立しうるからである。

（６）斯学の通説は，近代における絶対時間や絶対空間といった知の秩序

（エピステーメー）を不動の自然現象と見なし，パチョーリの中世以来，期

間損益計算が芽生えていたとする。また，複式簿記実務は早や１３４０年には

存在していたというペラガロや井尻らの説は，「回顧的読み」でしかない。

彼らはこぞって，無意識のうちに近代における知の秩序による回顧的読みに

足をすくわれている。そうして，不用意に複式簿記生誕５００年超説に賛同し

てしまっている。

（ちょん・じぇむん／本学名誉教授／２０２２年１１月１日受理）
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Hicks and His Income Concept in Accounting
A Study on Accounting as Language

CHUN Jaemoon
（chun@andrew. ac. jp）

Some conclusions reached in this paper within the scope of the treatise
writing rules are summarized as follows:

（１）The goal of business in the wealth calculation in the medieval age
was to increase metallic money, not money flow calculation nor profit and
loss calculation. The goal of business in the money flow calculation in the
classical age (early modern period) was monetary income exceeding
monetary expenditure. It was neither the wealth calculation of metallic
money nor the profit and loss calculation. The goal of business in the profit
and loss calculation in the modern age is the periodic revenue that exceeds
the periodic cost. It is not the metallic money wealth calculation nor the
money flow calculation.
（２）Newtonian physics is based on the basic premise of absolute time
and absolute space. Modern periodic profit and loss calculations also
assume absolute time and absolute space. However, neither time nor space
can be absolute in nature. In fact, Einstein’s theory of relativity proved that
both time and space are relative; the Newtonian mechanics theory of
speed, on which Ijiri relies, was established in the modern age (late 17 th
century), as was the profit and loss calculation (late 17 th century). These
two modern phenomena are based on the “agreement of the frame of
reference.”
（３）The Hicks income concept citations that the majority accounting
researchers have made miss the mark in two ways. First, it overlooks
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Hicks’ recommendation to economists not to use bad (unhelpful) concept
such as “income.” The second is that it also overlooks Hicks’ advice to
accountants that “book value” based on “actual transaction figure,” which
can be seen as nonsubjective (objective) figures, is more reasonable than
“income,” which can only be a subjective value.
（４）The prevailing view of accounting is that the order of knowledge
(épistémè) in the modern age, such as absolute time and absolute space, is
regarded as an immovable natural phenomenon, and that periodic profit
and loss accounting had sprouted since the medieval age of Pacioli. The
discourse that double-entry bookkeeping practices existed as early as 1340
by Peragallo, Ijiri, etc. is only a “retrospective reading”. They are all
unknowingly being led astray by the retrospective reading of the modern
order of knowledge. In doing so, they have inadvertently endorsed the
discourse of over 500 years of double-entry bookkeeping.
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１．はしがき
このたびの拙稿は，デュッセルドルフ所在の日本商工会議所におい

て，１９８６年２月１３日，ディター・ハーマー，パウルゲオルク・シュタイ

ン，アキヒロ・オタが主題発表した新会計基準法入門に関する発表文を基礎

としている。筆者は，彼らの協力により発表文書の提供を受け，研究に利用

することができた。筆者は自らの研究書から，特に１９８６年ドイツのビース

バデンで発行されたアドルフ・モクスターAdolf MOXTERの『財務諸表論

第２巻・新財務諸表法入門』の第３次完全改訂版に含まれている研究を検討

し，ハーマー，シュタイン，オタの発表内容を補完している。モクスターの

教材は，終始一貫して法規の意味と目的を追求しているという点において，

数多くの新財務諸表法解説書の中でも際立っていた。このような視点は，会

計基準法の不確実な法節句を解釈する際に必要であるとされる。

１９８５年１２月１９日，ドイツ（西ドイツ）はEU諸国の会社法一致のための

第４次，第７次，第８次EU理事会指針施行法（Bilanzrichtlinien-Gesetz会計

基準法）を通過させた１）。この法律は，１９８６年１月１日付けで発効し，１９８７

年１２月３１日を決算日とする決算から適用され，会計年度が異なる場合は

１９８８年に予定された決算日に初めて適用された。会計，監査，公示の各分

野で多くの事項が変更されるため，新たな法規定に合わせられるようタイム

リーな準備が必要である。このような理由から，一部のドイツ企業は，すで

に１９８５年１２月３１日を決算日とする１９８５年度決算書を新会計基準法に基づ

いて作成・公示した２）。

その頃，筆者はドイツのフランクフルト大学に客員教授として招聘され，

A．モクスター教授のもとで研修中であったので新しい研究課題に出合うこ

とができた。本稿の目的は，ドイツ新商法典の第３編，第２３８条から第３３９

条の貸借対照表指令法と称され，欧州共同体がドイツ商法を改編させた経緯

１）会計基準法（以下，「指令法」）は，１９８５年１２月２４日，ドイツ連邦共和国連邦
法令官報に掲載して公布された（１部２３５５頁以下）。

２）ベルリン所在のシェーリング株式会社が大企業株式会社としては初めて「指令
法」により決算書を作成・公示し，シュナイダー通信株式会社がそれに続いた。
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の一端を紹介することにある。

ドイツでは，ヨーロッパ連合理事会の指令に依拠し，資本会社の個別決算

とグループ決算に対する内国規定と，正規の会計帳簿監査業務を遂行する監

査人の資格許可条件を変更する義務があった３）。このように内国規定を変更

することによってヨーロッパ連合内で資本会社に対する会計，監査，公示な

どの規定が広範囲に統一され，調和が図られた。ヨーロッパ連合理事会の指

令を履行する際に，個々の会員国に数多くの選択権が許容されたため，敢え

て言うならば「相対的な」調和だと言える。

一般的に，個々の会員国が自らに許容された選択権を行使した方式にはバ

リエーションが見られる。例えば，ドイツでは「再購買価格」ではなく「取

得価格」４）が財務状態表上の借方の価値上限ライン，そして貸方の価値下限ラ

インとして機能する。この決定は個別的な法規定を解釈する際に考慮すべき

であるが，法を解釈する過程で知っておかなければならない「お互いに相違

した」会計理論が，これを通じて相互に連結されるからである５）。取得価格

会計では，資産は供給あるいはその他の企業行為を通じて，現金の流入（投

資回収期間）が「実現」されるまで現金の投入（投資期間）により測定され

３）参照：特定法形式の企業の決算に関する１９７８年７月２５日発効のヨーロッパ連
合理事会第４指令，（ヨーロッパ経済連合官報 78/660，L２２２号，１９７８年８月
１４日），１９８３年６月１３日発効のグループ決算に関する第７指令（ヨーロッパ経
済連合官報８３/３４９，L１９３号，１９８３年７月１８日），および，正規会計帳簿監査
業務を遂行する監査人資格に関する１９８４年４月１０日発効の第８指令。
このような指令を立法する法的根拠は，ヨーロッパ経済連合（略して，EWGあ
るいはEG）法第５４条第３項である。

４）参照：商法第２５３条第１項。HGBは「ドイツ商法」の略字で，商法は会計基準
履行法によって新しく変わった。今後，同研究書に登場する法律条項は，常に
この変わった商法の条項を指す。

５）参照：この点について詳細に記述している図書として，MOXTER, Adolf,
Betriebswirtschaftliche Gewinnermittlung, Tübingen 1981 が挙げられる。モク
スターはこの教科書において，何よりも企業会計の観点から根本的な会計類型
を取り扱った。MOXTER, Adolf, Bilanzlehre, Band I, Einführung in die
Bilanztheorie, 3., vollständig umgearbeitete Auflage, Wiesbaden 1984 は，相対
的により会計法理論的側面から，さまざまな会計類型を記述している。
ここでモクスターは，「会計基準法」の解釈に必要な会計（法）理論的な根拠を
作り上げ，会計基準法の初の解釈は，MOXTER,Adolf, Bilanzlehre, Band 2,
Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O. に紹介している。
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る６）。反対に，再購買価格会計では，「実現された」（対象物の売却を通じて

確認される）資産の増加のみならず，実現されていない（まだ所有中の対象

から得られた）資産の増加も利益とみなされる７）。

ドイツの立法権者は，ヨーロッパ連合会計基準の自国化をきっかけに，全

体的なドイツ会計法を新たに体系化し直し，これまでドイツ商法，株式会社

法，有限会社法，組合法に分かれていたものを商法の第３巻（第２３３条-第

３３９条）にまとめた。第１章（第２３８条-２６３条）では，「すべての商人のた

めの規定」，第２章（第２６４条-第３３５条）では，「資本会社（株式会社，株

式型合資会社，有限会社）のための補完的規定」，そして第３章（第３３６-第

３３９条）では，登録された組合の会計規定を規律している。すべての商人に

対する規定が，主として利益の算定に必要な規定だとすれば，資本会社に対

する拡張された規定は，基本的に「完全公示原則」を中心としている８）。注

意すべきことは，公示法はこれからは有限会社には適用されない９）。

拙稿が，基本的に資本会社の会計，監査，公示に関する拡大された規定の

うち，一部を選別して取り上げる役割に制限されているにも関わらず，ドイ

ツ会計法の新規定を理解するためには，まず利益算定に関するいくつかの一

般的説明が必要で，商法的な決算の意味と目的に対する認識なしでは，法で

求められている企業公示に関する忠実な説明が難しいからである。

２．一般的な会計規定
（１）「すべての」商人のための一般規範の意味

すべての商人に適用される会計規範は，ドイツ商法第２３８-２６３条に整理

６）参照：MOXTER, Betriebswirtschaftliche Gewinnermittlung, a.a.O.，発行地お
よび発行年度は同上，１３５-２０５頁，とくに１５６頁を参照。

７）参照：同上，１０３-１２６頁，とくに１１４頁。
８）参照：MOXTER, Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

16-62頁，63-108頁。そして，SCHIDLSDBACH, Thomas, Die neue Generalklausel
für den Jahresabschluß für Kapitalgesellschaften - zur Interpretation des Paragraphen
264 Abs.2 HGB，1-15 頁。

９）参照：例 ORDELHEIDE, Dieter/ HARTLE, Joachim, Rechnungslegung und
Gewinnermittlung von Kapitalgesellschaften nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz

（I），有限会社法（１９８９），９-１９頁，とくに９頁参照。
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されており，過去の法体系に比べて非常に拡張された法条文に基盤を置いて

いる１０）。「財務状態表と損益計算書が決算書を構成する」１１）。「決算書は正規の

簿記の原則（Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung：GoB）に従って

作成されなければならない」１２）。これらはすべての商人，とりわけ資本会社

が個別規定を細部的に解釈する過程で必ず考慮しなければならない一般規範

である。個別規定が一般的に不確定的な法概念１３）を基礎にしているため，一

般規範に特別な意味が付与される。例えば，商法第２５３条１項に規定されて

いるように，「負債は償還金額で計上しなければならない」という場合，ま

ず資本会社はゼロクーポン債を財務状態表にどのように計上すべきか，すな

わち，将来の利息支払額が負債償還額に含まれるのか否か，といった疑問が

生じる１４）。何よりも，商法による会計年度決算の本質的な意味と目的のみ

が，法で求められる個別規定に対する解釈を可能にする。これは内的関連性

の問題である。すなわち，一般規範と会計年度決算の個別規定が商法による

会計年度決算書の基本的な方向性を示すことができるという１５）。

商法による会計年度決算の本質的な課題の発展問題は，研究文献上も議論

の対象となっている１６）。どの文献においても意見の一致を見せるのは，立法

１０）ドイツの立法権者は，ここで根本的にこれまですでに会計法判例によって確定
された，正規の簿記および「財務会計原則」（GoB）を法典として編纂する程度
に制限を設けた。とくに，アドルフ・モクスター，『会計法判例』，第２完全改
訂版，ティビンゲン１９８５を参照。

１１）ドイツ商法第２４３条第１項。以下，本稿では「ドイツ商法」を「商法」と略称
する。

１２）商法第２４３条第３項。GoBは，日本の「公正なる会計慣行」，アメリカの「一般
に認められた会計原則」（GAAP）に相当する。

１３）レフジョン・ルィクレ・グロツフェルト，同上を参照。
１４）例 BÖKING, Hans-Joachim, Der Grundsatz der Nettobilanzierung von Zero-

Bonds, in: ZfbF, 38（1986），930/955 頁を参照。
１５）MOXTER, Adolf, Das System der handelsrechlichen Grundsätze ordnungsmäßiger

Bilanzierung, in Der Wirtschaftsprüfer im Schnittpunkt nationaler und
internationaler Entwicklungen, Festschrift für Klaus von Wysocki zum 60.
Geburtstag, herausgegeben von Gerhard Gross, Düsseldorf 1985，17-28 頁を
参照。

１６）例. SCHNEIDER, Dieter, Rechtsfindung durch Deduktion von Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung aus gesetzlichen Jahresabschlußzwecken?
StuW, 60（13）Jg.（1983），141-160頁；MELLWIG, Winfried, Bilanzrechtsprechung
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権者は会計法によって決算と関連する，より多くの課題を解決しようとする

点である。「商法による会計決算の本質的な意味と目的が，会社の法的形態

とは無関係に，当期純利益として分類可能な金額を決めることにある」１７）と

仮定するならば，これを通じて，法が，商法による会計年度決算に財務諸表

のその他のいくつかの課題，例えば，負債の償還能力に対する監視や，企業

の経済的発展可能性に対する判断等の課題を付与していることを排除できな

い。会計年度決算の課題が異なる場合に，決算の内容が結果的に異なるた

め，利益算定の過程で問題が発生するときには，常に決算の本質的課題を基

準にしなければならない。財務諸表の他の課題は，そうすることによって基

本的に法で定められた完全公示原則の意味から考慮されなければならないか

らである。

商人は商法により，「自らの資産と負債の状態」が適切に表われるよう財

務諸表を作成しなければならない，という規定（商法第２４２条１項）は，非

常に誤解の余地が大きい。商法による財務諸表からは，せいぜい予想収入と

支出に関する端緒が得られる程度で，これのために特に財務状態表や損益計

算書の個別的目次規定が作用する。もっぱら財務計画のみが，破産法的意味

での支払能力についての実際的な展望を可能にする１８）。

（２）一般的な記載規定

① 資産認識の基本原則

「会計年度決算書は，法により別途の定めがない限り，すべての資産の対

und Betriebswirtschaftslehre, in BB, 38 Jg（1983），1613-1620 頁，
メルビヒはとくに客観化問題を指摘；BAETGE, Jörg, Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung, in KÜTING/WEBER，１７７-２０４頁を参照。
会計法的規範構造の発展についてはMOXTER, Adolf, Bilanzrechtsprechung，
第２次完全改訂版，ティビンゲン１９８５を参照。

１７）MOXTER,A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
18 頁を参照。同一著者，Ulrich Leffson und die Bilanzrechtsprechung，ジャー
ナルWPg会計士試験（１９８６年）寄稿論文。

１８）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band I, Einführung in die Bilanztheorie，発行地お
よび発行年度は同上，１５１-１５５頁を参照。
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象物，負債，前払金・前受金勘定項目，費用と収益を含めなければならな

い」（商法第２４６条１項）。決算書が事実上どれほど完全なのかというのは，

基本的に「正規の簿記の原則」により決まる。正規の簿記の原則が最終的に

決算時点も決定する。ドイツの会計法で考慮すべきことは，民法上の所有物

が必ずしも資産認識の前提条件を構成しないこと，そしてそれは正規の簿記

の原則が経済的アプローチ１９）を特徴としているからだという点である。「資

産として認識すべきか否かを決定するのは，基本的に法的所有権ではなく経

済的帰属権である」２０）。これは「他人の土地にある構築物」を資産として認

識させる法規定から確認できるという２１）。

◇資産として認識することができない種目：

（１）「企業の設立および自己資本調達のための費用」（商法第２４８条第１

項）

（２）「固定資産のうち，対価を支払わずに取得した無形資産」（商法第

２４８条第２項）

（３）「決算日以前の支出」ではなく，「決算日以降，一定期間費用を表す」

前払金項目（以下，RAPと表記）（商法第２５０条第１項）

（４）（対価を支払って取得したわけではない）本源的な「営業権」（商法

第２５５条第４項）

◇資産認識が可能であるが，認識義務のない（いわゆる，財務状態表計上選

択権２２）対象）種目：

１９）例 MOXTER, A., Bilanzrechtsprechung，発行地および発行年度は同上，６-２１頁。
BALLWIESER, Wolfgang, Grundsätze der Aktivierung und Passivierung,
CASTAN/ HEYMANN/ MÜLLER/ ORDELHEIDE/ SCHEFFLER 共同著書
参加論文，B 131/1-24 頁を参照。

２０）MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
23 頁。

２１）商法第２６６条第２項を参照。
２２）BALLWIESER, Wolfgang, Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte, CASTAN/

HEYMANN/ MÜLLER/ ORDELHEIDE/ SCHEFFLER 共同著書参加論文，B134/
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（１）「費用に計上された関税と消費税のうち，決算日基準で在庫資産とし

て認識させるべき資産に賦課される場合に限り」（商法第２５０条第１

項第２節第１号）

（２）「決算日基準で計上すべき前受金，または在庫資産から明らかに控除

された前受金に賦課され，費用として計上された付加価値税」（商法

第２５０条第１項第２節第２号）

（３）割引支給額２３），所謂「負債の償還額が貸与金額より高くて発生」す

る「差額」（商法第２５０条第３項）

（４）派生的な（対価を支払って取得した）営業権（商法第２５５条第４項

第１節）

これらを通じて，立法権者は，十分客観化された資産のみが資産として認

識できることを示している。「客観化要件は，資産化に有利な資産をすべて

借方に記載できないようにする基準」である２４）。

② 負債認識の基本原則

資産項目と負債項目の相殺処理は許容されない２５）。完全性原則に基づき，

すべての負債と負債に該当する前受金項目をすべて負債として認識するので

ある。引当金において，法は引当金の種類を具体的に規定することによっ

て，法が望む完全性原則を具体的に示している。商法第２４９条に六つの引当

金項目が出ている。すなわち，

◇必ず負債として認識すべき引当金：

（１）「不確実性負債対処引当金」

1-12 頁を参照。
２３）これと関連して比較，Böcking, Der Grundsatz der Nettobilanzierung von Zero

Bonds.
２４）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht，発行

地および発行年度は同上，２１頁を参照。
２５）商法第２４６条第２項を参照。

２９６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



（２）「未決事業から発生可能な脅威的損失対処引当金」

（３）「事業年度に行わず，翌年第１四半期以内に行うはずの維持保守費用

や，次の事業年度内に遅ればせながら実施することになる建物解体

費用」に対する引当金

（４）「法的な義務なしで提供される品質保証」関連引当金

◇負債化が可能な（いわゆる，財務状態表計上選択権）引当金：

（５）「事業年度内に行わず，翌年第１四半期中にも行わなかったが，「事

業年度中」に遅ればせながら実施することになる維持保守費用」に

対する引当金

（６）「財務状態表の作成基準日現在，発生可能性が高いか確実であるが，

その額や発生時点が不確実で」，「その特性により正確に制限された

当該事業年度，あるいは以前の事業年度に帰属する費用に対する引

当金」

このような六つの引当金設定目的以外の目的で「引当金が設定されてはな

らない」（商法第２４９条第３項第１節）。年金引当金に対する負債化選択権は

削除された。年金義務は，はじめてドイツの会計法において不確実性負債と

して引当金設定が義務化された。「年金支給約定の負債化義務導入は，過去

に約定された支給額と，その後に発生したその約定額の引き上げ分を，負債

化義務から除外する果敢な経過規定と関連している」２６）。

資本会社は，「財務状態表に表示されていない現在支給中の年金，将来の

年金請求権，および類似した支給義務に対する引当金を注釈に記載しなけれ

ばならず，連結会計注釈の場合，金額で表記」しなければならない２７）。

新しいのは，「財務状態表の作成基準日現在，発生可能性が高いか確実で

２６）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
32 頁。とくに商法導入のための法律（略語HGB-EG商導法とする）第２８条第
１項第１節を参照。

２７）商導法（HGB-EG）第２８条第２項。
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あるが，その額や発生時点が不確実で」，「その特性により正確に制限された

当該事業年度，あるいは以前の事業年度に帰属する費用」に対する負債化選

択権である２８）。いわゆる，費用性引当金と呼ばれるこの引当金に，どのよう

なものが属するのかについては意見が分かれている。例えば，これから行わ

れる大規模修理費用がこれに該当する。「大規模修理費用に対する引当金の

意味と目的は，決算会社が当該年度の利益をある程度公平に分配できるよう

にすることにある」とする２９）。

しかし，すべての負債がすべて負債化され財務状態表に記載されるのでは

ない。商法第２５１条によれば，財務状態表に「手形の発行や譲渡，保証，手

形や小切手に対する保証，保証契約や第三者負債に対する担保の注文に起因

する責任保証関係等は，財務状態表に負債として記載しなければならない。

このような負債は，一つの額で表示されてもよい。責任保証関係は，同等な

価値分に対する請求権がある場合にも記載しなければならない」。このよう

な記載義務は，これまですでに株式会社に対して適用されてきたという３０）。

（３）一般的な評価規定――「正規の簿記の原則」の法典化

① 評価原則

ドイツの立法権者は，一般的な評価原則を個別的に表現しながら初めて

「正規の簿記の原則」を法典化した。商法第２５２条第１項によれば，決算に

表示された資産と負債の評価では，次の評価原則を守らなければならない。

（１）財務状態表一致の原則

（２）持続性原則

（３）決算基準日原則と個別評価の原則

（４）実現原則および，不均等原則と結合した慎重の原則

２８）商法第２４９条第２項。
２９）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

30 頁。
３０）１９６５年版株式法第１５１条第５項を参照。
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（５）期間化原則

（６）方法持続性原則３１）

これらの評価原則の序列は，法的な財務状態表の基本的な意味と目的に

よって決まる３２）。「慎重に測定され，実現原則と不均等原則を通じて具体化

された配当基準額の計算」が財務状態表の基本的な意味と目的とみなされる

のであれば，これは「上で言及された個別原則同士が衝突する場合にも遵

守」されなければならない３３）。

持続性原則は，独自的には未だ正規の簿記の原則になりえない。それの具

体的な意味はまた議論の対象となっている３４）。

② 資産と負債の価値計上

（１）「資産は最高取得価格や生産価格で」３５）計上されなければならない。

これは，実現されていない価値の増加分は財務状態表に計上されてはならな

いということである。この一般的な取得価格原則は実現原則３６）の後続原則で

あり，細部的な解釈を必要とする。収益的結果と無関係な新たな資産や負債

の流入（例えば，機械の購入や負債の導入）は資産に中立的に，そして，収

益的結果に影響を与える新たな資産や負債の導入（例えば，製品供給やその

他の提供を通じた債権，保証引当金）は，収益に影響を及ぼすように扱わな

３１）これについての個別比較。MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in
das neue Bilanzrecht, a.a.O.，33-41 頁。

３２）例 MOXTER, A., Das System der handelsrechlichen Grundsätze ordnungsmäßiger
Bilanzierung, a.a.O.

３３）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
41 頁（引用された二つの文言は，モクスターの本文上で強調表記されている文
章である）。

３４）例 BUDDE, Wolfgang Dieter / IHLE, Rüdiger, Kommentierung, in BUDDE / CLEMM /
PANKOW / SARX, a.a.O.，発行地および発行年度は同上，405-407 頁を参照。

３５）商法第２５３条第１項。
３６）例 MOXTER, A., Das Realisationsprinzip - 1884 und heute, in: BB, 39. Jg.

（1984），1780-1786 頁を参照。
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ければならない３７）。

（２）負債に対して，法は特別な価値評価基準を付与する。負債はその

「償還額」で，そして年金義務はその「現金価値」３８）で記載されなければなら

ない。そして，この価値評価基準は一般的な取得価格原則の表現であり，負

債に事実よりも低い価値を計上することによって，未実現利益が発生するの

を防ぐために，負債においては価値下限ラインの役割を担う。例えば，債券

発行を通じた負債は，市場価値や取引所価格（現金価値）が利子率上昇によ

り償還額（名目価額）より低くても償還額で記載しなければならない３９）。

（３）「固定資産分野の資産において，その効用が時間的に制限的である場

合，取得価格や生産価格は定期的に減価償却分ずつ減らしていかなければな

らない。減価償却スケジュールは，取得価格や生産価格を，その資産の利用

が見込まれる事業年度に配分しなければならない。その効用が時間的に制限

的であることを考慮せず，固定資産分野の資産は，決算日に考慮されるべき

低い価値を記載するために特別減価償却を行うことができる。これは，価値

の低下が長く持続すると予想される場合に行える」４０）。

定期的な減価償却の原則は，決算会社が毎年の減価償却を資産の（主観的

な）会計政策的理解により決めるのを防ぐ。定期的な減価償却の原則は持続

性原則に符合し，減価償却スケジュールの文書化を前提とする４１）。

「流動資産分野の資産においては，決算日の取引所価格や市場価値によっ

てもたらされる低い価値を計上するために減価償却を行う。市場価値や取引

所価格が確定せず，取得価格や生産価格が決算日に記載すべき同資産の価値

を上回れば，この価値に合わせて減価償却を行う。その他にも，減価償却

３７）MOXTER, A., Bilanzrechtsprechung，発行地および発行年度は同上，１０４-
１７５頁を参照。

３８）商法第２５３条第１項第２節（二つの引用語が該当）。
３９）これについての詳細な言及比較。MOXTER, Adolf, Fremdkapitalbewertung

nach neuen Bilanzrecht, in: WPg, 37. Jg.（1984）.
４０）商法第２５３条第２項。
４１）これについての詳細な言及比較。MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung

in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，52-62 頁。モクスターはこれと関連して価値増
額も取り上げた。同一頁参照。
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は，合理的な商人の判断で，近い将来に同資産の価値記録が価値の可変性に

よって変化するのを防ぐことが必要であると見なされたときに行える」４２）。

固定資産と違って，流動資産では，価値の下方調整は価値低下の持続性に

対する考慮なしで行える。これは，流動資産における不均等原則の帰結である。

「流動資産の将来の価値低下は，損失を伴うことなく行われなければならな

い。将来の損失は，流動資産の価値低下がその時点の簿価に及ばない場合に

発生する」４３）。このような脈絡から，「絶対的最低価原則」が言及される。固

定資産では，それとは異なり，「緩和された最低価原則」４４）が適用される。

（４）「取得価格は，その費用が個別的に資産に帰属する限度内で資産を購

入し，これを事業に活用可能な状態にするために投入された費用のことを指

す。取得価格には，付帯費用や事後的に追加される取得価格も含まれる。取

得価格節減も記載されなければならない」４５）。ここで言及する取得価格の具

体的内容は，まだ論争の対象である。例えば，購入以前，過程，以後に取得

付帯費用が発生しうるからである４６）。

（５）第三者からの購入でなければ，借方に取得価格の代わりに「生産価

格」が記載される。「生産価格は，一つの資産を生産，拡張，あるいは本来

の状態より，その機能を著しく向上させるために財貨を消費したり，用役を

投入したりして発生する費用のことである。これには，材料の費用，完成費

用，完成のための特別費用が含まれる。生産価格の計算においては，必須的

な共同材料費用，必須的な共同完成費用，完成過程でもたらされた固定資産

の価値低下の適正な部分も共に考慮されうる。一般事務費用や企業の福祉施

設の費用，自発的な福祉費用，企業の老後保障費用は計算の際に考慮する必

要はない。３節と４節の意味での費用は，生産の時期に発生したものに限っ

４２）商法第２５３条第３項。
４３）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

57 頁。
４４）上記同一頁を参照。
４５）商法第２５５条第１項。
４６）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

110-121 頁を参照。一段階発展した客観化原則を参照。
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て考慮され，販売費用は生産価格に含めない」４７）。

ここで問題は，特に費用に含める際の選択権の行使にある。簡便化規定と

しての選択権は，費用帰属の疑問性を勘案する際に，相当意味のあるものと

されている。それにもかかわらず，ここで決算会社に相当な裁量権行使の余

地を残すことになる。共同費用を含める問題は，例えば，不確実な負債に対

する引当金の評価においても発生する４８）。

（６）法は，「在庫資産分野の同一の種類の資産に対する価値計上」におい

て，それが「正規の簿記の原則に符合」する限り，評価の簡便化４９）を可能に

してくれる５０）。

３．資本会社のための補完的規定
（１）資本会社に対する一般規範の意味

①「拡張」された決算

資本会社において，決算書は財務状態表と損益計算書のみで成り立ってい

るのではなく５１），資本会社の決算書は追加的に財務状態表および損益計算書

とともに，一つの統合体を成す「注釈」を含む５２）。決算書の内容について法

において一般的に言われているのは，資本会社の決算書は，正規の簿記の原

則を遵守しながら資本会社の資産，財務，収益状況を実際の状況と符合する

ように描き出さなければならないということである５３）。

このような図は，単に，資産，財務，収益状況を大まかに描いたスケッチ

として理解される。法において規定する決算書作成作業の手段は，資産，財

務，収益状況を実際の細部にわたる内容まで反映させるには遥かにグローバ

４７）商法第２５５条第２項。
４８）これについての詳細な言及比較。MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung

in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，47-52頁と，MOXTER, A., Bilanzrechtsprechung,
a.a.O.，133-155 頁。

４９）この方式と関連して会計士-辞典第１巻，１９８５年，５９８-６００頁を参照。
５０）商法第２５６条。
５１）商法第２４２条第３項を参照。
５２）商法第２６４条第１項第１節。
５３）商法第２６４条第２項第１節。
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ルな性格を持つ。このような細部的な事実を知るには，広範囲な評価意見書

を必要とする。このような評価意見書の内容は，すでに基本前提から，法が

定める決算書とは根本的に異なる。決算書は個別的な評価原則に基づき，基

本的に過去（経過した事業年度）に焦点を当て，法規定によって客観化され

る。評価意見書は，総体的な評価原則に基づき，単に将来の配当に対しての

み焦点が当てられているため，明らかに主観的価値に関するものである５４）。

技術的な理由から，決算書にいろいろな細部事項の記載を放棄するのは仕

方のないことである。客観性原則により，決算書の報告は過去の価値と結び

ついている。確実なのは，決算書は企業の資産，財務，収益状況について非

常に制限された一見を提供するに過ぎないということである。決算遂行会社

が有する情報量の優位は，株主のみならず第三者の理解のためにも，立法権

者によって廃棄できないことを念頭に置かなければならない。

決算書の公告は，（将来の）企業の発展と株式価値の展望と関連して，内

部者と外部者を同一に待遇するというのとは全く異なる５５）。法は，決算書が

その本質上提供できる特定の形態の資産，財務，収益状況の図を作り出すよ

う要求するだけである。すべての規定を知って初めて，どのような特定の情

報取得が要求されるのかに気づくものである。このような一般的規範におい

ても内的関連性の問題が重要であるが，この場合，資本会社の完全公示原則

と関連している５６）。制限的な情報取得は法的に保証されている。法は，万一

追加的な説明がないと資産，財務，収益状況について十分な図が描けない

「特別な状況」であれば，注釈において追加的な説明を記載するよう求めて

５４）全体事業の総体的評価問題と関連。とくに，MOXTER, Adolf, Grundsätze
ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, 2. vollständig umgearbeitete Auflage,
Wiesbaden 1983，およびBALLWIESER, Wolfgang, Unternehmensbewertung und
Komplexitätsreduktion, Wiesbaden 1983 を参照。

５５）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
６５頁。資本会社の決算特別規定は，株主と第三者の利益を保護するために会社
に求められる保護規定である（ヨーロッパ経済共同体契約第５４条第３項）。

５６）MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
63-108 頁を参照。
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いる５７）。この入門書では，単に情報利用者保護の必要性の問題に言及するこ

としかできない。情報利用者の保護のために，どんなものが必要で結果的に

どのような情報取得の必要があるのか，あるいはどんな情報取得に制限があ

るのか等は他の研究において取り上げられる必要がある。

資本会社の決算書が，どのような具体的な情報取得を可能ならしめるべき

かについては議論が分かれている。しかし，決算書は，終了した事業年度に

発生した資産，財務，収益状況の変動内容を忠実に提示しなければならな

い。資本会社の決算書は絶対的なものではないとしても，資産，財務，収益

の相対的な状況については説明すべきである。

すなわち，決算書は，終了した事業年度に発生した資本会社の経済的状況

を認識できるものでなければならない５８）。会社と第三者の情報的必要性に照

らしてみると，これは大きな要求ではないが，この制限的な要求さえもその

実現過程で発生する難しさを考慮すると大きな要求だといえる。相対的状況

は絶対的状況の変化から導かれるため，資産，財務，収益の相対的状況につ

いて報告する者は，資産，財務，収益の絶対的状況を知らなければならない

からである５９）。

② 解 除 論

実際の状態に符合する資産，財務，収益状況に関する情報の取得可能性の

提供義務が，財務状態表，損益計算書，および注釈等，決算書の個別構成要

素にどのような影響を及ぼすのかについては意見が分かれている。例えば，

このような情報の取得可能性の提供規定が，資本会社の決算書関連規定に対

５７）商法第２６４条第２項第２節を参照。
５８）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

６６頁。
５９）相対的状況と絶対的状況の評価と関連し，上の同一文献同一頁を参照。また，

BALLWIESER, Wolfgang, Sind mit der neuen Generalklausel zur Rechnungslegung
auch neue Prüfungspflichten verbunden? In: BB, 40. Jg.（1985），1034-1043 頁，
およびSCHILDBACH, Die neue Generalklausel für den Jahresabschluß von
Kapitalgesellschaften..., a.a.O. 参照。
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し，特別に細部的な解釈を要求するのか否か等についてである。

アドルフ・モクスターによれば，財務諸表計上規定と財務諸表評価規定

（利益の算出）の優先課題は，「資本会社の場合にも同様に慎重に配当可能な

利益を判定することであり，資本会社に対する計上および評価規定を実際の

状態に符合する資産，財務，収益状況に関する情報提供という特別な観点か

ら解釈すべきである，ということではない。」６０）

「正規の簿記の原則」に起因する情報の歪みの問題は，追加的な情報の提

供によってほぼ解決される。追加的な情報は大部分注釈に含まれているが，

財務状態表と損益計算書の目次が段階別に細分化された結果表われ，また資

本会社の計上と評価に関する特別規定によって得られたりする。

資本会社の計上と評価に関する規定（利益算定規定）の解釈が，基本的に

（資本会社でない）「すべて」の商人の場合と同一の意味と目的に方向づけら

れるとすれば，資本会社に対する補完的な規定こそ解除の効果をもたらす。

この解除論によって二つの一般規範が連結される。商法２４３条１項にある商

法的「正規の簿記の原則」に関する言及は，優先的に（純）利益の算出のた

めのものであるのに対し，資産，財務，収益状況に関する商法２６４条２項１

節の言及は，法的に要求される情報の提供原則のための規定である６１）。この

ような認識に対する理論的な導出は，今後発表される論文に委ねたい。

（２）資本会社のための特別計上規定

（１）ドイツ商法第２６９条によれば，資本会社は「創業費と事業拡張費用」

を，「財務状態表の補助勘定項目」６２）として資産化できる。但し，この資産化

６０）MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
67 頁。SCHILDBACH, Die neue Generalklausel für den Jahresabschluß von
Kapitalgesellschaften..., a.a.O. も同じ意見を示している。シュイルトバッハは，
とくにアングロサクソン圏の「true and fair view」の発展も取り上げた。

６１）MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht，発行地
および発行年度は同上，16-108 頁を参照。

６２）財務状態表補助勘定項目の概念と関連し，例えば，BUSSE von COLBE, Walther,
Bilanzierungshilfe, in: LEFFSON / RÜCKLE / GROßFELD, a.a.O. 参照。
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は配当の制限と結びついている。利益の配当は，「配当後に残っており常に

解除が可能な利益剰余金に繰越利益金を加算し，繰越欠損金を控除した金額

が計上金額と最小限合っていればこそ」可能である６３）。利益配当に対する別

途の証憑義務があるため，決算書を見る読者は，「非資産類」の資産化につ

いて決算書から知ることになる６４）。

（２）新しいのは資本会社に対する繰延税金規定である６５）。この脈絡にお

いて，いわゆる「潜在的」租税という用語を用いるが，これは財務会計決算

と税務会計決算の結果の相違から発生する。一事業年度の法人所得税負担は

財務会計上の結果と差異が生じうるが，この差異は，次期会計年度にかけて

再び同等に調整される。法は，「資産性」繰延税金と「負債性」繰延税金に

区分しているが，資産性繰延税金の場合は計上選択権があり，負債性繰延税

金の場合には負債計上が義務となっている６６）。資産性繰延税金は，同様に財

務状態表の補助勘定科目であり，この場合にも，上述した創業費と事業拡張

費の場合と同様の配当制限が適用される。逆に，負債性繰延税金の場合は常

に不確実性債務に備える引当金と見なされる。

（３）準備金持分を含む特別項目は，「税法が税法上の利益算定において，

財務状態表に特別項目を構成する条件として計上価値を認定する場合にのみ

構成が許容される」６７）。

ドイツでは，商法上の利益算定基準と税法上の利益計算の基盤は互いに従

属される。一方では，税法上の利益算定は，商法上の利益算定に従属され，

他方では，税法上の利益算定は，商法上の利益算定に影響を及ぼす。しか

６３）商法第２６９条第２節。この財務状態表補助勘定項目を非常に限定的に解釈する
立場としては，例えば，BAETGE, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführungen,
in: KÜTING/WEBER, a.a.O. を参照。

６４）これについての詳細な言及比較。MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung
in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，69-71 頁。

６５）商法第２７４条を参照。
６６）潜在的租税の発生および会計処理関連。例 HENNIG, Bettina, Bilanzierung

latenter Steuern, Bochum 1982；HILLE, Klaus, Latente Steuern, Frankfurt am
Main und Bern 1982；MOXTER, A., Bilanzlehre,a.a.O.，同上 71-73 頁を参照。

６７）商法第２７３条第１節。
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し，財務諸表指令法の変更は，「旧」会計法に比べ，一般的に追加的な租税

負担や軽減をもたらすことはない。これは，EU各国の会計基準調和指針の

実現が広範囲に租税中立的に行われたためである。

（４）資本準備金としての積み立てや準備金の使用は，決算書を作成する

ときにすでに行われていなければならない６８）。準備金持分を含む特別項目の

場合にも同様である６９）。決算書を作成するとき，「法と会社の定款や規則に

則って実施されなければならず，あるいはそのような規定に依拠し決定され

た利益準備金の設定，および利益準備金の使用なども反映されなければなら

ない」７０）。

（３）資本会社のための特別評価規定

（１）低評価の禁止：資本会社に対し，法は，未実現利益の蓄積の可能性

を制限する。たとえば，企業の発展が「未実現利益の解除不履行」７１）を通じ

て影響されるのを回避するためである。「企業の発展状況が思わしくない姿

は，未実現利益の解除を通じて別の姿に歪められうる」７２）。このような理由

から，資本会社は非資本会社（人的会社）に許容されるいくつかの減価償却

選択権を使用できない７３）。これには，たとえば，固定資産や流動資産に対す

る減価償却は，「合理的な商人の判断と見なされる範疇内で許容」される，

という非資本会社に対する規定も該当する７４）。さらに，資本会社は持続的に

価値低下が予想されない場合，財務性資産に対してのみ特別償却を使用でき

ることになっている７５）。

６８）商法第２７０条第１項第１節。
６９）商法第２７０条第１項第２節を参照。
７０）商法第２７０条第２項。
７１）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

75-76 頁を参照。
７２）同一文献，７５頁。
７３）商法第２７９条第１項を参照。
７４）商法第２５３条第４項。
７５）商法第２７９条第１項を参照。
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（２）価値上方修正命令：固定資産７６）や流動資産７７）に該当する対象物に対す

る特別減価償却は，後にその根拠がなくなれば再び撤回しなければならな

い。その根拠がもはや存在しないことが，その後の事業年度において明らか

になれば，この減価償却の額は，その期間中に行われるはずだった本来の減

価償却の規模を勘案しながら，再び資産価値に追加されなければならな

い７８）。非資本会社に許容される特別償却価値維持選択権７９）は，「この場合，適

用できない」８０）。資本会社において価値維持選択権は，単に「低く計上され

ている価値が課税利益算定において引き続き維持され，維持するための前提

条件が，低く計上された価値がそのまま財務諸表にも存続されることである

場合に」許容される８１）。「注釈には，当該事業年度に税法的な理由から行わ

なかった価値増加額を明記しなければならず，十分に証明しなければならな

い。」８２）

法は，価値上方調整命令を通じた価値回復によって造成された未実現利益

を，価値回復が行われたその当該年度においてすでに解除しようとする。価

値の上限ラインは（歴史的）原価となる。この規定も，企業の発展に対する

正しい判断へと導くのに寄与している８３）。

それにもかかわらず，資本会社には恣意的な償却の可能性が残されてい

る。例えば，財務性資産の場合，単に一時的に価値が下落した場合にも償却

は可能である８４）。その他にも，資本会社は，過渡期的な負担緩和の理由か

ら，特に固定資産と流動資産の対象物に対する維持選択権が許容されたとい

う点に留意する必要がある８５）。

７６）商法第２５３条第２項第３節，または第２５４条第１項を参照。
７７）商法第２５３条第３項，または第２５４条第１節を参照。
７８）商法第２８０条第１項。
７９）商法第２５３条第５項と第２５４条第２節を参照。
８０）商法第２８０条第１項第２節。
８１）商法第２８０条第２項。
８２）商法第２８０条第３項。
８３）この点についての詳細な言及比較。MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung

in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，76-77 頁。
８４）商法第２７９条第１項を参照。
８５）例 Artikel 24 HGB-EG商法導入のための法律第２４条を参照。
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（３）他の諸評価規定：ここでは，資本会社でのみ発生する資産と負債の

評価規定を指す。「創業と事業拡張のために記載された金額は，各次期事業

年度ごとに最小限１／４は償却されなければならない」８６）。「法定資本金は名目

価額で記録する」８７）。繰延租税のための引当金は，「より高い租税負担が発生

するや否や，あるいは，これ以上このような負担が発生する可能性が存在し

ないと判断した後に即時，戻し入れを行わなければならない」８８）。資産性繰

延租税は，「租税軽減が発生するや否や，あるいはこれ以上このような軽減

が発生する可能性が存在しないと判断した場合」，同様に即時解除されなけ

ればならない８９）。

（４）企業規模等級による公示規定の従属性

ドイツ商法第２６７条によれば，会計と監査と公示に関する諸規定は，資本

会社の規模によって異なる。資本会社の規模が大きいほど一般的に法的要求

の強度は高く，細分化される。法的に，資本会社は「小」企業，「中」企業，

そして「大」企業に区分される。規模を区分する基準としては，商法第２６７

条第１項から５項により，基本的に「資産総額」，「決算日前１２か月間の売

上高」，「年平均雇用従業員数」があり，いずれかの等級に分類されるために

は，この三つの評価基準のうち，各々二つの基準を満たさなければならな

い。しかし，証券市場に上場した企業は，「常に大規模資本会社」と見な

す９０）。万一，上記の評価基準が，「二つの連続した事業年度の決算日を基準

に，継続して超過するか又は及ばない場合」，会社等級を変えることが可能

である９１）。

次の表は，資本会社の規模等級による特別規定を示すものである。

８６）商法第２８２条。
８７）商法第２８３条。
８８）商法第２７４条第１項第２節。
８９）商法第２７４条第２項第４節。
９０）商法第２６７条第３項第２節を参照。
９１）商法第２６７条第４項。
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資本会社の規模別等級

小 中 大 企業集団

等級基準
売上高（百万DM）
資産規模（百万DM）
従業員数

＜ ８．０
＜ ３．９
＜ ５０

＜ ３２
＜ １５．５
＜ ２５０

＞ ３２
＞ １５．５
＞ ２５０

kons．／unkons．
＞ ８０．０／９６．０
＞ ３９．０／４６．８
＞ ５００

貸借対照表
作成
公表

yes
HR

yes
HR

yes
BA

yes
BA

損益計算書
作成
公表

yes＊

no
yes＊

HR＊

yes
BA

yes
BA

注釈
作成
公表

yes
HR

yes
HR

yes
BA

yes
BA

経営報告書
作成
公表

yes
no

yes
HR

yes
BA

yes
BA

損益処分書＊＊

作成
公表

yes
HR

yes
HR

yes
BA

-
-

外部監査義務 no yes yes yes

報告書作成期限 ６か月 ３か月 ３か月 ５か月

報告書公表期限 １２か月 ９か月 ９か月 ９か月

＜表１＞ 資本会社の規模等級による特別規定

＊ 売上証明のない略式形態
＊＊ 年末決算で見ることができない場合のみ
HR： 商業登記と連邦官報への情報公表
BA： 連邦官報
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（５）財務状態表の目次

財務状態表と損益計算書には，基本的に次の目次の構成原則が適用され

る。

（１）叙述の継続性：

（２）前年度価額明示の原則：

（３）規定競合時，決算補完の原則：

（４）構成細分化許容の原則：

（５）明確性の原則：

（６）空項目の無計上原則９２）．

次の表は，法が規定する中規模と大規模資本会社の法定財務状態表構成の

目次を示す。中規模会社と大規模会社は，決算書作成時に同一の目次規定を

遵守しなければならない。中規模会社は，決算書の作成ではなく，公示過程

においてのみ負担が減らされる９３）。

＜表２＞ 中規模と大規模資本会社の財務状態表の構成目次

貸借対照表
〔借方〕
会社設立費（資産表とともに）
法定資本金からの不足金
固定資産（すべての個別項目について）

Ⅰ．無形資産
１．保障権，営業的保護権と類似した権利や価値，およびそのような

権利や価値に対する免許権
２．営業権
３．支払われた契約金

９２）この点についての詳細な言及比較。MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung
in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，81-82 頁。

９３）表２を参照。
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Ⅱ．実物資産
１．不動産，不動産と同一の権利と構築物，および他人所有の土地上

に建っている構築物
２．技術的な資産と機械
３．他の種類の資産と企業設備
４．建築中の資産や支払われた契約金

Ⅲ．金融資産
１．連結企業に対する持分
２．連結企業に提供した貸付金
３．持分
４．持分関係が存在する企業に提供した貸付金
５．固定資産に対する証書
６．その他の債権

流動資産
Ⅰ．在庫資産

１．原材料
２．半製品
３．完成品
４．支払った契約金

Ⅱ．債権とその他の資産（債権は各々１年以上の残余期間が表示されてい
るもの）
１．売上債権
２．連結企業に対する債権
３．持分関係が存在する企業に提供した債権
４．その他の資産

Ⅲ．証券
１．連結企業に対する持分
２．自己持分
３．その他の証券

Ⅳ．小切手，現金残高，連邦銀行と郵便局銀行の残高，金融機関の残高
租税債権
会計処理項目

割引額
自己資金で相殺されない不足金
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〔貸方〕
自己資金

Ⅰ．法定資本金
Ⅱ．資本積立金
Ⅲ．利益積立金

１．法定積立金
２．自己持分に対する積立金
３．定款による積立金
４．その他の積立金

Ⅳ．利益／損失繰越控除金
Ⅴ．当期純利益／純損失

積立金持分に対する特別項目
留保金

１．人的な，そして類似した義務に対する留保金
２．租税留保金
３．その他の留保金

負債（各々１年以下の残余期間が表示されているもの）
１．転換社債
２．金融機関に対する負債
３．注文に対する受け取った契約金
４．購入負債
５．手形債務
６．連結企業に対する負債
７．持分関係が存在する企業に対する負債
８．その他の負債

うち，租税債務
うち，社会保障債務
注文に対する契約金（在庫に対する契約金が在庫から控除されない場合）
会計処理項目

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
保証関係

（出典： A.MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht，発
行地および発行年度は同上，９０-９１頁．）
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ドイツ商法第２６８条２項による将来の資産項目
AHKの
基礎状態

AHKの
増加
＋

AHKの
減少
-

AHKの
修正
＋ ／ -

累積減価償
却
-

当該年度の
減価償却
-

当該年度の
価値増加
＋

純期末状態

＜表３＞ 資産状態変動表の構成

AHK： 原価

ドイツ商法第２６６条１項１節によれば，財務状態表は勘定式で作成しなけ

ればならない。次に財務状態表の構成目次に関するいくつかの個別規定のみ

を取り上げる。

（１）重複的帰属に関わる表示：「一つの資産の対象物や債務が財務状態

表の複数の項目」に現れると，「これが明確で一目瞭然な決算書の作成に必

要な場合」，「計上されて現れる項目」に重複帰属について表示するか，ある

いは注釈に記入しなければならない９４）。

（２）資産状態変動表：ドイツ商法第２６８条２項によれば，財務状態表や

注釈に，「固定資産の個別項目あるいは創業費や事業拡張費用の項目の変遷

が記録されなければならない。この過程で，全体の取得価格と生産価格から

始まり，事業年度の流出と流入，変更記録と償却と価値増加分をその全体規

模で別途記録する。事業年度の減価償却は，財務状態表の該当項目に表示す

るか，あるいは注釈に固定資産の目次に該当する細部項目に記録しなければ

ならない」。

資産状態変動表は新しい会計規定である。（歴史的な）すべての取得価格

及び生産価格の記録は，「固定資産のすべての項目において，元の取得価格

や生産価格がその時までいくら減価償却されたかを認識すること」を意味す

る。「これは，この会社の減価償却政策についてある程度知らせてくれ

る」９５）。

９４）商法第２６５条第３項第１節（すべての引用語が該当）。
９５）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

83 頁。
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（３）会社持分投資：会社持分参加は，企業の連結を認識できるよう財務

性資産項目に別途表示する。同時に，これを通じて特別な評価問題を有する

限り項目は区分される９６）。

（４）長期債権と短期負債：商法第２６８条第４項１節では，「残余期間が１

年以上の債権の額は…すべての別途の項目で明記」することになっており，

ドイツ商法第２６８条５項１節によれば，「残余期間が１年以下の債務の額は

…すべての別途の項目で明記」することになっている。この規定を通じて，

流動性に関する情報提供の可能性の改善を図っている。

（６）損益計算書の目次

財務状態表とは違って，損益計算書は，「総原価法や売上原価法により展

開式で作成する」９７）。

＜表４＞ 損益計算書

ドイツ商法２７５条２項による損益計算書の目次
（総原価法）
１．売上収入
２．完成品および半製品在庫の増減
３．その他の資産化された支出
４．その他の企業収益
５．資材使用

a）原材料使用購買費用
b）サービス費用

６．人件費
a）給与
b）社会保障費用および老後保障費用

うち，老後保障費用

９６）全事業ないし事業持分の評価問題と関連。MOXTER, A., Grundsätze
ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, a.a.O..

９７）商法第２７５条第１項第１節。
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７．減価償却
a）固定資産である無形資産と実物資産および資産化された創業費用に

対する減価償却
b）流動資産に対する減価償却，これが企業において通常の減価償却を

超える場合
８．その他の企業の費用
９．持分参加による収益

うち，連結企業からの収益
１０．その他の証券や貸付金からの収益

うち，連結企業からの収益
１１．その他利息および類似の収益

うち，連結企業からの収益
１２．金融資産と流動資産である証券に対する減価償却
１３．利息と類似の費用

うち，連結企業からの費用
１４．営業所得
１５．特別所得
１６．特別費用
１７．経常所得
１８．所得に対する課税
１９．その他の課税
２０．当期純利益／損失

ドイツ商法２７５条３項による損益計算書の目次
（売上原価法）
１．売上収入
２．売上収入のために提供された活動の生産原価
３．売上総額
４．販売費
５．管理費
６．その他の企業収益
７．その他の企業の費用
８．持分参加による収益

うち，連結企業からの収益
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９．その他の証券や貸付金からの収益
うち，連結企業からの収益

１０．その他利息および類似の収益
うち，連結企業からの収益

１１．金融資産と流動資産である証券に対する減価償却
１２．利息と類似の費用

うち，連結企業からの費用
１３．営業所得
１４．特別所得
１５．特別費用
１６．経常所得
１７．所得に対する課税
１８．その他の課税
１９．当期純利益／損失

新しいことは，国際的に通用する売上原価法を適用できる可能性である。

というのは，「旧」会計法によれば，もっぱら総原価法のみが許容されてい

たからである。どの方式が長期的に生き残れるかについてはまだ展望が難し

い。

総原価法では，費用は費用の種類，例えば人件費や購買費などに分類され

る。売上原価法によれば，費用の分類は逆に売上の要素別に，例えば生産費

用や販売費用などに分類される。売上原価法では，とくに内部会計（原価会

計）との関係において問題が発生しうる。

注意すべきことは，とくに損益計算書の個別項目に関する規定である。例

えば，ドイツ商法第２７７条４項によれば，「営業外収益や営業外費用の項目

には，当該資本会社の一般的な営業活動外で発生した収益や費用を記録する

ことになっている。これらの項目は，計上された額が会社の収益状況を判断

するのに副次的な意味を持つというのでなければ，その金額と種類について

注釈において説明されなければならない。第２節も別の事業年度に帰属する

収益や費用に対して有効である」。営業外収益や営業外費用は，「不確定」の
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法概念である。詳細な説明を通じて初めて内容が具体化され，このような特

別な背景下で収益状況に対する判断が可能となる９８）。

商法第２７６条によれば，小規模ならびに中規模の資本会社には，損益計算

書の作成と関連し，いくつかの負担を緩和する方法が有効である。

（７）注 釈

ドイツ商法第２６４条１項１節によれば，注釈は決算書の構成要素の一つと

して，財務状態表および損益計算書とともに一つの統合体系を成す。「注釈

の機能は，決算書が全体的に資産，財務，収益状況に関する法が望む情報を

提供できるよう，財務状態表と損益計算書を説明し補完することである」９９）。

次の図は，注釈の内容と意味に関する概要を示す１００）。

＜表５＞ 個別決算における注釈の情報

法的根拠 作成 公表 代案的記
載

１． 決算および評価方式に関する説明
１．１． 方式に関する説明

１．１．１．
説明と根拠．複数の営業分野のため，
各々異なる目次規定を守らなければなら
ない場合

２６５条４項２節 K／G K／G -

１．１．２． 表現方式の持続性が中断される場合に説
明と根拠 ２６５条１項２節 K／G ＊ -

１．１．３． 貸借対照表と損益計算書の項目に使用さ
れる決算および評価方式に関する説明 ２８４条２項１号 K／G ＊ -

１．１．４． 為替レート計算の基礎に関する説明 ２８４条２項２号 K／G ＊ -

１．１．５．
決算および評価方式の変更や資産的，財
務的，収益的状況の影響に対する別途の
表現に関する説明と根拠

２８４条２項３号 K／G ＊ -

９８）GROßFELD, Bernhard/ LEFFSON, Ulrich, Außerordentliche Erträge und
Aufwendungen; gewöhnliche Geschäftstätigkeit, in; LEFFSON/RÜCKLE/GROßFELD,
a.a.O. を参照。

９９）MOXTER, A., Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
98 頁。これと関連してモクスターは，利益保護規定の意味も強調する。同一文
献９９-１００頁を参照。

１００）商法第２８４条－第２８８条を参照。

３１８ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



１．１．６． 生産原価に含まれた他人資本利息に関す
る説明 ２８４条２項５号 K／G ＊ -

１．２． 個別的評価方式に関する説明

１．２．１．

株式市場価値や市場価値が決算書上に記
載された価値と大きく異なる場合，第
２４０条４項，第２５６条１節による評価方
式（平均的評価，Lifo等の使用量方式）
の適用において差異金額に関する証憑

２８４条２項４号 K／G ＊ -

１．２．２．

固定および流動資産とは別途に，事業年
度の税法規定上の減価償却による額に関
する記載と根拠（貸借対照表や損益計算
書の計算から導出されない場合）

２８１条２項１節 K ＊ -

１．２．３． 税務的な目的のため実行されていない資
産価値増加分の額に関する記載と根拠 ２８０条３項 K ＊ -

１．２．４． 留保金持分と特別項目の設定に関する法
的根拠の記載 ２７３条２節 K／G ＊

貸借対照
表

１．２．５． 留保金持分と特別項目において，税法的
減価償却の証憑における法的根拠の記載 ２８１条１項２節 K／G ＊

貸借対照
表

１．２．６． 営業権に対する定期的減価償却に関する
根拠の記載（２５５条４項３節による） ２８５条１３号 K／G ＊ -

２． 年末決算書に関する説明
２．１． 一般的な説明

２．１．１．

年末決算が正規の簿記の原則の適用にも
関わらず，事実関係に符合する資産的，
財務的，収益的状況を提供できない場合
の追加的記載

２６４条２項２節 K／G ＊ -

２．１．２． 個別的な年末決算項目の直前年度との比
較が可能でない額に関する記載と説明 ２６４条２項２節 K／G ＊ -

２．１．３． 修正された直前年度の比較数値に関する
記載と説明 ２６４条２項３節 K／G ＊ -

２．２． 貸借対照表に関する説明

２．２．１． 貸借対照表項目における，帰属に関する
表記 ２６５条３項１節 K／G ＊

貸借対照
表

２．２．２． 貸借対照表項目の合計に関する説明 ２６５条７項２号 K／G ＊ -

２．２．３． 法的に基準日以降に発生した資産項目と
関連する規模の大きい額に関する説明 ２６８条４項２節 K／G ＊ -

２．２．４． 法的に基準日以降に発生した負債項目と
関連する規模の大きい額に関する説明 ２６８条５項３節 K／G ＊ -
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２．２．５． 固定資産の変化と創業費項目に関する記
述（資産表） ２６８条２項１節 K／G ＊

貸借対照
表

２．２．６． 固定資産項目と創業費項目に対する当該
年度の減価償却に関する記載 ２６８条２項３節 K／G ＊

貸借対照
表

２．２．７．

既存資産に関する最初の資産表作成にお
いて，元の製造および仕入原価の代わり
に直前年度の決算資料から帳簿価値を引
き継ぐ場合，これについての記載

EG商法２４条６項 K／G ＊ -

２．２．８． 会社に対する債権，負債および貸付金に
関する記載

有限会社法４２条
３項

有限会
社

＊
貸借対照
表

２．２．９． 資産として区分した割引額に関する記載 ２６８条６項 K／G ＊
貸借対照
表

２．２．１０．資産として区分した創業費に関する説明 ２６９条１節 K／G ＊ -

２．２．１１．偶発的租税の資産区分に関する記載 ２７４条２項２節 K／G ＊ -

２．２．１２．偶発的租税に対する引当金の記載 ２７４条１項 K／G ＊
貸借対照
表

２．２．１３．
貸借対照表に区分表示されず，その規模
が無視するほど小さくないその他の引当
金に関する説明

２８５条１２号 mgK ／
G gK／G -

２．２．１４．
年金や１９８７年１月１日以前に獲得された
要求権に対する類似の義務に対する費用
化されていない引当金の額に関する記載

EG商法２８条２項 K／G ＊ -

２．２．１５．

負債の全体額に関する記載
- 残余期間５年以上の
- 担保の種類と形態が記載され，抵当権

やその他の権利によって担保された
そして貸借対照表に記載されたすべての
負債項目の分類。この記載内容が貸借対
照表からもたらされない場合

２８５条１a号
２８５条１b号

２８５条２号

K／G
K／G

mgK ／
G

K／G
K／G

gK／G

-
-
-

２．２．１６．部分的な利益処分において，前年度利益
と損失の繰越控除の記載 ２６８条１項２節 K／G ＊

貸借対照
表

２．２．１７．特定の追加的な貸借対照表項目の記載 ３２７条１号 - mK／G 貸借対照
表

２．２．１８．

他の利益留保金に設定された固定および
流動資産の回復価値と，税務的利益の計
算において負債として計上された項目の
自己資本持分額の記載

有限会社法２９条４
項
株式会社法５８条２
a項

K ＊
貸借対照
表
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２．２．１９．
当該事業年度に生じた額に関する記載
- 資本積立金の設定
- 資本積立金の解除

株式会社法１５２条
２項１号
株式会社法１５２条
２項２号

株式会
社
株式会
社

＊

貸借対照
表
貸借対照
表

２．２．２０．

当該事業年度に生じた額に関する記載
- 直前年度の決算利益からの利益積立金

の設定
- 当該年度の当期純利益からの利益積立

金の設定
- 当該年度のための利益積立金の解除
各々利益積立金の個別項目として区分

株式会社法１５２条
３項１号
株式会社法１５２条
３項２号
株式会社法１５２条
３項３号

株式会
社
株式会
社
株式会
社

＊

貸借対照
表
貸借対照
表
貸借対照
表

２．２．２１．在庫株式の状態と増加および使用に関す
る記載

株式会社法１６０条
１項１号

株式会
社

＊ -

２．２．２２．自己株式の状態とその変化に関する記載 株式会社法１６０条
１項２号

株式会
社

＊ -

２．２．２３．株式の種類に関する記載（数と名目金額）株式会社法１６０条
１項３号

株式会
社

＊ -

２．２．２４．許容された資本金に関する記載 株式会社法１６０条
１項４号

株式会
社

＊ -

２．２．２５．転換社債とその他比較される証券に関す
る記載

株式会社法１６０条
１項５号

株式会
社

＊ -

２．２．２６．享受権，相対的有利性の権利，類似した
権利に関する記載

株式会社法１６０条
１項６号

株式会
社

＊ -

２．２．２７．

減資や資本／利益積立金の解除から得ら
れ，次の用途に使用される金額に関する
説明
- 価値減少分の相殺
- その他損失の相殺
- 資本積立金の設定

株式会社法２４０条
３節

株式会
社

＊ -

２．２．２８．

特別計算の添付と根拠の記載。株式会社
法２５８条以下に従った特別監査によって
決定された減額評価が，それ以上相応す
る貸借対照表の修正を伴わない場合

株式会社法２６１条
１項３節

株式会
社

＊ -

２．２．２９．低評価された資産の減少と，減少からの
利益の使用に関する報告

株式会社法２６１条
１項４節

株式会
社

＊ -

２．２．３０．
事業残高の変動額と当該事業年度の保証
合計額，事業年度末の保証合計額に関す
る記載

３３８条１項２節 G ＊ -

２．３． 損益計算書と当期純利益／損失に関する説
明
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２．３．１． 合算された諸項目に関する説明 ２６５条７項２号 K／G mgK ／
G -

２．３．２．
第２５３条２項３節による商法上の特別当
該事業年度減価償却の記載（最低価値償
却）

２７７条３項１節 K mgK 損益計算
書計算

２．３．３．

第２５３条２項３節による商法上の特別当
該事業年度減価償却の記載

（将来の価値変動を反映するための最低価
値償却）

２７７条３項１節 K mgK 損益計算
書計算

２．３．４．
金額と種類の側面から，収益的状況の判
断において意味のある特別費用と収益に
関する説明

２７７条４項２節 K／G mgK ／
G -

２．３．５．
金額と種類の側面から，収益的状況の判
断において意味のある異なった事業年度
に帰属する費用と収益に関する説明

２７７条４項３節 K／G mgK ／
G -

２．３．６． 留保金持分を持つ特別項目の解除からの
収益に関する記載 ２８１条２項２節 K／G mgK ／

G
損益計算
書計算

２．３．７．

諸資産項目が，当該事業年度やそれ以前
の事業年度に税法的な減価償却が行われ
るか，そのまま維持されるか，あるいは
第２７３条により特別項目が設定されるこ
とにより，当期純利益／損失が影響を受け
る程度に関する記載。さらに，このよう
な評価を通じてもたらされる深刻な将来
の負担の程度に関する記載

２８５条５号 mgK gK -

２．３．８．
所得に対する課税が，営業利益／損失と特
別利益／損失にどのくらい負担をかけるか
に関する記載

２８５条６号 K mgK -

２．３．９． 事業範囲と地域による売上収入の区分 ２８５条４号 gK／G gK／G -

２．３．１０．売上費用法を適用する場合，２７５条２項６
号による分類の人件費の記載 ２８５条８a号 K／G mgK ／

G -

２．３．１１．売上費用法を適用する場合，２７５条２項５
号による分類の資材費の記載 ２８５条８b号 mgK ／

G gK／G -

２．３．１２．株式会社法第１５８条１項１節による利益
処分計算

株式会社法１５８条
１項２節

株式会
社

＊
損益計算
書計算

３． その他の記載事項
３．１． 保証関係とその他の財務的義務

３．１．１．
２５１条による保証関係の記載。個別的に
（提供された抵当権とその他の担保の記載
を通じて）

２６８条７項 K／G ＊
貸借対照
表
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３．１．２．

貸借対照表に現れず，２５１条によって記
載する義務も存在しないその他の財務的
義務の全体額に関する記載。この記載が
財務的状況の評価に意味がある場合に

２８５条３号 mgK ／
G

＊ -

３．２． 連結企業と持分参加

３．２．１．
第２５１条による保証関係に関する記載。
この義務が連結企業と関連する場合に限
り

２６８条７項 K／G ＊
貸借対照
表

３．２．２．
第２８５条３号による記載。このその他の
財務的義務が連結企業と関連する場合に
限り

２８５条３号 mgK ／
G

＊ -

３．２．３． 持分参加に関する記載（名称，所在地，
資本持分，自己資本，最終利益／損失） ２８５条１１号 K／G ＊ 別途作成

３．２．４．

第２８６条３項１節２号の例外規定を利用
する場合，これに関する記載（合理的な
商人の判断で不利が期待されるため，第
２８５条１１号に関する記載は行わない）

２８６条３項３節 K／G ＊ -

３．２．５． 持分所有に関する特別目録とその所在地
に関する情報 ２８７条３節 K／G ＊ -

３．２．６． 相互的な持分参加の場合，企業の名称を
提示しながら記載

株式会社法１６０条
１項７号 K／G ＊ -

３．２．７．
報告企業の持分の構成に関する記載。持
分が誰に属するのか，持分が２５％ を超え
るか，あるいは最大持分なのかについて

株式会社法１６０条
１項８号

株式会
社

＊ -

３．３． 企業の組織に関する記載

３．３．１．
経営組織と監査会構成員に関する記載

（議長と副議長が明示されなければならな
い）

２８５条１０号 K ＊ -

３．３．２． 組合の理事会と監査会構成員に関する記
載 ３３８条２項２号 G ＊ -

３．３．３．

経営組織，監査会，評議会，その他類似
した機関の構成員に提供された貸付金や
前払金に関する記載。個別人的グループ
別に区分して（利子率，重要条件，当該
事業年度に償還された額，人的グループ
に有利に形成された保証関係等とともに）

２８５条９c号 K ＊ -
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３．３．４．

３．３．３．の人的グループの総報酬額（給与，
利益配当，費用精算，保険金支給，手数
料，その他あらゆる種類の支給額）に関
する記載（個別人的グループ別に）。総報
酬額には，直接支給された額のみならず，
他の種類の要求権に転換されたり，他の
種類の要求権を増加させるものも含まれ
る。当該事業年度の報酬額のみならず，
当該事業年度に提供されたものの，その
時までの年末決算に記載されていない報
酬額も含む

２８５条９a号 mgK ＊ -

３．３．５．

言及された組織の過去の構成員達とその
未亡人に対する総報酬額（退職慰労金，
退職年金，未亡人年金，その他類似した
支給額）。さらに，この人的グループの現
在や将来の年金のための引当金に対する
寄与金ならびに設定されていない引当金
に対する寄与金

２８５条９b号 mgK ＊ -

３．３．６． 組合の理事会／監査会構成員に対する債権
に関する記載 ３３８条３項 G ＊ -

３．４． その他の記載事項

３．４．１． 平均的な従業員数の記載（グループ別に
区分して） ２８５条７号 mgK ／

G
＊ -

３．４．２． 当該事業年度に加入・脱退した組合員の
人数と事業年度末の状態に関する記載 ３３８条１項１節 G ＊ -

３．４．３． 組合が属する監査連合の名前と住所に関
する記載 ３３８条２項１号 G ＊ -

３．４．４．
もっとも大きい／小さい企業グループのた
めに連結決算を作成する母企業に関する
記載

２８５条１４号 K ＊ -

略字
K： 全ての資本会社
G： 全ての組合
mK／G： 中規模資本会社／組合
mgK／G： 中および大規模資本会社／組合
gK／G： 大規模資本会社／組合
＊： 同左
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（８）経営報告書

今後，すべての資本会社は商法第２８９条に定める経営報告書を作成しなけ

ればならない１０１）。経営報告書には，「最小限，事業の進行と資本会社の状況

が事実関係に符合する形で提供できるよう記述されなければならない」１０２）。

その他に，経営報告書はまた次の事項を取り上げなければならない。

「１．事業年度終了後に発生した特別な意味のある事件：

２．資本会社の発展に関する展望：

３．研究開発分野」１０３）．

経営報告書は非常に多様な構成可能性を提供する。しかし，幅広い情報提

供の手段として見なせるかどうかについては疑問が残る。「経営報告書は，

全体の概要と資産，財務，収益状況に関する主観的評価が優先されるところ

である」１０４）。

４．連結財務諸表とグループ経営報告書
連結財務諸表とグループ経営報告書は，（専ら）情報提供の手段である。

連結財務諸表は，連結財務諸表に含まれる諸企業の個別的な決算資料を要約

したものである。こうすることによって，連結された複数企業全体の資産，

財務，収益状況に関する端緒を得ることができる。この入門書では，連結決

算の個別規定に関する説明は省略している１０５）。グループ経営報告書（商法第

１０１）商法第２６４条第１項第１節を参照。
１０２）商法第２８９条第１項。
１０３）商法第２８９条第２項。
１０４）MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，

107 頁。
１０５）この点と関連し，とくに商法第２９０条－第３１５条を参照。グループ連結会計と

関連し，とくにCATRAN/ HEYMANN/ MÜLLER/ ORDELHEIDE/ SCHEFFLER
発行の上記文献の解説,およびMOXTER, Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das
neue Bilanzrecht, a.a.O.，109-139 頁を参照。
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３１５条）の規定は，商法第２８９条に符合する１０６）。

５．決算公示および会計監査の義務
（１）決算公示規定

決算公示規定は商法第３２５条-第３２９条に依拠し，会社規模によって異

なっており，概ね＜表１＞１０７）の通りである。留意すべき点は，公示規定は決

算義務に関する規定と差異がありうるという点である。会社の規模により，

決算公示内容や公示媒体が制限されることによって公示負担が緩和される。

（２）会計監査規定

同様に，＜表１＞から会社規模による会計監査義務適用の如何を知ること

ができる。商法第３１６条第１項によれば，中規模および大規模の資本会社

は，「決算書と経営報告書を…外部監査人を通じて監査を受けなければなら

ない。会計監査が行われないと会計決算確認ができない」。また商法第３１６

条第２項によれば，「資本会社の連結財務諸表とグループ経営報告書もまた

…外部監査人から監査を受けなければならない」。「会計決算書の外部監査人

は株主が選定する。連結財務諸表に対する外部監査人は，母会社の株主が選

定する」１０８）。

商法第３１７条は，会計監査の対象と規模について規定している。会計監査

の対象は，会社の決算書または連結財務諸表であるが，実際の経営現況と会

社経営報告書またはグループ経営報告書の内容が各々符合しているのかとい

う点も含まれる。「経営報告書のその他の記載内容が企業の状況について，

そしてグループ経営報告書に記載された内容がグループの状況について誤っ

た判断をもたらさないか」検討しなければならない１０９）。「資産，財務，収益

状況に不利な影響を及ぼした可能性のある変化」や「年収益に少なからぬ影

１０６）３．８．経営報告書の説明を参照。
１０７）上記３．４を参照。
１０８）商法第３１８条第１項第１節。
１０９）商法第３１７条第１項第２節。
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響をもたらした損失」１１０）に対する調査は，常に監査報告書の重要な構成要素

である。監査の「最終結論」は，「反論を提起する余地がない場合」１１１），決算

書に対する次の表記とともに推認される。

「本会計監査人／会計監査法人が監査義務を正しく遂行した監査の結果，

会社の記帳と決算書／連結財務諸表は法規定に準拠し作成されている。決算

書／連結財務諸表は正規の簿記の原則を守りつつ，資本会社／グループの資

産，財務，収益状況を実際の状態に符合する形で示している。経営報告書／

グループ経営報告書は決算書／連結財務諸表の内容と一致する」１１２）。

基本的に，公認会計士や会計法人のみが外部監査人になれる。中規模の資

本会社は公認記帳監査人や記帳監査専門会社が外部監査人として監査を遂行

することができる１１３）。

６．罰則規定
ドイツ商法第３３１条から第３３５条は，罰則と罰金規定及び履行強制金の確

定について規律を定めている。例えば，「資本会社を代表する組織の会員ま

たは会社監査委員会会員として，会社の状況を開始財務状態表や決算書，あ

るいは経営報告書に正しく記載しなかったり，意図的に内容を分からなくす

る者は」，「最高３年の懲役刑または罰金刑に処される」１１４）。商法第３３２条は，

「報告義務の侵害」について規定しており，商法第３３３条は，「秘密維持義務

の侵害」に関する規定である。これらの規律を著しく違反する場合，法は

「最高５年」の懲役刑に処する（３３２条）と定めている。

７．結 論
ドイツにおいて，資本会社に対する新会計法は二つの一般規範に具体化で

１１０）商法第３２１条第１項第２節。
１１１）商法第３２２条第１項第１節。
１１２）商法第３２２条第１項に依拠した確認意見。
１１３）商法第３１９条第１項を参照。
１１４）商法第３３１条第１項第１号。虚偽の記述について，４件の事例を明示。
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きる。すべての商人に対し，法で規定する利益計算は商法上の正規の簿記の

原則によって枠が作られている。すなわち，配当可能な利益を慎重に算出す

ることが最優先である。これは，資本会社に対しても同様に基準となる。

「資本会社の年末決算は，正規の簿記の原則を遵守しつつ，資本会社の実

際の状態に符合する資産状況，財務状況，および収益状況の姿を提供しなけ

ればならない」。（商法第２６４条第２項第１節）注釈において，計上規定およ

び評価規定を補完したり説明する形で，または財務状態表と損益計算書の目

次にさまざまな下位段階（ないし-形態）を使用する形で追加的な情報を提

供することによって，利益算出作業からもたらされる情報の歪曲を，広範囲

に除去しなければならない。すべての個別規定を知ってはじめて，法が要求

する「完全公示原則」が明確になる。

アドルフ・モクスターによれば，資本会社の決算書は，「資産，財務，収

益状況を絶対的ではなく，相対的に示さなければならない。これは決算書を

通じて，経過した事業年度中に資本会社に発生した経済的状況の変化が認識

可能でなければならないという意味である」１１５）。

したがって，ドイツで法的に要求される決算書の公示義務は，内部者（会

計実践者）と外部者（会計情報利用者）を同一に待遇するという意味ではな

いことが明らかになったといえよう。その他の諸問題の解明は，今後の研究

課題である。

１１５）MOXTER, A.,Bilanzlehre, Band 2, Einführung in das neue Bilanzrecht, a.a.O.，
66 頁。
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［新財務諸表法のドイツ文献解説］
◇筆者徐は，新財務諸表法に関する他のドイツの参考文献も広く考察するこ

とによって，重要な見解の相違を示すことに努力した。このたびの研究にお

いて参照した代表的な新財務諸表解説書をここでご参考に供したい。

BUDDE / CLEMM / PANKOW / SARX : Beck’scher Bilanz-Kommentar,

Der Jahresabschluß nach Handels-und Steuerrecht, bearbeitet von

Wolfgang Dieter BUDDE/ Hermann CLEMM/ Max PANKOW/ Manfred

SARX，ミュンヘン １９８６.

CATRAN/ HEYMANN/ MÜLLER/ ORDELHEIDE/ SCHEFFLER : Beck’sches

Handbuch der Rechnungslegung, herausgegeben von Edgar CASTAN/

Gerd HEYMANN/ Eberhard MÜLLER/ Dieter ORDELHEIDE/ Eberhard

SCHEFFLER，ミュンヘン １９８７.

GLADE; Rechnungslegung und Prüfung nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz,

Systematische Darstellung und Kommentar, von Anton GLADE，ベルリ

ン １９８６.

HOFBAUER / KUPSCH; Bonner Handbuch Rechnungslegung, Textsammlung,

Einführung, Kommentierung, herausgegeben von Max A. HOFBAUER/

Peter KUPSCH unter Mitarbeit von vielen anderen Autoren.

KÜTING/ WEBER; Handbuch der Rechnungslegung, Kommentar zur

Bilanzierung und Prüfung, herausgegeben von Karlheinz KÜTING/ Claus-

Pter WEBER unter Mitarbeit von vielen anderen Autoren，シュトゥット

ガルト１９８７.
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WIRTSCHAFTSPRÜER-HANDBUCH; Writschaftsprüfer Handbuch 1985/86,

Handbuch für Rechnungslegung, Prüfung und Beratung, Band I und insbesondere

Band 2（unter Berücksichtigung der Änderungen durch das Bilanzrichtlinien-

gesetz）, herausgegeben vom INSTITUT DER WIRTSCHFTPRÜFER IN

DEUTSCHLAND E.V. デュッセルドルフ１９８５（第１巻），１９８６（第２巻）。

◇会計基準法にある個々の「不確実」な主要法概念との関連では，特に次の

文献を比較参照した。

LEFFSON/RÜCKLE/GROßFELD : Handwörterbuch bestimmter Rechtsbegriffe

im Bilanzrecht des HGB, herausgegeben von Ulrich LESON/ Dieter

RÜCKLE/ Bernhard GROßFELD，ケルン１９８６.

◇「かなり以前に出版された」解説書のうち，依然として関心を引く文献：

ADLER/ DÜRING/ SCHMALTZ : Rechnungslegung und Prüfung der

Aktiengesellschaft, Handkommentar, 4. völlig neu bearbeitete Auflage von

Kurt SCHMALTZ/ Karl-Heinz FORSTER/ Reinhard GOERDELER/ Hans

HAVERMANN, insbesondere Band 1，シュトゥットガルト１９６８，改訂追加

１９８７年出版。

GEßLER/ HEFERMEHL/ ECKARDT/ KROPFF: Aktiengesetz, Kommentar

von Ernst Geßler/ Wolgang HEFERMEHL/ Ulrich ECKARDT/ Bruno

KROPFF, insbesondere Band Ⅲ，ミュンヘン１９７３年，改訂増補１９８７年出

版。
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The Study of New Accounting Standards Law 1986
in Recent German

SUH Yong-Dal

This paper is based on “An Introduction to Accounting Standards Law,”
presented by Harmer, Stein and Ota at Japanese Chamber of commerce of
Düsseldorf in 1986. It was complemented by studying Financial Statements
Vol. 2（Introduction to New Financial Standards ）by Adolf MOXTER,
published as the third comprehensive edition at Wiesbaden in 1986.
Moxter’s resources are eminent among Introductions of New Standards in
that he consistently pursues the meaning and purpose of law. For the
purpose of common business law among EU member nations, Germany

（West Germany）enacted the 4th, 7th and 8th EU Director Board Guide
Enforcement Law（Bilanzrichtlinien-Gesetz Accounting Standards Law）on
19 December 1986.

The writer was visiting professor at the University of Frankfurt am Main
around that time, being engaged in studying under Professor A. Moxter.
Thanks to this, I came across new research topics.

Based on EU Director Board Guidance, Germany had an obligatory to
change domestic regulation of individual and group account settlements for
capital company, and auditing right of auditor’s qualification who officially
checks books of account. For the enforcement of the EU Director Board
Guide, individual member nations are allowed of many selection rights,
being a‘relative’compromise. Germany totally systemized Its Accounting
Law by using this opportunity of domestic application. Expanded
regulations for capital company fundamentally centered around the

‘perfect public account rule’. The noticeable point is that Public Account
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Law is not applied to limited liability companies.

In order to understand New Germany Accounting Law, first of all, some
general accounting regulations are needed for the decision of final profit.
Despite of the selection of the part, this role is important. This is the
reason of the study below. Without recognition of the commercial meaning
and purpose of account settlement, it is difficult to explain faithful of public
notice.

近代ドイツの１９８６年新会計基準法に関する研究 ３３３



１．はじめに
現在の中国における都市と農村との連携は新たな局面を迎えている。高度

経済成長期以降，都市のライフスタイルは急速に変化し，これまでの「物質

的な豊かさ」を追求する考え方から，「心の豊かさ」や「ゆとりのある生活」

を重視する傾向が強まっている。こうしたなかで，現在の中国においては，

都市と農村の関係に関して，依然としていくつかの社会・経済問題が大きな

課題となっている。それは，以下のような問題に整理できよう。

（１）２０００年代初めに顕在化した，食の安全・安心問題に起因する，農業・

食品企業の在り方に対する消費者の不信問題であり，これは言い換えると都

市住民の「食」への関心の深化であるともいえる。

（２）近年の産業発展と人口の過度な集中による，過重な肉体や精神への負

荷（ストレス）の深化の問題があげられる。とくに，近年の都市の拡大によ

り，遠距離通勤が余儀なくされ，また新型コロナウイルスの感染拡大による

景気後退，若年層の失業率の高まりなども拍車をかけている。こうした経

済・社会的背景によって，肉体的，精神的なストレスがこれまで以上に蓄積

している。

（３）さらに，経済の急速な発展により，子供たちが自然や農業と触れ合う

都市と農村の交流における
農村観光の役割

広西チワン族自治区南寧市の事例を中心に

キーワード：農村観光，都市と農村の交流，美麗農業園，広西チワン族自治区

馬 嫚

大 島 一 二
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機会が減少しており，子供たちの健全な発育に不安を抱く両親が増加してい

る。

こうした状況の下で，都市住民には，安全かつ生産過程が明確な農産物・

食品の確保，都市生活のストレスからの解放，子供たちの健全な発育などを

求め，農村の中での生活体験，農業体験，伝統文化，イベントとの出会いな

どのニーズが広がってきていると考えられる。

この一方，中国の農村地域は，大量の若年層労働力の地域外への流失に伴

い，過疎化が進行し農業の担い手不足の問題が顕在化している。さらに安価

な海外からの輸入品の増加に伴って農産物価格は低迷し，山林の荒廃や耕作

放棄地が増加し，農村地域の衰退が加速している。その結果，農業，農地が

多面的な機能を発揮する機会は徐々に減少していると言っても過言ではない

であろう。

このような状況の下で，前述した都市住民と農村住民とのニーズを結合さ

せ，都市と農村住民それぞれがお互いの地域の魅力を再確認し，理解を深め

るための一つの方途として，農村観光が注目を集めている。２０１６年以後，

中央政府や地方政府は，農村観光に対して多くの支援政策を導入し，大規模

な資本が農村に流入してきた。２０１７年２月中央一号文件では，「農民専業合

作社を媒介として，農民が全面的に参加し，利益を得ることが可能で，また

循環型農業等の高い科学技術水準の農業，体験農業などを結合した農業観光

の基地建設」が提案されている。さらに２０１７年５月には，中国財政部は

「田園総合体建設試験地工作に関する通知」を提示し，「田園総合体１）」への

取り組みを活かした新たな都市と農村交流の可能性が盛んに模索されてい

る。

そこで，本稿では，広西チワン族自治区南寧市における「美麗南方田園総

合体」（以下現地の呼称に従って「美麗農業園」とする）の事例を取り上げ，

これまで十分に明らかにされてこなかった農村観光の社会・経済機能につい

て検討する。具体的には，南寧市の現地における農村観光の現状と課題に関

１）「田園総合体」については，以下の２（１）を参照いただきたい。

３３６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



する調査結果に基づいて，農村と都市観光の社会・経済的役割，交流の形

式，地域への波及結果等を明らかにするとともに，現在の中国の多くの地域

で取り組まれている農村観光の展開について研究する上での一助としたい。

２．「田園総合体」に関する先行研究
「田園総合体」は，中国の工業化と都市化の発展に伴って，都市と農村の

融合の推進のために，農村の供給側の構造にしたがって構想されたものであ

る。「田園総合体」は農業主導の農民専業合作社を主要な主体として，農民

の利益を前提とし（張燦強，２０１８），産業，観光，不動産，文化，療養関連

産業が統合される，多機能の経済総合体である（張玉成，２０１８）。

（１）「田園総合体」の概念

「田園総合体」という概念は，２０１７年の中央一号文件で初めて提出され

たが，多くの専門分野の研究者は，「田園総合体」について，異なる視点か

らこの概念を解釈している。例えば，「農業総合体」の概念は，２０１２年に陳

健平院士によって初めて提出されたものである。「現代都市総合体」の考え

方に基づいて，「都市総合体」の概念を取り入れ，「現代農業総合体」の概念

を提案した。「農業総合体」は，農業が主導的役割を果たし，科学技術と文

化創造を両翼とし，農産物の生産，加工，物流，農業科学の普及，農学教

育，レジャー，文化創造などを融合した，多機能で複合型の産業総合体をさ

す。

こののち，「田園総合体」は，「農業総合体」の基礎に基づいて提起され，

両者の概念は基本的に同じ考え方から構成されている。相違点としては，

「田園総合体」は空間開発と地域活性化の視点からより合理的に農村の資源

を活用するところにある。「田園総合体」は農業生態環境保護，農村文化，

都市と農村の交流に重点をおいている。言い換えれば，生態環境保護を優先

し，持続可能な発展を堅持する原則である。現在の農村の多面的機能を発揮

するために，自然環境の保全，文化，伝統は「田園総合体」を発展させる重
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要な要因である。中国の農村観光の発展から見ると，「田園総合体」は決し

て新しい概念ではなく（白春明，２０１８），中国の歴史と伝統に立脚したもの

であるという。

（２）「田園総合体」の特徴

「田園総合体」の基本主体は，農業を基礎とし，農民の自主的な発展意識

を強化し，農民の持続的な収入の増加を目的として，さまざまな経済主体か

ら支えられている。例えば，私企業，農民専業合作社，流通業者，観光業

者，政府などから構成されている。それぞれの役割を十分に果たすことがで

きるように，各主体の優れた点を発揮し，多元的な主体が，互いに情報提

供，供給保障などを行うことによって，「田園総合体」は持続的に発展を遂

げることができるのである。

そして，「田園総合体」は，現地住民，新移住者，観光客の共通の活動ス

ペースである。つまり，現地住民の生産と生活空間を完全に保障し，多くの

経営主体の連携によって，現地住民の収入増加を目的としている。また，都

市住民のニーズに基づいて，魅力的な農村をつくることが必要である。同時

に，伝統文化の観光を切り口として，交流スペースの整備，子供たちの農山

漁村交流プロジェクトの推進，文化の伝承などについて多くの形態を用意す

ることが必要である。

経済の急速な発展に伴って，農村観光もまた新たな発展の様相を呈してい

る。前述した都市住民のニーズの変化によって，農村観光も新たな動向が発

生している。図１に示したように，「田園総合体」の基本的な考え方は，住

みよい農村空間を形成して，安定的に生活できる農村づくりを示し，後継者

や若者が定住することである。同時に，「田園総合体」内の農業，農産加工

業，農産物の販売，観光業などの地域資源を最大限に活用し，都市住民の余

暇空間としても価値のある新しい農村サービス産業が展開され，地域活性化

および生産と整備の一体化を示すものである（白春明，２０１８）。
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図１ 「田園総合体」の推進コンセプト

資料：白春明・尹衍雨・柴多梅・王柟・张天柱（２０１８）「我国田園総合体発展概述」に基づいて
筆者作成。

田園総合体の建設プロセスでは，生産，生活，生態の一体化が基本とな

る。機能に応じて，農業生産区，産業加工区，文化観光区，生活住宅区，総

合サービス区等に分けられる。

３．農村観光による都市・農村交流の取り組み
（１）調査事例の概要

南寧市は広西チワン族自治区の中心都市であり，同自治区の中南部に位置

している。近年緑化が進んでいることから「緑城」とも呼ばれる。ベトナム

国境から１６０キロメートルの地点にあり，地理的な優位性を活かし，

ASEANと中国を結ぶ港湾や高速道路などのインフラ整備が進展しているこ

とから，中国と東南アジアとの貿易上重要な都市である。

南寧市は年間通じて降水量が多く，冬は乾燥し，夏は湿度が高い。日照時

間が長く一年中比較的快適に活動できる観光地である。地域全体の大部分が
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石灰岩地盤から構成されており，独特なカルスト地形が広く形成されてい

る。また多くの少数民族から構成され，多民族が共存しているので，地域特

有の文化・料理等が豊富である。

また，南寧市は悠久の歴史を有し，詩歌や絵画の舞台となった南国の都市

で，緑化が進展している。このように南寧市は地理上の優位性を持ち，さら

に自然資源，文化資源，農業資源が豊富なことから，観光面において他の地

域より比較優位性を持っていると考えられる。

こうした豊富な観光資源の結果，南寧市は中国において有名な観光都市と

して著名であり，８２の国家級３A級旅行景勝地２）があり，このほかに広西チ

ワン族自治区独自の星級観光区が６５あり，広西星級農家楽（一種の農家民

宿）が９１ある３）。また，南寧市は２０２１年１２月３１日に指定された広西チワ

ン族自治区全域における観光モデル都市でもあり，中央政府，地方政府から

農業観光のモデルとしても支持されている。

南寧市の観光客訪問数，営業収入をみると，２０１８年以降は以下のような

推移となっている。２０１８年の年間訪問客数１億３１５９万人（前年比１９．０％

増），営業収入１３８８億元（前年比２３．１％増），内，国内観光客１億３０９４万

人（前年比１９．０％増），海外観光客６５万人（前年比９．０％増）に達した。

２０１９年には，１億５２７９万人（前年比１６．１％増），１７２５億元（前年比２４．３％

増）とさらに増加したが，２０２０年には新型コロナウイルスの感染拡大に

よって，１億１５８９万人（前年比１１．４％減），１２１６億元（前年比１６．１％減），

２０２１年は１億３７３９万人，１５２９億元とやや不振である。

このように，とくに，２０２０年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大

は，観光に大きな影響を与え，甚大な訪問客減少をもたらしている。これは

海外からの観光客数に顕著であり，２０２０年には，４．２８万人（前年比９３．８％

減）と大幅減少となり，これに伴って海外観光営業収入も前年比９６．４％減

２）観光地の等級は中華人民共和国国家観光局が制定している。これは単に観光地の
重要性だけを示すものではなく，安全性，清潔面，交通の利便性等を総合的に判
断して，観光地の質を高める目的ももっている。５Aは最高のものである。

３）このデータは南寧市政府が公表したものである。
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となった。こうしたことから，２０２２年以降，新型コロナウイルスの感染拡

大が終息した後に，どのような新たな展開をとるべきか，現地では模索が開

始されている。

本研究の対象事例である「美麗農業園」は，南寧市中心部から１５kmに位

置し，「田園総合体」の行政区の中には１０の行政村が存在し，約１０万人が

生活している。亜熱帯に属し，気温，水資源に恵まれ，年間平均気温は

図２ 南寧市観光業の観光客数（万人）

資料：広西チワン自治区統計局（２０２２）から作成。

図３ 南寧市観光業の営業収入（億元）

資料：広西チワン自治区統計局（２０２２）から作成。
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２１．６℃，年間平均降水量は１３０４．２㎜である。亜熱帯に属するものの，山間

部に位置するため，比較的冷涼な気候で，避暑地としても注目されている。

「美麗農業園」は南寧市の西郷塘に位置する。西郷塘は農業生産が盛ん

で，ティラピアの養殖モデル区に指定され，広西チワン自治区の最大のバナ

ナの生産基地でもある。２０１６年から建設が開始され，各地方政府の財政投

入は８億元に達するなど，多くの社会資本が投入されてきた。以前は水稲中

心の農業生産構造であったが，現在では農民専業合作社を中心とした現代特

色農業モデル区が２２カ所建設されるなど，作目も多様化している。

南寧市政府が公表した資料によると，現在，国家級特色農業モデル区が

３，農家楽（一種の農家民宿）が３０，特色村落観光区が３，特色産業園区と

農業体験区が２，生態農業観光，娯楽，飲食，療養施設，農業先進科学技術

普及施設などの機能を一体化した５つ星級の農村観光地である。

「美麗農業園」は，「一軸二翼三帯八区」の発展計画が立案され，建設が

進められてきた。つまり，域内の県道を農業園の交通と発展の主軸とし，南

翼には農業見学，農業体験，農業発展に重点を置き，北翼には最新農業技

術，エコツーリズムなどに重点を置き，農業体験帯，田園風の農業体験帯，

自然風景体験帯に分けられ，創意農業体験区，スマート農業展示区，特色養

殖区，高効率農業区，加工物流集散区，循環農業モデル区，伝統村落保護

区，健康ウエルネス区の八区が建設されている。

（２）「美麗農業園」の経営管理体制

「美麗農業園」においては，特徴ある経営管理体制がとられている。図４

に示したように，政府の主導的なコントロール下で，農業園内の各村政府も

国有企業の業務に協力し，管理運営体制を強化している。また，国有企業は

「美麗農業園」内のインフラ整備建設，日常管理などを担当し，主に経済，

経営面を担っている，また，各村の村民委員会，企業協会，業界協会は運

営，計画，宣伝，開発などを行っている。つまり，市場志向原則とは，政府

主導的なコントロール下で，高効率の国有企業（盛都企業），運営管理企業
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図４ 田園総合体の経営管理体制

資料：筆者作成。

等を組み合わせ，政府主導，企業が主体として，市場志向，開発統合，効率

優先原則を堅持し，地域園内の資源を結合し，現地で生産，経済，生態の均

衡と経済の持続発展を整合させ，特徴ある高品質の「田園総合体」の建設に

努めている。

この図のように，田園総合体の行政管理は政府であり，各種イベントの後

援，運営，維持のサポートを担当している。機能的にみると，政府は日常管

理，政策の制定と実施，監督を担当し，投資企業は具体的な経済運営を担当

していることがわかる。

（３）「美麗農業園」の観光プログラム開発

前述したように，現在の中国の都市社会においては，人口の過度集中によ

り，生活環境の悪化，公害，住宅問題の深刻化，食品安全問題などの様々な

問題を抱えることとなり，都市住民は大きなストレスを抱えている。この結
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名称 経営主体 経営動機 利用者 事業内容
伝統村景観
施設

村民委員会 政策の応用 都市住民，地
域外の団体顧
客

農村の風土，民俗文化などの
観光，伝統工芸体験

最新農業技
術見学区

国有企業 農 村 観 光
ブームへの
対応

都市住民，地
域外の団体顧
客

農業技術，知識学習，農村啓
蒙活動

養生会館
宿泊区

私企業
現地農民

農 村 観 光
ブームへの
対応

周辺企業の職
員
政府職員

宿泊の提供，農家料理の提
供，テレワークサイトとして
の滞在，社員旅行

農耕祭事体
験

農 村 合 作
社，家庭農
場

自宅空き室
の有効利用

都市住民，中
小学生，地域
外の団体顧客

子供の教育旅行

表１ 開発された観光商品サービス

資料：調査結果から筆者作成。

果，農村に対して，「自然とのふれあい」，「食の安全，安定供給」，「心身と

もにリラックス」，「伝統的な地域文化との出会い」などの多様な要求が生ま

れてくる。この都市における市場ニーズに基づいて，「美麗農業園」では観

光資源の開発を通じて，農業構造の調整を実行している。

つまり，第一次産業に傾斜した従来までの農村の産業構造を改善し，第二

次産業，第三次産業の振興により，農村のバランスのとれた経済発展を推進

するのである。具体的には，単純な農作物の生産を中心とした構造を改革

し，農村の多様な産業の発展，農村の伝統文化の維持発展，環境の改善，都

市と農村の交流などを推進している。こうした，農業を基本とし，その基礎

の上で，第二次産業，第三次産業を発展させることにより，地域経済の活性

化に大きく貢献するだけでなく，一方で，都市と農村の新たな関係構築にも

大きな発展可能性が見いだされるのである。

表１には，「美麗農業園」において，さまざまな経営主体が，観光商品，

サービスを多次元で開発し，都市住民等に提供していることが示されてい

る。この表からは各観光開発主体が独自の観光業態を開発していることがわ

かる。このように，「美麗農業園」では都市生活者等を対象に，健康と心身

のリラックス，人間教育，食文化，地域の文化などを提供しているのであ

る。
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４．都市と農村交流の取り組みとその実績
（１）都市・農村交流の深化

前述したように，２０２０年以降の新型コロナウイルスの感染拡大は，調査

地域の社会，経済，農村観光地に大きな影響をもたらしている。特に中国政

府は感染の再拡大を受けて，ロックダウン政策（城市封鎖）と，それに伴う

不要不急の外出の制限を実施した。この影響は，観光産業に対して経済的に

大きな打撃を与えた一方で，「新しい観光方式」によるテレワークの推進に

伴い，農村観光地における「ワーケーション」４）の需要喚起をもたらした。

その後，中国各地で新型コロナウイルス対策によるロックダウン政策が一

部緩和され，近距離の外出が許可されている。こうしたことから，都市近郊

の農村観光は多くの地域で復活し，都市住民の関心が高くなり，とくに，日

帰り旅行が可能な県域内における農村観光が好評を博している。こうした短

期の農村観光の復活は，多くの都市住民にとって，都市の密な居住環境から

離れ，より広く，より心身的にリラックスできる環境に囲まれ，感染リスク

も低い農村で仕事を進め，地元の豊かな伝統文化や食文化を再発見する機会

となっている。

「美麗農業園」には，「ワーケーション」を実現する施設として「忠良山

庄」という宿泊施設が設置されている。「忠良山庄」は，主に都市住民を対

象に「療養，飲食，宿泊，仕事」等の諸機能を提供している５）。

「忠良山庄」には，一般の宿泊施設（２００人程度収容）のほかに，温浴施

設（薬草風呂），農園料理（農園で収穫された農産物の活用）の提供施設，

喫茶スペース等が設置され，主に都市からの観光客の利用が促進されてい

る。

正社員は７人，臨時雇用約２０人が雇用されている。２０２１年の年間利用者

は４～５万人程度であり，将来は１５万人程度を目標としている。

４）ワーケーションとは「仕事」と休暇を組み合わせた欧米発の用語であり，テレ
ワークの活用により，リゾート地や地方などの普段の職場とは異なる場所で働き
ながら休暇取得を行うもの。

５）Wi-Fi，キッチン，生活用品等も完備している。
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この「忠良山庄」の意義として，以下の３点があげられる。

① まず，農村地域の経済面での活性化に加えて，新たな雇用機会を創出

し，農民の収入増をもたらしたことである。

② つぎに，都市住民にとって，農村の有する多面的価値を再認識する機

会となることから，前述したような都市住民ニーズを満足させること

が可能となる。

③ さいごに，来訪者の意識の変化は，療養体験などから，農村生活に対

する感動，共感，移住の可能性などをもたらす。こうしたことが農村

地域の再構築，都市と農村の交流にも有効であると考えられる。

（２）「美麗農業園」の課題

前述のように，「美麗農業園」においては，観光開発が急速に進められて

いるが，その一方，利用客のニーズに応じた，さまざまな課題を解決してい

く必要がある。

本来，農村地域でワーケーションに求める付加価値は，都市住民が農村に

おいて自然景観，地元での飲食，歴史遺産の散策などを通じて様々な効用を

得ることであるが，しかし，多くの観光施設の建設が無秩序に進められるこ

とによって，現状の自然，歴史景観の維持が難しくなる場合も発生してい

る。

また，都市住民がワーケーションを行う際に，具体的にそれが実現できる

施設は不足しており，現状では長期の滞在生活には不便が多い。この点につ

いては，前述の「忠良山庄」の顧客アンケートの結果にも現れている。つま

り，ワーケーションを行う際に求められる施設・設備，近隣のスーパーマー

ケット等の商業施設の充実は必須であるが，現状ではそうした要求を満たす

状態ではないことなどが示されている。特に，高速Wi-Fi設備，コピー機等

の事務用機器，テレビ会議室などのオフィス施設が絶対的に不足している。

その点において，現状ではワーケーションの普及には大きな制約が存在する

といえよう。そこで，「美麗農業園」の今後の取り組みとして，ワーケー

３４６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



ションの必要条件であるビジネスインフラ，近隣の商業施設，土産店，病院

等を整備することが今後の課題として残されると考えられる。また，アン

ケートでは，こうした問題点とは別に，現状の施設について評価が高い点と

して，「美しい自然が豊富」，「地元の料理が豊富」，「多様な地域文化」等の

項目で，訪問客から比較的高い評価を得られていることも明らかになってい

る。こうした現在の長所を生かし，どのように課題を克服していくかが，今

後重要となろう。

（３）「修学教育観光」にみる都市農村交流

中国においては，近年，食と農への認識が深まることによって，農村振興

の一助となる動向が生まれている。すなわち，「体験教育観光」，「修学教育

観光」といった考え方である。

２０１４年，中国政府が発表した「観光業改革の促進に関する若干の意見」

においては，農村における「修学教育観光」について，これを推進する新し

い政策が打ち出された。さらに，２０２０年には，各地の教育局が発表した文

件においては，今後の農村における「修学教育観光」の展開方向，基地建設

が主要なテーマとして検討されている。

このように，「修学教育観光」の促進を主内容とする方針が各級政府から

次々に打ち出され，現在，農村における「修学教育観光」の推進が中国政府

全体の方針として大きく取り上げられている。

この「修学教育観光」においては，農村における「修学教育観光」事業を

通じて，子供たちにとって，農家の暮らしと農業が俯瞰できる環境を得るこ

とによって，都市では得難い体験の場が形成される。こうした観光事業は，

教育効果が高いだけではなく，自然に触れる体験を通じて，学習への積極性

を獲得する子供が増えている。また，農村での宿泊活動を通じて人間関係や

公衆道徳などについての基礎知識を体得する貴重な機会となろう。

一方，受け入れる農村地域においては，副業収入の確保などの経済効果に

留まらず，農村地域の小子高齢化による担い手の不足，地域の活性化などに
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メニュー 対象 内容
農業体験 中高生，小学生 植林，農産物の収穫等，春の耕作，夏の除草，

秋の収穫，冬の蓄えの体験
料理体験 中高生，小学生 ギョウザ作り，ジャムづくり等
エコツアー 小学生，一般 周辺自然資源の再発見と保全，自然環境の再発

見，洞穴体験
伝統工芸などの
ものづくり体験

中高生，小学生 陶磁器，木工，染織

表２ 「美麗農業園」の修学観光

資料：調査結果から筆者作成。

も一定の社会効果があると考えられる。

「美麗農業園」における「修学教育観光」の端緒は，１９９７年に開催され

た「美麗南方農耕文化節」にまで遡ることができる。その文化節の基本テー

マは，「園内の豊かな自然や伝統文化資源，農村漁業などの地域資源を，そ

こで生活を送ることにより，農業・農民たちとのふれあいの中で，体験教育

するもの」と規定され，新しい農村観光と体験教育観光を通じた都市・農村

の交流の場として注目された。その際には，豊かな自然，風景，文化などを

活かした地域資源の再発見および新たな魅力の発見が開催目的とされたので

ある。

こうした「修学教育観光」を通じた都市・農村交流として，重要な点は，

田舎暮らし体験が可能となるという点にあり，体験教育型観光の先駆けとし

て，２０２０年には，年間来場者が４５０万人６）を記録した。

「美麗農業園」の修学体験観光は日帰りでの受け入れを中心に据えている

が，一方で，体験宿泊も重視している。表２に示したように，提供する多次

元のサービスを開発し，修学教育観光学生に強い影響を与える内容となって

いる。

ここまで述べてきたように，「美麗農業園」では体験観光を進めて，これ

に地元の農民が積極的に参画することによって，より多くの小，中学校の学

生が訪れる新たな農村観光地として成長している。

６）このデータは「美麗農業園」が公表したものである。
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その一方，体験観光の利用者のアンケートからは，いくつかの課題が浮き

彫りになった。たとえば，食事，民泊などの安全管理が不十分であること，

修学体験内容の創意工夫が不足していることなどである。こうした問題をど

のように改善していくのかが課題である。

５．まとめにかえて
本論文では，田園総合体に関する概念や特徴，管理などを整理したうえ

で，広西チワン族自治区南寧市における「美麗農業園」の田園総合体の事例

を取り上げ，「美麗農業園」の概要，民泊，修学教育観光に対する取り組み

を概観し，現在中国で進められている農村観光を通じた都市と農村との交流

の実態，および直面している課題を検討し，農村観光の社会役割，交流形

式，地域への波及効果等を検討してきた。

ここまでみてきたように，「美麗農業園」は各級政府の主導の下で，企業，

農民専業合作社等の多主体から形成されている。そして，農村観光を通じ

て，農村側にとって，三農問題の解決，農業構造の改革，農民の収入増加，

自然環境の保護，伝統文化の維持など，一定の成果が現れている。一方，都

市住民にとっては，新鮮で安全な農産物・食品の供給に加え，肉体的精神的

なリフレッシュも可能となり，伝統的な地域文化の再発見などの新たな効用

も生まれている。

しかし，農村観光を通じた都市と農村交流の発展における今後の課題とし

て，まず，農村観光による地域活性化のために，施設設備に多額の費用が必

要とされることがあげられる。次に，都市住民の多様なニーズに対応するた

めに，食事，民泊などの安全管理の充実，内容の創意工夫の不足など，いく

つかの課題が残されていることも明らかになっている。ここまでみてきたよ

うに，「美麗農業園」の今後の持続的な発展は容易な作業ではなく，いくつ

かの克服しなければならない困難が存在していることが明らかになったとい

えよう。

こうしたことから，さらに，観光客の視点からの農村観光の認識，評価を
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把握し，観光地を繰り返し訪れる観光客との長期的な関係性の構築は必要が

あると考えられる。今後は本研究の知見を活かしながら，観光地の魅力向

上，観光客の集客，新顧客の開拓などについてさらに研究が必要となると考

える。
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The Role of Rural Tourism in Urban-Rural Interaction
A Case Study of Nanning City,

Guangxi Zhuang Autonomous Region

MA Man
OSHIMA Kazutsugu

This study focuses on rural tourism as one way to combine the needs of
urban and rural residents, and to help urban and rural residents reaffirm
and deepen their understanding of each other’s local attractions.
Since 2016, the central and local governments have introduced a number
of support policies for rural tourism, and large amounts of capital have
flowed into rural areas; the February 2017 Central No.1 letter, as well as
the May 2017 notification from China’s Ministry of Finance, have promoted
initiatives for urban-rural exchange mediated by the “Rural Composite
Body”.
This paper, therefore, takes up the case of the Meilinongyeyuan Rural
Composite in Nanning, Guangxi, to examine the social and economic
functions of rural tourism, which have not been fully clarified until now.
Specifically, based on the results of a survey on the current status and
issues of rural tourism in Nanning, we hope to clarify the social and
economic roles of rural and urban tourism, forms of exchange, and spillover
effects on the region, as well as to assist in research on the development of
rural tourism currently being undertaken in many regions of China.
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１．はじめに
現在，日本の農林水産業は農業総産出額，販売農家数・耕地面積の減少，

担い手の高齢化等により厳しい状況に置かれているが１），こうしたなかで，

農林水産省は「攻めの農林水産業」戦略の下で，農林水産業を強化し，日本

食および日本食品の海外市場での販売拡大を強化する重要な方途として，日

本産農林水産物の輸出拡大を支援している。

日本における人口減少とは対照的に，世界では人口の増加に伴い，食料の

需要が伸びている。とくにアジア地域では，この人口増加に加えて，近年の

目覚ましい経済成長を背景に所得水準が飛躍的に向上しており，２０２０年に

はアジア全体の個人消費額は日本の４．５倍に相当する１６．１４兆ドルに，食市

場規模も２．４２兆ドルに拡大するとの試算もある。こうした状況のなかで，

アジアにおいては日本産食料・食品への関心が集まっている。それは主に以

下の２つの要因による。

日本の農林水産物・
食品輸出の現状と課題

１）周知のように，日本農業は高齢化と後継者不足という問題に直面している。農林
水産省の「農業労働力に関する統計」のデータによれば，日本全国の２０１５年の
基幹的農業従事者は１７５．７万人から２０２２年には１２２．６万人に減少しており，今
後も減少する趨勢にある。また，新規就農者も２０１５年の６．５万人（４９歳以下は
２．３万人）から２０２０年は５．４万人（４９歳以下は１．８万人）にいずれも減少して
いる。農業就業人口の減少は，食料供給問題に直接関わるだけではなく，農村と
いうコミュニティの維持にも関わる問題であり，根本的な対策が求められている。

キーワード：農林水産物・食品輸出，中国，香港，台湾

梁 悦 寧
大 島 一 二
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① ２０００年代初めに，中国・台湾・東南アジア諸国等で頻発した食品安

全問題の影響により，とくにアジアにおける主要食料供給国である中

国産食品への多くの消費者の不信が存在し，このため安心・安全を標

榜する日本産食料・食品への信頼と需要が高まっていること。

② 世界的に，味が良く，見た目が良く，健康的なイメージのある日本食

および日本産食品は各国で人気が高まっており，こうした状況に，

２０１３年１２月の「日本食のユネスコの世界無形文化遺産登録」が拍車

をかけていること。

日本が低成長，人口減少時代を迎え，国内における農林水産物・食品の消

費拡大が期待できないなか，こうした海外での日本食に対する需要の高まり

を，日本からの農林水産物・食品輸出にいかに結び付け，国内産の農林水産

物・食品の販売強化を促進するかが大きな課題となっている。

こうした情勢を背景に，２０１３年６月に閣議決定された「日本再興戦略」

においては，当時の安倍内閣は，農村振興と，農林水産業生産額，農家所得

の増加のため，２０２０年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円とする戦略を

策定した。この目標は，その後実施された，後述する日本政府および各都道

府県による輸出振興策の効果，さらにはアジア地域の大きな需要の存在もあ

り，新型コロナウイルスの感染拡大下ではあったが１年遅れで達成された。

つまり，２０２１年の農林水産物・食品の輸出額は１兆２，３８２億円となり，

２０２０年の９，８６０億円から２５．６％ の大幅な増加となったのである。

この目標達成を基本に，２０２０年には，さらに２０３０年に年間輸出額５兆円

を目標とする「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」方針が示された。こ

の目標は非常に高い水準であるため，農林水産物・食品の輸出を促進するた

めに，今後農林水産省，各都道府県を中心に，日本政府，農業協同組合，食

品関連企業，個別の農業経営体等が全体でさらにどのような具体策を実施す

るのかが注目される２）。

２）「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」方針では，①品目別輸出目標の達成に
向けた官民一体となった海外での販売力の強化，②マーケットインの発想で輸出
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こうした情勢の中で，本稿では，日本の農林水産物・食品の輸出額２０３０

年５兆円の目標をいかに達成し，地域経済，農家経済の発展につなげていく

かを明らかにするために，現在の農林水産物・食品の輸出の現状と戦略さら

に直面する課題を，日本全体および主要都道府県の具体的な輸出状況，さら

には主要輸出先国・地域の状況などの多角的な視点から分析することを目的

とする。

２．日本の農産物・食品輸出の展開
２．１．世界の農産物輸出

世界の農林水産物市場は持続的に拡大しており，農林水産物の貿易量も増

加している。この大きな背景としては，経済発展とならんで，２０５０年には

世界人口が約９７億人に達することが予想されるなど，人口が急速に増加し，

世界各地で食料需要が拡大しているためである。こうしたことから，国際的

にみて，食料安全保障は依然として食料充足問題であり，古くて新しい課題

であるといえる。

こうした情勢の中で，１０年前の２０１２年の世界における農林水産物・食品

輸出額を国別に見ると（表１参照），上位５位は，第１位アメリカ，第２位

オランダ，第３位ドイツ，第４位ブラジル，第５位フランスの順で，日本は

５１位であった。

次に，１０年後の２０２１年の世界における農林水産物・食品輸出額を国別に

見ると（前掲表１参照），第１位アメリカ，第２位オランダ，第３位ブラジ

ル，第４位ドイツ，第５位フランスの順で，上位国の順位に大幅な変化はな

いが，日本は４０位とかなり順位を上げていることがわかる。

つまり，２０１２年と２０２１年の比較で，各国の輸出額の伸び率は，第１位ア

メリカが２３．１％ 増，以下，第２位オランダ２１．１％ 増，第３位ブラジル

２４．１％ 増，第４位ドイツ１３．０％ 増，第５位フランス１１．６％ 増，第６位中

にチャレンジする農林漁業者の後押し，③省庁の垣根を超えた政府一体となった
輸出の障害の克服，などの施策が推進されている。
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国３６．９％ 増，第７位スペイン５３．１％ 増，第８位カナダ３９．９％ 増，第９位

イタリア５１．２％ 増，第１０位アルゼンチン３３．３％ 増であったが，これにた

いして日本は４０位で，輸出額の増加率は実に１０３．６％ 増と，他の諸国との

比較で高い水準であった。

農産物輸出額上位国の多くは，アメリカ・ブラジル・カナダのように国土

面積，人口規模が大きい国であるが，とくに注目されるのは第２位のオラン

ダの輸出額の高さである。国土面積からみると，オランダの国土面積は九州

と同程度で狭小であるが，輸出額は日本の実に１２．６倍である。日本の農林

水産物・食料品輸出額は，表１のように近年著しい増加傾向にあるとはい

え，輸出額規模としてはいまだ小規模で，世界の第４０位に留まっている。

このことを言い換えれば，今後の日本の輸出額のさらなる増加可能性は存在

すると考えられる。

２．２．日本の農産物輸出の展開

つぎに，表２は，２０１２年から２０２１年までの日本の農林水産物・食品輸出

表１ ２０２１年農産物・食料品輸出額（上位国別ランキング）１０位
（単位：百万USドル）

出典：グローバルノート国際統計・国別統計専門サイトより筆者作成。
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額の推移を，さらに表３は農産物・水産物・林産物別の構成比を示してい

る。また，表４には，２０１２年と２０２１年の１０年余の経過の中で，構成比が

どのように変化したのかを示したものである。

まず表２および表４からは，この１０年余で農林水産物・食品の輸出額が

３倍近く増加したことがわかる。とくに，前述したように，農林水産物・食

品の合計輸出額が，２０２０年の９，８６０億円から２０２１年の１兆２，３８２億円に増

加し，前述した２０１３年当時の日本政府の目標であった１兆円を達成してい

る。

さらに，以下のような特徴が指摘できる。

まず，表２からは，農産物（食品を含む）の輸出が農林水産物輸出全体の

半分以上を占めていることがわかる。つまり，２０１２年の農産物輸出額は

２６８０億円だったが，輸出額は年々増加し，新型コロナウイルス感染拡大の

影響も比較的軽微で，２０２１年には輸出額は８０４１億円（全輸出額の６４．９％）

表２ 日本の農林水産物・食品輸出額の推移 （単位：億円）

注：「その他」は品目分類できない少額貨物輸出額である。
出所：農林水産省のデータをもとに筆者作成。

表３ 日本の農林水産物・食品輸出額の構成比 （単位：％）

注：「その他」は品目分類できない少額貨物輸出額である。
四捨五入のため比率の合計が１００％にならない場合がある。
出所：農林水産省のデータをもとに筆者作成。
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にまで増加している。一方，農産物の輸出額が２０１２年から２０２１年まで２倍

以上伸びたが，構成比からみると，表３に示したように，農産物輸出額は全

輸出額に占める割合は２０１２年の５９．６％ から２０２１年の６４．９％ までの微増に

とどまっており，農産物・林産物・水産物の全体構成には大きな変動はお

こっていないことがわかる。

また，２０２１年と２０２０年の輸出額に示されているように，２０１２年との比較

で，農産物，林産物，水産物のいずれも全体として増加傾向がみられる。こ

の要因としては，農林水産省の見解では，「新型コロナウイルスの蔓延が続

く中，消費者ニーズの変化に対応した小売店向けやEC販売等の販売方式の

多様化と，海外諸国の経済活動の回復，特に中国や米国等の経済活動の回復

傾向が早く，外食需要も回復に向かい，多くの品目で輸出が堅調で，総額も

伸びた。」と，されている３）。また，前述の輸出額１兆円の目標達成のため，

「日本政府が輸出拡大の取組に力を入れ，輸出証明書の円滑な発行，牛肉処

理加工施設や水産加工施設等の整備，輸出先国との規制交渉の進展，見本

市・商談会の開催，輸出先国でのプロモーションなどを積極的に行い，輸出

額が増加できる環境を整えたこと」４）も，この時期の農林水産物の輸出額増加

の一因と考えられる。

３）農林水産省 輸出・国際局「２０２１年農林水産物・食品の輸出額〈全体の状況〉」。
４）同上。

表４ 農林水産物・食品品目別輸出額の推移（２０２１年と２０１２年）

注：少額貨物輸出額の比較を除く。四捨五入のため比率の合計が１００％にならない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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表５ 農産物の品目別輸出額構成と増減（１）加工食品

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。

２．３．農産物・林産物・水産物別の輸出動向

２．３．１．農産物の輸出動向

つぎに，農産物・林産物・水産物内部の輸出動向を表４および表５～表１０

の関係表からみてみよう。

まず，表４のように，農産物は２０１２年から２０２１年までに２００．０％ の増加

を示したが，農産物の内訳は以下の通りである。

表５には，農産物の２０２１年の輸出額の内訳で，もっとも多い加工食品に

ついて示した。

加工食品は，２０１２年より２５２．１％ 増の４５９５．０億円（２０２１年全輸出額の

３７．１％），を占めており，その輸出額比率は比較的大きい。加工食品の中で

は，２０１２年～２０２１年の全農林水産物輸出額の増加率１５８．５％，および農産

物輸出額の増加率２００．０％ を超過している品目として，アルコール飲料が

２０１２年 比４５５．０％（同９．３％），コ ー ヒ ー・コ コ ア 調 製 品４２３．７％（同

１．４％）の増加率が突出して高く，以下，清涼飲料水２３６．１％（同３．３％），

菓子類１８３．６％（同６．０％）がこの増加率を上回っている。よって加工食品

においては，アルコール飲料，コーヒー・ココア調製品，清涼飲料水，菓子

類に注目する必要があると考えられる。
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表６ 農産物の品目別輸出額構成と増減（２）畜産品

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。

つぎに，畜産品について表６に示した。この表からは，鳥卵・卵黄，粉乳

等，牛肉（くず肉含む），豚肉（くず肉含む），牛乳・部分脱脂乳等の輸出額

が大きく拡大していることがわかる。とくに伸び率が大きく，前述の２０１２

年～２０２１年の全農林水産物輸出額の増加率１５８．５％，および農産物輸出額の

増加率２００．０％ を超過している品目は，鳥卵，卵黄２８７１．３％，粉乳等

１０９８．８％，牛肉（くず肉含む）９６０．０％，豚肉（くず肉含む）５９９．０％，牛

乳・部分脱脂乳３１２．６％，動物性油脂２１１．１％ 等であり，畜産物関係は，他

の品目との比較で，全般的に顕著な伸びを示していることがわかる。

とくに牛肉の輸出額は，口蹄疫や福島第一原子力発電所事故等を受けて各

国が実施した輸入禁止措置が徐々に解除されてきたことに加えて，海外での

“WAGYU”ブランドの浸透が追い風となり，２０１２年から２０２１年までに１０

倍以上増加している。また，粉乳等および鳥卵，卵黄の輸出額も東日本大震

災などの影響で一時的に減少したものの，２０１３年以降回復傾向に向かって

おり，２０１２年から２０２１年までに粉乳等で１１倍，鳥卵，卵黄で３０倍近く増

加している点は，今後重点をおく輸出品目として重要であろう。
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穀物等では，２０１２年から２０２１年の比較で，小麦粉の輸出額がそれほど増

加していないのに対して，米（援助米を除く）は７１７．２％ と大幅に増加し

た。また，穀粉調製品も２５５．２％ と，この両品目は前述の増加率を上回って

いる（表７参照）。

表８は，果実・その他調整品の輸出動向を示したものである。２０１２年か

ら２０２１年の比較では，大幅増加したのは，イチゴ２１３１．３％，メロン

表７ 農産物の品目別輸出額構成と増減（３）穀物

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。

表８ 農産物の品目別輸出額構成と増減（４）果実・その他調整品

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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表９ 農産物の品目別輸出額構成と増減（５）野菜・その他調整品

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。

１５４０．０％，ブドウ（生鮮）１０４５．８％，モモ（ネクタリン含む）５１１．１％，果

汁４７８．２％，リンゴ３８９．５％ であった。輸出金額が多いのはリンゴである

が，この１０年間で，これまであまり輸出されてこなかった新品目の輸出額

が急増していることが顕著である。また，ほとんどすべての果実品目で増加

傾向が見られている。こうしたことから，今後とも果実，とくに，イチゴ・

メロン・ブドウは有望な品目と考えられよう。

さらに，表９は，野菜・その他調整品の輸出額の推移について示したもの

である。ここでは，２０１２年との比較で，急増したのは，だいこん・ごぼう

等１６７６．９％，かんしょ（生・蔵・凍・乾）１２８０．５％，キャベツ（芽キャベ

ツ除く）等１１１１．１％，であった。また，従来から一定の輸出実績のある

「ながいも等」（３２．０％）は，増加は示しているものの，野菜（生鮮・冷蔵）

１９２．６％，冷凍野菜１８４．５％ 等とならんでやや頭打ち傾向にある。

農産物の最後に，表１０では，「その他農産物」を示した。ここでは，主力

品目に大きな変動がみられる。つまり，かつて農産物輸出額の１割ほどを占

めていた「たばこ」の輸出額が激減し，かわってペットフードや切花が急増

している。２０１２年との比較で，たばこ４１．５％ 減，植木等１５．２減，野菜の
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表１０ 農産物の品目別輸出額構成と増減（６）その他農産物

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。

種８．９％ 減，メントール４３．７％ 減少 と な っ た。そ れ に 対 し て，切 花

１０３９．０％ 増，ペットフード９８０．５％ 増，植物の液汁エキス６８．２％ 増，配合

調整飼料３２．３％ 増などと，品目の交代が顕著な分野となっている。

２．３．２．水産物の輸出動向

農林水産物のなかで農産物の次に多いのは水産物であり，水産物は「水産

物（調整品除く）」と「水産調整品」から構成される。水産物の輸出は，

２０１２年１６９８億円から２０１８年の３０３１億円まで順調に増加したが，それ以降

はいったん減少し，２０１９年２８７３億円，２０２０年２２７６億円に減少したが，翌

２０２１年には，３０１５億円まで回復しており，海外において比較的強い需要が

あることがうかがえる。２０２０年の大きな減少は，新型コロナウイルス感染

拡大の影響による海外の外食需要の減少が深刻であったと考えられる。

この結果，水産物の輸出額は，２０１２年から２０２１年までに２倍近く増加し

たが，構成比からみると，表３に示したように，水産物全体の輸出額が全輸
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出額に占める比率は，２０１２年の３７．７％ から２０２１年の２４．３％ までに減少し

ており，新型コロナウイルスの感染拡大の影響が大きいことがよみとれる。

水産物の各品目の輸出額は，２０１２年に比べ，輸出額からみれば最も多い

品目としてホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍）があげられるが，伸び率の点から

は，いわし（生・蔵・凍）４０９．２％ 増，ほや（活・生・蔵）４０７．６％ 増，ひ

らめ・かれい（生・蔵・凍）３８９．２％ 増，ホタテ貝２３８．４％ 増，ぶり（生

鮮・冷蔵・冷凍）２１８．６％ 増，さば（生鮮・冷蔵・冷凍）１３９．２％ 増，など

の増加が目立つ。それに対して，２０１２年に比べ，輸出額が減少したのはさ

表１１ 水産物の品目別輸出額構成と増減（１）水産物（調整品除く）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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け・ま す（生・蔵・凍）４１．８％ 減，い か（活・生・蔵・凍）６７．０％ 減，さ

んま（冷凍）４９．９％ 減，さめ（生・蔵・凍）７３．３％ 減などが減少している。

水産物でも品目の交代がみられる。

つぎに表１２は，水産調整品の輸出額構成と増減を示したものである。

水産調製品の品目別内訳をみると，なまこ（調製），練り製品，キャビア

及びその代用物，貝柱（調製），などの割合が多い。各品目の輸出額が２０１２

年に比べ，なまこ（調製）は４６．０％ 増，キャビア及びその代用物２６２．５％

増，練り製品は１２０．９％ 増，貝柱（調製）６７．９％ 増，特にかたくちいわし

（調製）５５７．５％ 増加，いわし（缶詰）２６８３．３％，かき（缶詰）２６００．０％ の

増加が目立つが，その輸出絶対額は少なく，全体に対するインパクトはやや

弱い。こうした増加した品目に対して輸出額が減少したのは，さば（缶詰）

４６．８％ 減，あわび（調製）６．７％ 減，などが減少している。水産調製品でも

品目の交代がみられる。

表１２ 水産物の品目別輸出額構成と増減（２）水産調整品

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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２．３．３．林産物の輸出動向

最後は林産物の輸出動向である。林産物は全輸出額に占める比率は５％ 弱

と大きくないが，表２のように，２０１２年の輸出額の１１８億円から，２０２１年

の輸出額５７０億円まで，１０年間で５倍程度増加している。構成比からみる

と，表３のように，林産物輸出額の全輸出額に占める比率は，２０１２年の

２．６％ から２０２１年の４．６％ にまで増加している。

林産物輸出額をみると，２０１２年に比べ２０２１年に伸びが大きい品目は，素

材（丸太）１３９９．９％，合板２１３９．３％，木製建具及び建築用木工品３４５．４％，

製材・加工材３１０．１％ 等である。海外において日本産の木材の需要が拡大し

ていることがわかる。この一方で，植物性ろう，繊維板，木炭は２０１２年に

比べ輸出額が減少している。

さいごに，表２・表３中の「その他」は品目分類できない少額貨物の輸出

額である。これは２０２１年に７５６億円で，前年の２０２０年６０４億円より２５％

増加した。構成比は２０２０年の６．１％ から変化していない。

表１３ 林産物の品目別輸出額の推移

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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２．３．４．輸出額・増加率の高い品目

つぎに，この１０年余の時間経過の中で，輸出額，伸び率から重要と考え

られる品目をまとめてみよう。

表１４は，２０２１年の農林水産物・食品の輸出額上位１５品目である。この

１５品目の合計額が全体の輸出額（少額貨物輸出額を除く）の５１．２％ を占め

ている。この比率は２０１２年の４３．９％ との比較で７．３ポイント増加してお

り，上位品目への集中が進展していることが理解できる。

また，２０１２年に比べ，増加率の高い順からみると，素材（丸 太）

１３９９．９％ 増，牛肉（くず肉含む）９６０．０％ 増，アルコール飲料４５５．０％ 増，

表１４ ２０２１年の農林水産物・食品 輸出額上位１５品目別

注：少額貨物輸出額を除く。百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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コーヒー・ココア調製品４２３．７％ 増，リンゴ３８９．５％ 増，などの増加が目立

つ。それに対して，なまこ（調製）４６．０％ 増，真珠（天然・養殖）３．４％ 増

などは微増にとどまっている。唯一大きく減少したのは前述したたばこで，

４１．５％ 減少と大幅に減少している。

つぎに，表１５は２０２１年の農林水産物・食品の輸出額増加率が１，０００％ 以

上（輸出額が１０倍以上となった品目）の９品目を示したものである。

これら９品目の合計額が全体の輸出額（少額貨物輸出額を除く）に占める

比率は，２０２１年でわずか４．０％ に過ぎないが，２０１２年の０．７％ から大幅に

増加しており，今後の増加が予測できる品目である。増加率多い順からみる

と，鳥卵・卵黄２８７１．３％ 増，合板２１３９．３％ 増，イチゴ２１３１．３％ 増，メロ

ン１５４０．０％ 増，かんしょ（生・蔵・凍・乾）１２８０．５％ 増，粉乳等１０９８．８％

増，ブドウ（生鮮）１０４５．８％ 増，などの増加が目立つ。

表１５ ２０１２年～２０２１年の輸出額増加率が１，０００％ 以上の品目（９品目）

注：少額貨物輸出額を除く。百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２１年農林水産省輸出・国際局のデータと国際部国際政策課２０１２年農林水産物輸
出入概況から筆者作成。
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２．４．農林水産物・食品に関する振興政策と対応

２．４．１．日本政府の農産物輸出振興政策と品目

こうした実際の輸出動向の中で，日本政府が農林水産業の輸出力強化戦略

として，どのような品目を重視しているのかについてみてみよう５）。

日本政府は農林水産業の輸出力強化戦略を，２０１６年５月１９日に発表して

いる。この戦略は，農林水産業の輸出力強化戦略について取りまとめたもの

である。

（１）輸出体制の整備と推進

輸出体制の整備と推進については，①市場ニーズの把握・需要の掘り

起し，②販路開拓，供給体制の整備，③物流体制の整備，④輸出環境

（法整備を含む）の整備，⑤推進体制の確認と調整，等が掲げられて

いる。

（２）国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略と品目別の輸出力強化

に向けた対応策

①国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略とは，それぞれの輸出

相手国・地域ごとに，現地の消費者の嗜好，日本や他国からの輸入の

状況などを分析し，輸出拡大に向けた課題と具体的な取組を示した

「国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略」を策定し，毎年度，

それを基づいて実行状況を検証し，必要な見直しを実施する。

②品目別の輸出力強化に向けた対応方向とは，米・青果物，茶，畜産

物，水産物などについて品目別に輸出を目指す場合の課題と今後の取

組の方向を示した「品目別の輸出力強化に向けた対応方策」を策定

し，毎年度，それを基づいて実行状況を検証し，必要な見直しを実施

する。

５）２０１６年５月１２日 首相官邸 政策会議，農林水産省の輸出強化ワーキンググ
ループ（第１０回）「品目別の輸出力強化に向けた対応方向」
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表１６ 米の輸出実績 （単位：トン，百万円）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。

２．４．２．品目別の輸出力強化に向けた対応方向

農林水産物・食品の輸出拡大に向けて，相手国・地域での需要や日本国内

での供給面等における主要７種（①米，②青果物・花き・茶，③畜産物，④

水産物，⑤加工食品，⑥アルコール飲料，⑦林産物）の品目別の課題に適切

に対応できるよう，輸出力強化に向けた対応を実施している。以下は主要７

種の状況である。

（１）米

従来，基本的に日本食レストランを中心とした需要に留まっている中，輸

出先国・地域の多様なニーズに合わせた商品や輸出ルートの多様化，生産コ

ストの削減などにより，輸出ターゲット市場を拡大・深堀りするため，実施

していく取組は以下の通りである。

①中国向けの輸出ルートの複線化（精米工場等の追加指定の働きかけや，

既存施設を利用した新規参入の促進等）。

②高付加価値米や，パックご飯やおかゆ等の加工形態での販売等，商品・

売り方の多様化。

③コメの生産コスト削減に向けた取組の推進。

④多収品種の試験導入等による輸出産地づくりの推進。

⑤より柔軟に輸出用米生産ができるよう制度運用を改正６）。

６）前掲 注５）４頁「米の輸出力強化に向けた対応方向」
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（２）青果物・花き・茶

富裕層向けの高級品路線に特化した取組に向けにとどまることなく，中間

層向けの需要を開拓し，ジャパンブランドを定着させる取組や，国産供給力

を強化し，輸出拡大するため，実施していく取組は以下の通りである。

①日本産としてのブランディングが不十分で，青果物等のジャパンブラン

ドを定着させる取組の強化策を打ち出し，統一マークの活用等により日本ブ

ランドを前面に立てた販売促進を実施する。富裕層をターゲットにした取り

組み，輸出相手国・地域別の輸出実績やマーケットの特徴を踏まえた戦略を

立て，香港・台湾において中秋節，春節等に贈答用品目の供給拡大，タイ，

ベトナム等の新興国に対しては，現地の日系スーパー，デパートと組んで，

表１７ 青果物・花き・茶の輸出実績 （単位：トン，百万円）

注１：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：花きの輸出量のデータが不足のため，表に統計しない。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。
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リンゴを中心に富裕層を取り込む。一方，これまでの富裕層向けの贈答需要

にとどまることなく，産地と連携して市場調査，実証事業を行うことによ

り，中間層向けの比較的廉価で販売可能な商品の供給体制を確立し，日本産

の青果物に対する新たな需要創出の取組などを実施する。ニーズを逃さない

ように周年供給体制を確立し，積極的に各地の販促イベント時期について重

複なく通年で実施するように調整し，販促イベントに合う各産地の商品に関

する供給体制，情報発信などを香港等で実施，拡大していく。

②輸出拡大を支える国産供給力の強化するため，品目別に付加価値と生産

性を向上し，新品種，新技術の普及，優良系統への転換し，２０２５年までに

リンゴ，ブドウ等の主要輸出品目の生産量の１割拡大を目指す７）。

（３）畜産物

畜産物（牛肉，豚肉，鶏肉，鶏卵，牛乳乳製品）の輸出拡大に市場開拓と

需要創出，供給力の強化，輸出先の多角化が必要で，実施していく取組は以

下の通りである。

７）前掲 注５）１４-１７頁「青果物・花き・茶の輸出力強化に向けた対応方向」

表１８ 畜産物の輸出実績 （単位：トン，百万円）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。
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①統一マークを活用，調理技術の普及，生産履歴情報，格付情報の開示な

どに取り組み，高付加価値生産物を提供する。

②和牛生産量は，２０２５年までに和牛の飼養頭数を１８６万頭に拡大する。

関係者の合意に基づいて食肉加工処理施設の整備・輸出施設認定の取得を支

援し，米国及びEUへの輸出に対応可能な食肉処理施設の処理能力を拡大す

る。風味を損なわずに牛乳乳製品を冷凍する技術により，賞味期限の延長を

実証する。

③動物検疫協議等を戦略的に展開し，輸出先の多角化を取り組む８）。

（４）水産物

養殖生産の拡大や輸出に対応した生産体制を構築し，現地ニーズに即した

特色ある水産物市場を開拓，規制やニーズに応じた輸出環境を整え，今後の

水産物の輸出を拡大するため，実施していく取組は以下の通りである。

①２０１６年から養殖業に養殖地の拡大に向けた調査を実施，漁港水域の有

効活用の支援を強化し，自然災害や飼料の高騰に強い安定な養殖生産体制を

構築する。漁業は高品質な輸出向け冷凍製品を生産するため鮮度保持の新技

術の導入や，冷凍処理施設の整備などを支援し，操業体制の転換，省力化な

どの開発実証試験により，低コスト生産モデルを構築する。

②現地在住の水産物専門コンサルタントなどを配置し，現地のニーズに即

したプロモーション活動，輸入業者とのマッチング，商慣行についての情報

収集などを実施する。日本の多様な水産物を消費の相乗効果が期待できる

米・日本酒などとともに現地にアピールし，戦略的に日本の水産物の魅力を

売り込む。

③出先国・地域の規制・ニーズに応じた輸出環境の整備としては，水産加

工施設のHACCP対応，高度衛生管理型漁港の整備を支援，各種輸入規制の

緩和・撤廃，輸出に必要な各種証明書の発行手続の電子化・発行機関の拡

大，水産物の認証スキームの国内認証制度（MELジャパン）の中での新設，

８）前掲 注５）５５-５８頁「畜産物の輸出力強化に向けた対応方向」
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などを推進する９）。

（５）加工食品

加工食品の輸出は，農林水産物・食品の輸出額全体の約４割（２０２１年

４，５９５億円）を占めている重要品目である。加工食品の輸出を拡大するた

９）前掲 注５）７９-８１頁「水産物の輸出力強化に向けた対応方向」

表１９ 水産物の輸出実績 （単位：トン，百万円）

注１：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：ほやが統計上，２０１９年まで全量が韓国向け輸出だったが２０２０年からベトナムも加わっ
た，輸出量が１トンである。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。
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表２０ 加工食品の輸出力強化に向けた対応方向の輸出額 （単位：トン，百万円）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。

め，“日本らしさ”を徹底利用した需要の深掘り・拡大，輸出先国・地域の

食品安全規制や表示規制等への適確な対応，国産原材料の安定調達，研究開

発支援への対応なども重要である。食品製造業者が創意工夫を発揮しやすい

環境整備も重要で，輸出拡大に実施していく取組は以下の通りである。

①日本の加工食品の強みを活かし，日本食文化と食産業を海外の展開を一

体化，現地ニーズに対応した商品開発提案，インバウンド向けのイベント機

会などを活用し，日本らしさを徹底利用した需要の深掘り，拡大の支援。

②輸出先の食品安全規制や表示規制等に関する情報提供，事業者による対

応の推進。

③みそ・醤油，ソース混合調味料，菓子などの重点品目に関する戦略的な

取組の支援１０）。

（６）アルコール飲料

国内外で高い評価を受けた高付加価値な酒類が輸出される傾向にある。こ

れを踏まえ海外において製造されている酒類との差別化を図って，日本産酒

１０）前掲 注５）１２５-１２７頁「加工食品の輸出力強化に向けた対応方向」
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類の高付加価値化を進めるため官民連携で以下の取組を実施する。

①国際交渉を通じて，海外に対しても日本の地理的表示の保護を求めると

いうブランド価値向上に有効な地理的表示を２０１６年から実施。

②品質・技術の向上・人材育成のため，酒類の品質評価会，（独）酒類総

合研究所の講習実施，酒類製造者等と連携して新技術の開発・普及，日本酒

の専門的知識の普及・啓発講習などを２０１６年から実施１１）。

（７）林産物

スギは丸太中心の輸出から，付加価値の高い製品輸出へ転換し，加工技術

を活かした木材製品のブランド化を推進する。ヒノキは高級材の特質を活か

した製品開発をし，高級感や健康効果などを活かしたブランド化を推進し，

輸出先・地域の拡大を目指し，以下の取組を実施する。

①認知度の向上とブランド化のため，２０１６年から常設展示等による取組

強化。

②製品の販路拡大のための現地パートナー（住宅デベロッパー等）の新規

開拓，富裕層を対象とした戸建て分野へ進出し，ターゲットを明確にした販

売を促進する。

１１）前掲 注５）１４１-１４２頁「アルコール飲料の輸出力強化に向けた対応方向」

表２１ アルコール飲料の輸出力強化に向けた対応方向の輸出額
（単位：キロリットル，百万円）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。
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③木材加工施設の大規模・高効率化による製材，合板等の生産コストの低

減や，森林組合等の共同出荷による大ロット供給体制への転換し，国際競争

力を強化する１２）。

このような農林水産業の輸出力強化戦略によって，前述したように，農林

水産物・食品の輸出額は着実に伸びており，２０１６年から２０２１年まで毎年連

続で過去最高額を更新し，１兆円の目標を達成したのである。

こうしたなかで，さらなる輸出拡大を可能とする，重要な外交交渉課題と

して，２０１１年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故によって，

多くの国・地域において，日本産農林水産物と食品の輸入が停止されたが，

この措置の緩和・撤廃交渉があげられる。つまり，原発事故によって，輸入

時に放射性物質検査証明書の要求といった輸入規制措置が多くの国と地域で

実施されていたが，その後の日本政府による交渉の結果，２０１６年７月にカ

ナダ，ベトナム，オーストラリア，タイ，インド等１８か国においてすべて

の規制措置が撤廃されるなど，世界的に徐々に規制は緩和される趨勢にあ

る。また，日本産農林水産物の有力な輸出先である台湾は，原発事故後，群

馬県，千葉県，栃木県，茨城県，福島県等５県産の食品の輸入を停止してい

たが，三つの原則，及び三つの措置に基づき，この１１年間に徐々に輸入規

制が緩和されてきたことも，日本からの輸出拡大に大きな影響を与えてい

１２）前掲 注５）１５１-１５３頁「林産物の輸出力強化に向けた対応方向」

表２２ 林産物の輸出力強化に向けた対応方向の輸出額 （単位：千㎥，百万円）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：農林水産省輸出・国際局輸出企画課２０１５年，２０２０年，２０２１年農林水産物・食品の輸
出実績（品目別）から筆者作成。
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る１３）。

これについては，いまだ交渉中の一部の国・地域が残されているが，これ

らの国・地域との交渉の進展が，さらなる輸出額増加と，今後の輸出のさら

なる拡大に影響を与えることに注目する必要があるだろう。

このように，２０２０年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響の中で，

世界的には食料需要状況は不安定となっているものの，今後日本産農産物の

輸出には，前述したような特定品目を中心に，さらなる拡大可能性があるも

のと考えられる。

３．都道府県別輸出状況
３．１．港湾施設を利用した都道府県別輸出状況

つぎに，現実に農産物・食料輸出に大きな影響を与えている，都道府県

（都道府県庁，農協組織，民間企業を含む）の取り組みについて確認してい

こう。

周知のように，日本の貿易統計においては，輸出元の都道府県について明

確に示した資料は限定され断片的な統計が多い。これは主要農産物・食品の

輸出の大部分が海運によって行われているため，港湾施設を有さない内陸都

道府県の統計は把握が困難なためである。しかし，農産物・食品輸出の地域

経済における役割を明らかにするためには，都道府県レベルでの状況把握が

必要となることはいうまでもない。

そこで，以下では，まず，各都道府県港湾施設を経由した輸出量について

示し，おおよその全体状況を把握した後，さらに各都道府県関係機関が公表

した，都道府県単位の輸出実績を示し，その詳しい輸出実態を明らかにす

る。

表２３は，２０１９年の農林水産物・食料品の品目別貨物量輸出上位１０都道

１３）三つの措置とは，１．特定地域からの輸入禁止を特定商品に変更。２．放射性物質
検査報告書及び産地証明書の添付を義務化。３．福島を含む５県の食品の全量検
査の実施をさす。

３７８ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



府県の輸出量について経済産業省の港湾資料からまとめたものである。

輸出量第１位は北海道（輸出量２４６０８トン）で，その内訳は，農水産品輸

出量が１４４２４トン（全体の５８．６％）である。特に水産品の輸出量が農水産

品全体の９４％ を占めている。その他の，林産品，飲料，たばこの輸出量は

少ない。以下，第２位青森県（同２３０１６トン），第３位神奈川県（同１８６６４

トン），第４位千葉県（同１５８５４トン），第５位東京都（同１２５９８トン），第

６位兵庫県（同１１５３６トン），第７位静岡県（同１１１６２トン），第８位愛知県

（同１００４０トン），第９位宮城県（同９１０３トン），第１０位岩手県（同８８０８ト

ン）であった。前述したように，この統計は各都道府県の港湾施設を経由し

た輸出量であるため，必ずしも当該都道府県で生産された農林水産物・食品

表２３ 農林水産物・食料品の品目別貨物量輸出上位１０都道府県（２０１９年）
港湾統計品目（単位：トン）

資料：「平成３０年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査」表２８から筆者作成。
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ではないことには注意が必要である。

この上位１０都道府県の農林水産物・食料品輸出状況からみると，各都道

府県の主力輸出品目は若干異なっていることがわかる。たとえば，北海道が

主に水産品と魚介類及び同調製品の輸出量が多く，同様に宮城県と岩手県も

水産品と魚介類及び同調製品の輸出量が多い。これにたいして青森県は野菜

と果樹の輸出が多い。また，穀物及び同調製品の輸出量は神奈川県，東京

都，兵庫県，愛知県が多い。さらに，林産品は千葉県，愛知県，静岡県が多

いという結果であった。

なお，経済産業省の統計では，都道府県別のコンテナによる農産物輸出の

状況も把握できる。これによれば，２００３年の農林水産物のコンテナ貨物輸

出量の上位５都道府県は北海道，東京都，兵庫県，神奈川県，大阪府であっ

た。つぎに統計が公表された２０１３年では，上位５都道府県は北海道，東京

都，青森県，神奈川県，千葉県であった（表２４参照）。

この表２４によれば，２００３年，２０１３年両年の首位はいずれも北海道で，

２０１３年の増加率は６５％ 増であった。また，増加率のもっとも高いのは青森

県で２２４％ 増，次に宮城県１８０％ 増となっている。

表２４ コンテナ貨物輸出実績（生産県別）農林水産物（上位１０県）（単位：億円）

資料：国土交通省「全国輸出コンテナ貨物流動調査（平成１５年，平成２５年）から作成。
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３．２．主要都道府県の農業生産，輸出状況

３．１．で述べた通り，農産物・食品輸出における主要都道府県として，ま

ず北海道があげられることが明らかとなった。後述するように，北海道では

とくに水産物の輸出が重要である。そこで以下では，まず北海道の農林水産

業の生産，輸出状況を検討し，その現状と課題を明らかにする。

３．２．１．北海道の農業生産，輸出状況

周知のように，北海道は日本の最大の食料供給地域である。寒冷で積雪期

間が長いなど厳しい自然条件であるが，明治以来，欧米の近代的な農業技術

の導入や生産基盤の装備などにより，これらを克服し，稲作，畑作，酪農，

水産業などを中心とした生産性の高い農林水産業が展開されている。

２０２０年の北海道の耕地面積は約１，１４３，０００haで，全国の耕地面積の４分

の１近くを占めている。販売農家は３２，２００万戸で，全国の３．１％ となる。

専業農家率７１．７％ と都府県の２０．８％ を大きく上回っており，専業的農家に

より大規模で生産性の高い土地利用型農業が展開されている。

北海道は，広大な地域で気象や立地条件も異なるため，それぞれの地域ご

とに特色ある農業が展開されている。このうち道南地域では，温暖な気候で

野菜や米を中心に，豆類等の畑作物を加えた集約的な農業が営まれており，

道央地域では，水資源が豊富で比較的高温な夏季の気候のため，米や野菜な

どを主体とした農業が展開されている。また，道東・道北地域のうち，十

勝・オホーツク地方では広大な農地を生かした大規模な畑作や酪農が行われ

ており，宗谷・釧路・根室地方ではEU諸国の水準に匹敵する草地型の大規

模な酪農経営を中心に展開されている１４）。

表２５には，北海道の主要商品別輸出額上位５品目を示した。これによれ

ば，鉄鋼，一般機械，自動車の部品などとの比較で，魚介類・同調整品が約

６１７億円ともっとも多く，農林水産物が北海道の主要輸出品であることがわ

１４）農林水産省 北海道の農林水産業の概要（２０２１年３月３１日時点における最新の
統計等の公表データを使用）。
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表２５ 北海道の主な商品別輸出額（２０２１年）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
出典：函館税関「令和３年分北海道外国貿易概況（速報）」より筆者作成。

かる。２０２０年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響もあったと伝えら

れているが，２０２１年には前年比４１．９％ 増を達成するなど，水産物の輸出は

順調であった。

３．２．２．北海道の農林水産物輸出の状況

北海道庁の資料によれば，北海道からの農林水産物・食品輸出額は，約８

割が水産物・水産物加工品であり，その他の主な輸出品目は牛乳，菓子類な

どである。主な輸出国と地域は中国，香港，台湾などである。輸出額は

２０１２年まで３５０億円程度で推移していたが，２０１３年以降はホタテガイやサ

ケなどの水産物等の輸出額が増加し，２０１８年には７７４億円と過去最高を記

録した。この金額は２０１８年全国の農林水産物・食品の輸出額９０６８億円の

８．５％ に占めている１５）。

北海道庁は，「北海道食の輸出拡大戦略第Ⅱ期（２０１９-２０２３年）」の５年間

をかけて，２０２３年に道産食品輸出額１５００億円の目標額を設定した。しか

し，２０２０年新型コロナウイルス感染症の流行に伴い輸出環境が大きく変化

したため，外食向けの需要が減ったため，２０２１年の輸出額は７７０．７億円と

１５）北海道食の輸出拡大戦略＜第Ⅱ期＞推進状況報告書（２０１９年通期）２頁。

３８２ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



表２６ ２０２１年北海道の道内港からの道産食品の輸出額

注：千億円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：北海道食の輸出拡大戦略＜第Ⅱ期＞推進状況報告書（２０２１年通期）から筆者作成。

ほぼ現状維持であったが，主力輸出食品であるホタテガイの輸出が増加傾向

にあることから，今後は増加可能性は高い。

２０２１年北海道の道内港からの道産食品の輸出額が７７０．７億円で，過去最

大（２０１８年：７７４．２億円）とほぼ同水準まで回復した。内訳をみると，水産

物・水産加工品が６１７．１億円で，道産食品の輸出額の全体の８割を占めてい

ることがわかる。

さらに，水産物・水産加工品内の内訳としては，水産物のホタテガイの

２０２１年の輸出額は４３３．０億円，北海道道産食品輸出総額の５６％ を占め，

２０２０年に比べ２０７．７億円（９２．２％）増加した。新型コロナウイルス感染症

の影響により，２０２０年は外食産業の不振等で輸出額が減少していたが，

２０２１年海外諸国の経済活動再開の活発化を背景に，中国，香港，アメリカ・

EUなど向けの輸出が大幅に増加した。
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他の水産物としては，２０２１年のナマコ輸出額は８７．１億円で，２０２０年に比

べ２５．１億円（２２．４％）減少した。最大の輸出先である香港向けが３５．７億円

（３８．４％）減の５７．２億円に留まったためである。また，サケの漁獲量の縮小

から，２０２１年のサケ・マス輸出額は３０．１億円で２０２０年に比べ３．０億円

（８．９％）減少した１６）。

水産物以外の２０２１年の農畜産物・農畜産加工品輸出額は，ながいも，豚

肉，米等を中心に輸出が増加したが，高温少雨の影響によりたまねぎが大幅

に減少したことにより，輸出額は前年から１４．２％ 減少し，４７．６億円となっ

た。その他，加工食品菓子類は，新型コロナウイルス感染拡大による外出自

粛などの影響による，百貨店での販売減少や物産展等の催事の中止により大

きく減少したが，２０２１年には感染状況が比較的落ち着いた中国やシンガ

ポールなどでは回復し，２０２０年から２５．８％ 増加し，５８．５億円となった。一

方で，家庭食需要が落ち着いた醤油や調味料は２０２０年より減少している１７）。

北海道産食品輸出を主な地域別からみると，４か国の中国，台湾，香港，

韓国の輸出額が５９９．９億円で，北海道道産食品の輸出額に７７．８％ を占めて

いる（表２７参照）。

１６）前掲 注１５）７-９頁。
１７）前掲 注１５）６頁。

表２７ 北海道産食品輸出主な地域別

注：千億円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。欧米には，ヨーロッパ，北米，ロ
シア等を含む。２０２１年の道内港からの輸出先国上位は順に，中国，香港，台湾，ベトナム，アメ
リカ合衆国である。
資料：北海道食の輸出拡大戦略＜第２期＞推進状況報告書（２０２１年通期）から筆者作成。
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３．２．３．北海道産食品輸出拡大の取り組み

（１）生産の安定化・輸出品目の拡大

ホタテガイ，サケ稚魚など生産安定のため，設備導入，養殖技術の改良・

普及，輸出先のニーズや規制等に対応した生産・加工体制の構築やテスト輸

出等の産地の取組を支援する。ホタテガイに続く輸出品目発掘のための企業

訪問をし，安定的な生産・供給体制の整備と輸出品目の拡大・差別化を推進

する。

（２）商流・物流網の整備

道産食品の開拓や定着，ECを活用した海外ビジネスへの支援，海外航空

会社に対する新千歳空港路線の回復，輸出先における輸入規制の撤廃・緩

和，手続きの簡素化などに向けた国への要望など取組を実施，安全・高品

質・こだわりの道産食品を迅速・確実・低コストで現地に届けることを推進

する。

（３）北海道ブランドの浸透・市場拡大

関係機関・団体・企業等と連携し，海外ニーズや規制情報等の収集及び道

内企業等への情報提供，国際認証・国際規格などの導入，海外バイヤー向け

の商談会への参入，需要増加が見込まれる品目や国・地域に対する販路開拓

と輸出支援体制などの構築により新市場を獲得し，北海道ブランドを確立

し，輸出額の拡大に繋げる。

（４）人材育成・輸出支援体制の強化

輸出関連事業者等と連携し，人材育成事業を推進する。各地域が実施して

いる輸出サポートの取組を道内企業へ周知し，水産加工施設等の対米，対

EU-HACCPの認定取得に向けた講習会を開催する１８）。

３．３．鹿児島の主な輸出農産物と特徴

前述のように，北海道は水産物の輸出で突出した成績を示していた。以下

では，北海道に対して畜産物の輸出を拡大させている事例として，鹿児島県

１８）前掲 注１５）１０-１２頁。
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に注目しよう。

鹿児島県は，日本の西南部，九州の南端に位置し，総面積は９，１８７㎢，県

本土と，甑島，種子島，屋久島，トカラ列島，奄美群島など２００有余の島々

からなっている。温暖な気候や全国第２位の広い畑地などをいかした，畜

産，園芸，さつまいもなどを中心として農業生産が発展している。特産畜産

物としては，鹿児島黒牛，かごしま黒豚等があげられる１９）。一方，台風など

の自然災害を受けやすい上，シラス等の火山灰性不良土壌も広く分布し，ま

た，大消費地から遠いなど販売に不利な条件もある。

鹿児島県の農業産出額は４，８９０億円で，全国第２位で，うち，肉用牛が

１，２７８億円，豚が８４７億円，鶏が９９０億円で１位である。

①農畜産物の生産状況は，かんしょ，さやえんどう，そらまめ，たんかん

（かんきつ類），豚，ブロイラー及び茶（生葉）が全国第１位である。

②林業産出額は８８億１，０００万円で，全国第１４位である。うち，木材生産

が７３億７，０００万円で９位である。

③海面漁業・養殖業産出額は７６０億円で，全国第５位である。水産物の生

産状況は，海面漁業のみなみまぐろ，海面養殖業のぶり，かんぱち，内水面

養殖業のうなぎが全国第１位である２０）。

１９）九州農政局鹿児島県拠点 令和２年７月 輝く鹿児島の農業 １頁

表２８ 鹿児島県農業産出額 全国順位上位品目

出典：農林水産省鹿児島県の農林水産業の概要（令和３年３月３１日時点における最新の
統計等の公表鹿児島県の農業データを使用）より筆者作成。
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鹿児島県の農業産出額（２０２０年）は全国２位で，中で畜産は６６％ を占め

ており，その畜産産出額も全国２位と高い。品目別にみると，肉用牛，豚，

ブロイラーの産出額は全国１位となっている。ほかの農業産出額の中，加工

農産物，工芸農産物は全国２位，いも類，鶏卵は全国３位である。

鹿児島県産農林水産物の主な輸出先国・地域では，台湾，香港，アメリ

カ，シンガポール，タイなどとなっている。２０２１年度の鹿児島県内農林水

産物輸出額は２０２０年比で４５．３％ 増の大幅増であった。

表２９の２０２１年鹿児島農林水産物の品目別輸出額からは以下のような状況

が明らかとなった。

畜産物は，豚肉，鶏肉，鶏卵の輸出額が減ったが，牛肉の輸出が２８．６％

２０）農林水産省 鹿児島県の農林水産業の概要（令和３年３月３１日時点における最
新の統計等の公表データを使用）

表２９ ２０２１年鹿児島県産農林水産物の輸出額

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：「令和４年７月１５日鹿児島県令和３年度県産農林水産物の輸出額について」から筆
者作成。
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増となり，畜産物全体の輸出額は１６．５％ 増の約１２３億円であった。農産物

は，お茶４９．４％ 増，さつまいも２３．８％ 増で，農産物輸出額は３８．５％ 増の

約１９億円となった。林産物は丸太等を中心に中国向け輸出が６．５％ 増の約

３３億円となった。水産物は養殖ブリが８２．１％ 増，養殖カンパチ２４７．６％

増，鰹節４７４２．９％ 増と，水産物輸出額全体は１１４．５％ 増の約１３５億円と大

幅増加となった。

２０２１年には，鹿児島県の農畜林水産物の輸出総額がすべて増加し，２０１１

年以降最高額を更新した。とくに県輸出額の約３７％ を占める牛肉について

は，家庭内需要の高まりや外食需要の回復等から，輸出量が増加した２１）。

鹿児島県は，「農林水産物の輸出額を，２０１６年を基準年（輸出額１５５億

円）として，２０２５年の目標額を３００億円とする農林水産物輸出計画を２０１８

年に策定したが，２０２１年は輸出が好調ですでに目標を達成した。」と述べて

いる。

３．４．長野県の主な輸出物と特徴

長野県は果実，野菜等の輸出が増加傾向にある。そこで，ブドウを中心に

輸出状況に注目しよう。

長野県は本州の中央に位置し，内陸高原気候で，県の西部から南部にかけ

ては年降水量が１，５００mmに達するが，東部から北部にかけては１，０００mm

前後の全国有数の小雨域であり，果実，野菜の生産に適した気候である２２）。

長野県の産業別出荷額の比率は，機械（２４．５％），電気・電子（１９．０％），

情報（１６．８％），食料・飲料（１１．９％）等であり，食料出荷額の比率は高い。

これは，長野県の農業が変化に富んだ自然立地条件を利用して，野菜，果

物，花卉関係の生産が発展していることを背景としている。こうした作物の

生産量は全国でトップクラスである２３）。

２１）令和４年７月１５日「鹿児島県令和３年度県産農林水産物の輸出額について」１
頁。

２２）国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター，中部整備局，地
勢・地質・気候長野県の概要により筆者作成。
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２０２１年の長野県の農産物輸出額は１７億６，５３３万円で，２０２０年に比べ

１８．４％ 増加し，２０１３年に調査を開始して以来，最高額となった。表３０の

２０２１年長野県産農産物の輸出先国・地域別の輸出額からみると，主要な輸

出先は，台湾８億５，５９２万円（２０２０年比３０．７％ 増），香港約７億１千万円

（同９．６％ 増）で，この２つの輸出先の輸出額が全体の８９％ を占めている。

品目別では，ブドウが１０億６６１万円と最も多く，全体の５７．１％ を占めて

おり（表３１参照）２４），他に米，市田柿などが多い。

２０２１年度以降，長野県は農産物等輸出拡大に向けて，台湾，香港，シン

ガポールの百貨店等で，長野県農産物等輸出事業者協議会２５）が「長野物産

展」等を開催し，ブドウ，リンゴ，市田柿等の高級果実などの販売を促進し

た。今後の長野県農産物輸出拡大に向けて，具体的には以下のような計画で

ある。

２３）長野県，県のすがた，長野県の工業，長野県の農業（データは平成３０年の数字）
により筆者作成。

２４）長野県（農政部）プレスリリース２０２２年８月２４日 令和３年産長野県農産物輸
出額（県推計値）

２５）２０１４年２月設立。輸出に意欲のある生産者，団体，企業，県，市町村で構成。
会員 ６０ 個人・団体（R４．４月末）

表３０ ２０２１年長野県産農産物の輸出国別の輸出額

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：長野県（農政部）プレスリリース令和３年産長野県農産物輸出額についてから筆者作
成。
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（１）ブドウ新品種の「クイーンルージュ」等の品目の海外バイヤーとの商

談や消費者への認知度向上を図る。県内産地の連携によるリレー出荷及び冷

蔵施設整備等による長期出荷体制を強化する。

（２）タイ，台湾，ベトナム等の検疫等の輸入規制（園地・施設登録，衛生

基準認証，残留農薬等）への対応，新たに輸出に取り組む生産者の掘り起こ

しなどの輸出環境への支援が必要である。

そして２０２２年度の取組は以下のように進めて，農産物輸出拡大をめざし

ている。

（３）新たな輸出品目の販路開拓として，海外での需要が増加しているコ

メ，牛肉の販路開拓への取組を香港，シンガポール，アメリカでの販促活動

の推進２６）。

２６）長野県農業政策課農産物マーケティング室「農産物輸出令和３年度県産農産物輸
出拡大に向けた更なる取組について」

表３１ ２０２１年長野県農産物輸出額の輸出額 （単位：百万円）

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：長野県（農政部）プレスリリース「令和３年産長野県農産物輸出額について」から筆者作
成。
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表３２ ２０２１年茨城県農林水産物輸出額

注：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：「２０２１年度茨城県農林水産物及び工業製品の輸出実績について」から筆者作成。

３．５．茨城県の主な輸出物と特徴

茨城県はかんしょ，野菜等の輸出が増加傾向にある。そこでこれらの品目

を中心に整理する。

茨城県は，地勢が概ね平坦であり，耕地は広く，北海道，新潟に次いで全

国第３位である。気候は温暖で数多くの農林水産物が生産されている。

２０２０年の茨城県の県農業産出額は北海道，鹿児島県に次いで全国第３位

で，農業生産上位５品目は野菜，米，鶏卵，豚，いも類（かんしょ）であ

る。また，水産業は，黒潮と親潮が交わる茨城県沖が好漁場となっており，

いわし，ひらめ，さば等を主体に多様な魚介類が水揚げされている２７）。

２０２１年の茨城県の農産物（青果物，コメ，常陸牛）の輸出実績（９．７５億

円）を取りまとめたのが表３２であり，前年比約３２％ 増加した。主要な輸出

品目は水産物，加工食品（酒類，菓子類等），かんしょ等である。

４．輸出先国・地域別輸出状況
４．１．主な輸出先国・地域向け農林水産物輸出状況

前述のように，日本の２０２１年の農林水産物・食品輸出額は，前年比

２７）農林水産省都道府県の農林水産業の概要（２０２２年版）茨城県の農林水産業の概要
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２５．６％ 増加し，過去最高の１兆２，３８５億円（少額貨物輸出額７５６億円を含

む）となった。この輸出額を輸出先国・地域別に整理しよう。

輸出額上位１０カ国・地域は以下のとおりである（表３３参照）。１位中国

（２，２２３億円，前年比３５．２％ 増），２位香港（２，１９０億円，６．０％ 増），３位ア

メリカ（１，６８３億円，４１．２％ 増），４位台湾（１，２４５億円，２６．９％ 増），５位

ベトナム（５８５億円，９．４％ 増），６位韓国（５２７億円，２６．９％ 増），７位タイ

（４４１億円，９．５％ 増），８位シンガポール（４０９億円，３８．０％ 増），９位オー

ストラリア（２３０億円，３９．１％ 増），１０位フィリピン（２０７億円，３４．５％

増）であった。

２０２１年農林水産物の輸出額上位１０か国・地域別からみると，国・地域別

の農林水産物輸出額に占める比率は，１位中国（１９．１％），２位香港

（１８．８％），３位 ア メ リ カ（１４．５％），４位 台 湾（１０．７％），５位 ベ ト ナ ム

（５．０％），６位 韓 国（４．５％），７位 タ イ（３．８％），８位 シ ン ガ ポ ー ル

（３．５％），９位オーストラリア（２．０％），１０位フィリピン（１．８％）である。

この上位１０か国・地域が農林水産物輸出額全体の８３．８％ を占めている。ア

メリカとオーストラリアを除く，アジア８か国・地域が全体の農林水産物輸

出額の６７．３％ を占めており，日本の農林水産物輸出の主要な仕向け先はア

ジアであることがわかる。

２０２０年に比べ，２０２１年には，上位１０か国・地域向けの農林水産物の輸出

は，全体的に増加した。内，香港，ベトナム，タイの輸出額増加は微増にと

どまったが，他の７か国・地域が大幅増加したため，全体としては大きく増

加している。また，EU向けの輸出額も回復し，２０２０年に比べ２７．５％ 増加

している。２０２１年の上位１０か国・地域のなかでは，２０１７年に比べて全体的

に増加しているが，韓国（－１１．７％）のみは減少がみられた。

比較可能な２００５年以降，最大の輸出相手国・地域は一貫して香港だった

が，２０２１年は初めて中国が首位になった点は注目すべきである。香港が２

位に留まった要因としては（香港の２０１７年から２０２１年の増加率は１６．７％

の増加にとどまっている），現地の外食需要の減少により，高級食材の乾燥
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ナマコ（調製）（１４．４％ 減）や，貝柱調製品（１６．６％ 減）の輸出額が減少し

たことが挙げられる。

その一方で，中国や米国などにおいては，新型コロナウイルスの感染拡大

が一服し，経済活動が回復傾向に向かい，外食需要も回復していることが大

きな影響を与えていると考えられる。２０１７年に比べ，２０２１年の中国向けの

輸出額は１２０．８％ の大幅増加を示し，アメリカ向けの輸出額も５０．９％ 増加

している。２０２１年の台湾向けの輸出額も回復し，中国，香港，アメリカに

続き４位で，４８．６％ 増となった。

具体的な品目に注目すると，アルコール飲料（中国向け８５．２％ 増，米国

向け７２．０％ 増），ホタテ貝（中国向け１３１．２％ 増，米国向け２７８．５％ 増）な

どの輸出額が大幅に増加したことで，両国向けの輸出拡大がなされたものと

考えられる。

表３３ ２０２１年農林水産物の輸出額上位１０か国・地域別 （単位：百万円，％）

注１：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：少額貨物輸出額の比較を除く。
資料：農林水産省「令和４年４月８日農林水産物輸出入概況」２０１７年，２０２０年，２０２１年の
農林水産物・食品輸出額から筆者作成。
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表３４ ２０２１年農産物の輸出額上位１０か国・地域別 （単位：百万円）

注１：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：少額貨物輸出額の比較を除く。
資料：農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年），２０２１
年（平成２９年），２０２１年の農林水産物・食品 輸出額から筆者作成。

４．２．輸出先国・地域別農産物輸出額状況

つぎに，農産物，水産物，林産物の順に，主要輸出先国・地域についてみ

ていこう。

前述したように，２０２１年の農産物輸出額は，２０２０年に比べ２２．７％ 増加し

た（表４参照）。香港向けの輸出額がもっとも多かったが，２０２０年に比べ

０．２％ 微増にとどまった。他の９か国・地域の輸出額はいずれも大幅に増加

した。２０１７年との比較では，韓国向け農産物輸出額が唯一２２．７％ 減少と

なっている。これにたいしてカンボジアは２４３．２％ 増ともっとも高い（表

３４参照）。

４．３．輸出先国・地域別水産物輸出状況

次に水産物をみてみよう（表３５参照）。２０２１年の水産物輸出額は２０２０年

に比べ３２．８％ 増加した。１０か国地域の水産物輸出額合計が水産物輸出額全

３９４ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



表３５ ２０２１年水産物の輸出額上位１０か国・地域別 （単位：百万円）

注１：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：少額貨物輸出額の比較を除く。
資料：農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年），２０２１
年（平成２９年），２０２１年の農林水産物・食品 輸出額から筆者作成。

体の８８．２％ を占めている。特に香港向けの水産物輸出額が６６８億円（全体

の２２．１％）ともっとも多く，２０２０年に比べ２１．６％ 増加している。２位は中

国向けで全体の１９．６％，３位アメリカ１４．０％，４位台湾８．９％ であった。タ

イ，ベトナムは減少したが，この２か国を除いて，他の８か国・地域の輸出

額は大幅に増加している。特に中国向け８８．８％ 増，アメリカ向け７７．３％ 増

が高い。

２０１７年との比較では，２０２１年には香港が２１．５％ 減，ナイジェリアが

３９．７％ 減であった。全般的に水産物は新型コロナウイルスの感染拡大の影

響を強く受けていることが理解できよう。増加率が高いのは台湾，中国，オ

ランダ等である。

４．４．輸出先国・地域別林産物輸出額状況

最後は林産物である（表３６参照）。２０２１年林産物の輸出額は２０２０年に比
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表３６ ２０２１年林産物の輸出額上位１０か国・地域別 （単位：百万円）

注１：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：少額貨物輸出額の比較を除く。
資料：農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年），２０２１
年（平成２９年），２０２１年の農林水産物・食品 輸出額から筆者作成。

べ３２．８％ 増加した。１０か国地域の林産物輸出額合計が全体林産物輸出額の

実に９４．０％ を占めている。特に中国向けの輸出額がもっとも多く，林産物

輸出額全体の４１．９％ に占め，２０２０年に比べ，３０．１％ と大幅増加した。

このほか，ベトナムの７．２％ 減を除いて，他の８か国・地域への輸出額は

全般的に大幅に増加している。２０１７年に比べ，ベトナム向けが微増にとど

まった以外は，他の９か国・地域はいずれも大幅に増加している。特に香港

向け林産物は２１６．９％ 増，アメリカ向けは１８１．４％ 増加している。

４．５．中国向け輸出の特徴

続いて主要輸出相手国・地域別に輸出動向に注目しよう。

まず，２０２１年に１位となった中国に注目する。２０２１年，中国国家統計局

の統計によると，中国の人口は１４億１２６０万人で，１人あたりのGDP（名

目）は１２，５５１ドルである。外務省の調査によると，中国に進出している日
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系企業数は３万１０４７社で，中国（香港・マカオを含む）の在留邦人は１０万

７７１５人である。

２０１５年の日本のビザ緩和政策により，中国人の訪日旅行が大幅に増えた

ことに伴い，来日中国人観光客が本場の日本食を味わった。日本食に対する

イメージ，理解度が高まって，より受け入れられやすくなったことで，中国

における日本料理店，ラーメン屋などの日本食レストランが増加している。

また物流体系の整備によって，越境ECサイトなどを利用した，日本の食材，

加工食品などが前より手軽に購入できるようになったことで，中国における

日本食は一時のブームではなく，着実に中国人の食生活の一部となっている

と考えられる。

２０１９年の在中国日本国大使館調べで，中国における日本食レストランは

６４，８７３店であり，２０１９年海外における日本食レストランのアジア店舗約１０

万１０００店の６割を占めるに至っている２８）。このように，現在中国国内の日

本食レストランは世界１位の店舗数となっている。

こうした日本食の普及に伴って，前述したように，２０２１年の中国向けの

農林水産物・食品輸出額が初めて香港を抜いて世界１位（過去最高の２，２２３

億円）となった。すでに述べてきたように，いくつかの品目で，中国市場で

の今後の輸出拡大可能性は高く，プロモーション戦略の推進や貿易交渉など

により，さらに中国向けの農林水産物・食品輸出額は増加する可能性が高い

といえる。

表３７に示したように，２０２１年の中国向けの農林水産物・食品輸出額の内

訳を見ると，農産物輸出額１３９５億円（６２．７％），水産物輸出額５９０億円

（２６．５％），林産物輸出額２３９億円（１０．７％）であった。各品目の比率では加

工食品が一番多く４５．６％ を占めている。

次に，表３８に示した２０２１年の中国向けの農林水産物の主な品目の輸出状

況を見ると，２０２０年に比べ，農産物内のアルコール飲料，清涼飲料水，菓

２８）２０２２年７月「日本貿易振興機構JETRO 農林水産物・食品国別マーケティング
基礎情報 中国」による。
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子（米菓を除く）などの輸出額が多いことがわかる。アルコール飲料は

８５．２％ 増，菓子（米菓を除く）３０．９％ 増などが大幅増加した。清涼飲料水

５．６％，小麦粉７．９％ は微増で，たばこ２８．０％ 減，粉乳は６３．６％ 減少した。

２０１７年に比べ，特にアルコール飲料６３１．３％ 増，清涼飲料水３２１．９％ 増，

菓子（米菓を除く）２３９．０％ 増などの品目の増加が著しい。

２０２１年林産物の丸太の輸出額の８１．２％ が中国向けである。その丸太は中

国向け林産物輸出額全体の７割を占めている。２０２０年の林産物輸出額に比

べ，２０２１年の丸太の輸出額は３１．２％ 増加した。２０１７年の林産物輸出額に比

べ，２０２１年では６６．０％ 増加した。

２０２１年水産物のホタテ貝の輸出の５２．６％ が中国向けである。そのホタテ

貝の輸出額は３３７億円で，中国向け水産物輸出額全体の５割以上を占めてい

る。２０２０年中国向け水産物輸出額に比べ，２０２１年では，ホタテ貝１３１．２％

増，かつお・まぐろ類１４１．７％ 増，なまこ（調製）６０．６％ 増などが大幅増

加した。さらに，２０１７年と２０２１年との比較では，なまこ（調製）６１８．９％

増，かつお・まぐろ類２００．８％ 増，ぶり１６６．４％ 増，練り製品１０６．３％ 増な

表３７ ２０２１年中国向け農林水産物・食品輸出額 （単位：億円）

注：億円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２２年６月農林水産省 ２０２１年農林水産物・食品の輸出実績（国・地域別）から筆
者作成。
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どの品目の増加が多い。真珠は３３．０％ 減少している。

４．６．香港向け輸出の特徴

外務省の調査によると，２０２１年香港の人口は約７４０万人で，面積は東京

都の半分程度の１１１０平方キロメートルである。１人あたりのGDP（名目）

は４９，７９５ドルである。総貿易額は輸入６，８２８億ドル，輸出６，３８１億ドルで，

内，対日輸入が３４８億ドル（５．１％），対日輸出が１５３億ドル（２．４％）であ

る。香港の在留邦人は２４，０９７人２９）である。日本貿易振興機構香港事務所の

調査データによると，２０１７年香港における食料品の支出額は全体の１５．９％

２９）２０２１年１０月 外務省「海外在留邦人数調査統計」資料による。

表３８ ２０２１年中国向けの農林水産物の主な品目の輸出概況 （単位：百万円）

注１：「２０２１年品目構成比（％）」は当該品目総輸出額に占める中国の比率を示したものであ
る。
注２：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２２年６月農林水産省 ２０２１年農林水産物・食品の輸出実績（国・地域別）
農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年）から筆者作
成。
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を占め，世帯当たりの食料品支出額は１４，４１９．９米ドル，日本の約１．７倍で

ある３０）。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け，香港の観光・小売り等の

サービス業は大きな打撃を受けており，２０２０年のGDP，貿易，小売等いず

れもマイナス成長となったが，２０２１年は持ち直し，前年の落ち込みもあっ

てGDP成長率は６．３％ と改善した３１）。

香港と日本の交流は盛んであり，香港から日本を訪問する観光客が多く，

２０１９年の香港からの訪日客数は２，２９０，７９２人（総人口の３０．９％）と過去最

高となった。２０２０年以降は新型コロナウイルス感染拡大により大幅に減少

しているが，今後訪日客数の回復が予想されている３２）。

日本貿易振興機構香港事務所の調査データによると２０２１年８月，海外に

おける日本産食材サポーター店舗数３３）は７，６７１店のうち，香港の飲食店は

５４１店（３位），小売店は７６１店（２位）と，合計１，３０２店で世界第２位であ

るという３４）。

２０２１年の香港向け農林水産物・食品輸出額は２１９０億円で，前述のよう

に，中国に次いで第２位の輸出先であり，輸出総額（１兆２，３８２億円）の

１７．７％ を占めている。２０２１年の香港向け農林水産物・食品の輸出額は２０２０

年に比べて６．０％ 増加した。内訳を見ると，表３９のように，農産物輸出額

が全体の６８．７％ を占め，水産物輸出額が３０．５％，林産物輸出額は０．８％ で

ある。

表４０に示したように，２０２１年の香港向けの農林水産物の主な品目の輸出

３０）２０２１年１１月 日本貿易振興機構香港事務所「香港の日本食品市場の動向と流
通」３２頁より日系企業拠点数を抜粋

３１）２０２２年７月２５日，外務省香港基礎データ。
３２）日本政府観光局（JNTO）訪日外客数・出国日本人数データ 国籍／月別 訪日

外客数（２００３年～２０２２年）
３３）２０１９年５月１３日日本貿易振興機構「中華料理には日本産食材を（香港）香港日

本産農水産物・食品輸出商談会２０１９」では，２０１８年４月２６日に，香港における
日本の料理文化や本物の日本食の普及推進を目的とした覚書が締結されたとして
いる。

３４）前掲 注３０）５２頁
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状況を見ると，２０２０年に比べ，アルコール飲料４７．９％ 増，牛肉３９．９％ 増，

リンゴ２１．０％ 増，真珠１６９．３％ 増などが増加した。これにたいして，たば

こ５．０％ 減，菓子（米菓を除く）４．２％ などが減少している。

２０１７年に比べ，アルコール飲料２０７．８％ 増，牛肉５６．６％ 増，リンゴ

４２．５％ 増，ソース混合調味料４１．５％ 増などの増加が著しい。これにたいし

て，たばこ１８．９％ 減，菓子（米菓を除く）１３．９％ 減，小麦粉２７．４％ 減，

播種用の種等６７．０％ 減が減少している。

２０２１年香港向けの林産物の輸出額はわずか１８億円であるが，主な品目と

して木製家具の輸出額が約８．７億円と多い。２０２０年に比べ３８．６％ 増加して

いる。

２０２１年水産物において，真珠の７３．３％，なまこ（調整）の７７．６％ の輸出

が香港向けである。真珠の輸出額は１２５億円で，香港向け水産物の輸出額全

体６６８億円の１８．７％ を占め重要品目である。また，なまこ（調整）も１２０

億円と多く，１８．０％ を占めている。２０２０年香港向け水産物輸出額に比べ，

２０２１年には真珠１６９．３％ 増，ホタテ貝３９．９％ 増，かつお・まぐろ類４５．９％

表３９ ２０２１年香港向け農林水産物・食品輸出額 （単位：億円）

注：億円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２２年６月農林水産省 ２０２１年農林水産物・食品の輸出実績（国・地域別）から筆
者作成。
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増，ぶり３４．２％ 増などと，水産物の香港向け輸出は増加傾向にある。２０１７

年との比較でも，かつお・まぐろ類１１１．８％ 増，ぶり２４９．３％ 増などの増加

が多い。しかし，真珠５３．５％ 減，なまこ（調製）４０．８％ 減などの減少が香

港向け輸出の停滞に影響を与えている。

表４０ ２０２１年香港向けの農林水産物の主な品目の輸出概況 （単位：百万円）

注１：「２０２１年品目構成比（％）」は当該品目総輸出額に占める香港の比率を示したものであ
る。
注２：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２２年６月農林水産省 ２０２１年農林水産物・食品の輸出実績（国・地域別）
農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年）から筆者作
成。
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４．７．台湾向け輸出の特徴

外務省の調査によると，２０２１年の台湾の人口は約２３４０万人で，面積は九

州よりやや小さい３．６万㎢である。１人あたりのGDP（名目）は３３，００４ド

ルである。総貿易額は輸入３，８１１億ドル，輸出４，４６４億ドルで，対日輸出が

２９２．１億ドル（７．７％），対日輸入が５６１億（１２．６％）ドルである。台湾の在

留邦人は２４，１６２人３５）である。

台湾も前述の香港とならんで訪日観光客が多く，２０１９年の台湾からの訪

日観光客は４，８９０，６０２人（全人口の２０．９％）で過去最高となった。２０２０年

以降は新型コロナウイルス感染拡大により大幅に減少しているが，今後訪日

客数の回復が予想されている３６）。

台湾向けの日本の農林水産物・食品の輸出額は２０２１年に１２４５億円とな

り，国地域別でみると，中国，香港，アメリカに次いて第４位である。２０２１

年の台湾向けの日本の農林水産物・食品の輸出額は２０２０年比で２６．９％ 増，

３５）２０２１年１０月 外務省「海外在留邦人数調査統計」資料による。
３６）前掲 注３２）

表４１ ２０２１年台湾向け農林水産物・食品輸出額 （単位：億円）

注：億円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２２年６月農林水産省 ２０２１年農林水産物・食品の輸出実績（国・地域別）から筆
者作成。

日本の農林水産物・食品輸出の現状と課題 ４０３



２０１７年比で４８．６％ 増加した（表３３参照）。内訳を見ると，表４１のように，

農産物輸出額が全体の７５．７％ を占め，水産物輸出額２１．５％，林産物輸出額

２．７％ である。

表４２には品目別の輸出状況を示した。農産物では，リンゴの輸出が多い

が，日本のリンゴ輸出の７２．９％ が台湾向けである。リンゴ輸出額は１１８億

円で，台湾向け農産物輸出額全体９４３億円の１２．５％ を占めている（表４３参

照）。２０２１年の台湾向けの農林水産物中の主要品目をみると，２０２０年に比べ

農産物では，リンゴ６６．７％ 増，アルコール飲料４２．３％ 増，牛肉３２．３％ 増，

たばこ５０．８％ 増などが増加した。さらに，２０１７年に比べ，特に牛肉

３００．７％ 増，たばこ１４２．２％ 増，ブドウ（生鮮）１０１．６％ 増などの増加が著

表４２ ２０２１年台湾向けの農林水産物の主な品目の輸出状況 （単位：百万円）

注１：「２０２１年品目構成比（％）」は当該品目総輸出額に占める台湾の比率を示したものである。
注２：百万円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：２０２２年６月農林水産省 ２０２１年農林水産物・食品の輸出実績（国・地域別）
農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年）から筆者作成。
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しい。

台湾向けの林産物の輸出額は２０２１年約３４億円で（表３６参照），主な品目

として丸太（約１５億円）があげられる。２０２０年に比べ，７．１％ 増加し，

２０１７年に比べ，６９．６％ 増加した。

水産物では，２０２１年のホタテ貝輸出額は８７億円で，台湾向け水産物輸出

額全体２６８億円（表３５参照）の３２．５％ を占めている。２０２０年に比べ，ホ

タテ貝５２．５％ 増，練り製品３８．９％ 増，なまこ（調製）２０．６％ 増などで

あった。２０１７年に比べ，ホタテ貝１６１．９％ 増，練り製品８１．５％ 増などの増

加が多い。特に，なまこ（調製）は３５０倍増加している。

前述したように，２０２２年２月８日には，東京電力福島第一原子力発電所

の事故発生後に導入された日本産食品への輸入規制措置の緩和案（一部地域

の産品を除く）が発表されている。実現すれば今後台湾向け輸出額のさらな

る拡大が期待される３７）。

４．８．中国，香港，台湾向け輸出増大の背景

２００７年当時の調査によれば，海外における日本食ブームの浸透がすでに

報告されている３８）。とくに，香港・台湾・中国の沿海地域等では，かつてみ

られなかった日本食ブームが発生していた。これらの地域では以前から多く

の日本料理店が開店してきたが，当初それらは在留邦人等が主たる顧客で

あった。その基礎の上に，新たな業態の店舗の進出が増加し，主たる対象層

が現地の顧客に切り替わっている。台湾・香港における牛丼・回転寿司・

ラーメン店はすでに完全に定着し，居酒屋風和食店が隆盛を極めている。そ

うした実績を基礎に，中国の沿海地域にも２０１０年前後から日系和食店の進

出が進展した。また，日本から輸入された食材をデパート・スーパーなどで

購入し，自宅で調理して楽しむという習慣も，広く一般化しつつあり，こう

３７）２０２２年２月１０日「日本貿易振興機構ビジネス短信２０２１年の農林水産物・食品
輸出額が１兆円到達，前年比２５．６％ 増」

３８）大島一二（２００７）「中国の農林水産物輸出戦略」社団法人国際農林業協力・交流
協会 １１３頁
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した動向が和食ブームを拡大させたと考えられる。

この海外における日本食ブームについて，日本食レストランの推移から確

認してみよう（表４３参照）。海外における日本食レストランの店舗数は，

２００６年の約３．０万店から，２０１３年約５．５万店，２０１５年約８．９万店，２０１７年

約１１．８万店，２０１９年約１５．６万店，２０２１年約１５．９万店と増加した。２０１９

年以降は，新型コロナウイルスの感染拡大によってやや増加速度は低下した

が，２００６年から２０２１年までの１５年間に実に約５．３倍増加している。

２０２１年の海外における日本レストランの内訳をみると，アジアにおける

日本食レストランがもっとも多く，約１００，９００店である。以下，北米約

３１，２００店，欧州約１３，３００店，中南米約６，１００店，ロシア３，１００店，オセア

ニア約２，５００店，中東約１，３００店，アフリカ約７００店となっている３９）。

こうした増加の背景には，前述した２０１３年１２月の「和食：日本人の伝統

的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され，諸外国で日本の食文化へ

の理解が広まったことが背景にあると考えられる。

３９）令和３年９月３０日 農林水産省輸出・国際局輸出企画課「海外における日本食
レストランの数」

表４３ ２０２１年海外における日本食レストラン店舗数の推移

注：四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
資料：農林水産省２００６年，２０１３年，２０１５年，２０１７年，２０１９年，２０２１年海外における日本食
レストラン数から筆者作成。
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表４４ 中国，香港，台湾向け農林水産物・食品 ２０年間の輸出額の推移（単位：億円）

注１：億円未満四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
注２：少額貨物輸出額の比較を除く。
資料：農林水産省 令和４年４月８日農林水産物輸出入概況２０２１年（令和３年），２０２１
年（平成２９年），２０２１年の農林水産物・食品 輸出額から筆者作成。

こうした，海外における日本食の普及は，当然のことながら日本産農林水

産物・食品の需要拡大に帰結したものと考えられる。こうした状況は，日本

との関係が深い，中国，香港，台湾で顕著であった。表４４は中国，香港，

台湾向け農林水産物・食品輸出額の２０年間の推移を示したものである。こ

の表によれば，２００２年から２０２１年までの農林水産物・食品輸出額では，中

国が２０年間で７．５倍，香港が３．６倍，台湾が２．５倍増加していることがわ

かる。この３つの国・地域の農林水産物・食品輸出額の合計は，２００２年以

来，輸出額全体のほぼ４割～５割を占め，特に２０２０年は５０．７％ と，過去最

高となった。内訳を見ると，２００２年から２０２０年までの間，香港向けの輸出

額がもっとも多かった。また，台湾向けは，原子力発電所事故の影響もあっ

て，２０１４年から２０２０年までの７年間停滞状態または微増状態であった。中

国向けの輸出額は経済発展によって，日本産農林水産物の需要が拡大したた

め比較的順調に増加し，２０２１年には，この３つの国と地域のなかでもっと

も多くなっている。こうしたことから，この３つの国・地域への輸出はさら

なる拡大の可能性が高いと考えられよう。

５．まとめにかえて
人口減少社会，超高齢化社会に突入した日本では，過去１０数年にわたっ
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て農産物市場，食品市場，外食市場等がいずれも縮小し，こうした動向は今

後も継続するものと考えられる。こうした国内市場縮小へのひとつの対応と

して，海外での販路拡大や農林水産物の輸出の重要性が高まっている。実際

に，２００２年の日本の総輸出額は５２兆１０９０億円であったが，この年の農林

水産物・食品の輸出額は３，０５９億円と，全輸出額に占める比率はわずか

０．６％ にすぎなかった。しかし，２０２１年の日本の総輸出額全体は８３兆９１４

億円に増加したものの，前述のように農林水産物・食品の輸出額も１兆

２，３８２億円に拡大し，全輸出額に占める比率も１．５％ に拡大している。

こうした動向は今後もさらに強まるものと予想できよう。なぜなら，国際

経済の発展に伴って，今後も多くの国で所得の増大が予想され，また人口増

加が予想できるからである。こうしてもたらされた海外市場の拡大によっ

て，市場での評価が高い商品・サービスにたいしては，ますます需要が拡大

するものと予想される。また，経済発展によって消費が多様化し，これまで

見られなかった需要の拡大も現実のものとなるだろう。たとえば，前述した

香港市場における日本製伝統家具の販売拡大などは，つい数年前までまった

く予想もされていなかった事態であり，今後もそうした新しい市場開発の可

能性も高いと考えられる。

本稿で縷々検討してきた日本産農林水産物。食品の輸出額の拡大は，実態

としては，海外における日本の安全で特色ある食文化の輸出，普及という現

象であるともいえる。特に中国，香港，台湾は日本との交流が盛んで，経済

も活発に結びついていることから，これらの国・地域の食文化，生活スタイ

ルなどと融合し，多様な消費スタイルの誕生につながり，新しい輸出可能性

が拡大していくものと考えられる。

とはいえ，農林水産物・食品の輸出拡大は一定の努力が伴わなければ，達

成することができないことも明らかである。たとえば，高付加価値食品の継

続的な開発は重要な輸出拡大の手段のひとつである。また，高付加価値食品

が開発できても，海外販売の輸送中の品質の維持とコストの課題も存在す

る。よって，物流システムの整備も重要性が高いといえよう。
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さいごに，本稿で述べてきた点を中心に，輸出相手国・地域別に，注目さ

れる品目をまとめてみよう。

中国向けでは，菓子類，清涼飲料水，ホタテ貝，丸太，アルコール飲料等

の増加が目立つほか，農産物では果物（リンゴ，なし，モモ，ブドウ（生

鮮）など）の需要が大きく伸びている。

香港向けでは，なまこ（調製），牛肉，リンゴ，ブドウ，真珠，木製家具，

アルコール飲料，ほかに贈答用の人気が高い果物はリンゴ，ブドウ（生鮮），

モモ，イチゴ等の需要がある。

台湾向けでは，ホタテ貝，なまこ（調整）などの水産物や，丸太，農産物

では贈答品として人気の高いリンゴ，ブドウ（生鮮），モモ，なしなどの需

要が高まっている。

またアメリカ向けの，日本茶（緑茶），ぶり，ソース混合調味料，牛肉等

の拡大も顕著であった。

今後農産物のリンゴ，ブドウ（生鮮），モモ，なしなど，林産物の丸太な

ど，水産物のホタテ貝，なまこ（調整），真珠などの需要拡大に応じて，本

稿で述べてきた北海道，鹿児島県，長野県，茨城県は，それぞれの産地の特

性を生かして，輸出額が増加させる可能性が十分あると考えられる。こうし

たことから，残された課題として，日本の各産地における輸出品目の開発，

生産，輸出状況の把握と課題の明確化があげられる。
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Current Status and Issues of Japanese Agricultural,
Forestry, Fishery and Food Products Export

LIANG Yuening
OSHIMA Kazutsugu

Currently, Japan’s agriculture, forestry, and fisheries industry is facing a
difficult situation due to a decline in total agricultural output, the number of
farmers and the amount of arable land sold, and the aging of the farming
population. The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
has proposed the expansion of exports of Japanese agricultural, forestry,
and fishery products as an important means to strengthen the agriculture,
forestry, and fishery industries and to increase sales of Japanese food and
food products in overseas markets.

Against this backdrop, in the “Revitalization of Japan Strategy” approved
by the Cabinet in June 2013, the then Abe Cabinet formulated a strategy to
increase the value of exports of agricultural, forestry, and fishery products
and foods to 1 trillion yen by 2020 in order to promote rural development,
agricultural and forestry production, and increase farm income. This goal
was achieved one year later, due in part to subsequent promotional
measures by the Japanese government and various prefectures.

Based on the achievement of this target, in 2020, the “Strategy for
Expanding Exports of Agricultural, Forestry, Fishery, and Food Products”
policy was presented, which further targets an annual export value of 5
trillion yen by 2030. Since this is a very high goal, it remains to be seen
what concrete measures will be implemented by the Ministry of
Agriculture, Forestry, and Fisheries, prefectural governments, the
Japanese government, agricultural cooperatives, food-related companies,
and individual agricultural enterprises to promote the export of
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agricultural, forestry, and fishery products and foods.
The purpose of this paper is to analyze the current status and challenges

of Japan’s exports of agricultural, forestry, fisheries, and food products in
order to clarify how to achieve the target of 5 trillion yen in exports of
agricultural, forestry, fisheries, and food products in 2030 and to develop
regional and farm household economies.

４１６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



１．はじめに
本研究は，中山間地域のコミュニティにおける持続可能性を検討するうえ

で，コミュニティビジネスによる財やサービスを提供する事業の効果や運営

状況の実態を解明することを目的としている。そこで，コミュニティビジネ

スの主体がどのように設立されたか，だれをサービスの対象者として想定し

ているか，コミュニティビジネスの主体間においてどのようなネットワーク

が構築されているか，の３点の問題を設定して分析していく。

京都府美山町（現，南丹市）における村おこしの歩みは，全国でも先駆的

なものとして先行研究も多く存在する。例えば，農協合併を契機として誕生

した有限会社タナセン（以下：タナセン）と地域協議会設立までのプロセス

（根岸２００２），美山町内の各旧村における有限会社の特徴と村おこしへの女

性の関わりをアンケートによる分析（庄司２００４），南丹市への合併直前にお

ける美山町の方針について美山町職員への聞き取り調査によるキー・パーソ

ンの判断や行動の内情の可視化（湯川２００６）などがある。そのなかで，美

コミュニティビジネスによる
主体形成と組織間の位相
南丹市美山町鶴ヶ岡地区を事例として

１）本学経済学部兼任講師，龍谷大学政策学研究科博士後期課程 muneto．kazaoka@
gmail．com

２）本学経済学部教授 sumiya@andrew．ac．jp
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山町鶴ヶ岡地区３）の住民と自治会は連携して有限会社タナセンを設立し，コ

ミュニティビジネスもしくはソーシャルビジネスとして事業を拡張してきた

（中川２００２，柏・重藤２００７，渡邊・山崎・山口２０１２，野村２０２１）。

まず，コミュニティビジネスの概念について確認しておきたい。コミュニ

ティビジネスとは地域住民が主体となって地域の課題に対してビジネス手法

を用いて解決していく事業であり，その主体は株式会社／有限会社，NPO法

人に加え，自治会やボランティアグループなど任意組織も含まれる４）。なお，

コミュニティビジネスと類似する概念としてソーシャルビジネスがある。

ソーシャルビジネスは，社会性，事業性，革新性を重視する点でコミュニ

ティビジネスと類似する（谷本２００５，経済産業省２００８，木村２０１５）５）。しか

し，コミュニティビジネスは，地域を限定する点，（福祉や行政サービスを

代替する際）事業の採算性よりも財やサービスの有用性を高める運営を重視

する点，主体に非法人組織も含む点など，ソーシャルビジネスとの相違点が

ある（橋本２００７，倉持２０２２）。

このなかで特に強調しなければならないのは，コミュニティビジネスが福

祉や行政サービスを代替する際に採算性よりも事業目的を重視して計画され

ている点である（細内１９９９，加藤１９９９）。つまり，コミュニティビジネスは

経営手法を用いて財やサービスの有用性を高めるが，必ずしも黒字化できな

い事業にも適用されうるのである。このような概念の形成にはイギリスでの

コミュニティビジネスの成立が少なからず影響していると考えられる。岸本

（１９９４）はイギリスにおけるコミュニティビジネスが，１９７７年にスコットラ

ンドのハイランドおよびアイランド地方で始まったことをつきとめている。

３）京都府北桑田郡鶴ヶ岡村は，１９５５年に知井村・平屋村・宮島村・大野村と合併
して美山町となって廃止され，鶴ヶ岡地区となった。そのため，鶴ヶ岡地区は，
鶴ヶ岡村旧村時代からの１８集落で自治会を形成しており，美山町になってから
も集落単位での自治意識は強く，南丹市になった現在も同様である。

４）細内（２０１０）pp．１２-２０
５）ソーシャルビジネスの視点から考えると，社会の課題に対して企業活動による解
決を目指し，同時に事業性と革新による新たな市場創造をおこなう点に特徴があ
る（谷本２００５）。新たな市場創造は，政策起業家が利害関係者の調整（結び直
し）による（木村２０１４）。
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岸本（１９９４）によると，スコットランドで起こったコミュニティビジネス

は，長期失業状態にある住民のために雇用を創出し，職業訓練を行い，生活

サービスを提供して，地域経済の再生という公益のための活動であったとい

う。さらに，コミュニティビジネスは地域改善活動，非配当，出資資格者

（コミュニティ内のすべてに開放）などの特徴を持つことから，構成員の利

益を追求する労働者協同組合，消費者協同組合とは異なると指摘している。

橋本（２００７）は，コミュニティビジネスを支援する施策においても目的や

ターゲットを明確にすべきであると指摘する。そこで，本稿ではコミュニ

ティビジネスのターゲットを設定するにあたり，地域住民を中心とするコ

ミュニティ（以下，定住人口とする），地域を訪れる観光客（以下，交流人

口とする）に分けて分析を進める。なお，財やサービスを提供するコミュニ

ティビジネスの主体は，法人組織，非法人組織も含むこととする。ただし，

コミュニティビジネスの主体を分類するだけでは，コミュニティビジネスに

おける主体間の連携について分析できないように思われる。そこで，グラノ

ヴェター（１９７３）を参考にし，コミュニティビジネスの主体の特徴を分析枠

組みに加えたい。

グラノヴェター（１９７３）は，二者の個人間の紐帯の強さが個人のネット

ワークに影響を与えている点に着目し，弱い紐帯を形成した方が異なる小集

団の成員同士（コミュニティ間のネットワーク）を連結させる可能性が高い

ことを明らかにした。すなわち，弱い紐帯型組織は凝集性が弱いため，比較

的に外部のネットワークと結びつきやすく，他者からの情報収集においても

優位であると指摘している。逆に，中山間地域の自治会のように強い凝集性

を持つコミュニティは，必然的に強い紐帯としての機能を持ちやすく，同時

に弱い紐帯の持つ外部とのネットワークが開かれにくい構造を持っている。

なお，強い紐帯とは，ともに過ごす時間量，情緒的な強度，親密さ（秘密を

打ち明け合うこと），助け合いの程度という４つの次元を組み合わせたもの

である。そこで，本研究はコミュニティビジネスの主体形成における紐帯に

着目し，強い紐帯型か，弱い紐帯型かの分類を分析に用いていく。
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ここまでをまとめておくと，コミュニティビジネスの主体が提供する財や

サービスのターゲットを定住人口と交流人口に分類していく。そして，主体

の特徴は，強い紐帯型と弱い紐帯型に分類する。なお，その際に注意してお

きたい点として，コミュニティビジネスの主体が定住人口も交流人口もター

ゲットにする場合は，よりどちらを重視しているかで分類していく。また，

コミュニティビジネスの主体が定住者によって構成されていたとしても，そ

の紐帯の特徴を分析したうえで弱い紐帯型と強い紐帯型に分類していくこと

にする。

ここで，先行研究の成果を踏まえ，鶴ヶ岡地区におけるコミュニティビジ

ネスの主体を類型化しておく。自治会や地域振興会は，コミュニティの生活

の質を向上させる経済活動もおこなってきた（根岸２００２，庄司２００４）。美山

町における地域振興会制度は合併後の南丹市にも引き継がれている。特に旧

美山町内の旧村単位に設置された地域振興会には，市から年度任用職員が派

遣され，他の旧町とは異なる運用がなされており，一貫して定住人口へのサ

ポートがその中心に置かれている。

タナセンは有志の住民が出資し，農協と行政が連携して支援をおこなうこ

とで自治会から独立した組織として設立・運営されてきた（中川２００２，柏・

重藤２００７，小島２０１０，渡邊・山崎・山口２０１２）。さらに，タナセンは定住

人口へのサービスが中心であるものの，交流人口向けの品揃えもおこなって

いる。

タナセンに関連する組織として，２００２年設立の「京都みやまごんべの会」

は，夏と秋に蕎麦の栽培から収穫の体験，手打ち蕎麦の販売などをおこな

い，京都市など外部の蕎麦屋や個人の会員も含まれ（唐崎２０１２），定住人口

だけでなく交流人口もターゲットにしている。なお，この事業は地区内の休

耕田を蕎麦栽培に転作したことが契機となった。「ムラガーレ食堂」はU・

I・Jターンなど新規の定住者や若者が中心となり，外部とのつながりを増や

すような取り組みを拡げてきた（野村２０２１）。

以上，先行研究をコミュニティビジネスの主体として分類すると表１のよ
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ターゲット
主体の特徴 定住人口志向 交流人口志向

強い紐帯型 自治会
鶴ヶ岡振興会（棚野会） 存在しない

弱い紐帯型
（有）タナセン
京都みやまごんべの会
ムラガーレ食堂

存在しない

表１：分析枠組み

出所：筆者作成

うになる。この表をみると交流人口志向のコミュニティビジネスを展開する

主体が存在しないことになる。さらに，コミュニティビジネスの主体が，地

域再生の主体確保６）のため交流人口から定住人口へと段階を上げてくために

どのような取り組みや連携をしているかという視点は先行研究には見出せな

かった。そこで本研究では，コミュニティビジネスのターゲットを交流人口

とする場合には，関係人口７）のように地域との関りを継続的に持つ人を増や

していくことで，定住人口，つまり地域再生の主体確保につながるという前

提に基づいて分析を進めたい。

２．研究目的と研究方法
ここで本研究の目的を再度確認する。中山間地域においてコミュニティビ

ジネスがコミュニティの持続可能性に資する経路を解明することにある。そ

して，本研究の問いは，コミュニティビジネスの主体がどのように設立され

たか，だれをサービスの対象者として想定しているか，コミュニティビジネ

スの主体間においてどのようなネットワークが構築されているか，の３点で

ある。

事例分析の対象地は，京都府南丹市美山町鶴ヶ岡地区とする。この地域を

選定したのは，鶴ヶ岡地区でタナセンが設立されて農協支所時代の小売店舗

６）田中（２０２１）p．６０
７）田中（２０２１）によると，関係人口とは定住人口と交流人口の中間的な領域の概念
であり，関係人口を「特定の地域に継続的に関心を持ち，関わるよそ者」と定義
づけている。
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を継承し，それが成功したことで旧美山町内の他地区にも同様のまちづくり

会社が設立される契機となった事例として多くの研究者が注目したからであ

る。また，タナセンが１９９９年に設立されて以降２３年が経過し，市町村合併

などを経て社会状況も大きく変化している。そこで，本事例の背景，主体，

プロセス，事業内容について改めて整理したうえで，現状を明らかにしてお

く必要があると考えたためである。そこで，設立当時のプロセスをキー・

パーソンへの聞き取り調査から明らかにし，コミュニティビジネスの主体間

の関係性を紐解いていく。

調査の方法は，半構造化面接法によるインタビューを用いている。２０２２

年３月，７月，９月に計４度にわたり，鶴ヶ岡振興会８），タナセン９），南丹市

地域振興課１０）の延べ７人のインタビュイーに対して聞き取り調査を行った。

また，調査当時の資料等についても，可能な範囲で収集し，分析に用いてい

る。

３．南丹市美山町鶴ヶ岡地区のまちづくり会社によるコミュニティ

ビジネス
（１）住民と自治会による小売店舗の継承

１９９５年に鶴ヶ岡地区の国道１６２号バイパス沿いに美山町農業協同組合

（以下：農協）１１）の支所が新築される。鶴ヶ岡地区の住民による熱烈な要請を

受け，農協の内部留保１２）を活用し，支所の移転がおこなわれたのである。一

８）現会長 前田好久氏（２０２２年３月１６日，７月１３日），前会長 下田敏晴氏（２０２２
年３月１６日）

９）総務部長 川勝淳弌氏（２０２２年７月１３日），購買部店員 菊地由紀氏（２０２２年３
月１６日），元美山町議，タナセン農事部長 柿迫義昭氏（２０２２年９月１３日）

１０）課長補佐兼定住促進課係長 下田真徳氏（２０２２年９月５日）
１１）美山町農協は２０００年に北桑田郡内の京北町，船井郡内の園部町，八木町，日吉

町，丹波町，瑞穂町，和知町の総合農協と船井郡内の南丹酪農が合併して「京都
南丹農業協同組合」となった。その後，２００２年に京都南丹農業協同組合と福知
山市農業協同組合が合併し，管内を１市８町とする「京都農業協同組合（JA京
都）」が誕生している。

１２）柿迫氏によれば，当時４．５億円の内部留保があったとされる。
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方，農協は１９９３年頃から広域合併を検討しており，支所を廃止するための

検討をおこなう時期とも重なっていた。そして，１９９９年３月に農協の総代

会は美山町内にある５か所の店舗のうち３か所の廃止を決定する。それと同

時に，不採算部門を合併農協に継承しないことを決定し，美山牛乳や漬物加

工販売，稲刈りの受託作業，コンテナ産直，フレッシュ便（食材の共同購

入），福祉事業は廃止もしくは別の事業体に委ねられた１３）。

一方で，住民にとって農協の支店・支所・出張所や購買店舗は，農協業務

の遂行，物販だけでなく，住民同士の情報交流の拠点として機能してきたた

め，それらの消滅は地区単位でのコミュニティの喪失にもつながる大問題で

あった１４）。まず，鶴ヶ岡地区では自治会，町議会議員（鶴ヶ岡選出）２名，

村おこし推進委員会１５）のメンバー４人が問題解決に向けて声を上げた。しか

し，自治会，村おこし推進委員会も農協支所を継承することに賛成ではあっ

たが，採算性の部分で話が腰折れになることが多かった。そこで，自治会，

村おこし推進委員会，鶴ヶ岡地区（全１８集落）選出の農協理事，農協職員

（２人）などが関わり，当時５０歳前後のメンバー（１９９２年に結成された地元

有志による地域の将来を語る会と若者）が中心となり「ワーキングの会」を

立ち上げた。自治会では，ワーキングの会の結論を尊重するという判断がな

された。その結果，住民の有志で出資金を募って会社を設立し，支所の購買

店舗を継承して地域を盛り上げていこう，という結論に至った１６）。

一方で，農協も支所の廃止を決定したものの，移転したばかりの建造物を

何とか有効活用してもらえないかと美山町役場に検討を依頼していた。そし

て，農協と美山町と自治会が話し合いを持ち，自治会による店舗の継承を模

１３）根岸（２００２）pp．１０９-１１０
１４）根岸（２００２）p．１０３
１５）１９８９年に美山町役場が村おこし課を設置し，ふるさと創生１億円を活用して旧５

村に地域住民の創意工夫による村おこしを志向する「村おこし推進委員会」を設
置した。

１６）柿迫氏へのヒアリングによる。柿迫氏はここに美山町行政の関与はなかったとす
るが，根岸（２００２）によれば，ワーキングの会を表舞台に引っ張り出したのは美
山町職員のはからいであったとしており，一部食い違いが見られる。
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索していくことになる。農協支所の不動産は１９９９年９月に美山町が購入し，

美山町から自治会へ無償で貸与することが決まる。なお，自治会への無償貸

与は，美山町が農協から不動産を購入する条件になっていた１７）。

旧農協支所の運営主体として，１９９９年１２月に地域住民１０６名と鶴ヶ岡自

治会の出資で設立されたのがタナセンである１８）。なお，住民出資を募ったと

ころ７００万円が集まったことに対して，自治会として住民の思いに応えるべ

く３００万円の出資を決めた１９）。

その後，２００６年に美山町は園部町，八木町，日吉町と合併して南丹市に

なるが，その直前となる２００５年１２月に旧農協支所の不動産を鶴ヶ岡振興会

（棚野会）に払い下げた２０）。後述するが，鶴ヶ岡振興会は，鶴ヶ岡自治会な

どを母体とする事業推進のための地域自治組織である。

（２）有限会社タナセンの事業内容と体制

当初は，鶴ヶ岡農協支所の購買機能を残すことを目的として動き出した

が，タナセンは購買機能のほかに農地保全，高齢者福祉に関する事業をも担

う主体として発足した。その背景には，農地の維持と住民福祉サービスの向

上という地域課題の存在があった。また，事業の伸びが期待できない購買事

業だけでは地域合意がとりにくいとの判断から，当時の重点課題であった農

地保全，高齢者福祉の部門を設けることで納得を得やすくしたという２１）。

１７）簿価で売買する条件であった。
１８）鶴ヶ岡自治会が３００万円，地域住民は７００万円（５万円／一口）で計１０００万円で

あった。なお，定款に出資金は３０５万円と記載されており，それを超えた分は資
本準備金（増資予定資金）とされた（前田好久氏への聞き取り調査から引用）。
なお，２０２１年時点の「第２２期貸借対照表」では資本金３０５万円，資本準備金
７３５万円と記載されている。そのほかに購買店舗，農作業受託など事業開始に必
要な経費は別途農事組合から３４０万円，農協から８００万円を借り入れして賄った
（根岸２００２，p．１１１）。なおナタセンの名称の由来は，地域を流れる棚野川と，氏
神である諏訪神社の祭礼である棚野の千両祭からきている。

１９）２０２２年９月１３日，柿迫義昭氏への聞き取り調査から引用した。
２０）振興会は法人ではないため，不動産を所有するための法人「棚野会」を設立し

た。なお，固定資産税は振興会がおさめているように振興会と棚野会はほぼ同一
とみてよい。

２１）根岸（２００２）p．１１１
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図１：タナセンの売上（購買部，農事部・福祉部） 単位：円

購買部 農事部・福祉部ほか

出所：有限会社タナセン株主総会資料をもとに筆者作成

また，当初から小売店の収益だけでは採算性が期待できなかったことか

ら，後述する別組織（棚野会）を設置して不動産の所有と運営を分離し，他

の事業部の収益で補填する余地も残していた。タナセンは，購買部，農事

部，福祉部の３つの事業部と会計などをおこなう総務部で構成される。事業

部の売上の推移は図１のとおりである。

まず，購買部の特徴について述べていこう。購買部は農協の店舗をそのま

ま継承した（写真１）。農協は棚卸した商品をすべてタナセンに寄付するこ

とで，タナセンは事業継承後すぐ店舗運営が可能となった２２）。また，タナセ

ンは日々の生活のための買い物の場としての利便性だけでなく，地域コミュ

ニティの場となることも期待されていた。買い物客と店員の交流，買い物客

同士の交流の場にもしたかったからである。そのため，イートインスペース

や，地区内の農家が野菜を直売できるスペースも設けられた。

ただ，タナセンの設立時，住民から購買部への批判もあった。当時，タナ

センの近隣に仕出し・生鮮食品屋，小学校の前に文具屋，化粧品・雑貨屋な

どの店舗があった。住民や店舗からは「そもそも農協がやってダメだったん

だから無理」，「素人集団の意気込みだけで経営できるのか」，「自治会がやる

のならうちの店も支援してほしい」などの反応もあったという。ただし，こ

２２）農協は会議室の改修費用３００万円も負担したという。
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れらの意見は，積極的な反対というよりも，購買部がうまくいくか心配して

の反応だったという２３）。逆に，ある近隣店舗からは，「中心地にいろいろな

店があってこそ人が集まる。農協の購買機能がなくなればお客も減るだろ

う」との意見もあったという。

つまり，鶴ヶ岡地区にとって購買部の存在は，周辺の店舗にとって共存関

係の中での競合相手であったことが，農協撤退によって明らかになったとい

えよう。このことからも，地域の商業者はお互いを単なる競合相手として捉

えず，その地域において共存共栄していく不可欠の存在として捉えていたこ

とがわかる。

この共存共栄という意識の存在が，地域住民による購買部の買い支え行動

につながっていく。購買部は営業開始の初年度に農協の売上を超え，予想に

反して利益を出すに至った。この理由について，当時を知るキー・パーソン

は，住民の応援が，購買事業に関して素人集団であったメンバーの自信と結

束力を高めたと語っている２４）。

２３）前田氏へのヒアリングによる。柿迫氏は「隣の八百屋のおっちゃんが，『あんた
ら農協が潰れてうちがよろこんどるとおもってるやろ』と言ってきた。その人は
鶴ヶ岡の中心地にいろんなお店があるからみんながあつまってくれるのであり，
その一角がなくなってしまえば外に買い物に行ってしまう。経営は大変だががん
ばってやってほしい，と言ってくれたことには驚いた」と語っている。

２４）前田氏へのヒアリングによる。

写真１タナセンの店舗 ※右端に鶴ヶ岡地域振興会の事務所を併設する（筆者撮影）
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次に購買部と農事部の関係について述べる。美山町は約４００haもの農地

を有し，そのうち約１００haが鶴ヶ岡にある。しかし，高齢化と人口減少に

ともない，いずれ農地の管理が行き届かなくなり，農業そのものも疲弊して

いくだろうという見通しが立っていた。また，鶴ヶ岡地区を構成する１８集

落で細分化された農地ではまとまった転作補助金を受けることも難しかっ

た２５）。農地の保全には細分化された農地の集約をとおした効率的な農地管理

が不可欠であった。

農事部は，地域の農地保全という公共的目的を背景にして，購買部の赤字

を補填する役割を期待して設置されたのである。さらに，農事部はタナセン

に対する地域の信頼醸成，地域の主体性を重視した話し合いの場づくりとコ

ミュニティ再生を意図する一助として位置づけられた２６）。しかし，営農の主

体はあくまで地域の農家であると考え，補助金はすべて各広域営農組合が受

け取り，農事部は購買部存続に必要な財源として農業機械のリース代，オペ

レーター料金を受領するにとどめていた２７）。このように，農事部は必要最小

限ではあるが安定収入を見込むこともできた。

農事部のビジネスモデルは農地集約化と補助金獲得に支えられたもので

あった。例えば，発足当時，麦をつくれば１０aあたり６万円の転作補助金が

もらえたため，鶴ヶ岡地区に３つの広域営農組織をつくって補助金を受けら

れるよう，農事部が方向性を示し土地利用計画の策定をサポートした。それ

により，鶴ヶ岡地区の農地は転作補助金の経営確立加算の対象になった。し

かし，各営農組合は大型機械を所有していないので，タナセンが機械を所有

しオペレーターを派遣して耕作を担った。タナセンは耕作を受託するが，営

農自体は広域営農組合が担うという仕組みをとることで，各広域営農組合が

補助金の受け皿となり，なかにはかなりの蓄えができた営農組合もあったと

２５）もともと，昭和４０年代に美山町は，全集落内に生産者で組織する農事組合と造
林組合を立ち上げ，「住みよいふるさとづくりを目指す実施方針」を掲げていた。

２６）根岸（２００２）p．１１３。
２７）当初はこの形が合意を得られず，中山間地域など直接支払制度の補助金は各集落

が受けていたが，農地保全という目的が達成できないので３年目から広域営農組
合が主体となることとなった（根岸２００２，p．１１３）。
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いう２８）。

農事部は，利益獲得を目的としていないとはいえ，機械のリース代金と手

数料だけも最高で１５００万円／年ほど売り上げた年もあった。当初，水稲から

蕎麦，大豆，小麦，稲発酵粗飼料（イネWSC）などへのブロックローテー

ション転作や農業者の高齢化などにより耕作維持が困難となった農地の保全

管理などを担ってきた２９）。

最後は，購買部と福祉部の関係について述べる。タナセン設立以前，鶴ヶ

岡地区における高齢者福祉に関する取り組みは，年数回敬老会を開催する程

度であった。高齢者のうち介護が必要な人は国の制度３０）にまかせ，元気な高

齢者の憩いの場をつくろう，という趣旨のもと社協の配食，サロン活動の手

伝いから活動を開始した。また，地域のお年寄りの生きがいづくりのため，

自分が作った野菜を販売できるスペースを購買部に設けた。この仕組みは小

売店とお年寄りの関係を深めることで売上増につなげるねらいもあった。

その後，行政の補助金も活用しつつ，住民ニーズに応じた多様な生活支援

を実施してきた。当初から週２回で３０から４０軒に美山牛乳の宅配をおこ

なってきたが，２００９年から買い物代行と配達もおこなう「鶴ヶ岡ふるさと

サポート便」（当初週３回）に事業を拡大している。なお，サポート便は，

商品を届けるだけでなく，タナセンで販売する野菜の集荷も同時に行う仕組

みである。

また，タナセンは南丹市から「南丹市高齢者等除雪対策事業」を受託し，

私有地，私道部分の除雪作業を代行している。高齢者が公道への接道を除雪

できないケースが多く，少額の利用者負担で代行できる仕組みとなってい

２８）柿迫氏によれば，当時はまだ米の価格が安定していたこともあり，米農家がブ
ロックローテーションの必要性を納得するのには容易ではなかったという。年間
３０回以上説明会を開き最後は地域全体のため，ということで納得を得たが，
ローテーションによって稲作ができなくなった零細農家にとっては，とても大き
な決断だったという。

２９）しかし，近年は転作補助金の対象が変わり，リース事業も縮小したため，機械な
どの借入金を償還すると利益はほとんど残らない状態であった。

３０）柿迫氏によると，２０００年に介護保険制度が施行される予定であったからだとい
う。
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る３１）。

鶴ヶ岡地区は２０１３年度，国土交通省「小さな拠点」づくりモデル地域に

指定され，訪問調査やアンケートを実施した。アンケート結果は，移送サー

ビスを希望する回答がもっとも多かったことから，２０１３年１２月～２０１５年３

月に鶴ヶ岡振興会が「高齢者等無償移送サービス」試行した。その後，移送

用の車両は京都府からの補助で電気自動車を配備でき，２０１５年４月から正

式に稼働している。なお，この事業は鶴ヶ岡振興会が５万円の予算を組み，

タナセンに事務作業を委託している。２０２２年３月時点では，７０人ほどの利

用者が登録しており，１日の利用者は０．５人程度である３２）。以上のように，

福祉部の事業は，鶴ヶ岡自治会／振興会が企画し，タナセンに委託した事業

であり，非営利的な要素が非常に強いものであったといえよう。

（３）購買部における独立採算の困難性

タナセンは，２０００年１０月に事業を開始したところ，当初の予想を良い意

味で裏切り多くの集客があった。タナセン第１期「損益計算書」によると，

売上３，１１４万円（９カ月），売上総利益５６６万円，営業利益１０万円，経常利益

１２３万円であった。農協が運営していた当時の年間販売額２，４００万円ほどよ

りもかなり多かったことがわかる。この結果は，タナセンが住民と自治会に

よる出資で設立されたこと，上述のように地域住民との関係構築を意識的に

図ったことで多くの住民が自分の地域に必要な機能としてタナセンを捉え，

買い支えたことが大きかったという３３）。いずれにしても，第６期の決算ま

で，タナセンは経常利益が黒字であり，購買部の独立採算が達成できていた。

しかし，現在の購買部は客数の減少と営業時間の短縮など，厳しい状況に

直面している。この詳細については，菊地由紀氏（購買部従業員）への聞き

３１）利用者は費用の１割を負担する。３０分の機械作業１８０円，手作業１３０円である
（南丹市役所「南丹市高齢者など除雪対策事業実施要綱」より引用）。

３２）野村（２０２１）によると２０１８年度の実績で利用者の平均年齢は８４．３歳であった。
３３）売上が厳しいとの心配の声もあり助けたいという意識があったのではないかと柿

迫義昭氏（元農事部長）は語っている。
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取り調査をもとに購買部の業務内容，運営についてみていくことにしよう。

２０２２年３月時点の従業員の合計は５人である。従業員の主な業務は，振

興会から委託されている高齢者等の無償移送サービスの窓口と店番である。

小売店舗は，鶴ヶ岡地域在住の主婦３名がシフトを組んで担当している。鶴

ヶ岡ふるさとサポート便の配達は，１人が週２日勤務で担当している。鶴ヶ

岡外での業務は，美山町内在住の１人で担当しており，週１回もしくは月に

２－３回程度の勤務である。この５名全員が時給で勤務している。

なお，かつての店舗では常時２－３人の従業員が勤務していたが，現在は

一人体制になっている。店舗の勤務体制は，夏場は９時－１８時の９時間営

業で，３時間ごと３コマになり，一人最長６時間となる。夏場以外は営業時

間８時間でシフトは４時間ごと２交代となる。営業時間は最盛期と比べると

３時間ほど短くなった。また，購買部の従業員は主婦層が担い手となってき

たが，それは農協の購買部の時代から変わっていない。

タナセンは，御用聞きに近いサービスを展開していたため，仕入れにおい

ても客の要望にできる限り応えようとしてきたという。必然的に属人的な商

品が多くなり，その方が亡くなれば商品も不要になる。普通の商売であれ

ば，売り手としていかに仕入れコストを下げられるかを考えるが，それだと

客の要望に応えられないので，１個からでも買えるようにすることを重視し

ている。ときには仕入れ価格と販売価格が同じになり，買い物代行状態にな

るケースもある。利益率の高い惣菜も，現状ではロスが多くなるため挑戦で

きていない。一方，一番売れるのはおやつとしてのお菓子である。タナセン

の客の多くは高齢で，自分では調理せず，買い物は生協の宅配や土日に帰っ

てくる子どもに頼っている。かつてはイートインスペースがあったが，新型

コロナウィルス感染拡大で廃止となったこともあり，来店者も減少している。

近隣の農家が出品する際は，各自自分で店に並べに来るか，配達のときに

集荷するかどちらかである。たまに時間外に「野菜あげるから取りに来て」

という電話をもらうこともある３４）。

３４）出品した農家からは１５％の手数料を徴収している。
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客の年齢層は一貫して高齢化しており，７０代以上がほとんどを占めてい

る。若年層は土日に自家用車で地域外の量販店にいくか，生協の共同購入の

利用が多い。営業時間が若年層の就業時間と重複するため，そのニーズやタ

ナセンの認知度を知るすべもない。

現在，購買部は利益がなく赤字になっている。２０２１年度の決算では経常

利益で８０万ほどの赤字となった。しかし，積極的に店を閉めたいという意

向はない。もともとタナセンは購買機能の存続を目的として設立されたのだ

から当然ではあるが，そうであれば，鶴ヶ岡振興会が赤字をどこまで，どの

ように補填するかが問題となる。地域的にも店を閉めることは地域の核を失

うという意味でマイナスである。どうしても経営的に閉めざるを得ないとい

うことになれば，買い物弱者対応，輸送サービスは振興会が自前でしなけれ

ばならなくなる。継続的にサービスを提供していくために必要なコストとし

て地域がどう受けとめるか，ということにつきるであろう。

（４）行政主導の村おこしから地域主導へ

ここで地域振興会という組織の特徴を明らかにするべく，その設置までの

背景について述べ，分析を試みる。

美山町における地域振興会の設立は，当時の町長による主導でおこなわれ

た。中田脩町長は議会で「合併の動きに逆行するかもしれないが，旧村に村

長のようなものをつくっていきたい」と答弁しており，行政としても美山町

が４町と合併したら中心ではなく周縁部に位置づけられて疲弊することはわ

かっていたからだという３５）。

２０００年１０月，美山町役場内に「新たな美山町づくりをめざす検討委員

会」が設置され，行政窓口のワンストップサービス化による利便性向上など

の方向性を示した。それを受けて２００１年１月に町役場職員で「いきいき美

山２１仕掛人会議」が発足し，地域振興会制度を具体化するための下準備が

整った。仕掛人会議は，助役を総括長，参事・課長をメンバーとし，美山町

３５）南丹市地域振興課 下田氏による。
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における「２１世紀型の地方自治」をテーマに検討を始め，「新たな美山町づ

くりをめざして！『生まれ変わりましょう！』」という文書をまとめた

（２００１年５月）。この「生まれ変わりましょう！」というフレーズは，「自ら

の地域は自らの手で」という言葉につながるものであり，合併までに住民主

導のまちづくりを浸透させたいという行政の強い意思が表れていたといえよ

う３６）。また，各地区には既存の自治会，村おこし推進委員会，公民館が併存

し，それぞれ担う分野や役割は異なるのだが，担い手の住民は同じ顔ぶれで

別々に運営する意義が薄れていたため，これら組織の整理統合も目的となっ

ていた。そのため，地域振興会は一般的な役場支所と異なり，「住民の意欲

と力を引き出す仕組み」として提案された３７）。

地域振興会への美山町役場の関与について改めて確認していこう。設立当

初の地域振興会は，町役場の課長級，職員の２名が常駐していた。行政職員

の存在は，決して平坦ではない役場との交渉，地域での合意形成において非

常に大きな役割を果たしたという３８）。また，近い将来に合併が避けられない

ため，中田脩町長と町役場は集落ごとに地域政策を遂行できる仕組みを整え

た。すなわち，地域振興会制度は旧村単位で集落機能を再編し，一定の予算

配分を受けながら行政職員が駐在し，新たな村づくりをめざしたものであっ

た。この仕組みを行政が導入できたのは，タナセンなど住民が設立した有限

会社の存在が後押ししたからだという３９）。

発足当時，行政から各振興会には５００万円，自治会に２５０万円の予算が配

分された４０）。また，当初は美山町役場の課長１人と職員１人が駐在してい

た。当時の振興会事務局担当課長は２００万円の裁量的予算をもち，必要に応

３６）庄司（２００４）は，「この文書では自治会などの『一旦解体』という表現が用いら
れるなど，従来の地域のガバナンス構造を作り直す強い姿勢が貫かれている」
（p．２４５）と指摘している。

３７）庄司（２００４）p．２４４
３８）庄司（２００４）p．２４５
３９）前田氏へのヒアリング結果による。
４０）下田敏晴氏（鶴ヶ岡振興会元会長）と前田好久氏からの聞き取り結果による。た

だし，小島（２０１０）では，２００９年時点で南丹市からの補助金は各振興会１５０万
円が助成され，振興会の年度予算額は４００万円前後とされている。
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じて柔軟な運用ができる仕組みとなっていた。現在の鶴ヶ岡振興会の年間予

算はおよそ３００万円（内訳：４００円／月・戸，市からの補助金１５０万円）と

なっている。その後，駐在員の職位や人数はその後変遷をたどるが，２０２２

年９月現在も嘱託職員１人が駐在している４１）。振興会発足により，庁内には

課長級職員が一挙に５人増員されたことになる。ただしこの人事変更は，行

政の機構改革として行われたため，美山町議会への説明，報告はあったもの

の，予算面を除き議会での議決を経たものではない。当時町会議員であった

柿迫氏が「タナセンなど住民がこれだけ頑張っているのに行政だけ安閑とし

ていられない，というものがあった」と語るように，行政，議会とも住民の

危機感を共有していた。

一方，地域振興会自体は，制度上の明確な位置づけをもたないまま現在に

至っている４２）。南丹市への合併時に美山町の先駆的取り組みが評価され，合

併協議会で「当分の間（概ね１０年）」存置が決定した。その後，合併から

１０年が経過した際，この「当分の間」が更新されて現在まで存続している

状態にある。このことは，振興会の存続が，南丹市の市民による，地域の状

況に応じた異なる行政資源の配分の受容度合いに大きく依存している状況を

示している。

地域振興会発足時の組織体制は図２のとおりである。地域振興会の体制は

３つの部で構成されている４３）。地域振興会以前の体制である自治会機能を企

画総務部（将来計画の策定，住民要望の時実現，各部の連絡調整，役員人事

など）が，村おこし推進委員会機能を地域振興部（地域産業振興，交流事業

４１）次のように職員の駐在は変化してきた。２００３年１０月から課長級＋嘱託職員，
２００５年４月から課長補佐＋嘱託職員，２００６年１月から職員＋嘱託職員，２００９年
から現行の嘱託職員１名となった。

４２）前田氏，南丹市職員の下田氏へのヒアリング結果による。
４３）美山町（２００４）の「美山町組織再編モデル図」において，タナセンなどの有限会

社は振興会と協力・協働関係にあるオブザーバー（参与）と位置づけられてい
る。また，タナセンがオブザーバーに位置づけられたのは，振興会制度のきっか
けをつくったのが住民出資型有限会社の活動であったからである（南丹市地域振
興課，下田氏）。なお，鶴ヶ岡振興会では会長が認めた場合にオブザーバーが役
員会に出席できるとしている。
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図２ 地域振興会発足時の組織再編モデル（出典：美山町資料より筆者作成）

推進，高齢者・男女共同参画，健康福祉対策）が，公民館機能を生涯学習・

社会教育部（社会教育・体育の推進，文化活動の推進，青少年育成，子育て

支援）が受け持っている。なお，鶴ヶ岡地区の場合，この組織改編により役

員が総勢３０名から８名へと大きくスリム化した。

（５）UIターン者による新たな関係構築の試み

ムラガーレ食堂は，タナセン，振興会の敷地内で月１回オープンしていた

朝市的野外食堂である。この食堂は，「ムラにムラムラ」の朝市プロジェク

トとして発足した。ムラにムラムラとは，鶴ヶ岡小学校の統廃合という大き

な課題に対して，１０代から４０代までの子育て世代と若者による座談会であ

る。２０１４年１２月に３０人が集まって第１回の会合を開き，「どうするどうな

る鶴ヶ岡」，「みんなで鶴ヶ岡を想う」と題した話し合いがおこなわれた。こ

の発起人は５人の若者であり，鶴ヶ岡振興会も後援している。その後，２０１５

年５月に課題解決に向けた４つのプロジェクトを企画し，それを具現化する

ための会合が開かれた。その１つがツーリングのライダーをターゲットとす
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写真２ 現在のムラガーレ食堂外観 ※コロナ禍以降休業している（筆者撮影）

る朝市プロジェクトであった。この朝市プロジェクトがムラガーレ食堂とし

て形を変えて実施されていくことになった。この食堂は，新たな交流と地元

住民がムラがるたまり場であり，地元の若手が創る「ワクワク空間」をつく

ることが意図されていた。プロの料理人が参加し，おしゃれでハイクオリ

ティー，美山の食材にこだわった季節ごとの逸品などを提供した。夜の屋台

（桜や紅葉のライトアップ）やシルバーデー（高齢者割引）なども実施し

た４４）（写真２）。

若者たちの活動は，「でもしか」で生きていくのではなく，自分たちで楽

しく暮らしていきたいという思いと，その動きを波及させていきたい，とい

う思いによって少しずつ広がっていた。近隣には飲み屋もなく，ムラガーレ

食堂が開くいっぱい飲み屋は地域に大きな反響を生んだ。ときには若者が高

齢の客の送迎をしたり，同じ地域に住んでいても普段顔を合わせない人同士

がコミュニケーションしたりする貴重な場であった。地域外からも客が訪れ

るようになり，関係人口を増やす機会としても期待された。当時のムラガー

４４）鶴ヶ岡振興会「究極の田舎京都美山鶴ヶ岡第２部暮らしのてびき編」p．５
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レの収支は黒字であり，事業資金として繰越設備などを買い足した矢先，コ

ロナ禍でやむなく活動中止となった。ただムラガーレ食堂の活動メンバーは

解散しておらず，地域の廃品回収などできる範囲で活動を続け，かつての交

流活動の再開が期待されている。

コロナ禍は，鶴ヶ岡地区の祭りやイベントを中止においやり，タナセンの

駐車場と広場が会場であったため，店舗の売上が大きく落ち込む要因にも

なったと考えられる。ただし，購買部の売上減少は，人口減少と高齢化など

構造的な原因からも検討が必要であろう。そこで次に，鶴ヶ岡地区の人口と

タナセン購買部の売上の相関関係や因果関係について考察していく。

４．鶴ヶ岡地区の人口とタナセン購買部の売上の推移との関連性
京都府南丹市鶴ヶ岡地区の人口（以下：鶴ヶ岡地区人口）は，営業を開始

した２０００年以降，減少傾向にあり，１，１４０人（２００１年時点）から６５２人

（２０２１年時点）へと減少している（図３）。なお，人口は各年３月または４月

時点である。また，タナセン購買部の売上（以下：購買部売上）も４，２２３万

円（２００１年６月決算）から２，４８４万円（２０２１年６月決算）へと減少してい

る。なお，売上の集計は各年７月から翌年６月までの１年分である。例え

ば，２００１年分は２００１年７月から２００２年６月までの集計である。鶴ヶ岡地

図３ 鶴ヶ岡地区人口と購買部売上の推移 出所：鶴ヶ岡振興会資料より筆者作成

売上（円）

購買部売上（円・左軸） 鶴ヶ岡地区人口（人・右軸）

４３６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



区の人口減少とタナセン購買部の売上減少とは正の相関関係がありそうであ

る。購買部の主な客層が地域の高齢者層であることを考慮すれば，購買部売

上は人口の減少によって大きな影響を受けてきたことが推察される。

そこで，「購買部売上」を目的変数とし，「鶴ヶ岡地区人口」を説明変数と

した回帰分析をおこない，その影響を分析した。まず，回帰分析の結果から

R２乗（決定係数）は０．８４９１であった。このことから，人口の増減と売上

の増減との間には正の相関関係があり，その関係性が非常に強いことが確か

められた（図４）。また，P値０．００００００００３０４５は，０．０１未満であることから

説明変数と目的変数との間に関係性がない可能性が１％未満となる。つま

り，説明変数である「鶴ヶ岡地区人口」は，目的変数である「購買部売上」

に関係があることを示している。次に，t値の結果１０．３４３は，自由度１９

（t＞２．８６１，t＜-２．８６１）の有意水準１％で帰無仮説を棄却した。つまり，

「鶴ヶ岡地区人口」の増減は「購買部売上」の増減に影響を与えている可能

性が非常に高いことを示している。なお，回帰式は次のとおりであった。

Y（購買部売上）＝４２８００．１６*Ⅹ（鶴ヶ岡地区人口）-５５９８７９２．３２

タナセン購買部の売上の減少は，鶴ヶ岡地区人口の減少による影響が強い

ことが示された。ただし，南丹市は人口減少と同時に高齢化が進んでおり，

２００６年に合併した旧４町のうち旧美山町が最も高齢化が進んでいる。タナ

図４ 購買部売上と鶴ヶ岡地区人口との相関関係 出所：筆者作成

売上（円）

人口（人）
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センがターゲットにしているのは６０歳以上の鶴ヶ岡地区に住む住人であり，

この年齢層の人口も減少しているかどうか確認したい。

鶴ヶ岡地区の年齢人口分布（６０歳未満，６０歳以上７５歳未満，７５歳以

上）４５）は，入手可能な２００８年以降のデータから検討していく。２００８年３月時

点と２０２２年３月時点を比較すると，６０歳以上６５歳未満の住民は５９人から

６５人，６５歳以上７５歳未満は１２９人から１４１人にいずれも増加している。一

方，７５歳以上は２２６人から１６１人に減少した。そのため，６０歳以上の増減

をみると４７人の減少となる。なお，６０歳未満の人口は５１０人から２８７人へ

と大幅に減少している（図５）。人口減少の影響は，６０歳未満の方により強

くあらわれた可能性がある。ただし，２０２１年と２０２２年を比較すると若干で

はあるが増加している。これはコロナ禍における人口移動が要因となり増加

に転じた可能性が考えられる。

４５）人口分布ごと（６０歳未満，６０歳以上７５歳未満，７５歳以上）に説明変数を分け，
目的変数を購買部売上として重回帰分析もおこなっている。多重共線性（VIF＝
７．５３，１．６０，８．５１）は問題なかった。ただし，t検定とp値の帰無仮説が棄却され
たのは，x１のみであった。なお，６０歳未満x１，７５歳以上x３，６０歳以上７５歳
未満x２の回帰式は次のとおりとなる。
Y＝１．５２１*x１＋０．１２６*x２-０．５９２*x３

図５ 年齢階級別の人口推移 単位：人

出所：鶴ヶ岡振興会資料より筆者作成
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以上のように，タナセンは，採算性度外視でコミュニティのニーズ充足に

優先して取り組んできたこと，その結果，人口減少に伴い売上も減少し，赤

字が常態化していることが明らかとなった。今後，タナセンは売上を増やす

ためにターゲットを変更してサービスや商品もそれに合わせて変更していく

か，鶴ヶ岡振興会が赤字部分を補填するか，店舗を継続させるための検討を

進めている。しかし，本研究の目的はコミュニティの持続可能性にあるた

め，タナセンという事業体単体の分析とともに，タナセンを取り巻く環境，

ここでは地域に関わる諸主体とその関係にも注目していく必要がある。そこ

で，鶴ヶ岡地区のタナセンおよび関連する組織について設立の背景やプロセ

スを分析し，「弱い紐帯型組織」と「強い紐帯型組織」に分類していく。

５．鶴ヶ岡地区のコミュニティビジネスにおける組織の位相
（１）タナセン設立の背景とプロセス

先述のとおり，タナセン設立の背景には，農協支所の移設がある。その経

緯を再度まとめると次のとおりである。

鶴ヶ岡地区での新たなバイパス建設に伴い，鶴ヶ岡地区の住民がバイパス

沿いへの支所移設を農協に要望し，農協は広域合併も視野に入れていたが地

域とのつながりや内部留保があったことから，支所を現在のタナセンの位置

に移設して新築した。その後，農協は広域合併が決まり，支所の統廃合を進

めるなかで鶴ヶ岡支所の閉鎖が決定する。また，農協は新築間もない支所の

有効活用を美山町に相談し，同じころ鶴ヶ岡地区の住民にも支所閉鎖の情報

が伝わった。そこで鶴ヶ岡地区では住民出資によってタナセンを設立し，農

協支所の事業を継承する機運が高まった。その後，農協支所の不動産は美山

町が買い取り，タナセンに無償貸与することが決まる。

店舗の不動産は，農協から美山町が簿価で買い取り，それを住民側に無償

貸与した。この動きについて，当時美山町職員として振興会の初代事務局員

を務めた南丹市地域振興課の下田真徳氏は，「住民が店舗跡地で店を継続さ

せるという動きに対して，行政がお金で買い取ってほしいという態度は，当
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時の美山町であれば絶対とらなかった。過疎地の現状を理解していた。合併

を前に町有財産を増やしていくという状況ではないし，町が店舗を直接運営

することも難しい。町が買い取ってそれを地域に譲れば固定資産税が発生す

る。住民に金銭的負担のない形として無償貸与という方法が必然だった。」

と説明する。このような考えから，不動産の所有者は美山町，タナセンはそ

れを借用する形が選択された。

タナセン設立の呼びかけに応じた住民有志による出資が決まり，その後に

鶴ヶ岡自治会による出資が上乗せされた。その結果，タナセンは自治会から

独立して意思決定できる組織となった。また，前述のように，鶴ヶ岡ふるさ

とサポート便，高齢者等無償移送サービス，除雪代行などのサービスを展開

し，店舗にはコイン精米機，電気自動車急速充電スポットも併設するなど事

業を拡張してきた。ここで重要なのは，このような事業展開が，自治会とタ

ナセンの役員が兼任できず，タナセンが自治会から独立して意思決定できた

からこそ可能となったということである。

さらに，タナセンからはこれまでとは異なるネットワークによる組織も生

まれた。その代表的なプロジェクトが「ムラガーレ食堂」であった。それ

は，タナセンが若手移住者（U・J・Iターンを含む）に依頼して始まった。

ムラガーレ食堂とは，４月から１１月の最終日曜日に朝市的な野外食堂をお

こなうもので常設ではなかった。ただし，花見や紅葉のライトアップ，ハロ

ウィンやお盆のイベントも企画しており，夜の屋台も季節ごとに営業してい

た。また，このときタナセンでは購買部の管理業務を購買部長から若い店員

のチーフに委ねるという決定を行っている。

以上のように，タナセンは住民サービスを実現する主体として住民の出資

によって設立された。また，タナセンの役員は自治会の役員と兼務できない

ことが定められ，独立した意思決定を保つ組織となったことで迅速な意思決

定が可能となった。このことはタナセンが強い紐帯型の現状維持圧力を克服

し，現状変更を可能とする橋渡し型の機能を有する主体としての役割を果た

したと捉えることができる。

４４０ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



ただし，タナセンの事業継承は，美山町役場，農協，自治会との連携なく

しては成り立たなかっただろう４６）。特に農協は自治会と美山町役場との橋渡

し役になったことも大きく影響していた。その結果，タナセンは美山町役場

と農協の支援のなかで不動産の無償の貸し出しと棚卸資産の寄付を受けたの

である４７）。一方，美山町は広域合併を控え，事業継承において地方公社や第

三セクターの設立という方法は選択されなかった４８）。逆に，そのことが結果

としてタナセンを行政から独立した組織にしたともいえる。

（２）鶴ヶ岡地域振興会（行政の役割）

タナセン設立の動きは，鶴ヶ岡自治会だけでなく，行政へも明確な方向づ

けを与えることになった。前述のように，美山町は農協から５店舗（本所と

支所）の不動産を買い取り，それぞれの自治会に無償貸与することにした。

さらに，美山町の行政は住民発意の有限会社設立という取り組みが広がっ

たことで，将来の住民主導による村おこしの方向性が定まったと考えた。そ

して，２００１年に美山町役場は５つの旧村落単位それぞれに地域振興会を設

立し，行政職員を派遣した。それは，行政窓口としての機能だけでなく，自治

会が自ら計画を策定して実施することを行政が支援する仕組みであり，自治

会を村おこしの主体としてバージョンアップしたいという思惑があった４９）。

４６）有限会社の発足は，農協と地域住民が中心となってすすめられ，行政として公式
的な関与はなかったと，今回ヒアリングを行った複数の関係者は口を揃えた。た
だ，法人の立ち上げ事務など，役場職員が公式の事務分掌によらない，いわば裏
の部分としてのサポートがなければ法人設立は難しかったという。

４７）このように，タナセン設立時の動きを見ると，住民側の熱意やニーズの実現のた
めに，行政が必要な支援を行うとともに，議会は予算を通じて民主的正統性を付
与するいわば「三人四脚型」で形になっていったのである。

４８）南丹市地域振興課の下田氏によると，行政出資による第三セクターは選択肢にな
かった。美山町は第三セクターを設立していたが，当時すでにほころびがみえは
じめていたからである。同時に，行政が民間企業であるタナセンを直接支援する
ことも難しかったという。

４９）鶴ヶ岡振興会は２０１３年度に「鶴ヶ岡振興計画」，２０１５年度に「推進プラン」を
策定している。その後，２０２０年に鶴ヶ岡振興計画を改定している。１０年間後を
見据えた計画となっている。
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行政としては，自治会による住民サービスの高度化を目指し，それを役所が

支援する体制をつくったといえる。また，振興会は自治会と比べ，多様な主

体と連携することが必要であり，タナセンも鶴ヶ岡振興会のオブサーバーに

位置づけられた（図２）。

（３）タナセンを取り巻く新たなネットワーク

前述のように，タナセンの発足は，強い紐帯型の自治会から一定程度独立

した意思決定を可能にした。このことが既存のコミュニティのニーズととも

に新たな社会課題の事業化による解決，さらには若手移住者を中心とした弱

い紐帯型のネットワークとの橋渡しにつながっていく。その代表例が「ムラ

ガーレ食堂」であった。ターゲットをコミュニティ内に限定しておらず，関

係人口を増やす機会になった。活動メンバーは，鶴ヶ岡へUIJターンした若

者が中心であることから，鶴ヶ岡地区にとっては弱い紐帯としての新しい関

係をもたらす存在であるといえる。

ただ，ムラガーレ食堂にとって，コミュニティは重要な活動ターゲットで

あった。例えば，「ムラガーレいっぱい飲み屋」は，近隣には飲み屋がない

鶴ヶ岡地区に大きな反響を呼んだという。そのほか，花見や紅葉のライト

アップ，ハロウィンやお盆のイベントも企画しており，夜の屋台も季節ごと

に営業した。企画開催時には，若者が高齢の客の送迎をしたり，同じ地域に

住んでいても普段顔を合わせない人同士がコミュニケーションしたりする貴

重な場でもあったという。また，メンバーがコミュニティの廃品回収の手伝

いにもすすんで参加するなど，その射程は食堂だけでなく多様であるが，い

ずれもコミュニティのニーズに根ざしたものであった。活動が徐々に範囲を

広げていった背景には，「でもしか」で生きていくのではなく，自分たちで

楽しく暮らしていきたいという思いと，その動きを波及させていきたい，と

いう思いがあった。

以上のように，ムラガーレ食堂は地元コミュニティだけでなく，交流人口

をもターゲットとした取り組みであり，地区外の主体と鶴ヶ岡地区をネット
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ワーク化する機能を有していたといえよう。

６．考察
ここまで，鶴ヶ岡地区における諸組織，ネットワークについて調査結果を

踏まえた分析を行ってきた。

地域振興会については野村（２０２１）の指摘するように，「住み続けられる

町づくり」をめざし，これまでの取り組みの継続とともに，高齢者等移送

サービスの充実，地域づくりへの若者の参加促進のほか，今回の調査から鶴

ヶ岡地区の農地の集約的活用に向けた合意形成など，人口減少を食い止め，

担い手を呼び込む方策を進めていることも明らかになった。

農協からタナセンに担い手が代わることにより，購買事業は地域経済を回

すための手段という性質が弱まり，住民生活の利便性・福祉向上の核として

地域における位置づけも変わったと言える。農事部は購買部の運営資金を支

えるとともに，農業の継続を保障することで農家の生きがいにつなげ，福祉

部は元気な高齢者の健康保持とともに，購買部での日用品の買い物へいざ

なった。

タナセンの設立までの経緯を俯瞰すれば，地域の将来を憂えた一部の若手

リーダーたちが，それぞれの有するスキルやネットワークを活用し，地域に

ある様々な資源を総動員することで実現できたものであった。それら資源に

は行政資源，制度も含まれる。住民主導とは言っても，地域振興会事務局に

派遣された役場職員は意図的にその地区出身者が選ばれ，地域のことに精通

し住民と同じ立場で活動に参加していた。言い換えれば，美山町の行政（制

度）と鶴ヶ岡地区は，強い紐帯で結ばれた職員によって媒介され，諸資源へ

のアクセスが開かれたと言えよう。

また，振興会の制度的位置づけが曖昧であることも，裏を返せば目の前に

ある地域課題の解決を優先させてきた結果であるとともに，制度化による形

骸化を避け，その時々の住民の意思に委ねるという，社会資源の限られた農

山村での現実的かつ民主的方法であったとも言える。
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図６ 鶴ヶ岡地域に関わる諸主体の位相 出所：筆者作成

出所：筆者作成

以上の分析を踏まえ，鶴ヶ岡地域に関わる諸主体の有する社会的ネット

ワークと活動の射程・対象を軸として，その位相と，主体間の影響関係を表

すと図６になる。

まず，鶴ヶ岡振興会は，役場窓口としての公的機能と自治会機能を併せ持

つハイブリッド型組織として，コミュニティを対象とした事業を担ってい

る。同時に，地域を代表する組織であり，全員同意による意思決定が基本で

ある。このことからも，強い紐帯型コミュニティサービスを担う主体である

といえる。美山町の描いたモデル図（図２）にあるように，振興会とタナセ

ンとの関係は，振興会が吸い上げた地域ニーズの充足を担う実働部隊（オブ

ザーバー）としてタナセンが位置づけられ，実際に自治会主導では実現が難

しい政府補助金を活用した事業など，課題解決を担ってきた。

次に，タナセンはコミュニティのニーズ充足のためのサービス提供主体と

して発足し，その後の事業でも住民サービスを拡張してきた。また，出資は

住民が自発性に基づきおこなったものであり，法人役員と自治会役員の重複
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を避け，自律的な意思決定を可能とした。つまり，強い紐帯を背景にもちつ

つも，弱い紐帯型コミュニティサービスへの広がりをもつ主体であるといえ

よう。ただ，タナセンは振興会から降りてきた地域ニーズにのみ対処してい

たわけではなく，店舗という存在がUIJターンの若手新住民と既存住民が出

会うフォーカルポイントとして機能し，ムラガーレ食堂や朝市プロジェクト

という活動機会・場の創出に寄与したと考えられる。

最後に，ムラガーレ食堂や朝市プロジェクトは，UIJターンした若者を中

心とした緩やかな人的ネットワークと個人の高い専門性を活かした組織的活

動をおこなっていた。この活動への参加形態は義務的なものではなく，有志

メンバーによる自律的な意思決定をおこなうことが可能であった。自らのコ

ミュニティへの参加や貢献を強く意識しつつも交流人口に地域を開くサービ

スをおこなう主体であり，弱い紐帯型の性格を有していたといえる。朝市プ

ロジェクトは，もともとサービスをコミュニティに限定せず，積極的に外部

に開いたものであり，ここから始まったムラガーレ食堂も既存住民だけでな

く地域外の交流人口も立ち寄ることのできるものであった。このことから，

地域との交流人口創出機能を有していたといえるであろう。

図６では，関係人口を破線で描いている。今回の調査では，創出された交

流人口から関係人口とのつながりの深化を実証できなかったためであるが，

交流人口創出機能を活かした交流イベントなどを重ねていけば，関係の深化

が起こり，関係人口への変容が期待されることを意図したものである。

農山村地域における諸課題の突破口が担い手創出であるとすれば，従来の

研究ではいかに地域外の人口と交流し，関係を深化させていくことができる

かに関する経路はブラックボックスであったと言ってよい。今回の調査によ

り，強い紐帯というネットワークでコミュニティのニーズに対応する地縁組

織（ここでは地域振興会）が，その組織のガバナンスそのものを入れ替える

ことなく，弱い紐帯との接点を有する別組織（ここではタナセンなどの会社

組織）をパートナーとすることでその射程を広げ，関係人口とのつながりを

創出するシステムの存在を顕在化させることができたと考えられる。
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７．結論
本研究は，コミュニティビジネスの主体としてのタナセンをはじめとする

関連諸主体が設立された経緯，これら主体によるサービスの対象者，さらに

主体間に構築されたネットワークという３つの視点のもと，京都府南丹市美

山町鶴ヶ岡地区のまちづくりを事例として，各主体の事業内容と意思決定の

あり方を分析した上で，各主体が有する社会的ネットワークの性質と活動の

射程・対象によって類型化をおこなうことで中山間地域のコミュニティビジ

ネスがコミュニティの持続可能性に資する経路を明らかにしたものである。

本研究により得られた結果を以下にまとめる。

まず，鶴ヶ岡振興会は強い紐帯型のコミュニティサービスをおこなう主体

である。鶴ヶ岡振興会は，自治会を母体とする組織であり，住民同意で事業

を進める主体であった。この両組織が互いの役割・機能を明確にし，共存す

る形で事業を推進してきたのである。

次に，タナセンは弱い紐帯型のコミュニティサービスをおこなう主体で

あった。鶴ヶ岡地区では，タナセンを設立することで意思決定を独立させて

まちづくりを実践してきた。すなわち，鶴ヶ岡地区のまちづくりはタナセン

の機能を活かすことで，自治会の活動だけでなく，農業事業と福祉事業の推

進，ムラガーレ食堂へとつながっていった。

最後に，ムラガーレ食堂は弱い紐帯型の交流人口サービスをおこなう主体

であった。なお，ムラガーレ食堂はコミュニティをも活動の射程に含めるこ

とで，交流人口とコミュニティとの接点を創出するサービス提供主体であっ

た。

今回行った類型化により，従来のコミュニティビジネス研究では明らかに

されてこなかった，強い紐帯型の地縁団体が外部人材と関係を創出する経路

を分析することが可能となった。つまり，強い紐帯というネットワークでコ

ミュニティのニーズに対応する地縁組織が，その組織のガバナンスそのもの

を入れ替えることなく，弱い紐帯との接点を有する別組織をパートナーとす

ることでその射程を広げ，関係人口とのつながりを創出するシステムの存在

４４６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



を顕在化させることができた。このことは，ともすればこれまで累々と受け

継がれてきた農山村の維持システムを閉鎖的，封建的と否定するのではな

く，地域における不可欠のプレーヤーとして，その意義を再評価するととも

に，それらシステム全体の持続可能性を高めるものとしてコミュニティビジ

ネスを位置づけることで，新たな視座を提示できたものと考えられる。

一方，本論では扱えなかったこととして，今般のコロナ禍による活動の中

断，タナセンの組織改編，外部企業との提携など，現在進行形ですすむ鶴ヶ

岡地域の動態を踏まえた分析とともに，地域と接点をもった交流人口が関係

人口や定住人口に与える影響，そのメカニズムを明らかにすることが課題と

して挙げられる。

タナセンは経営的に赤字計上が続き，法人である以上，赤字のまま組織を

存続させることはできず，清算やむなしとの認識も強かった５０）。実際，２０２２

年度の株主総会にて，購買部のみを残し，農事部，福祉部の休止が決定され

た。ヒアリング調査で柿迫氏は，「農事部休止により，広域営農組合をまと

める存在はなくなる。今後は各営農組合の判断で決めていくことになる。い

ま，経験保全も含めいちばん大事なとき。そのタイミングで休止となり，こ

れは大変な状況」と認識しており，農地保全への不安要因は解消されていな

い。

さらに鶴ヶ岡振興会は，２０２２年度の事業計画において「転出等による空

き家を資源として有効活用し，移住者を迎え入れ，地域の活性化を図りま

す。そのために，南丹市と連携して国の補助事業（観光庁：地域と一体と

なった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業）に応募し，地域に

新たな魅力を生み出すための空き家を活用した宿泊施設やレストランなど整

備・運営する「鶴ヶ岡まちづくり株式会社（仮称）」の設立に向けて取組み

５０）川勝氏は「平均２５００万円の売上の場合，２０％の利益がでるとすれば粗利が５００
万円，固定経費が１２０～１３０万円なので，３７０～３８０万円であれば店舗の人件費は
十分ペイできる。大きな収益にはならないが最低限のものは維持できる」との店
舗経営継続の見込みも示しているが，今後人口減少が続くなかで新たなマーケ
ティングを図らなければ，近く限界が来る事実に変わりはないと考えられる。
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ます。」としており，交流人口の増加を目的としたまちづくり会社の設立を

明記している。

２０２２年９月時点で観光庁の支援事業は，南丹市美山町を採択している５１）。

この事業は，株式会社NOTE５２）と連携して古民家をリノベーションし，宿泊

と体験の場をつくろうとする計画である。南丹市は地域振興会と連携して計

画を策定し，宿泊施設だけでなく，そのロビー機能をタナセンが受託するこ

とで継続的な収入源とすることを検討している。この計画は，これまで鶴ヶ

岡振興会やタナセンによる主にコミュニティを対象としたサービスの，交流

人口対象のサービスへの拡張を意味している。また，交流人口の増加による

雇用拡大を期待するものであり，仮に新たにまちづくり会社が設立されれば

弱い紐帯型の組織になる可能性が高いだろう。これらの分析についても今後

の研究課題としたい。
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Entity Formation and Inter-Organizational Topology
of a Community Business

A Case Study of Tsurugaoka District, Miyama Town,
Nantan City

KAZAOKA Muneto
SUMIYA Yoshinori

The purpose of this study is to elucidate the characteristics and
management status of actors that provide goods and services through
community businesses and clarify how such businesses enhance the
sustainability of communities in mountainous areas. This case analysis
considers the village revitalization of Miyama-cho (now Nantan-shi), Kyoto
Prefecture. Many studies have focused on this topic; however, the current
study highlights a fresh perspective in this field. . Earlier research
emphasizes business objectives rather than profitability in the context of
replacement of welfare and administrative services by community
businesses. In these studies, we cannot find any perspective on the type of
efforts and collaboration made by the main body of community businesses
to raise the stage from Kouryu-jinkou (people who visit the area as tourists
and are not permanent residents) to Teiju-jinkou (permanent residents) to
secure the main body of regional revitalization. Therefore, in this study,
which is based on the theory by Granovetter, we focus on the ties involved
in the formation of the entity of a community business. We identified and
analyzed the following three problems: how the entity was established, who
the target audience for the service was, and what kind of network was
built between the entities of the community business. Based on the results
of our analysis on each entity’s business content and decision-making
process, we categorized the nature of entities’ social network and the scope

コミュニティビジネスによる主体形成と組織間の位相 ４５１



and target of their activities. In this manner, we clarified the path through
which the community business contributes to the community’s
sustainability in the mountainous area. The typification carried out in this
study makes it possible to analyze the path through which community
groups with strong ties create relationships with Kankei-jinkou (an outsider
with a persistent interest and involvement in a particular area). This
typification remains unclarified by conventional community business
research. In other words, a regional organization that responds to a
community’s needs with a network of strong ties does not change its
nature. In this study, we actualized the existence of a system that created
connections between people. The study results do not deny the importance
of the rural maintenance system, which has been handed down through
generations, on the grounds that it is closed and feudal but reevaluate its
significance as an indispensable regional player. By positioning community
businesses as actors that enhance the sustainability of the entire system,
we could present a new perspective in community business research.
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はじめに
ラオス経済（人口約７２８万人，２０２０年）は２０１０年代後半から７％を超え

るような成長は困難となり，コロナ禍による打撃が加わって，成長最優先か

ら「持続可能，かつ安定的な経済発展」戦略への大転換の中にある。日本の

対ラオスODA（政府開発援助）はDAC（開発援助委員会）諸国の中では

トップドナーの地位を保持し，ラオスの経済発展に一定の貢献をしてきた。

ラオスと日本は経済的にきわめて密接な関係にあり，日本にとって貿易相手

国，直接投資先として高い重要性を持つから，日本のODAがラオス経済の

持続的発展や社会の安定に貢献することは日本にとっても大きな意義を持

つ。しかし対ラオスODAに関する包括的研究は，外務省の第三者機関によ

る「国別評価報告書」を除いてほとんどないと思われる１）。

ODAの研究は５～１０年といった中長期的視点がきわめて重要である。災

害や武力紛争に伴う食糧援助や人道援助は，緊急，短時日に成果が求められ

るものの，インフラ整備や教育改善などのODAは道路・橋梁にしても学校

建設にしても，計画から施設の完成まで複数年を要するし，ソフトの支援や

関連事業をともなって一定の成果を確認できるからである。加えて国際的な

経済統合が取り組まれている今日では，周辺諸国を含む国際地域との関係と

ラオス経済の転換と日本のODA

１）外務省への第三者評価報告書，ODA評価有識者会議（２００５），佐藤 仁（２０１４），
林 薫（２０１５）等がある。

キーワード：LDC，開発協力，経済社会インフラ，人材育成，不均整成長論

内 山 怜 和

４５３



いう研究視点が不可欠である。ラオスはASEAN（東南アジア諸国連合）の

経済統合が進展する中にあり，とりわけメコン圏諸国との連結性拡充に取り

組んでいるから，特に当てはまるといえる。

もう一つの重要な視点は，先進工業国と開発途上国が密接な相互依存関係

にあり，前者が後者から多大な利益を得ていることである。ODAは前者か

ら後者への国際的な所得移転であり，途上国の貧困削減や経済開発に寄与す

るが，他方で先進国は途上国からエネルギーや鉱産物，農産物などを輸入

し，また途上国は先進国の資本の直接投資先である。先進国はこれらを通じ

て多大な恩恵を享受するから，このことがODAの根拠となる。

本稿は第１に，ODA研究の基礎となる近年のラオス経済の特徴と課題を

総括する。新世紀以降ラオス経済は高度成長を実現してきたが，２０１０年代

後半には，大転換を迫られ，新たな方向の模索の中にある。第２に，２０１０

年代を中心に日本の対ラオスODAの展開を分析するとともに，ラオス経済

の安定的発展に積極的に貢献するための課題を明らかにする。

１．ラオス経済の高度成長と迫られる大転換
１．１ ラオス経済の高度成長とその構造

日本のODAは当該時期，及び中長期的にラオスの経済・社会が直面する

課題に対応し，その解決に資するように実施されてきた。その前提となって

いる経済動向について，市場経済の導入が本格化する１９９０年代から今日ま

でを整理する。

１９６０年代から１９７０年代にかけての内戦の結果，１９７５年に王政が廃止され

てラオス人民民主共和国が成立し，中央指令型計画経済が採用された。しか

しそれは事実上失敗し，ラオス政府は１９７９年末に市場経済原理の容認に踏

み切り，１９８６年にはチンタナカーン・マイ（新思考）というスローガン，

「新経済管理メカニズム」という名の下に市場経済の導入を打ち出す。そし

てソ連邦を中心とした対外関係から全方位の対外関係に転換し，外国投資法

の制定（１９８８年）によって近隣諸国や西側諸国からの外資導入を可能にし
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５カ年計画 期間（年）
成長率（％） １人あたりＧＤＰ（ドル）

目標 実績 目標 実績
第５次 ２００１～２００５ ７．０－７．５％ ６．４ ５００－５５０ ４１３
第６次 ２００６～２０１０ ７．５－８．０％ ８．０ ７００－７５０ ９４０
第７次 ２０１１～２０１５ ８．０％以上 ７．７ １，７００ １，７９１
第８次 ２０１６～２０２０ ７．５％以上 ５．１ ３，１９０ ２，５０１
第９次 ２０２１～２０２５ ４．０％以上 － ２，８８７ －

〔表１〕５カ年計画における経済成長の目標と実績

出所：山田紀彦（２０２１）とIMF統計をもとに筆者作成。

た。それが本格化するのは１９９１年に建国後初めて制定した憲法において，

市場経済中心の経済システムの構築（第１６条）が明記され，市場経済化，

資本制経済への移行を促進する多様な政策が実行されてからである。ラオス

憲法の制定は建国後の大きな分岐点をなすものであり，その後の経済成長や

人々の所得増加・消費拡大を支える法制上の土台となった２）。１９９６年の第６

回党大会では２０２０年のLDC（後発開発途上国）脱却を目標に掲げ，ついで

１９９７年にASEANに，２０１３年にはWTO（世界貿易機関）に加盟した。

憲法制定の１９９１年から２０１０年代中葉の四半世紀にわたって，ラオス経済

は６～８％台という高い経済成長を実現する。この高度成長は「経済・社会

開発５カ年計画（以下，５カ年計画と呼ぶ）」に示された経済開発最優先，

市場経済化，外資導入の政策体系の実施によって可能になった。５カ年計画

は人民革命党の５年ごとに行われる党大会で採択され，国民議会（国会）の

承認を受ける。第６回党大会（１９９６年）で採択された「第４次５カ年計画

（１９９６～２０００年）」は「２０２０年までのLDC脱却」という目標を示し，経済開

発，経済成長最優先の政策を展開する。以下，第５次～第９次の５カ年計画

と実績は〔表１〕の通りであった。

２）山田紀彦（２０１８）の評価に基づく。同書pp．１１２-１１３参照。山田はまた「憲法制
定がラオスにとって戦後脱却と本格的な国民国家建設の開始を意味する」と指摘
している。
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〔図１〕経済規模の拡大と成長率の推移（１９９０～２０２０年）

出所：IMF, World Economic Outlook Database, October 2022．より筆者作成。

１９９０年代から２０１０年代中葉に至る年６～８％台の高度成長は２つに時期

区分できる。１９９０年代から２００３年ごろまで（第１期）と２００４年以降２０１０

年代中葉まで（第２期）である。第１期は１９９７年のアジア通貨危機の影響

を受けた年度を除いて６％台の成長率を実現した時期である。留意しておき

たいのは，同通貨危機でラオスの通貨キープが暴落したため１９９８年以降の

数年間，米ドル表示での名目GDPが１９９７年より低位だということである。

２００４年以降の第２期には７～８％台の成長を実現するとともに，第１期に比

して経済規模が相当水準に達した下での成長であるから，付加価値や所得の

増加の絶対的規模もきわめて大きくなる。以下，ドルは特に断らない限り米

ドルを指す。（〔図１〕参照）

アジア通貨危機の影響で１９９８，９９年の実質GDP年成長率が４％台，２００１

年に同４．８％であったものの，１９９０年代から２００３年まで概ね６％以上の年

成長率を実現した。GDPの規模が相当大きくなった下で，２００４年以降２０１６

年まで，７～８％台の成長率を達成し，２００６年，２０１０年，２０１３年には８％超

であった。

GDPについては，第１期の平均成長率６．０％，GDPは最大の１９９６年に

１９９０年比２．１４倍，１人当たりGDPは同１．８２倍であった。これに対して第２
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第１期（１９９１年～２００３年） 第２期（２００４年～２０１６年） 現在
比較年 １９９０ １９９６ ２００３ ２０１６ ２０２０

年平均成長率（％） ６．０（第１期） ７．７（第２期）
名目ＧＤＰ（億ドル） １７．４（指数１００） ３７．３（指数２１４） ２２．６（指数１００） １５９．１（指数７０４） １８５．２（指数８１９）

１人あたりＧＤＰ（ドル） ４１４（指数１００）７５４（指数１８２）４０５（指数１００）２３２３（指数５７４） ２５４６（指数６４７）

〔表２〕高度成長の第１期と第２期の変化

出所：〔表１〕に同じ。

期の１３年間にそれぞれ７．７％，７．０４倍，５．７４倍に達した。第２期の経済成

長期に経済規模や１人当たりGDPの増大は所得や消費水準の上昇がいかに

大きかったかということを示している。（〔表２〕参照）

四半世紀にわたる，特に新世紀以降の高度成長は銅鉱などの鉱山開発と水

力発電開発にけん引された。一般に開発途上国では産業構造や就業人口にお

いて農林水産業のウェイトが著しく大きいが，経済発展とともにそのウェイ

トを低下させ，商工サービス業のウェイトが高まる。ラオス経済は１９９０年

代にも高い成長を遂げたとはいえ，農林水産業のGDP構成比は２０００年には

なお５０％を超える水準にあった。しかし以後経済成長とともに低下を続け

て２０１０年には３０％を切り（２８．９％），２０１５年以降１６～１７％台（２０２０年

１６．５％）の水準となっている。これに対して鉱業は２０００年に０．５％にすぎ

なかったものが，年々ウェイトを高め，２０１５年に６．８％（２０２０年には４．６％

に低下）を占める。電力産業（水力発電）は２０００年の３．１％から年々構成

比を高め２０１５年に６．８％，２０２０年には１１．７％までを占めるに至る。このほ

かに経済成長とともにウェイトを高めてきた産業は次のものであり，２０２０

年に製造業８．４％，建設業８．６％，卸小売業１１．８％，金融業３．３％の構成比

となっている。（〔図２〕参照）

重要なことは鉱物資源と電力が主要な輸出品であり，これで獲得した外貨

によって工業化や生産性向上に不可欠な機械製品や車両，エネルギー（燃

料）などの輸入を可能にしたことである。輸出規模が５．５億ドルであった

２００５年，鉱石と電力の輸出は全体の約６０％（鉱石３９．２％，電力２０．０％）
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１７．５億ドルに伸長した２０１０年には両者の計４６．６％（鉱石３６．８％，電力

９．８％）を占める。２０１０年代後半には両者の輸出全体に占めるウェイトは

２０１９年（４８．８％）を除いて５３～５７％（２０１６年５７．３％）に達する。銅鉱石な

ど一次産品は国際市況の影響を強く受けるために輸出量や金額は変動しやす

い面があるものの，２０１９年までは第１位の構成比を占めていた。輸出に占

めるウェイトは２５～４０％と幅があり，２０１０年代後半には２６～３３％（２０１６

年に全輸出４２．４億ドルの３２．８％，２０１９年に同５８．１億ドルの２５．９％）であ

る。これに対して電力輸出はダム・発電所の完成，稼働によって輸出量，金

額とも増勢にあり，２０１０年の１０％弱（９．８％）から２０１５年に１４．２％，２０１６

～２０１８年２４～２６％台に増加した。２０２０年からは第１位の輸出品となり，全

輸出６１．１億ドルの３０％を超えた。（〔図３〕参照）

ラオスの貿易は入超（後述）が続いているが，同時期の主要輸入品は原油

燃料，機械・機械設備，電気機械，車両，鉄鋼，食品飲料医薬品などであ

り，これらで輸入の７０％以上（２０２０年は６６．９％）を占める。（〔図４〕参

照）

鉱山開発や水力発電開発を最優先した政府の政策は外資導入（外国直接投

資，FDI）をテコとして遂行された。ラオスでは２０００年から２０１１年の１２

年間の投資額（認可ベース）は１８４．０４億ドルである。このうち国内資本は

４４．６４億ドル（うち政府分，１１．７８億ドル），全投資の２４．３％を占めるにす

〔図２〕ラオスの産業別GDP構成比の推移（２０００～２０２０年） 単位：兆キープ，％

出所：Lao Statistics Bureau（各年版）STATISTICAL YEARBOOK.より筆者作成。
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ぎないのに対して外国資本の直接投資（FDI）は１３９．３９億ドル，全投資の

７５．７％，ほぼ４分の３を占める。業種別では銅山開発などの鉱業部門が最大

であり，外資を中心に５０．１１億ドル（２２０件，全投資の２７．２％）が投資され

た。このうち国内資本は１０．３１億ドル，全体の約５分の１（２０．６％）である

が，外資は３９．７９億ドル，全体の８０％近く（７９．４％）を占める。次に電力

部門，すなわちダム建設を含む水力発電への投資が４３．９３億ドル（２４件，

全投資の２３．９％），このうち国内資本は１２．４１億ドル（うち政府投資１０．１３

〔図３〕ラオスの輸出額と主要輸出品目の動向

出所：Bank of the LAO PDR（各年版）ANNUAL ECONOMIC REPORT.より筆者作成。

〔図４〕近年のラオスの主要輸入品目と輸入額（２０１６～２０２０年）

出所：〔図３〕に同じ。
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業種 件数
投資額
億ドル

（構成比％）

国内資本
億ドル 外国資本

億ドル
民間 政府

鉱業 ２２０ ５０．１１（２７．２） ９．９４ ０．３７ ３９．７９
電力 ２４ ４３．９３（２３．９） ２．２８ １０．１３ ３１．５２
農業 ８８０ ２５．３６（１３．８） ４．０１ ０．０６ ２１．２８
サービス ５６１ ２２．５９（１２．３） ３．９８ ０．７３ １７．８８
手工業 ８１３ １９．１８（１０．４） ５．９２ ０．１７ １３．０９
建設 １１２ ６．６８（ ３．６） １．５９ ０．１２ ４．９７

ホテル・レストラン ３８０ ５．６７（ ３．１） ２．３７ ０．１１ ３．１９
商業 ２４７ ２．４４（ １．３） ０．８８ ０．０００９ １．５６
金融 １８ ２．４１（ １．３） ０．１７ － ２．２３
木工業 １８１ ２．３６（ １．３） ０．８１ ０．０３ １．５２
通信 １４ １．３５（ ０．７） ０．４５ ０．０５ ０．８４
保健衛生 １２ ０．６３（ ０．３） ０．４５ － ０．５２

コンサルティング １３５ ０．６０（ ０．３） ０．１１ － ０．４３
衣料 ４７ ０．４１（ ０．２） ０．１６ － ０．３６
教育 ７６ ０．３１（ ０．２） ０．０５ － ０．１８
合計 ３７２ １８４．０４（１００） ３２．８６ １１．７８ １３９．３９

〔表３〕業種別投資額（認可ベース，２０００～２０１１年）

出所：Laos Ministry of Planning and Investment．（ラオス計画投資省）より筆者作成。

億ドル），全体の２８．２％に対し，外資は３１．５２億ドル，７１．８％にのぼる。

鉱山開発，水力発電への投資の合計は９４．０４億ドル，全投資の５０％以上

（５１．１％）であるが，このうち外資は７１．３１億ドル，両部門への投資の

７５．８％を占める３）。２００５～２０１０年の外資投資額は９０億ドル余，両部門への

投資額はその４５．５％，２０１１～２０１５年は約６５億ドルのうち，両部門は

６７．０％に達した４）。（〔表３〕参照）

３）外資のラオスへの直接投資はビエンチャン，サバナケット，パクセーなどに設け
られた経済特区中心に行われ，進出した日本企業の多くもそこに立地した。２０００
~２０１１年のラオスの投資構造，外資のウェイトについて詳しくは内山怜和
（２０１４）pp．６３-６６を参照。

４）山田紀彦（２０２１）p．５。同氏によると，２０１６~２０１９年の外資認可額は１５０億ドル
強と急増した（うち鉱山，水力発電の両部門は３３．１％）が，２０１０年代後半ラオ
ス経済は成長率が低下トレンドに入っているから，外資の実際の投資については
検証が必要である。
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同期間に投資額の第３位は農業２５．３６億ドル，全投資の１３．８％，４位は

サービス業２２．５９億ドル，同１２．３％，５位手工業１９．１８億ドル，同１０．４％，

３～５位の計は６７．１３億ドル，同３６．５％である。このうち外資は農業２１．２８

億ドル，サービス業１７．８８億ドル，手工業１３．０９億ドル，３者の外資計

５２．２５億ドルは投資額の７７．８％である。鉱山業，水力発電と合わせた５つ

の産業への投資額は，全投資の８７．６％に達するが，このうち外資は７６．６％

（１２３．５６億ドル）を占めたのである。

外資の国別投資額ではこの期間，１位ベトナム４７．７０億ドル，構成比

３４．２％，２位中国３４．２８億ドル，同２４．６％，３位タイ２８．５４億ドル，同

２０．１％であり，上位３カ国で１１０．５２億ドル，約８０％（７９．３％）を占める。

投資件数はベトナム４１０件，タイ５１９件に対して中国は７２１件であるから，

この時期中国の１件あたりの投資規模は相対的に小さかったといえる。４位

は韓国（５．９６億ドル），５位フランス（４．７５億ドル），６位日本（３．４８億ド

ル），３カ国の小計は１４．１９億ドル，同１０．２％である。したがって上位６カ

国の全外資投資額に占めるウェイトは９０％近く（８９．５％）に達する。

中国企業のラオスへの直接投資は他のメコン圏諸国へと同様，２０００年代

中葉以降，急増する。山田紀彦（２０２１）の研究は中国のラオスへの直接投資

額や全外資に占める割合を示して，その特徴を明らかにした。１９８９年から

２０１５年までの投資額は認可ベースで５４．８０億ドル，このうち１９８９年から

２００４年までは１．４５億ドルにすぎなかったのに対し，２００５～２０１５年に５３．３５

億ドルと総額の約９７％が集中する。また２００５～２０１０年の直接投資総額

９１．３億ドルのうち，中国からは２８．０億ドル，全体の３０．７％，２０１１～２０１５年

には総額６４．８億ドルのうち中国からは２５．４億ドル，同３９．１％を占めた５）。

ラオス中国合弁の３大インフラ事業の概要は〔表４〕の通りである６）。

５）山田紀彦（２０２１）p．７。同氏はこれに続いて，投資の増加に伴って貿易や経済協
力関係も深まったことに言及し，次のように述べている。「中国との経済関係の
深化はラオスの高度経済成長を下支えする重要な要素であった。そして中国は現
在に至るまで，ラオスの経済開発にとって欠かせない存在であり続けている」同
p．９。２０００年代後半の中国の投資動向は，山田紀彦（２０１２）を参照。

６）水野兼悟（２０２１）p．８８の表２にもとづく。
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高速鉄道４２２㎞
（ビエンチャン─ボーテン間）

事業費５９億ドル，資本金２４億ドル，うちラオス国
有鉄道出資分７．３億ドル（３０％），このうちラオス
政府が中国進出口銀行から４．８億ドルの借入，２０１６
年末着工，２０２１年１２月開業，ラオス側中国進出口
銀行より３５億ドルの借入（５年据え置き，２５年間，
利子２．３％）。

高速道路 第１区間１１０㎞
（ビエンチャン─バンビエン間）

事業費１２億ドル，資本金不明，うちラオス側出資
分５％，２０１８年末着工，２０２０年１月開業，全４区
間のうち第２区間（バンビエン─ルアンパバーン），
第３区間（ルアンパバーン─ウドムサイ）は２０２０
年１２月に事業認可。

基幹送電線

事業費２０億ドル，資本金不明，うちラオス電力公
団１０％出資，ラオス政府は２０１８年，５送電事業で
中国進出口銀行などからの１７億ドル借入を承認，
２０２０年後半着工，２０２２年より開業予定。

〔表４〕中国政府の開発協力の代表例

出所：水野兼悟（２０２１）より筆者作成。

このような大規模プロジェクトにおけるラオス側の債務負担は決して小さ

くない。ラオスが債務不履行のリスクに直面するような場合，ラオスの中国

に対する経済的外交的従属が強まりかねないと危惧される。

高度成長期，ラオスの貿易は拡大するが，輸出入の構造に表れているよう

に外資の直接投資にけん引されたものであり，相手国は投資国の構成とほぼ

同じでタイ，中国，ベトナムが圧倒的ウェイトを持つ。輸出品は銅などの鉱

産物，電力，ほかには木材などが中心であり，輸入品は燃料・ガス，車両，

機械類，電子機器，鉄鋼・鉄鋼製品が大きなウェイトを占める。

すなわち，外資の活用による鉱物資源・水力発電開発とその輸出は資本財

や自動車・耐久消費財の輸入を可能にするとともに，雇用の増加，所得の向

上，国内消費市場の拡大をもたらし，開発や経済成長の循環を可能にしたと

いうことである。しかし貿易は拡大したものの，貿易収支が概ね大幅な赤字

を計上してきたことに注意しておかねばならない。

１．２ ラオス経済の大転換とその要因

このような成長の循環は，２０１５年ごろまでは機能してきたといえるが，
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他方でこの過程は債務や財政赤字の累積，都市農村間の経済格差，都市内部

での所得格差の拡大，環境破壊の深刻化をもたらし，それまでの成長メカニ

ズムは限界に逢着する。このことは，ラオス政府にも次第に認識されるよう

になり，「経済開発最優先から持続可能な経済開発，社会の安定に重点を置

く経済戦略」に大転換するに至ったのである。２０２１年１月のラオス人民革

命党第１１回党大会や国民議会（同年３月）はこの大転換を公式に決定して

いる。「第９次経済・社会開発５カ年計画（２０２１～２０２５年度）」における

GDP成長率の目標値は第８次５カ年計画の７．５％から「４％以上」に引き下

げられ，貧困解消や財政改革などを重視した。２０１６年の前回大会で提起さ

れた「２０３０年までの上位中所得国入り」という目標は，棚上げされた７）。

ラオス経済の大転換が不可避となった要因は次の３点にまとめられる。こ

の整理は山田紀彦（２０２１），南波聖太郎（２０２２）が数値指標を示して分析し

た研究を参考にしている８）。第１に慢性的な財政と貿易収支の赤字が続き，

経済規模に比して膨大な対外債務の累積によって外資依存，電力・資源産業

に偏重した産業構造を基礎とする成長が不可能になったことである。財政赤

字は２０１６～２０２０年には年平均対GDP比４．７３％である。税制の制度改革や

税務行政の改善を推進しているものの，必ずしも税収増につながらず，大型

インフラ・プロジェクトの見直しや公務員削減などによる財政構造の改善は

十分な成果をあげていないためである。ラオスの公的債務残高は２０１０年代

一貫して増大傾向をたどり，２０１１年の対GDP比４３．０％から，２０２０年には

同８２．８％に達した。公的債務の約９割が対外債務，外貨建てであり，その

７）ラオスの党やラオス政府が高度成長政策の転換を明確に表明するのは１１回党大
会や国民議会での政治報告，「第９次５カ年計画」（２０２１年）においてである。
この認識は経済社会の冷静な分析から２０１０年代後半の進行とともに成熟してい
たとみられるが，遅きに失したきらいがある。すでに２０１０年代中葉には対外債
務や貿易赤字の累積，経済格差などの問題が相当に深刻化していたからである。

８）山田紀彦（２０２１）は，ラオスの党と政府の政策大転換の要因について，ラオス人
民革命党と政府を取り巻く環境のきびしい困難という表現で，次の４つをあげて
いる。党・国家公務員による汚職・不正問題，若者世代の体制離れ，財政赤字・
公的債務の累積，経済格差の拡大であり，数値指標によってその深刻さを明らか
にしている。詳しくは同論文pp．１０-１７参照。
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〔図５〕ラオス政府の債務増大（２００１～２０２０年）

出所：IMF, World Economic Outlook Database, October 2022.より筆者作成。

約５１％は中国への債務である９）。中位所得国への発展には労働集約型産業や

付加価値の高い工業のような比較優位産業の育成，創出が欠かせないが，こ

の間の高度成長でこれが十分果たせなかったことが，債務危機の根底にあ

る。ラオスのような人口７２０万人余の小国でこれを実現することは決して容

易ではないが，基本的課題として存在し続けている１０）。（図５参照）

第２に都市農村の地域格差，所得格差を中心とする経済格差の拡大が深刻

化し，しかも政府のガバナンスが脆弱で格差を緩和，改善する政策能力が十

分ではないことである。高度成長で，１人当たりGDPや平均所得水準が向上

したものの，その恩恵は主要都市や経済特区周辺に偏り，広範な小都市，農

村部には及んでいない。２０１０年代中葉以降はビエンチャンなど主要都市内，

小都市，農村地域内でも格差が顕著になり，大量の低所得層には雇用や所得

９）水野兼悟（２０２１）pp．８６-８７。南波聖太郎（２０２２）によると公的債務（２０２１年
末）は１４０億ドル，うち対外債務は１３０億ドルに達し，これに対してラオス政府
は「経済財政問題の解決に関する国家的議題」（２０２１年８月，国会で採択）にお
いて，２０２３年までに公的債務残高の対GDP比率を７２．０％から６４．５％に，対外
債務残高を６７．０％から５５．４％に引き下げることを目標に掲げて取り組んでい
る。同論文p．２４３参照。

１０）ハーシュマンの不均整成長理論に基づく比較優位産業育成の理論について詳しく
は，内山怜和（２０１４）第２章（pp．２８-４７）参照。
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の増加はごく限られていた。このために，不可避的に農村部の人々や都市内

の低所得層の政府や都市富裕層に対する不満，批判はきわめて強い１１）。

第３に成長に伴う富の分配をめぐって，独占的な許認可権を持つ党や政府

の幹部による汚職・腐敗が多発し，特に２０１０年代以降急増していることで

ある。２００１～２０１６年（１６年間）までに処分を受けた党員数は２，７２３人（年

平均１７０人），除名は１，４４０人（同９０人）であったのに対し，２０１６～２０２０

年の５年間に処分を受けた党員数３，２００人（同６４０人），除名は１，７９１人

（同３５８人）に上る１２）。２０２１年の第１１回党大会の政治報告において，ブン

ニャン書記長（当時）は「自覚を欠き，自己変革を受け入れない党は，最終

的に遅れた党となり，大衆の支持や信頼を失う」と強い危機感を表明し，そ

の根絶への決意を示したほどである。金額の大きい，悪質な汚職は一党支配

の下でも摘発，処罰されるとはいえ，行政には多様な許認可権があり，これ

を用いた灰色の汚職，不正などのチェックが十分機能していないことにも注

意する必要がある。

さらに工業開発や水力発電に伴う大量のダム建設によって環境破壊が進行

し，台風や水害などの災害時に被害が大きくなっていることも成長の重要な

制約要因であると考えられるが，ここではこの点を指摘するにとどめる。

このようなラオス経済の高度成長とそれが限界に達し，大転換の中にある

近年の動向をふまえ，以下日本の対ラオスODAの特徴や課題を分析，考察

する。

２．日本の対ラオスODAの地位
２．１ 日本のODAの動向

今日の段階における日本の対ラオスODA（政府開発援助）の地位を確認

１１）山田紀彦（２０２１）によると，ジニ係数は２００２／０３年度の０．３２６から上昇を続け，
２０１７／１８年度には０．３８８に達したと指摘している。また２０２０年の失業率は２５％
まで悪化し，貧困率が１．７％上昇するとの世界銀行の推計を紹介している。同論
文p．１４参照。

１２）山田紀彦（２０２１）p．１１参照。
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するために，ODA全体の動向，対ASEAN，対メコン圏諸国へのODAの概

況を近年の数値について整理する。日本のODAの規模や二国間ODAは，円

表記と国際比較の可能なドル表記で見る必要がある。まず日本の財政におけ

る規模を見る。会計年度の予算ベースで２０１１年以降，５，４００億円～５，７００億

円で推移してきた。１９９３年から２００１年までは１兆円（ピークの１９９７年１

兆１，６８７億円）を超えていたから，２０１０年代はその５０％前後である。２０２２

年度ODA予算（一般会計）は５，６１２億円，主に無償資金協力，技術協力な

どの贈与（二国間，及び国際機関への拠出・出資）に充てられ，一般歳出

６７．３７兆円（政府活動に充てられる経費，予算総額から国債費，地方財政費

を控除した金額）におけるウェイト，０．８％である。加えて，財政投融資か

らあてられる有償資金協力（借款，国際機関の出資国債を含む）は１兆

４，２６７億円（貸付総額から回収額７，１５４億円を控除した純額は７，１１３億円）

である。贈与と借款を加えた事業規模（予算）は２兆２，８９０億円（純額ベー

スでは１兆５，７３６億円）である。（財務省，２０２２年度予算資料による）

次にOECD（経済協力開発機構）のDAC（開発援助委員会）が発表する

ドル表示を見る。２０２０年（暦年）の日本について無償資金協力，技術協力

からなる贈与（国際機関経由を含む）は５４．６８億ドル（円ベース５，８３８億

円），二国間，国際機関向けからなる有償資金協力１３）は１０７．９１億ドル（贈与

相当額ベース，１兆４，０７１億円），両者の計は１６２．６０億ドル（同，１兆

７，３５９億円）であった。この規模はDACを構成するOECD２９カ国の第４位，

そのシェアは合計１，６２１億ドル（２０２０年）の１０．０％である。第１～３位は

アメリカの３５５．８億ドル（シェア２１．９％），ドイツの２８６．８億ドル（同

１３）２０２０年の有償資金協力は二国間７７．１１億ドル（贈与相当額ベース，８，２３３億円），
国際機関向け拠出・出資等３０．７９億ドル（同，３，２８８億円）である。借款などの
有償資金協力には貸付実行額（総額ベース），総額から回収額を控除した純額
ベースがある。DACは２０１７年までODA実績を純額ベースで算定してきたが，
２０１８年からこれに代えて贈与相当額計上方式（Grant Equivalent System：GES）
を導入した。GES方式では，有償資金協力のうち贈与に相当する金額がODA実
績に計上される。贈与相当額は貸付額，利率，償還期間などの供与条件を定式に
当てはめて算出され，供与条件が緩やかであるほど金額が大きくなる。
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１７．７％），イギリスの１８５．７億ドル（同１１．５％），５位はフランスの１４１．２億

ドル（同８．７％）である。これら５カ国のシェアは７０％近く（同６９．８％）

に上る。

日本のODAの供与手法別の特徴は主要先進国ドナーと比較して，有償資

金協力のウェイトがきわめて高く，無償資金協力のウェイトが低いことであ

る。２０１９年に，支出総額ベース（１８９億ドル）で前者のうち二国間の有償資

金協力は５０％であるのに対して，後者のうち二国間無償資金協力と技術協

力の合計は２８％にとどまる。日本に次いで有償協力の高いフランスは，そ

れぞれ３１％，３５％である。逆に無償資金協力のウェイトの高いのは次の諸

国である。アメリカが無償資金協力８８％，有償資金協力０％，イギリスが無

償６７％，有償０％，ドイツが無償６３％，有償１７％，スウェーデンが無償

６６％，有償１％である。このような特有の内容を持つ日本のODAを竹原憲

雄氏は「借款型ODA」，さらに国際機関向けも出資・融資が大きなウェイト

を持つことに着目して「重層的借款型ODA」と規定している１４）。

国民経済におけるODAの規模を示す対国民総所得（GNI）比はカナダと

同じ０．３１％，１２位である。GNI比１％を超えているのはスウェーデン，ノ

ルウェー，ルクセンブルクの３カ国，０．７０％以上はデンマーク，ドイツ，

イギリス，同０．５０％を上回るのはフランス（０．５９％），スイスである。日本

は２０１３～２０１７年に０．２０～０．２３％（純額方式による計上）であったが，算定

が贈与相当額計上方式（GES）となった２０１８年に０．２８％となり，２０２０年

は０．３１％である。

二国間ODAの分野別配分は「経済インフラ（輸送，通信，電力等）」が

５０％以上（２０１９年５２．１％）を占めるという特徴を持ち，次いで「工業その

１４）竹原憲雄（２０１４）p．３６．竹原氏は「重層的借款型ODA」について二国間を直接
的，国際機関を通じたものを間接的と評価して「直接間接二重の借款型ODA」
（同p．１９）とも呼んでいる。同書は１９５０年代から２０００年代に至る約６０年にわ
たって借款型ODAの展開を跡づけ，その促進要因を「円借款を途上国の自助努
力の促進手段としたこと」，「重層的な借款システムを為替レート・国際収支の調
整手段としたこと」「円借款の譲許性」など５点に総括している。同書pp．１７-
４１。
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他生産分野（鉱業，環境等）」（同１９．２％），「社会インフラ（教育，保健，

上下水道等）」（同１３．７％）である。これに対して欧米の主要国では，社会

インフラが第１位であり，アメリカが４１．５％，ドイツが３５．８％，イギリス

が３９．７％，フランスが３８．２％を占める（２０１９年）。アメリカ，イギリスの

第２位は「緊急援助（人道支援等），食糧援助」であり，それぞれ３１．３％，

２４．７％である。ドイツ，フランスの第２位は「経済インフラ」であり，そ

れぞれ１８．８％，２２．８％である。

このような日本のODAはODA大綱（第１次，１９９２年），同大綱の改定

（第２次大綱，２００３年），第１次（１９９９年），第２次（２００５年）のODA中期

政策などを経て，第３次開発協力大綱（第２次大綱の改定，名称変更，２０１５

年）で基本的方向性が定められている。各国際地域，各国へのODAはこれ

に沿い，かつ中期的な分野別開発政策や国別方針に基づいて行われている。

第３次大綱は基本方針として「非軍事的協力による平和と繁栄への貢献」，

「人間の安全保障の推進」，「自立的発展に向けた協力」を重点課題として

「質の高い成長とそれを通じた貧困撲滅」，「普遍的価値の共有，平和で安全

な社会の実現」，「地球規模の課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社

会の構築」の３点を掲げる。いわゆる開発途上国は４つに分類される。日本

のODA供与先は後発開発途上国（LDCs，国連基準）４７，低所得国（LICs）

１，低位中所得国（LMICs）３７，高位中所得国（UMICs，３分類は世界銀行

基準）５４，計１３９カ国（２０１９年）である１５）。それぞれの類型で供与の在り方

も異なるから，ODA大綱はこれらの供与国全体に当てはまる包括的な方針

ということになる。

日本のODAは歴史的に対アジアのウェイトがきわめて高い。それは１９９０

年代には６０％余を占めていたが新世紀に入って漸減し，２００５～２０１６年には

５０％余の水準であった。しかし２０１６年以降再び６０％前後の水準（２０２０年

６０．４％）に戻っている。このため，日本はDAC諸国の対アジアODAの４０％

余を占める。２０１９年に２１２．９６億ドルのうち日本は４２．１％に及び，２～４位

１５）外務省「２０２０年版 開発協力参考資料集」p．１２。
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のドイツ，アメリカ，イギリスの合計３３．９％を大きく上回る。（外務省『開

発協力白書２０２１年版』による）

２．２ 日本のODAにおけるASEAN諸国とラオスのウェイト

ASEAN（東南アジア諸国連合）諸国やメコン圏諸国は歴史的に日本の

ODA政策においてきわめて重視されてきた。それは今日もなお継続し，前

記開発協力大綱が次のように述べていることからもわかる。「特にASEAN

地域については----共同体構築及びASEAN全体としての包括的かつ持続的な

発展を支援する。とりわけ，メコン地域への支援を強化する」１６）このため対

アジアの中ではASEAN諸国のウェイトが大きい。加盟１０カ国のうち，シ

ンガポールとブルネイは対象外（ODA卒業国）であるために，対象国は８

カ国である。２０２０年に贈与の８カ国合計６．３２億ドル，全体の５４．８８億ドル

の１１．５％にあたる。有償資金協力（借款）は支出総額ベースで４１．９３億ド

ル，全体１１４．２０億ドルの３６．７％（回収額を控除した純額ベースでは１３．１４

億ドル，２７．８％）である。贈与と有償資金協力を合わせた合計は４８．２５億ド

ル，２８．７％（総額ベース，純額ベースでは１９．４７億ドル，１９．１％）である。

総額と純額との間に１０％近い差異があるのは，先発途上国インドネシア，

マレーシア，タイなどからの有償資金協力の回収額（元利償還額）が相当に

大きいからである。このうちメコン圏５カ国（カンボジア，ラオス，ミャン

マー，タイ，ベトナム）は贈与で４．４６億ドル，ASEAN合計の７０．５％，有

償資金協力で４４．１％（総額ベース，純額ベースでは８２．３％），両者の計

４７．６％（総額ベース，純額ベースでは７８．５％）を占める。有償資金協力で

総額，純額両ベース間の乖離が大きくなるのは，ASEAN全体の動向と同

様，非メコン圏諸国インドネシア，フィリピン，マレーシアの回収額（元利

償還額）が相当規模に上るためである。

１６）外務省「２０２０年版開発協力白書」p．１８６同文書は引用に続けて，「一定の経済成
長を遂げた国々についても「中所得国の罠」に陥ることのないよう，生産性向上
や技術革新を促す人材育成等の支援を継続する」と明記している。
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対ラオスODAのうち２０２０年の贈与は７，２６６万ドル，うち無償資金協力

４，８０９万ドル（贈与の６６．２％），技術協力２，０５６万ドル（同２８．３％）であ

る。贈与はメコン圏５カ国計４．４６億ドルの１６．３％，うち無償資金協力は

２０．６％に上る。有償資金協力（政府貸付等）は実行額ベースで１，６７０万ド

ル（純額ベース１，０８７万ドル），同５カ国計１８．４８億ドル（同１０．８１億ドル）

の０．９％を占める。両者を合わせた支出総額は８，９３７万ドル（同８，３５３万ド

ル），同５カ国計２２．９５億ドル（同１５．２８億ドル）の３．９％（純額ベースで

は５．５％）である。総額ベースのウェイトが純額ベースより小さくなるのは

ラオスが後発途上国であるために，政府借款に制約があり有償資金協力の規

模が相対的に小さいことによる。ラオスの人口７２０万人余はメコン圏５カ国

の人口２億４，２６０万人（２０２０年）の３．０％であるから，ラオスへの贈与の

ウェイトは人口シェアよりかなり高いのに対し，有償資金協力のウェイトは

LDCの制約ゆえに著しく低位であるといえる。（〔表５〕参照）

これまでの累計で日本の援助実績（２０１９年度まで）は無償資金協力

１，６５０．５５億円，技術協力８０５．２９億円，両者の計（贈与）２，４５５．８４億円，有

償資金協力４８４．００億円，全体で２，９３９．８４億円である。（外務省「ラオス人

民共和国 基礎データ」２０２１年７月による）

次にラオスの財政におけるそのウェイトを，一般政府（中央，地方の各政

府，社会保障基金）について見る。２０２０年度の歳出（決算）は３１兆１６２８．７

億キープ（IMFの推計，２０２２年４月），これを為替レート１＄＝９，３００キー

プ（２０２０年１１月，ラオス中央銀行）で換算すると３３億５，０８４万ドルであ

る。同年の日本の贈与７，２６６万ドルは財政支出の２．１７％を占める。有償資

金協力を加えた支出総額８，９３７万ドルは同２．６７％に及ぶ。ラオスの財政は

近年慢性的な赤字，債務超過が続いている折であり，日本を含む対ラオス

ODAが政府や経済にとって持つ意義がきわめて大きいことを示している。

途上国への開発協力は各国政府レベルとともに，国連の諸機関，世界銀行

やIMF（国際通貨基金）などの国際機関を通じて行われる。国連については

UNDP（国連開発計画），WFP（国連世界食糧計画），UNICEF（国連児童

４７０ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



基金），UNFPA（国連人口基金），UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）

などである。

アジアやASEANについてはADB（アジア開発銀行，１９６６年設立，６７の

加盟国・地域）が大きな役割を果たしてきた。それはアジアを対象とした開

発金融機関であり，日本は最大の出資国であるとともに，歴代の総裁は日本

から選出されてきた。アジア・太平洋地域からの貧困の解消，各国間及び各

国内の成長格差や経済格差の是正を目標に掲げ，インフラ投資の拡大をテコ

として環境保全と調和した持続的な経済成長を支え，ASEAN，大メコン

圏，中央アジア回廊などでの開発協力，地域経済統合の促進を重点施策とし

てきた１７）。特にメコン川架橋やメコン圏の国際道路整備への融資などを通じ

てメコン圏開発に多大な役割を果たしている。したがって日本のラオスへの

１７）中尾武彦（２０１６）「インフラ整備を質と量で助ける─アジアにおけるADBの新戦
略」『国際開発ジャーナル』参照。ADBの総裁（２０１３-２０１９）であった中尾氏は
ADBの支援の約８割がインフラ整備関係であると述べたうえで，その意義を次
のように強調している。「道路や鉄道，電力，港湾などは，経済の発展の大前提
である。-----インフラは成長を通じて貧困削減をもたらすが，同時に人々の
生活を向上させ，人々のエンパワメントや，広い意味での貧困削減に直接貢献す
る」p．６７。

贈与 政府貸付等＊ 合計 合計

無償資金 国際機関
経由 技術協力 小計 貸付実行

額 （Ａ）
回収額
（Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）（支出純額）（支出総額）

ラオス（L） ４８．０９ ４．０２ ２０．５６ ７２．６６ １６．７０ ５．８４ １０．８７ ８３．５３ ８９．３７

L／ME（%） ２０．６% ７．３% １３．０% １６．３% ０．９% ０．８% １．０% ５．５% ３．９%

L／AS（%） １７．５% ４．９% ７．５% １１．５% ０．４% ０．２% ０．８% ４．３% １．９%

メコン圏
５カ国（ME） ２３３．８１ ５４．７８ １５７．７９ ４４６．３９ １，８４８．７０ ７６６．９０ １，０８１．８２ １，５２８．２０ ２，２９５．０９

ME／AS（%） ８５．２% ６６．３% ５７．２% ７０．５% ４４．１% ２６．６% ８２．３% ７８．５% ４７．６%

ASEAN
８カ国（AS） ２７４．４８ ８２．６２ ２７５．７９ ６３２．８９ ４，１９３．００ ２８７８．３１ １，３１４．６９ １，９４７．５７ ４，８２５．８９

AS／W（％） ２１．３% ４．６% １１．５% １１．５% ３６．７% ４３．０% ２７．８% １９．１% ２８．７%

対全世界
ODA（W） １，２９０．７８ １，７９２．６２ ２，４０５．３６ ５，４８８．７６ １１，４２０．０３ ６，６９２．４６ ４，７２７．５７ １０，２１６．３４１６，９０８．８０

〔表５〕日本の対ラオス，対メコン圏５カ国，対ASEAN８カ国へのODA

＊有償資金協力と同義。
出所：外務省『開発協力白書２０２１年版』より作成。原資料はDAC統計。
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開発協力の役割や評価についても，後に言及するように国際機関の協力，

ADBのメコン圏開発に対する活動を十分考慮に入れることが欠かせない。

３．高度成長期の対ラオスODA
３．１ 高度成長期の理念と方針

１９５５年の国交樹立以後，日本はODA供与国として，ラオスと密接にかか

わってきた。ラオスに対する経済協力は１９５８年に署名された「日・ラオス

経済及び技術協力協定」にはじまり，対ラオス援助は王制時代を通じて，ま

た１９６０年代から７０年代にかけての内戦期間中も増加していった１８）。１９７５年

の王政廃止，ラオス人民民主共和国の成立後，対ソ連邦を中心とした対外政

策がとられたこともあり，援助は以後約１０年間減少傾向をたどった。しか

し政府がチンタナカーン・マイ（新思考，１９８６年）による市場経済の導入

や外国投資法（１９８８年）の実施による外資の受け入れを打ち出すとともに，

日本の援助も増勢に転じる。１９９１年の憲法制定の下で市場経済化，資本制

経済への移行が本格化する。全方位の対外政策への転換によって近隣諸国や

日本を含む西側諸国との経済関係が緊密化する中で，日本の援助は大きな役

割を果たすことになる。

前述のようにラオス経済はアジア通貨危機の影響を受けた時期を除き，

１９９０年代から２００３年まで概ね６％台，２００４～２０１６年に年７～８％台（年平

均７．７％）の成長を実現した。１９９１年から日本は一貫して最大の対ラオス

ODA供与国であり，経済協力の規模は２０１０年までの実績累計で１６．７億ド

ルに達する。（〔表６〕参照）

ODAによるインフラ整備や人材育成支援のプログラム，技術協力は比較

優位産業の育成にとって不可欠な技術者・技能労働力の確保，行政能力の向

上に寄与する。日・ラオス間の貿易の増加や日本企業の対ラオス直接投資の

１８）総務省（２００６）『諸外国の行政制度等に関する調査研究No．１４ ラオスの行政』
（委員長・大六野耕作）p．１０。ここでは「１９６０年代中期から７０年代中期にかけ
て日本の援助が拡大し，医療，農業開発，道路や橋梁といったインフラ整備の支
援を行ってきた」p．１０，と指摘されている。
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拡大は両国ともに多大な利益をもたらすものであるが，特にラオスにとって

は経済的底上げを図る比較優位産業の育成，集積をサポートすることにつな

がる。これら日本の協力はラオスの経済開発の支援にとどまらず，ASEAN

ディバイドの緩和，解消への道を開き，質の高いASEAN経済共同体

（AEC）創設を下支えする。AECによる域内単一市場の形成は貿易や直接投

資に対する様々な障害を除去するから，ここから日本も巨大な恩恵を享受で

きるのである。

中国のラオスへの直接投資の拡大と並行して，２０００年代後半から対ラオ

ス援助の増加がつづく。OECD加盟国の中では日本が第１位のドナーであり

続けているものの，２０１０年代になると中国資本の進出や援助の増加によっ

て中国のラオスへの影響が強まり，様相が異なってくる。したがって，ここ

年 １位（構成比％） ２位 ３位 合計
１９９５ 日本 ９７．６（５７．４）ドイツ １７．４ スウェーデン１３．４ １７０．０
１９９６ 日本 ５７．４（３８．９）ドイツ ２２．９ スウェーデン１７．７ １４７．５
１９９７ 日本 ７８．６（４７．７）ドイツ １６．６ スウェーデン１５．５ １６４．８
１９９８ 日本 ８５．６（５１．７）ドイツ １８．４ スウェーデン１２．０ １６５．７
１９９９ 日本１３２．５（６２．９）ドイツ ２１．７ スウェーデン１１．６ ２１０．５
２０００ 日本１１４．９（５９．０）スウェーデン１４．６ ドイツ １３．３ １９４．９
２００１ 日本 ７５．５（５０．０）ドイツ １３．６ スウェーデン１２．１ １５１．０
２００２ 日本 ９０．０（５０．７） スウェーデン１５．３ フランス １４．８ １７７．８
２００３ 日本 ８６．０（４５．５） スウェーデン２２．６ フランス １８．４ １８９．０
２００４ 日本 ７１．７（４０．７） スウェーデン２２．１ フランス １９．６ １７６．０
２００５ 日本 ５４．０（３４．０）フランス ２２．６ ドイツ １５．０ １５９．０
２００６ 日本 ６４．０（３１．８） スウェーデン２３．７ フランス ２２．９ ２０１．１
２００７ 日本 ８１．４（３４．０）フランス ３５．５ ドイツ ２３．７ ２３９．６
２００８ 日本 ６６．２（２９．４）ドイツ ２８．８ オーストラリア ２８．１ ２２５．２
２００９ 日本 ９２．３（３５．５） オーストラリア ２９．６ ドイツ ２７．３ ２５９．９
２０１０ 日本１２１．４（４２．５）オーストラリア ３２．６ 韓国 ２７．７ ２８５．９

〔表６〕対ラオスODA実績順位 百万ドル

出所：外務省「ODA国別データブック」各年版より筆者作成。
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ではまず１９９０年代以降，特に新世紀から２０１０年ころまでの対ラオスODA

の重点施策や特徴を整理する。

外務省「対ラオス国別援助方針（第１次）」（１９９８年）は，対ラオスODA

の方針をはじめてまとまった形で示した文書であり，４つの重点分野とそれ

ぞれのサブセクター（計１５）を示した１９）。

１） 人造り：①行政官の育成，②税関職員・徴税官吏の育成，③公共企業お

よび民間部門の実務者・技術者の育成，④高等教育支援，⑤銀行・金融部

門における人材育成

２） BHN（Basic Human Needs）支援：①初等教育（校舎建設・改修，機

材供与等），②保健・医療（基幹病院を中心に施設改修・機材整備，子供

の健康），③環境保全（森林造成等）

３） 農林業：①農業政策の企画・策定，②灌漑施設整備，③ポストハーベス

ト（貯蔵，流通，加工）改善，④焼畑対策／森林保全，⑤農村開発

４） インフラ整備：①水力発電および他の産業育成，②道路・橋梁の整備，

特に国土の東西・南北の骨格となる幹線道路整備，その維持面の強化

同援助方針（１９９８）ではまた上記重点分野に加え，分野横断的な問題とし

て，開発計画の策定，政策の立案と実施能力向上，法的・制度的基盤の強化

が必要であることをあげ，その支援をするとした。

各重点分野やサブセクターといっても，必ずしも事業費の規模やODA予

算の多寡を考慮したものではない。またインフラ整備や農林業の支援は明確

な柱となりうるものの，全部で１５のサブセクターは支援の対象を羅列した

感が否めない。「人造り」に挙げられた実務者・技術者，金融部門の人材育

成などは専門家による研修や行政機関などへの専門家派遣が思い浮かぶ程度

である。

１９９９年にODA中期政策（第１次）が策定されたが，ここでは東アジア・

ASEAN諸国を重点地域とし，中でもASEANの経済統合の促進，先発国と

１９）「平成１６年度外務省第三者評価 ラオス国別評価 最終報告書」２００５年３月，に
よる。
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後発国間の域内格差の是正を主要目標に掲げた。域内格差は経済統合の阻害

要因となるからであり，所得水準が低く，多くの問題を抱えるCLMV諸国

（カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム）の経済的底上げの課題を避

けて通れない。したがって，対ラオスODAもASEAN，特にメコン圏諸国と

の連結性改善など経済関係の緊密化と深く結びついているのである。

次いで「対ラオス国別援助計画」（外務省，２００６年）が対ラオス援助の重

要な指針となる。ここでは「貧困削減及び人間開発と自主的・自立的かつ持

続可能な経済成長の実現」を２つの柱にラオスの自助努力を支援するためと

して３つの援助目標，６つの重点分野を示した２０）。

（１）「人間の安全保障」の視点から貧困削減，ミレニアム開発目標（MDGs）

達成への支援

①基礎教育の充実 ②保健医療サービス改善

③農村地域開発・持続的森林資源の活用

（２）経済成長の原動力となる経済社会の基盤造りの支援

④社会経済インフラ整備及び既存インフラの有効活用

⑤民間セクター強化に向けた制度構築及び人材育成

（３）自助努力の前提となる能力開発の支援

⑥行政能力の向上及び制度構築

同計画は１９９８年の「国別援助方針」を基本的に踏襲しているが，経済成

長のためのインフラ整備や行政能力の向上が強く押し出される。他方，就業

人口の過半を超える農林業の振興が主要目標から外れたほか，教育や保健医

療サービスの改善が，「人間の安全保障」の視点から位置づけられるととも

に，「人づくり」という目標は「能力開発」を前面に打ち出す表現となった。

以上の援助方針・計画に基づいてダムの建設・水力発電の開発や空港・メコ

ン河の国際架橋を含む道路橋梁整備など経済インフラの整備を中心に教育，

２０）外務省（２００６）の同文書は「（２０００年代初めに）ラオスは年間約４億ドル程度の
海外援助（国際機関を含む）を得ているが，この援助総額は政府の年間予算とほ
ぼ同額であり，ラオスの開発は援助によって支えられている」（p．９）と指摘し
ている。

ラオス経済の転換と日本のODA ４７５



保健医療サービス，食糧援助等，様々な分野で開発協力が実施された。

無償資金協力，技術協力，円借款の合計であるその規模は２０１１年に

１１７．７億円，２００７年から２０１１年までの累計は４２０．４億円，年平均８４．１億円

である。OECD／DAC報告基準では，その規模は２００７～２０１１年の累計は４．１

億ドル，年平均８，２００万ドル，最大の２０１０年に１億２，１４５万ドルであった。

その内訳は同期間に無償資金協力１億９，２８９万ドル（年平均，３，８５７万ド

ル，OECD／DAC報告基準），技術協力１億５，２９６万ドル（同，３，０５９万ド

ル），政府貸付６，４２４万ドル（同１，２８４万ドル）である。対ラオスODAの特

徴は技術協力のウェイトが高いのに対して，借款のウェイトが低いことであ

る（開発協力白書（２０１１））。日本のODAは全体として円借款のウェイトが

高いことを国際的特徴とするが（前述），ラオスで異なるのは人口７２０万人

余の小国でビジネス案件が少ないことや，一党独裁下で民間活力を十分活用

できていないことがあると考えられる２１）。

３．２ 経済社会インフラ整備と人材開発への支援，協力

「インフラ整備」は「第１次国別援助方針」（１９９８年）の重点４分野の一

つであり，水力発電および他の産業育成（鉱山開発など），道路・橋梁の整

備，特に国土の東西・南北の骨格となる幹線道路整備の支援を明示してい

た。また「国別援助計画」も「経済成長の原動力となる経済社会の基盤造り

の支援」を３つの援助目標の一つに掲げ，「社会経済インフラ整備及び既存

インフラの有効活用」を６つの重点分野の一つとして強調していた。初等中

等教育・高等教育の改善，保健医療施設やサービスの改善，農林業振興など

への支援も行われたものの，２０００年代には経済社会インフラ整備の事業支

援に力点が置かれ，電力・鉱山開発に主導された高度成長に多大な貢献をし

たといえる。主なプロジェクトは次の通り。

パクセー橋建設５４．４億円（１９９６～２０００年），第２メコン国際橋架橋４０．１

２１）２０００年代の日本の対ラオスODAについて，より詳しくは内山怜和（２０１４）「第３
節 対ラオスODAとその役割」参照。
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対ラオスＯＤＡプロジェクト 年 協力の種類 援助額
ナムグム水力発電事業 １９７４～ 円借款 ３１．８億円

１９７６～ ２０．１億円
２０１３～ ５４．５億円

ナムグム水力発電事業 １９６７～１９７１ 無償資金協力 １７．８億円
１９８０～ ６．５億円
１９８９～１９９０ ８．７億円
２００２～２００４ １２．０億円

国道１３号線橋梁改修計画 １９９４～１９９６ 無償資金協力 ２４．５億円
１９９７～２０００

パクセー橋建設計画 １９９６～２０００ 無償資金協力 ５４．４億円
第２メコン国際橋架橋事業 ２００１～ 円借款 ４０．１億円
メコン地域電力ネットワーク整備事業 ２００５～ 円借款 ３３．２億円
ビエンチャン１号線整備計画 ２００５～２００６ 無償資金協力 ４６．４億円
ビエンチャン市上水道施設拡張計画 ２００６～２００８ 無償資金協力 ２８．７億円
ヒンフープ橋建設計画 ２００６～２００９ 無償資金協力 ９．６億円

〔表７〕経済社会インフラに関する主な対ラオスODAプロジェクト
（１９７０年代～２０００年代）

出所：JICAラオス事務所（２０１３）「ODAマップ（ラオス）」より作成。

億円（円借款，２００１年），ビエンチャン１号線整備４６．４億円（２００５～２００６

年），メコン地域電力ネットワーク整備７４．９億円（円借款，２００５年，２０１２

年），ナムグム水力発電事業６６．５億円（２００２-２００４年，無償資金協力１２億

円，２０１３年，円借款５４．５億円），ビエンチャン市上水道施設拡張２８．７億円

（２００６～２００８年）。円借款の表記のないものは無償資金協力。（〔表７〕参照）

開発や経済成長を主導する高度人材育成への寄与では，人材育成奨学計画

が一定の役割を果たしてきた。これは政府の「留学生受入１０万人計画」の

下，１９９９年度に設立された無償資金協力による留学生受入事業である。本

事業の目的は，「対象国において将来指導者層となることが期待される有望

な若手の行政官や技術者を日本の大学院に留学生として受け入れ，帰国後社

会・経済開発計画の立案・実施において，留学中に得た専門知識を有する人

材として活躍すること」にある。開始１９９９年の予算１．２３億円であったが，
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２０００年以降２～３億円台で推移，２０１１～２０１６年は２．６億円前後，２０１７以降

は約３億円規模（２０２０年３．１７億円，２２名対象）である。対象数は２０～２５

人であり，大学院で修士（２年），博士（５年）の学位取得を支援するため

に，２年または５年間，学費，生活費を提供する。２０年間では２００人以上が

日本の大学院で高度の教育を受けたことになり，ラオスの技術力の向上やガ

バナンスの改善強化に寄与してきた。この事業は現在も継続し，今後ともこ

の分野で一定の役割を果たし続けるといえる。（数値は外務省『ODA国別

データブック』各年版による，以下同じ）

技術協力では人材育成を中心とする次の事業が，経済開発や持続的な経済

成長に大いに貢献している。ラオス日本センター・ビジネス人材育成プロ

ジェクト（２０１０～２０１４年，２０１３年１１月２０日にヒアリング調査），ラオス国

立大学ITサービス産業人材育成プロジェクト（２００８～２０１３年），法律人材育

成強化プロジェクト（２０１０～２０１４年），ASEAN工学系高等教育ネットワー

クフェーズ３（２０１３～２０１８），道路維持管理能力強化プロジェクト（２０１１～

２０１６年）。

２０００年代，初等中等教育支援のプロジェクトは少ないながらも実行され

た。２００８年に「南部三県学校環境改善計画（無償資金協力６．８５億円）」，

２０１０年に「チャンパーサック県及びサバナケット県学校環境改善計画（同

１０．１８億円）」が取り組まれた。後者ではラオス南部の両県の小・中学校計

９１校を対象に計４０４教室及びトイレ，職員室等を新増設，机，椅子等の教

育備品整備を行った。保健医療関係では，２００４年の「保健医療訓練施設整

備計画（同５．４６億円）」，２００５～２００７年の「郡病院改善計画（同１２．２１億

円）」をあげておきたい。

初等中等教育や保健医療の改善への支援では，「草の根・人間の安全保障

無償（資金協力）」が初等中等教育の施設・設備，保健医療施設・サービス

の改善に重要な役割を果たしてきた。このプログラムは１９８９年度に「小規

模無償資金協力」として創設され，１９９５年度から「草の根無償資金協力」，

２００３年度から現在の名称に改称された。経緯からもわかるように，多様な

４７８ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



ニーズに対応できるように小規模事業を対象とし，１件当たりの規模は原則

１，０００万円以下（内容に応じ，最大１億円まで可能）である。適用団体は原

則としてローカルNGO，教育・医療機関等「草の根レベルの経済・社会開

発プロジェクトを実施している非営利団体」である。国際NGOも申請可能

であるが，ローカルNGOに高い優先順位を置いている。（次節で再度言及）

その予算規模は年１．５億円前後，１２～１４件であり，２００７年１．８０億円（１４件），

２００８年１．４８億円（１２件），２００９年１．５０億円（１３件），２０１０年１．５６億円（１４

件）であった。２０１０年の１４件のうち初等中等教育，学校関係３件，保健医

療関係２件，村レベルの給水施設５件，その他４件であった。

４．大転換期の対ラオスODAと課題
４．１ 転換期の方針と経済社会インフラ整備への協力

ラオスの経済は２０１７年に成長率が７％を切り，以後低下を続け２０２０～

２０２１年はコロナ・パンデミックの影響を受けて-０．４％，２．１％である。し

かしながら第１０回党大会や国民議会で採択した第８次５カ年計画（２０１６～

２０２０年）では，この期間の成長率目標を７．５％以上に設定した。ラオスで

開発最優先の高度成長がすでに限界に達していたのであったが，この認識が

党や政府に十分ではなかったことを示している。たしかに２０１１～２０１６年は

７～８％台の経済成長を達成したものの，同時にその継続を困難にする条件

が増大していた。鉱物資源産業や水力発電の輸出に主導された成長（オラン

ダ病）が行き詰まりつつあり，他方では成長に伴う弊害や都市農村間，都市

内の経済格差が２０１０年代を通じて拡大したからである。この点は日本の対

ラオスODAの特徴や課題について２０１０年代を全体として分析する大きな根

拠である。

対ラオスODAの規模は２０１０年代においても，プロジェクトの多少，大小

の違いによって年度間にばらつきがある。無償資金協力と技術協力の合計は

最大で９，０００万ドル台（２０１２年，２０１４年），少ない年度で４，０００万ドル台

（２０１１，２０１６，２０１７，２０１８の各年），１０年間の合計６．６７億ドル，年平均
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１無償資金 ２技術協力 （１＋２） ３有償・総額 ４有償・純額 （１＋２＋３）（１＋２＋４）

２０１１ ８．６０ ３６．６３ ４５．２３ ６．８５ ３．２８ ５２．０８ ４８．５１

２０１２ ４２．１０ ５１．０６ ９３．１６ ０．０１ －４．７３ ９３．１７ ８８．４３

２０１３ ４０．３３ ３８．１１ ７８．４４ １．４０ －２．４８ ７９．８４ ７５．９６

２０１４ ６５．４７ ２９．１３ ９４．６０ １２．３１ ８．７３ １０６．９１ １０３．３３

２０１５ ５１．８７ ２８．６５ ８０．５２ ２６．６４ ２２．１７ １０７．１７ １０２．６９

２０１６ １６．６２ ３０．３５ ４６．９７ １６．８１ １１．８３ ６３．７７ ５８．８０

２０１７ ２５．５２ ２１．７０ ４７．２２ ３０．１７ ２５．１９ ７７．３９ ７２．４２

２０１８ ２０．４４ ２２．１７ ４２．６１ ４６．９７ ４１．７７ ８９．５７ ８４．３８

２０１９ ４４．４８ ２１．８０ ６６．２８ １０．３２ ４．８３ ７６．６０ ７１．１１

２０２０ ５２．１１ ２０．５６ ７２．６６ １６．７０ １０．８７ ８９．３７ ８３．５３

２０１１～２０２０計 ３６７．５４ ３００．１６ ６６７．６９ １６８．１０ １２１．４６ ８３５．８７ ７８９．１６

年平均 ３６．７５ ３０．０１ ６６．７６ １６．８１ １２．１４ ８３．５８ ７８．９１

累計（～２０１９）１，３６１．４５ ８１１．１１ ２１７２．５６ ― ２０３．６５ ― ２３７６．２２

〔表８〕日本の対ラオスODA（２０１１～２０２０年） 百万ドル

出所：外務省（日本）『開発協力白書』各年版，原資料はOECD／DAC
注）無償資金協力には国際機関を通じた贈与を含む。

６，６７７万ドルである。有償資金協力は年度によって大小があり，最大で

４，６９７万ドル（２０１８年），同期間の合計１．６８億ドル，年平均１，６８１万ドル

（総額ベース）である。無償，有償（総額）両者の計は同８．３５億ドル，年平

均８，３５８万ドルである。（表８参照）

２０１０年代には「対ラオス国別援助方針（第２次）」（外務省，２０１２年）が

指針となり，これにもとづいて様々なプロジェクトが立案され実施に移され

た。そこでは基本方針を「ラオスの第７次社会経済開発計画の達成を支援

し，とくに環境などにも配慮した経済成長の促進に一層の重点を置くこと」

とし，併せて「ASEANが進める統合，連結性の強化，域内の格差是正に資

すること」を一体のものとして位置づけた。LDCであるラオスと他のメコ

ン圏諸国や先発国との経済格差はASEANの経済統合促進の阻害要因となる

からである。この方針の下で，次の４分野を重点とした。①経済・社会のイ

ンフラ整備 ②農業の発展と森林の保全 ③教育環境の整備と人材育成 ④
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保健医療サービスの改善。この４分野はラオスの経済発展や社会の安定に不

可欠な具体性を持った政策領域を表現し，的確な整理であるといえる。本稿

においても周辺諸国との連結性の改善，強化の視点が欠かせないことに留意

したうえで，これら４分野への整理を分析の重要な指針の一つとしている。

しかし，２０１０年代は高い成長率を実現するものの，鉱山開発や水力発電開

発による成長の限界が表れ，経済格差の拡大など成長にともなう諸弊害が大

きくなる時期である。第２次方針では「環境などにも配慮」と指摘していた

が，諸弊害への対応の位置づけは必ずしも十分ではない。

ラオスと日本の二国間関係は「戦略的パートナーシップ」（２０１５年）に格

上げされ，２０１６年には「日本・ラオス開発協力共同計画」が合意された。

共同計画における「協力の３本柱」は次の通りである。

Ⅰ 周辺国とのハード・ソフト面での連結性強化

（交通インフラ整備・運営，物流関連制度整備，電源・送電網整備等）

II 産業の多角化と競争力強化，そのための産業人材育成

（教育の強化・拡充，投資環境整備及び官民対話の推進，中小企業に向

けた金融アクセス改善，農業振興，フードバリューチェーン構築等）

III 環境・文化保全に配慮した均衡のとれた都市・地方開発を通じた格差是正

（バス等公共交通手段の整備，上水道等公共基盤インフラの整備，地方

都市における持続的な観光開発，メコン河流域の環境保全，社会サービ

スの質改善等）

そして三本柱の着実な実施を確保するために，分野横断的な課題の改善が

不可欠であるとして次の３点を挙げた。１）マクロ経済・財政の安定のため

に税収の拡大，開発予算の計画的な管理・モニタリングの強化，２）法の支

配の推進，中央・地方行政能力の向上，３）不発弾除去に必要な施設・機材

の拡充，関連組織の能力向上。

ただこの三本柱や重点課題を見る限り，それらは開発優先の経済成長に資

するだけではない。第３の柱として均衡のとれた都市・地方開発，格差是正

が掲げられているように，この時点で求められていた「ポスト開発優先・持
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続的で安定的な経済成長」や都市農村の経済格差や所得格差の是正に重要な

位置づけを与えていたことも事実である。

今日の指針となっている「対ラオス国別開発協力方針（第３次，２０１９年

に改訂）」は援助の基本方針（大目標）として「LDC脱却を目指した自立的

な経済社会基盤の強化」を掲げ，４つ重点分野（カッコ内は留意事項）を次

のように提示した。

（１）財政安定化をはじめとするガバナンス強化および分野横断的な課題へ

の対応

（留学や研修を通じた政治・行政における次世代リーダーの育成）

（２）周辺国とのハード・ソフト面での連結性強化

（我が国が重視するメコン地域に対する取組の促進）

（３）産業の多角化と競争力強化，そのための産業人材育成

（民間企業（中小企業含む），地方自治体及び市民社会との連携によ

る開発協力，ならびに日系企業の投資の促進）

（４）環境・文化保全に配慮した均衡のとれた都市・地方開発を通じた格差

是正

（頻発する水害等の自然災害に対し，復旧・復興の支援や災害対応能

力の強化）

重点分野（２）（３）（４）は上記「共同計画」の３本柱をほぼ踏襲している

が，第一の重点分野として「財政安定化をはじめとするガバナンス強化」が

あげられたことに注目する必要があろう。従来の高度経済成長ができなくな

る中で，貿易収支の赤字とともに，財政赤字，政府債務が経済開発や社会的

安定を損なう要因になってきたことを反映している。財政，税制などのガバ

ナンスの脆弱性は一党独裁制下でチェックシステムが働きにくいことを一つ

の要因とするが，その改善に寄与することを示したものである。第２次国別

方針（２０１２年）の４分野への整理は具体性を持ち，なお分析上の重要な指

針であるが，第３次方針では重点分野の表現がより包括的になっているとい

える。
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上記の第２次国別援助方針や「開発協力共同計画」に基づいて，２０１０年

代のODAの予算配分やプロジェクトが採択され，実施された。

２０１０年代においてもインフラ整備は重点事業であったが，経済インフラ

とともに社会インフラの整備においても相対的に規模の大きいプロジェクト

が実施された。（以下，円借款の表記のないものは無償資金協力）規模の大

きい経済インフラ整備のプロジェクトには次のものがある。ナムグム第一水

力発電所の拡張（５５．４５億円），ビエンチャン国際空港ターミナル拡張

（９０．１７億円，いずれも円借款，２０１３年～），国道１６B号線セコン橋建設

（２２．８１億円，２０１３年～），国道９号線の橋梁改修（２５．９８億円，２０１５年～）。

社会インフラでは，首都ビエンチャン上水道拡張工事が円借款（１０２．７１億

円，２０１５年～）を得て行われた他，無償資金協力でタケク上水道拡張計画

（１６．８４億円，２０１２年～），都市における廃棄物管理改善（１３．８４億円，２０１３

年），ルアンパバーン市上水道拡張（８．１５億円，２０１８年～）がある。農林漁

業では漁業養殖研究開発の強化（７．１４億円，２０１５年～），タゴン灌漑農業改

善（８．３７億円，２０１７年～）に無償資金協力が行われた。このように首都空

港の拡張や幹線道路の整備など経済インフラの大きな事業が継続しているも

のの，主要都市での上水道拡張，農業での灌漑事業，漁業養殖開発，不発弾

処理への協力など，農林水産業，社会インフラの比較的大きな事業への支援

が行われた。以下，プロジェクト名や内容，金額は，特にことわらない限

り，外務省発表の文書，資料による。

また２０１０年代の進行とともに経済開発，高度成長の弊害の緩和，解決に

寄与し，社会的安定に資する取り組み，とくに教育，保健医療，安全な飲料

水確保，災害対応の分野に一定の力点が置かれた。主なプロジェクトには次

のものがある。南部地域前期中等教育（中学校）環境改善計画（無償資金協

力１０．６９億円，２０１３年），中南部地域中等学校（中学校，高校）環境改善計

画（同１４．４０億円，２０１７～２０２０年），セタティラート病院（首都ビエンチャ

ン）・チャンパーサック県病院整備計画（同１９．４億円，２０１７～２０２２年），教
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員養成大学改善計画２２）（同１９．１２億円，２０２０～２０２３年），不発弾除去の加速

化計画（同１７．０９億円，２０１３年，２０１５年），第９次貧困削減支援オペレー

ション（円借款５億円，２０１３年～）。（〔表９〕，〔表１０〕参照）

４．２ 初等中等教育改善，社会開発への支援，協力

教育改善への支援プロジェクトに言及する前に，教育の概況を紹介する。

ラオスの教育制度は初等教育（５年）・中等教育（中学校にあたる前期４年，

２２）ラオスの初等中等教育の教員養成機関は外務省の「（ODA）国別データブック」
などでは「教員養成校」と表記されている。しかし英語表記ではTeacher
Training College（TTC）であり，「教員養成大学」という表記が適切である。
同機関は１９９１年に設立され２００９年までは就学期間１年で教員資格を付与し，英
語ではTeacher Training School（TTS）と表記されていたから，教員養成校
（高等専門学校）という表記で問題はない。２０１０年の改革で，TTCは高校卒業者
に２年コース（短期大学）と４年コース（４年制大学）で教員資格を付するよう
になったから，TTCは教員養成大学と表記するほうが望ましいと考えられる。
ただTTCには中学卒業者に３年の修学で教員資格を付与する別科コースがある。

プロジェクト名 年度 援助形態 援助額
ビエンチャン国際空港拡張計画 ２０１１～２０１２ 無償資金協力 １９．３５億円
国道９号線東西経済回廊改善計画 ２０１１～２０１４ 無償資金協力 ３２．７３億円
幹線道路周辺地区等の安全確保計画 ２０１２～ 無償資金協力 ９．００億円
南部地域電力系統整備事業 ２０１２～ 円借款 ４１．７億円
ナムグム第一水力発電所拡張計画 ２０１３～２０２０ 円借款 ５５．４５億円
ビエンチャン国際空港ターミナル拡張計画 ２０１３～２０１９ 円借款 ９０．１７億円
国道１６B号線セコン橋建設計画 ２０１３～２０１６ 無償資金協力 ２２．８１億円
国道９号線橋梁改修計画 ２０１５～２０１８ 無償資金協力 ２５．９８億円
タケク上水道拡張計画 ２０１２～２０１５ 無償資金協力 １６．８４億円
首都ビエンチャン上水道拡張計画 ２０１５～２０２１ 円借款 １０２．７１億円
漁業養殖研究開発強化計画 ２０１５～ 無償資金協力 ７．１４億円
都市廃棄物管理改善計画 ２０１３～ 無償資金協力 １３．８４億円
タゴン灌漑農業改善計画 ２０１７～２０２１ 無償資金協力 ８．３７億円
ルアンパバーン市上水道拡張計画 ２０１８～２０２０ 無償資金協力 ８．１５億円

〔表９〕２０１０年代の主な経済社会インフラ・プロジェクト

注）調査・設計の年度，費用を含む。
出所：外務省『ODA国別データブック』各年版などより作成（２０２１年版は２０２２年９月刊）。
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高校にあたる後期３年）と高等教育（大学，大学院，教員養成大学，職業訓

練校）から成る。前者は労働力の質の底上げ，後者は技術者や管理者の能力

向上，技能労働力の確保，初等中等教育の拡充を可能にする。初等中等教育

の概況は次のようである。小学校数は８，８８６校（２０１５-２０１６年度，うち３学

年程度しか対応できない不完全校１，６９１校，全体の１９．１％），初等教育の純

就学率９８．８％（首都などの１００％から９５％台の県がある），各学年で２～

７％弱の退学があるため修了率は全国平均７８．７％である。首都や主要都市

では８０％台から９０％前後と高いが，主要都市から離れた農村地域を多く含

み，少数民族地域のある県では６０％弱であり，かなりの格差がある２３）。前

期中等教育は２０１５年から義務教育化された。中等学校数は１，５５３校（２０１３

２３）山田紀彦（２０１８）pp．２８８-２９１による。ラオスの初等中等教育，及びこの改善へ
のJICAの取り組みについては岩品雅子（２０１８）を参照。

プロジェクト名 年度 援助形態 援助額 備考
人材育成奨学計画（事業開始１９９９年）２０１１～２０２０ 無償資金協力 ２７．６６億円
日本NGO連携無償 ２０１１～２０２０ 無償資金協力 ２８．４０億円 ８２件
草の根・人間の安全保障無償１）２０１１～２０２０ 無償資金協力 １６．８２億円 １８０件
経済社会開発計画（２０１５年開始）２０１５～２０２０ 無償資金協力 ４９．００億円 ８件
チャンパーサック県及びサバナ
ケット県学校環境改善計画 ２０１０～ 無償資金協力 １０．１８億円 小中校

９１校対象
第９次貧困削減支援オペレーション ２０１３～ 円借款 ５．００億円
南部地域前期中等教育環境改善計画 ２０１３～ 無償資金協力 １０．６９億円

不発弾除去の加速化計画 ２０１３・２０１５ 無償資金協力 １７．０９億円 第１次
第２次

セタティラート病院（首都ビエンチャン）、
チャンパーサック県病院整備計画 ２０１７～２０２２ 無償資金協力 １９．４億円

中南部地域中等学校環境改善計画 ２０１７～２０２０ 無償資金協力 １４．４０億円
教員養成大学改善計画 ２０２０～２０２３ 無償資金協力 １９．１２億円

〔表１０〕２０１０年代の教育，医療，保健関係プロジェクト

１）１９８９年度，「小規模無償資金協力」として創設。１９９５年度から「草の根無償資金協力」，
２００３年度から本名称に改称。
出所：〔表９〕に同じ。
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-１４年度），就学者数約４２万人，純就学率は男子４３％，女子４０％である２４）。

中等学校は広域となるため，徒歩通学困難な地域を含む校区では生徒寮の整

備が必要となる２５）。

「教員養成大学改善計画」（前出）はラオス全国８校の教員養成大学にお

いて大学の校舎及び付属校の新築・建替及び教育用機材の整備を行い，就学

前・初中等教育の新規教員養成及び現職教員研修の条件改善を図った。この

事業完成３年後の２０２６年に，全ての教員養成大学の付属校（計２４校）がラ

オス教育省の定める標準を満たし，教室数も大幅に増加する。遅きに失した

きらいはあるものの，このプロジェクトは基礎教育における新規教員，現職

教員の質の向上，基礎教育自体の拡充に大きく寄与し，多大な成果が期待さ

れる。

「草の根・人間の安全保障無償（資金協力）」（前出）は２０１０年代以降，

初等中等教育の学校整備に重点を置くようになる。２０１１～２０１６年の６年間

で９．８５億円，１０４件を対象（年平均１．６４億円，１７．３件）とし，初等中等教

育関係は６９件，全体の６６．３％を占めた。このプロジェクトは日本のNGO

などが主体となる事業に原則１，０００万円以下の助成をすることから，農村地

域の小学校の校舎建設（３～５教室，職員室，トイレ），徒歩通学困難な生徒

のための生徒寮整備などに充てられてきた２６）。

「日本NGO連携無償（資金協力）」も教育改善や貧困削減など社会的安定

２４）NGO「ラオスの子ども」
ホームページ http：／／www．deknoylao．net／part_７／part_７_２．htm

２５）石黒馨（２０１６）は２０１６年時点で，ラオスの初等教育支援（校舎・設備整備，教
育プログラム，家庭支援など）をするNGOが２５団体あることを紹介している。
このうちODAと連携するNGOは３団体にすぎない。事業単位が３，０００~５，０００万
円と大きく，事務手続きの煩雑さなどいくつかの原因があるが，改善の余地があ
ると考えられる。同論文によると，ODAの資金提供のあったNGOのプロジェク
トは２００３年から２０１２年までの１０年間に３団体１７件にすぎない。

２６）DEFC（子どもたちのための地雷除去と教育）という義務教育支援のNPO（沢田
誠二氏が長く代表を務めた）は，２００４~２０１９年の間に経済団体や篤志家の資金提
供を受けて，農村地域の小学校建設を中心に，中等学校の生徒寮建設を含む４９
件の事業を成し遂げている。（沢田誠二『DEFCラオス活動記録』２０２３年１月）
NGO，ODAによる農村部の小学校校舎建設への協力は１，０００校を超えるものと
推計される。
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を図る相対的に小規模な事業に資金が提供されてきた。２０１１～２０１５年には５

年間で４１件，１０．４５億円（年平均８件，２．０９億円）一件平均２，５４８万円で

あったが，２０１６～２０２０年には４７件，１７．９５億円（同９．４件，３．５９億円）と

一定の増加を示し，一件平均は３，８１９万円である。直近の２０１９年，「教育・

人づくり」関係は１２件中６件あり，「タパントン郡における初等教育の学習

環境改善事業」（初年度）５，６７９万円（翌第２年度５，９１６万円），「ウドムサ

イ県の少数民族の基礎教育改善事業（初年度）」５，７９６万円（翌第２年度

５，６６０万円）他がある。２０２０年には，「障がいインクルーシブな地域社会推

進事業（初年度）」が始まり３，５３９万円，「女性・青年の就業促進のためのホ

スピタリティ・介護職業訓練（第３年度）」に２，０６４万円が提供された。医

療保健関係は２０１９年，２０２０年とも２件あり，「フアパン県一次医療施設の

整備と基礎医療サービス強化事業」に４，５０６万円（２０１９），「歯科保健教育の

拠点づくりと予防システムの構築」に２，９５８万円（２０１９，第２年度），２，９８２

万円（２０２０，第３年度），「女性・青年の就業促進のためのホスピタリティ・

介護職業訓練」（２０２０，第３年度）に２，０６４万円が提供された。

初等教育（小学校５年間，児童数約８７万人，教員数約３万７，０００人，

２０１４年）は国語や理数科の教科を通じて労働力の質向上の基礎をつくり，

中等教育以上の教育の土台を形成する。技術協力で多様なプロジェクトを実

施してきたが，このうち算数教育の改善が注目される。これまで実施された

「理数科教員養成プロジェクト（２００４～２００８）」，「理数科現職教員研修改善プ

ロジェクト（２０１０～２０１３年）」，「理数科分野の教科書及び教員指導書の改善

（２０１３～２０１６）」に引き続いて，近年「初等教育における算数学習改善プロ

ジェクト」（２０１６年２月～２０２２年３月，６年３カ月）が取り組まれた。本事

業は児童の学習達成度がなお著しく低い算数授業の質向上を目的とし，教科

書など算数教材の開発や教員養成大学の教育の強化，効果的な指導法および

学習法の全国的普及を図ったものである。２０１８年秋，１年生用の算数教科書

が（株）東京書籍の協力によって作成，刊行され，ターゲットの３県（北部

ルアンナムター県，首都ビエンチャン，南部サーラワン県）を中心に広く配
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布された。翌２０１９年から逐次２～５年生用の教科書が作成され，広く普及を

はかっている。この技術協力に対する総事業費は７．８５億円である。今後の

検証が求められるが，これらのプロジェクトが長期的に初等教育の改善や労

働力の質向上に多大な貢献をするとみられる。

２０１５年から開始された「経済社会開発」という包括的名称の無償資金協

力は外務省当局や現地，ラオス政府の意向をふまえることが一層可能であ

り，２０２０年までの６年間で次の８件に事業費４９億円が投じられた。「国際

会議やイベントに必要な備品，資機材の調達」５億円（２０１５年），「貧困地域

開発に必要な資機材の供与」５億円（２０１６年），「テロ対策，治安対策の強化

に必要な資機材の供与」２億円，「水産業の発展・水産物の安定供給に必要

な資機材の供与」２億円，「行政機関への石油製品・鉄鋼製品の供与」５億円

（以上，２０１８年），「防災・災害対応関連の資機材の供与」１０億円（２０１９

年），「首都の公共交通の改善に資する路線バス車両等の供与」５億円，「保

健・医療関連の資機材の供与」１５億円（以上，２０２０年）。

首都の公共交通は経済活動の拡大や人口集中によって緊要な課題となって

きた。バイクやトラック，乗用車が急増し，朝夕の混雑，渋滞が深刻である

一方，車，バイクを保有しない低所得層や生徒・学生の通学にとってバスに

よる公共交通の確保，拡充は必要，不可欠である。首都への中古を含む路線

バス車両の供与はこれへの対応であり，車両の提供と一体のものとして技術

協力プロジェクト「ビエンチャンバス公社能力改善プロジェクト・フェーズ

２」３．５０億円（２０１６～２０１９年），「持続可能な都市交通システム能力向上プロ

ジェクト」３．１０億円（２０１８～２０２１年）が重要な意義を持った。路線や停留

所の設定，運行管理職員，運転手の能力，サービスなどソフト面が十分改善

されないと，車両の供与だけではバス公共交通の普及・拡充，利用者の増加

はおぼつかないからである。ハード，ソフト両面の整備が欠かせないのはバ

ス公共交通にとどまらない。これまでの「対ラオス国別開発協力方針」など

が強調してきたように経済社会インフラや教育，保健医療，災害対応などに

当てはまることである。ハードの物的施設の整備への協力は常に，各分野で
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のマネジメントやガバナンスといったソフト面の改善が不可欠であり，片時

も忘れてはならないといえる。

さらに２０１０年代後半，水害などの大災害が毎年のように発生し，緊急援

助，インフラなどの復旧，防災対策への協力が重要性を高めた。ラオス南部

アッタプー県での大水害（２０１８年７月）では大雨の影響で建設中のダムの

一部が決壊し，死者行方不明者１５６人，被災家屋１，３００戸など甚大な人的・

物的被害が発生した。（JICA・緊急援助リリース，２０１８年７月２６日）翌

２０１９年９月には台風上陸とこれに前後する集中豪雨によって広い範囲で大

洪水が発生し，ラオス政府は６県４４郡，約７６５，０００人が被害に遭うととも

に，約１９５，０００人が移転を余儀なくされたと発表している（日本ボランティ

アセンター，２０１９年９月，https：／／www．ngo-jvc．net／jp／event／event２０２０

／０３／２０２００３１８-laos-report．html）。これらの大災害に対して２０１９年，無償資

金協力で「水害被災地域における学校及びその周辺地域の水と衛生に関する

改善計画（２．５億円）」，「水害被災地域における学校教育セクターの復旧・

復興支援計画（２．５億円）」（いずれもUNICEF連携）など４件，８．５億円，

２０２０年には「洪水被災地域における食料供給強化及び農業インフラ整備計

画（WFP連携）」１．８０億円が提供された。

大水害の大きな原因の一つは明らかに，水力発電開発のためにメコン川支

流に大量のダムを建設し，これによって自然の生態系が破壊され，河川や森

林の災害防止機能が著しく低下したことにある。この意味で大水害の頻発，

甚大な人的物的被害は開発・経済成長最優先の政策の深刻な弊害と位置づけ

なければならない。この政策の遂行に積極的に協力してきたわが国のODA

も責任の一端を免れないから，災害援助や復旧・復興には一層の支援の拡充

が求められる。

以上の検討から，２０１０年代の対ラオスODAの特徴を次のように総括でき

る。この時期ラオス政府がなお鉱物資源・水力発電の開発に主導された経済

成長政策を追求していたことに対応し，日本のODAは幹線道路や空港拡張

などの経済インフラ整備に少なくないウェイトがあった。加えて，上水道・
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浄水施設の整備や初等中等教育，保健医療などの社会インフラ整備や農林業

振興，災害対応，そしてこれらの分野でのマネジメント改善などソフト拡充

への技術協力にかなりのウェイトを置いた。その大きな要因の一つは，２０１０

年代の進行とともに深刻化する都市農村間の経済格差や都市内での所得格

差，貧困の増大，環境破壊といった開発や高度成長が生み出した弊害の緩

和，解決への協力が重要性を高めたことである。

「対ラオス国別開発協力方針（２０１２，２０１９）」や「開発協力共同計画

（２０１６）」は重点分野を総合的に示していたが，２０１０年代後半以降不十分な

がらも協力・支援が経済，社会の広い分野で実行されてきたといえる。

４．３ 日本の対ラオスODAの課題

日本の対ラオスODAの方針や予算規模，プロジェクトの分析から，今後

の課題として以下の点をあげることができる。

第１にハーシュマンの不均整成長理論が示唆するように，ラオスにおける

輸出競争力を持った比較優位産業の育成に寄与する視点を堅持し，これに必

要なプロジェクトの設定や実施が求められる。比較優位産業は当面，労働集

約型産業，中長期的には付加価値生産性の高い先端産業の育成である。資本

や高度技術の不足について外資の積極的導入が欠かせないが，技術者や技能

労働力の水準向上，確保はラオス自身が基本的に解決すべき課題である。日

本のODAはこれまでも重点事業として力を入れてきたものの，必要な水準

の技術者や技能労働力を十分に確保するに至っていない。高等教育・職業訓

練への資金協力，技術者・専門家派遣の両面での拡充が求められる。日本の

大学院へ有望な人材を派遣する「人材育成奨学計画（１９９９年開始）」は近年

３億円の予算であるが，倍増できれば適用対象数が増加し，その効果はきわ

めて大きくなる。

第２に経済格差，都市農村間・都市内部での所得格差の緩和，改善に寄与

するODAの拡充である。経済格差の拡大は社会的安定を損ない，経済開発

の阻害要因ともなるから，２０１０年代後半以降，その取り組みが強められて
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いることは事実である。しかし格差はなお拡大基調にあり，ラオス政府の努

力とともに，日本のODAが資金的にも人的貢献（技術協力）の面でも格差

の緩和に寄与するプロジェクトの創案や多様な活動の工夫ができると考えら

れる。このためにもラオスの行政機関や行政職員の政策，実務能力の一層の

改善向上が依然として重要課題であり，ODAの寄与が期待される２７）。

第３にODA実施の効率化の改善に一層工夫することである。JICAの現地

当局や職員がこれに取り組んでいることは認めるとはいえ，一党独裁の体制

下で党や政府の意向が優先され，有効なチェックシステムが十分に機能しな

いため，対象地域の選定や事業の実施においてまだまだ大きな非効率が存在

する。障害が少なくないが，ラオスで活動するNGOやNPOの協力を得ると

ともに，それらを多く活用して効率化の推進を求めたい。義務教育，中等教

育，教員養成大学を含む大学教育，職業訓練校，病院，診療所，保健所など

の分野でその余地はまだまだ大きい。

第４にラオスの持続的な経済開発や社会的安定のために，対ラオスODA

を当面５年計画で１．５倍に，１０年計画で倍増することを主張したい２８）。技術

協力を含む無償資金協力は２０１１～２０年の１０年間平均６，６７６万ドルを５年間

で１億ドル強（約１４０億円）に，１０年間で１．３４億ドル（約１８７億円）に増

額するのである。国際情勢の大きな変化に対応するために第３次開発協力大

綱（２０１５年制定）の改定が日程に上っている折，「開発協力大綱の改定に関

する有識者懇談会」は外務大臣に「報告書」（２０２２年１２月）を提出し，今

後１０年間でのODA倍増による国際標準の達成を提言するに至っている２９）。

２７）佐藤仁（２０１４）は「ラオスの開発を進めるための行政官の援助受容能力は財源の
制限・人材不足などの面からもいまだに限定的である」として「ラオスの開発を
進めるための行政官の能力強化に向けた継続的支援」（p．５）を主な提言の１つ
として強調している。

２８）田中明彦氏（国際協力機構理事長，JICA）は「外交強化こそ長期の活路」と題
するコメントで「（世界中で危機が連鎖する）ときこそ，支援の原資となるODA
を増やし，仲間づくりに生かさなければならない」ことを強調し，その根拠とし
て「ODAは中長期的に日本への信頼を高める投資と考えるべき」ことをあげて
いる。日本経済新聞２０２２年１１月７日付朝刊

２９）同有識者懇談会の「報告書」はこの点について次のように述べる。「新大綱にお
いては「今後１０年でGNI比０．７％（２０２１年０．３４％，筆者注）を達成する」など
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これまで初等中等教育において貧困地域の小学校校舎の建て替え，中等学校

の特別教室増設，生徒寮の整備・改善に多くの学校がその対象になった。

ODA資金の入らないNGOによる同様の支援も少なくない。しかし小学校は

全部で約８，９００校，中等学校は１，５００校以上あり，支援の対象となった学校

はその一部にとどまる。ラオスの財政動向との関連を考慮しながら，ODA

予算の増額は農村，少数民族地域を中心に初等中等教育の改善，底上げを可

能にする。同様のことは保健・医療分野についても当てはまる。さらに

２０２２年秋以降，円安が急速に進み一時１ドル＝１５０円前後に達したから，円

表示の金額はドル表示では円安前と比べて２５％前後も目減りする。この点

への対応も欠かせない。

またラオスは日本のODAの全体傾向と異なって有償資金協力の受け入れ

がかなり少なく，年度によって件数や金額にばらつきがある。同じ１０年間

の平均は１，６８１万ドル（総額ベース）にとどまるが，５年間で２，５００万ドル

以上，１０年間で３，３００万ドル以上のレベルに増加させることが期待される。

非効率な事業への融資を極力排除しつつ，ラオス政府が積極的に活用するよ

うJICAなどの機関が働きかけを強めることを望みたい。

ま と め
ラオス経済は鉱物資源・水力発電開発が主導した，長期的な経済成長を遂

げたが，他方で２０１０代以降，経済格差や環境破壊の拡大など開発や成長に

伴う多くの弊害を生み出した。その後半には経済戦略の大転換が不可避とな

り，第９次経済・社会開発５カ年計画（２０２１）は「持続的な安定成長戦略」

を打ち出すに至った。

日本の対ラオスODAが開発最優先の経済成長に多大な貢献をしたことは

確かである。しかし同時に経済格差や大水害など弊害の拡大，深刻化は，そ

の結果生み出されたものであるから，これに対する責任の一端を免れない。

達成年限を明確に設定するとともに，中間目標を設けるなど目標達成に向けた具
体的な道筋を示すことを提言する」同報告書p．１３。
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ODAの近年の動きはこの現実を踏まえたものであり，「国別開発協力方針」

などに示された重点分野に基づいて，経済社会の広い分野に多様なプロジェ

クトを企画，実行するようになっている。本稿の考察は人口７２０万人余のラ

オスという小国へのODAの分析である。タイ（人口６，６１７万人，２０２１年，

タイ内務省），ベトナム（同９，８５１万人，２０２１年，ベトナム統計総局）と

いった大国へのODAには，人口規模を超えた質的に異なる問題が存在する。

ODAの研究には小国，大国両モデルの分析が欠かせないことを確認してお

きたい。

ラオスへの開発協力（ODA）の課題について比較優位産業の育成に寄与

できる工夫が求められること，ODAの大幅増額など４点を挙げた。重ねて

強調したいのは，ピーク時に比較して半減以下となっている一般会計の

ODA予算を大幅に増額することである。ラオスは小国であり無償，有償の

資金協力の規模は小さいから，その増額に大きな困難はない。他の小国への

協力と同様，短期的に１．５倍，中長期的に２倍への増額を求めたい。この場

合に留意すべきことはハード・ソフト両面の協力，支援をこれまでにも増し

て一体的に行うことであり，これに不可欠な技術協力，具体的には専門家・

調査団・協力隊の派遣人員の増加，留学生や研修員受け入れの増員をともな

う必要がある。日本の若い世代が開発協力に一層の関心を持てるよう多様な

広報や，魅力的な体験イベントなどの取り組みが期待される。
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The Roles of Japan’s ODA in Relation to the
Remarkable Changes in the Lao Economy

UCHIYAMA Reo

This paper examines the economy of Laos, located in the Mekong
subregion of the Indochina Peninsula, and Japan’s official development
assistance（ODA）to Laos. The country has experienced high economic
growth, with a GDP growth rate of 6-8% for nearly a quarter century since
the 1990s. However, this growth has also led to negative effects such as
income inequality and an increase in poverty. In response, the Lao
government has shifted its economic strategy to focus on stable and
sustainable growth, addressing economic and political issues and improving
living conditions for the people.

Japan has played a significant role in Lao’s economic growth through
infrastructure improvement, and as the largest donor to Laos since the
1990s, has also focused on social development, particularly in the areas of
education, health, and medical care. In conclusion, the author proposes that
the Japanese government should increase its ODA budget to Lao PDR at
least doubling it, to contribute to the development of industries more
positively with comparative advantages and to address economic
disparities.
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はじめに
マルクス経済学では，利潤率の傾向的低下の法則にしろ，拡大再生産表式

にしろ，直接間接に投下された労働量である価値の次元で扱う。もちろん，

価値と価格は一般には一致しないがいわば「だいたい同じ」とみて，価値で

考える。それに対し，近代経済学では，そもそも労働は生産関数の一つの生

産要素として，資本や土地などと特に特別扱いせずに扱われる。もちろん，

人的資本の蓄積など，内生的成長論の観点で，重視されることはあるが，マ

ルクス経済学ほどには労働を，特に価値を重視していないどころか，そもそ

も価値の方程式が出てくることもない。

しかし，数ある新古典派のモデルは原理的にはすべて，労働投入があるな

らば価値を論ずることができるはずである。i）

本稿では，最も基本的な新古典派成長論モデルであるソローモデルにおい

て，資本蓄積の黄金律を満たす状態において労働価値説が成り立つことを示

し，最後にその経済学的意味について論ずる。

なお，大西［２０２０］では労働価値説を，労働投入と生産物の間の比例性とい

＜研究ノート＞

ソローモデルと労働価値説

i） 金江亮［２０１３］第１０章では，生産で資本のみが投じられ，労働投入が無い場合に
は価値が０になるなど，労働価値説が成立しないケースが扱われている。もっとも，
労働が唯一の本源的生産要素ということも，労働価値説の主張であるから，仮定
自体が不成立と捉えるか，あるいはこのケースの場合の資本は，広い意味での人的
資本と捉えて，直接間接の資本投入量を労働投入量としてとらえる必要がある。

キーワード：労働価値説，ソローモデル，コブ・ダグラス型，価値，資本蓄積の黄金律

金 江 亮
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う意味で用いているが，本稿では，財を生産するのに直接間接に必要な投下

労働量を価値とし，諸財の間の価値と価格の比率が等しい，つまり相対価値

と相対価格が等しい状態を労働価値説が成立している，という意味で用いて

いる。

ソローモデル
ソローモデルは，資本と労働を投入して最終生産物を産出し，その最終生

産物を，消費と投資に配分し，投資は減価償却と新規資本蓄積に割り当てる

貯蓄率一定のモデルである。最終生産物は，消費にも投資にも使えることか

ら，資本財にも消費財にも使える「小麦をまいて小麦を得るが，食べること

にも次期の生産の種籾にも使える」ようなものである。

ソローモデルでは，人口成長率や技術進歩などを入れて拡張することもで

きるが，ここでは簡単に，それらは考えないことにする。また，最終生産物

の生産関数はコブ・ダグラス型とする。

最終生産物
1( , )Y F K L K Lα α−= = （１）

消費，投資 Y C I= + （２）

資本蓄積 K I Kδ= −& （３）

生産物市場の均衡条件 I sY= （４）

ここで，Y：最終生産物，K：資本，L：労働，I：投資，C：消費，
δ：減価償却率，s：貯蓄率で，α，δ，sは定数のパラメーターで
0 , , 1sα δ< < とする。なお，変数は本来，時刻 t の関数で，K&の上の点
は時間微分を表している。たとえば（３）式は， ( ) ( ) ( )K t I t K tδ= −& で

あるが，表記の簡潔さのため省略している。

一人当たりの変数に置き直してみよう。一人当たりの変数を小文字で表す

ことにする。
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つまり

: , : , : , :Y K C Iy k c i
L L L L

= = = = とおく。

このとき（１）式は， ( , )F K L が一次同次であることから

( , ) ,1 ( ,1)Y F K L Ky F F k
L L L

⎛ ⎞= = = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

となるが，これを ( )f k とおく。

( ) ( ,1)y f k F k kα= = = となる。

（２）（３）式より，

( )y f k c k kδ= = + +& （５）

となる。

このとき，資本の限界生産性は

( )( , ) ,1 ,1 ( )K K K
Y KF K L F F k f k
K L
∂ ⎛ ⎞ ′= = = =⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

となる。

（３）式は以下となる。

( )K K I K sY Kk sf k k
L L L L

δ δ δ
′ − −⎛ ⎞= = = = = −⎜ ⎟

⎝ ⎠

&
&

定常状態での資本量を求める。定常状態では 0k =& であることから，

( )sf k kδ= となり，したがって
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1
1sk
α

δ
−∗ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
（６）

が得られる。

定常状態での消費量 c∗は（５）式で 0k =& として

( )c f k kδ∗ ∗ ∗= −
となる。

定常状態での消費量 c∗は，資本量 k∗に依存しているが，その資本量 k∗は
（６）式より，貯蓄率 sに依存している。
この消費量 c∗が最大になる貯蓄率 sでは， 0c

s

∗∂
=

∂ が成り立たなければな

らない。この消費量最大の定常状態での変数をgoldをつけて表すことにする。

0c
s

∗∂
=

∂
から

,( ) 0goldc f k δ
∗

∗∂ ′= − =
∂k ∗

したがって
,( )goldf k δ∗′ =

この関係を，資本蓄積の黄金律という。

価格体系

最終生産物の価格を�，資本レンタルを�，名目賃金率を�とする。（こ

れも時刻�の関数である。）企業の利潤を�とおくと

pY RK wLπ = − − （７）

利潤最大化の１階条件は

0 ( )Y Yp R R p pf k
K K K
π∂ ∂ ∂ ′= − = ⇔ = =
∂ ∂ ∂

（８）
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0Y Yp w w p w py
L L L
π∂ ∂ ∂
= − = ⇔ = ⇔ = −

∂ ∂ ∂
′( )kkpf （９）

となる。このとき，生産関数が一次同次であることから利潤�は０となり，

（７）式から

R pK L Y
w w

+ = （１０）

が得られる。

p
w は，最終生産物１単位で雇用できる労働量であり，最終生産物１単位の
支配労働量である。

R
w は，資本１単位のレンタルで雇用できる労働量であり，資本１単位のレ

ンタルの支配労働量である。

価値体系

最終生産物１単位の価値を�とする。ソローモデルでは，最終生産物は資

本蓄積にも消費にも使えるため，資本財，消費財１単位の価値も同じく�と

なる。

（１）式で，資本 Kと労働 Lを投入して，最終生産物Yを得ているが，資本
財の価値は，減価償却分だけ最終生産物に移転するのでii）

v K L vYδ + = （１１）

これを解くと価値と，価値の逆数が求まる。

1, ( )L Y Kv y k c k
Y K v L

δ δ
δ

−
= = = − = +

−
& （１２）

ii） 資本Kと労働Lを投入して，減価した資本K Kδ− と最終生産物 Yを結合的に生
産したと考えて ( )vK L v K K vYδ+ = − + としても同じ式になる。
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図１

図２

価値よりは，価値の逆数の方が，経済学的意味が理解しやすい。価値の逆

数は，最終生産物から減価償却だけ控除したもの，あるいは同じことだが，

消費と新規資本以外の部分である。

図示
前節までの式から，以下のように図示できることがわかる。

特に資本蓄積の黄金律が成り立つときは，以下の図になる。

価値と価格
さて，価値と価格が一致するとき，つまり労働価値説が完全に成立すると

きはどのようなときであろうか？それは，（１０）式と（１１）式が一致するときで

ある。
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R v
w
p v
w

δ⎧ =⎪⎪
⎨
⎪ =
⎪⎩

上式は，資本１単位のレンタルの支配労働量が，減価償却の価値に等しい

ことを意味し，下式は，最終生産物１単位の支配労働量が，最終生産物１単

位の価値に等しいことを意味している。本モデルは１財モデルなので，厳密

な言い方ではないが，上式は資本財の価格が価値に等しい式であり，下式は

消費財の価値と価格が等しい式とも見て取れる。iii）

支配労働量と投下労働量が等しいとき，つまり最終生産物１単位で雇用で

きる労働量が，最終生産物１単位を生産するのに直接間接に必要な労働量と

一致するとき，価値と価格が一致することは経済学的意味が自然で既知の結

果であるがiv），ここでもそれが成り立っていることが分かる。

さて，この２式から R pδ= であることが価値と価格が一致するための

必要十分条件である。（８）から， ( )R pf k′= なので，

( )f k δ′ =

のとき，労働価値説が完全に成立する。これは，資本蓄積の黄金律が成り立

つ定常状態のときに成立している。つまり，ソローモデルにおける資本蓄積

の黄金律は，労働価値説が成立する状態であることがわかった。

結語
金江［２０１３］第１０章では，ラムゼーモデルにおいて，時間選好率�が０に

近いほど，定常状態で価値と価格との乖離が０に近づくことを示している。

iii）価格の単位はたとえば円で，価値の単位は労働量なので，そのままでは比較でき
ないが，名目賃金率�で割ることにより，左辺は労働量の単位になっているた
め，比較できることに注意。

iv）置塩信雄［２００４］pp．３６-３８を参照。
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ソローモデルはラムゼーモデルと異なり，時間選好率は出てこないが，もと

もとのRamsey［１９２８］のモデルは時間選好率がなく，むしろソローモデルに

近いとも言える。資本蓄積の黄金律は，ラムゼーモデルの時間選好率�を０

とした状態“のようなもの”と思えば，価値と価格が一致していることは自

然な結果である。

また，資本蓄積が停止する定常状態を，資本蓄積が第一義的でなくなった

社会，すなわち社会主義と理解するならば，社会主義では労働価値説が完全

に成り立ち，価値と価格との乖離がある状態からない状態に近づくことにな

る。

資本主義以前の単純商品生産社会ないし，スミスが想定した初期未開の資

本主義では労働価値説が成り立ち，資本主義が発展するにつれ価値と価格と

が乖離し，その乖離がまたなくなって社会主義に至るという弁証法的に捉え

られることになる。

参考文献

石山健一［２０１６］「第３章ソロー成長モデル」國士舘大學政經論叢第２８巻第３号，国

士舘大学政経学会。

大西広［２０２０］『マルクス経済学 第３版』慶應義塾大学出版会。

置塩信雄［２００４］『経済学と現代の諸問題─置塩信雄のメッセージ』大月書店。

金江亮［２０１３］『マルクス派最適成長論』京都大学学術出版会。

ロバート・M．ソロー，福岡正夫（訳）［２０００］『成長理論 第２版』岩波書店。

R．J．バロー／X．サラ-イ-マーティン，大住圭介（訳）［２００６］『内生的経済成長論Ⅰ［第

２版］』九州大学出版会。

Hiroshi Onishi, Shunya Yoshii［2019］“A Proof of Labor Theory of Value Based on

Marginalist Principle.”World Review of Political Economy volume 10, Issue 1.

Ramsey，Frank［１９２８］“A Mathematical Theory of Saving．”Economic Journal，３８，

December，５４３-５５９．

（かなえ・りょう／経済学部准教授／２０２２年１１月８日受理）

５０４ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



はじめに
本研究は「障害者差別解消法施行後の大学における合理的配慮と学生支

援」というテーマの桃山学院大学における共同研究（地域連携）の中で，

「障害１）者就業の実態と大学（学校）との連携」について株式会社JFRクリエ

（以下クリエと略す）を調査したものである。同社は，J．フロント リテイリ

ング株式会社の特例子会社であり，２０１７年に設立された。職域の拡大や地

域貢献などが評価されて２０２２年５月に厚生労働省から「障害者雇用に関す

る優良な中小企業主（もにす）」の認定を受けた。

本稿は，同社の紀ノ﨑広隆社長に２０２２年８月２日，障害者雇用の取り組

みおよび大学（学校）との連携についてヒアリング調査および同社の事業所

見学したものである。

１．沿革─障害者雇用の開始から現在まで─
クリエは，株式会社大丸松坂屋百貨店や株式会社パルコなどの子会社を有

＜研究ノート＞

JFRクリエにおける障害者就業の実態と
大学（学校）との連携

グループ各社と連携して約４０種類の業務に拡大

１）「障がい」という記述も見られるが，法律の文言に合わせて本論文では「障害」
としている。

キーワード：障害者就業，合理的配慮，学生支援，大学（学校）との連携，
株式会社JFRクリエ

信 夫 千佳子
安 原 佳 子
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するJ．フロント リテイリング株式会社（以下，JFRと略す）が１００％ 出資

した特例子会社である。JFRでは，障害者雇用は企業の社会的責任であると

の理念からクリエを２０１７年４月３日に設立し，６月１日に事業開始した。

本店所在地は東京であるが，事業所は大阪府高槻市の１ケ所だけで，JR高

槻駅直結の立地である。

クリエ以外にもJFRグループの他の子会社でも障害者を雇用していて，同

グループの全従業員のうち障害者雇用比率は２０２１年度には２．６６％ であり，

２０２２年度には２．９％ を上回る見込みである。２０３０年度には３％ を目標にし

ている。設立からあまり年数が経っていないにもかかわらず，かなりのハイ

ペースである。

JFRクリエという社名は，create the future という言葉を元に表記して

おり，同社のロゴマーク（名称「イロトリドリノコセイ」）は社名を８つの

異なる色や形で取り囲み，JFRグループのダイバーシティ推進方針のもと，

「この“イロトリドリノコセイ”のように己の特性を理解し，互いに尊重し

あい，活躍できる，私たちでありたい」２）ということを表現している。

従業員は常勤役員を含んで３８名であり，そのうち障害者手帳保持者は２９

名（知的障害者１３名，重度知的障害者５名，精神障害者１０名，身体障害者

１名）３）で，平均年齢は２５．８歳である（２０２２年６月現在）。開業以来の定着率

（２０１７年度～２０２１年度（２０２２年２月））は７６．５％（知的障害者８９．５％，精

神障害者６０％，身体障害者１００％），就職１年後開業以来の就労定着率は

８６．１％ である。ちなみに，JEED（２０１７）調査によると，就業１年後の就労

定着率が精神障害者４９．３％，知的障害者６８．０％ であるので４），比較的高い

定着率である。

同社は設立から現在までに，国や地方自治体から次のような表彰を受けて

２）株式会社JFRクリエの会社案内
３）同社の重度知的障害者は職業上の重度の意味で，全く喋れない人や動けない人は

いない。
４）厚生労働省職業安定局「障害者雇用の現状等」平成２９年９月２０日，２１ページ。

https：／／www．mhlw．go．jp／file／０５-Shingikai-１１６０１０００-Shokugyouanteikyoku-
Soumuka／００００１７８９３０．pdf（２０２２年１０月２２日閲覧）。
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いる。２０１７年９月には大阪府から「障がい者サポートカンパニー」優良企

業に認定された。２０１９年９月には大阪府から「ハートフル企業教育貢献賞」

を受賞した。２０２０年１月には厚生労働省から「障害者活躍企業」に認定さ

れた。２０２２年５月には厚生労働省から「障害者雇用に関する優良な中小企

業主（もにす）」に認定された。

「障害者雇用に関する優良な中小企業主（もにす）」とは，障害者雇用の

促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主

を厚生労働大臣が認定する制度で，２０２０年４月から実施された。認定マー

クの「もにす」は，「ともにすすむ」という言葉に由来し，企業と障害者が

共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待されたものである５）。

同社が「もにす」に認定されたのは，次のような点が評価されたからであ

る６）。

①職域の拡大：グループ各社と連携して約４０種類の業務に拡大し，個人の

強みや特性を活かした活躍の場を広げている。

②環境の整備：パソコン作業室に１５０cmの高さのパーテーションを設ける

など，特性に配慮した環境整備を推進している。

③成長への取り組み：半年ごとに課題を設定し，指導員との面談によるサ

ポートにより成果につなげている。

④地域貢献：地域の特別支援学校，就労移行支援事業所から実習生を受け入

れている。

５）厚生労働省「もにす認定制度で初の認定事業主が誕生しました」２０２０年１０月２１日
https：／／www．mhlw．go．jp／stf／newpage_１４２２４．html（２０２２年１０月１日閲覧）。

６）株式会社JFRクリエ「J．フロントリテイリンググループの特例子会社『株式会社
JFRクリエ』が，厚生労働省の「障害者雇用に関する優良な中小企業主（もに
す）」に認定」B to Bプラットフォーム業界チャンネル，２０２２年６月２日。
https：／／b２b-ch．infomart．co．jp／news／detail．page?IMNEWS１＝３３１６３６８（２０２２
年１０月１日閲覧）。
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写真）値札の発行作業 ２０２２．８．２信夫撮影（以下同様）

２．就業状況
（１）業務

JFRクリエには，２０１７年から開始されたオフィスサポート業務，２０１８年

から開始されたパソコン業務，２０２１年から開始された清掃業務，２０２２年か

ら開始された伝票管理業務，その他業務があり，それぞれ１５名，５名，６

名，２名，１名の障害のある従業員で担当している。オフィスサポート業務

は，グループ会社の百貨店の進物用リボン製作，値札発行，社内連絡便業

務，DM封入作業，社内スマホキッテングなどがあり，知的障害のある従業

員が中心に担当している。パソコン業務は，議事録文字起こし，販売員勤務

実績入力，取引先与信情報入力，書類電子化などがあり，精神障害のある従

業員が従事している。グループ企業の事務所の清掃業務も請け負っていて，

主に知的障害のある従業員が担当している。伝票管理業務は，グループの百

貨店の売上伝票のチェック作業で，知的障害のある従業員で担当している。

これらを業務別に見てみると４０種類になる。その他業務としては，財務，

人事，福利厚生，教育，広報などを行う後方部門があり，こちらは身体障害

のある従業員と障害のない従業員が担当している。

百貨店のグループ企業ならではの進物用のリボン製作は，特例子会社の設

立当初からの業務であり，正確に作らないと見栄えが良くないが，「健常者
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写真）
進物用リボンの製作

でもここまで精密にできない（紀ノ﨑社長）」という高い精度で仕上げてい

る。また，百貨店で取り扱う２０種類以上の値札発行を間違いなく仕分ける

細かな業務も行っている。

社内連絡便業務は，関西拠点として８０ヵ所以上へ発送していて，一日千

通以上あるが，毎日，間違いなく発送されている。

パソコン業務の中の議事録の文字起こし業務では，JFRでの会議やIRの資

料を成文に書き起こしている。関西の社員が多いので関西弁を修正する手間

がかかる。他には，会社から貸与されるスマートフォンにセキュリティなど

の特別なアプリケーションを入れるセットアップ業務がある。

本年３月にJFRグループの百貨店の売上伝票のチェック作業を始めたが，

現在３店舗を担当し，これからは全店に拡大する予定である。

同社では，特別支援学校などから障害児が職場体験をするための実習生を

受け入れていて，その指導は障害のある従業員が担当している。我々の訪問

日には実習生２名を受け入れて，リボン製作の実習を指導していた。他に

も，週２回の実習生を受け入れており，この時は計３名を受け入れていた。

「自分が業務を修得したときに苦労した経験があり，実習生の気持ちがよく

理解できるので，指導はとても上手である」と紀ノ﨑社長は評価している。
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写真）
連絡掲示板

一方で，実習生にとっては，同じような障害がある従業員に指導してもらえ

ることで就職への励みになっているようである。

以上のように，従来はJFRグループの障害のない従業員が担当したり，外

部に委託していた業務を障害のある従業員が担当していて，障害者のための

特別な業務は設定していない。職場環境や支援制度が整えば障害のない従業

員と全く変わらない業務ができるという証といえよう。

（２）労働条件

障害のある従業員は，１年ごとに更新される契約社員である。就業場所

は，JR高槻駅直結徒歩１分のクリエ（大阪府高槻市紺屋町２番１号松坂屋

高槻店５階）内にある。就労時間は７時間半拘束の実働６時間（７：３０～１７：

３０の内の６時間）である。原則として，睡眠障害のある従業員でも出勤し

やすいように，始業開始は１０時からである。例外として，清掃業務担当者

は朝７時半までに出勤し，併設するJFRグループ各社の清掃を担当してい

る。朝早く起きるのが得意で，一つのことに集中する特性を持つ従業員を配

置している。休日については完全週休２日制であり，伝票管理業務を除いて

日曜は定休で他の一日を交代で休日に当てることができる。通院が必要な従

業員は，有休を活用しないで平日に通院することができる利便性がある。年

５１０ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



写真）注意事項の張り紙

始休日と個別連休制度などを合計すると年間休日は１１３日である。福利厚生

として，交通費全額支給，大丸・松坂屋での買物割引制度，財形貯蓄制度，

従業員食堂，J．フロント共済会，団体扱各種保険などがある７）。

働きやすい環境づくりとして，一日５回，計１時間３０分の休憩がある。

昼休みは５０分で１時間おきに１０分休憩がある。集中力の維持が難しい従業

員，声をかけないと休憩できない従業員もいるので，このような休憩体制に

なっている。さらに，ラジオ体操を一日２回，１０時と３時に実施し，リフ

レッシュできるようにしている。特に３時は疲れてくる時間帯で，コンディ

ションの悪い時にはこの３時の体操というのは有効であると考えられてい

る。

給与に関しては，昇給は有るが，職種の違いによる賃金の差はない。適性

による異動が生じる場合があるが，その時に減給になることは避けたいから

である。

これらの条件からすれば，自分の特性に合った職種を担当し，無理のない

ペースで安心して長く働きたいという障害者には働きやすい職場であると思

われる。

７）ヒアリング内容および株式会社JFRクリエ 採用情報 https：／／jfr-create．jp／
hiring／（２０２２年１０月９日閲覧）。
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（３）支援体制と人材育成

障害のある従業員は，業務で行き詰った場合は指導員からサポートを受け

ることができる。指導担当の従業員は営業やスタッフ業務などの通常業務と

は別に，６名程度の障害のある従業員の指導を兼務している。就業上困った

ことに相談に乗り，面談を通して指導する。継続的に担当が決まっているの

で，長期的な育成計画や業務のステップアップ指導ができる。毎月ワンオン

ワン（個別面談）を実施し，その月の課題の設定と課題の解決や改善方法の

指導のほか，人間関係の悩みや不安などのコンディションの把握も行う。半

年に一度定期面談して半期の振り返りと目標の設定をしている。日常的に

は，朝の挨拶で様子がおかしいようなことがあるなど，何らかの兆候が見え

た際に，随時，面談して話を聞いている。このように定期面談だけでなく，

急な体調不良や精神的不安定の時にも随時，面談を実施している。

このような相談や支援を行う従業員は，JFRグループ内での公募した従業

員である。障害者支援のための専門的スキルを身につけた人材ではないが，

障害者支援へのマインドが高い人材が集まっており，着任後の各種研修によ

り知識を習得している。彼らは同社への出向後もJFRグループの元職場の給

与や待遇は維持される。

指導担当従業員達は，面談あるいは注意をした時の反応を共有すべきだと

思われた時にチャットで情報共有している。指導担当従業員間の指導に違い

があると影響を受けてしまう障害のある従業員が多いので，一貫した指導の

ために情報共有されている。

入社３年目までの障害のある従業員に対しては，月一回外部専門家（産業

カウンセラー）による面談を実施している。会社の上司に言いにくい悩みも

外部の専門家に話すことによって悩みの理解が進んだり，具体的に支援が出

来ることもある。障害のある従業員はコンディションが悪いときに自分のこ

とを伝えることが苦手な人が多いので，外部の専門家に話すことで伝えるト

レーニングにもなっている。信頼関係が影響したり，今までの成育歴の中で

人に弱みを見せられないという従業員もいるので，専門家のサポートを受け
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ながら自分のことを再認識してもらうという機会になっている。

月１回全員参加のワークショップを実施している。業務の改善や苦手なこ

とを発表しあうことで，メンバー間の相互理解を深めている。

他にも，様々なトレーニングを実施している。例えば，向かい合って中央

に段ボールの壁を立て，こちら側の従業員がいろいろな形の紙を見て口頭で

説明して反対側の従業員がその形を作るというようなことをする。自分が伝

えたつもりでも人には伝わりにくいという経験をしてもらうためである。自

分の伝え方を工夫することによって相手にしっかり伝えることができるとい

う体験をするワークショップである。

４ヵ月間のチームでの「プロジェクト活動」というKAIZEN活動がある。

チームの役に立てたいという要望を持ったメンバーで，課題の抽出，課題に

対する改善提案をしている。リーダーの育成とメンバーの仕事に対するやり

がいに寄与すると考えられている。

また，感謝の気持ちを伝えあう「ありがとうカード」というツールを用い

ている。「ありがとうと言いたいときにはこれを渡しましょう」と従業員間

で配りあうカードである。声をかけるのが苦手な従業員もこの紙を渡すこと

でその気持ちを伝えることができるコミュニケーション・ツールになってい

る。「いいことをしてると思ったら配りましょう」という「イイねカード」

というツールも使用している。いずれのカードも５枚貯めて昼礼で発表する

と粗品がもらえる。一番印象に残ったカードを発表することで，その従業員

は発表するトレーニングにもなっているという。管理者は自身が見ていない

ところの従業員の仕事ぶりや人間関係を把握することもできる。

現在のコロナ禍ではコミュニケーションをとる機会が減ったので，各人の

趣味や興味のあるものを発表する場として「クリエイティブギャラリー」が

設置されていて，お互いを知る機会になっている。見学時は，切り絵，パソ

コンで描いた絵，自作の詩などが展示されていた。共通の趣味を知ったり，

「これ私も好きなんです」とか，「これどうやって作るんですか」とか，クリエ

イティブギャラリーのスペースでインフォーマルな交流が行われている。
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写真）クリエイティブギャラリーの作品

同社では，従業員に財形貯蓄を奨励していて，障害のある従業員２９名中

１０名が財形積立をしている。特に知的障害のある従業員は金銭管理が苦手

な人が多く，給料日から豪勢に使って，その後お金がなくて食べ物を買うお

金もないということがあるので，計画的にお金を貯められるように支援して

いる。

３．学校や就労支援事業所との連携状況
新卒採用は主に特別支援学校からの採用を行っている。大学からの新卒採

用は行っていないが，今年の採用者の１人は，大学を卒業後に１年間就労移

行支援事業所でトレーニングを受けて入社した従業員である。特別支援学校

から就職した従業員は，１年間は学校から引き続き支援されるので，必要に

応じて連携している。さらに，１年後を見据えて障害者就業・生活支援セン

ターにも繋いで，支援体制が希薄にならないように気をつけている。

中途採用は，ハローワークの面接会，グループ合同面接会，就労移行支援

事業所からの紹介などである。就労移行支援事業所から採用した障害のある

従業員は，就労定着のために３年半の支援を受け，その後は，就業・生活支

援センターにつないでいる。また，障害のある従業員に対して就労移行支援

事業所の担当者と同社の担当者と三者面談する機会をもうけている。
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社会貢献の観点から，雇用と関係がなくても実習を受け入れている。最大

で２週間，事前に本人及び支援者とすり合わせた職種を体験できる。実習後

は，同社担当者と本人，支援者（特別支援学校の先生や就労移行支援事業所

の担当者）と就職に繋がるように２０分くらいかけて客観的な意見をフィー

ドバックしている。

４．障害のある学生の就労に向けての大学での支援および学生の学
修や準備

JFRクリエの紀ノ﨑広隆社長は，就業のために大事なことについて次のよ

うに述べている。

「JFRクリエでは，障害特性に対しての“自己理解”，“協働する力”，“就

労意欲”の３つが揃っていることが働くうえで大事だと思っています。１番

目の自己理解は，特性を乗り越える力になります。幼少期から手帳を持って

特別支援学校に行かれている方はトレーニングを受けて来られていますの

で，こちらの方々はかなり出来ています。ところが，一定のトレーニングを

せずに大学に進学された方には，自分の障害に対する自己理解がなされてい

ない場合を見受けます。企業の中でいろいろな壁が出てきますけれど，自己

理解が出来れば，それを乗り越えることができます。自分は音が苦手なんで

すとか，目の前の人と話すのが苦手なんですとか伝えてくれれば，周りは配

慮ができるんですけど，それを認められないことで他責になり，企業のなか

でトラブルになることもあります。２番目は，企業で働くということは一人

でできないことを集団で取り組む活動なので，人と協力するということがで

きるかどうかです。パソコンの能力，計算の能力，手先の器用さだけではな

く，周りの人々を認めてその人達と協力するということが大事です。３番目

は，会社に入社すればお金をもらえるという感覚では，職業意欲は上がらな

いです。働くというのは社会に価値を生み出すことだと理解ができれば，

もっと働きたい，これができるようになりたい，周りのために役立ちたいと
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思うものです。就労意欲は自分の中で内的な報酬を与え続けられるので，就

業能力を上げるための原動力になると思っています。」

同社の従業員で苦労しているケースは，自身の特性に向き合えていない場

合である。ミスをした際に自分の責任を認めることが出来ない。業務上の一

般的な指導を自身への叱責と捉えて，過度に反省，あるいは過度の攻撃的な

対応をしてしまう。出来ることを過度に主張する。他人の目を過度に意識す

る。…などである。これらの同社のケースから鑑み，上述の３点は就業に向

けての重要な心構えといえよう。

学生時代に学んでおくと良いことについては，紀ノ﨑社長から次のような

提言があった。

「企業に求められるスキルを学び，体験されたら良いと思います。社会に

出た時に必要とされるスキルや能力は今までの勉強とは違いますよね。そう

いうことを体験されることは必要だと思います。次に，自身の足りない部分

を把握する力とそれを克服するために行動するスキルを身につけていただけ

ればと思います。“行動する力は失敗から学ぶ力”と考えます。失敗しても

行動すれば，いろんな経験が積みあがっていくのではないかなと。さらに，

社会に出た時に孤立しないことが大事だと思います。今まで過度に保護され

たり，逆に過度に厳しく育てられたり，成長を阻害してしまうようなご家族

もいらっしゃるので，良いメンター（mentor）を持つことも大事だと思い

ます。学生さんは学校という拠り所がありますけれど，社会に出たらそう

いった場がなくなりますので，社会のセーフティネットを活用する力は必要

だと思います。社会には，就労支援事業所であったり相談支援事業所であっ

たり，障害を持った方のためのセーフティネットがいくつもあるので，そう

いった所の門を叩けるかどうか。そういった存在を知っているかどうか。孤

立しない力を学生時代に身につけることは人生においてすごく大事だと思い
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ます。」

ちなみに本学において障害のある学生に支援を行っているキャンパスソー

シャルワークセンター（CSWセンター）では，面談やCSWセンターで開催

する講座にて就労移行支援事業所の情報提供などの連携を行っているほか，

CSWセンターの隣にある学生ルーム（休憩，面談に利用する部屋）に外部

の関係事業所資料を掲示している。しかし，CSWセンターを有効活用する

学生が限定的であるので，すべての障害のある学生に対して在籍中または卒

業後に就労に移行できるよう外部の事業所を紹介できているとはいえない８）。

大学の障害のある学生への就労支援としては，紀ノ﨑社長から個人的見解

としつつ，次のようなご意見をいただいた。

「企業で働くことをイメージされていない方が多いと感じます。就職先を

見つけなさいって言う前に，職業体験をされることをお勧めします。そこか

ら自分が足りないものを見つけて，逆算してご自身でニーズを組み立ててい

くことが大事では。インターンシップと職場体験は活発にやられたら良いの

かなと思います。就職前提ではなくて，企業における自身の特性把握のため

に早期に経験して，複数の企業で経験されると良いと思います。自己理解が

出来ていない方は，他の会社へ就職されても同じことにぶつかるので，社会

のニーズを感じることで自分の特性を理解する必要があると気づかれると思

います。そういう所が分かるようなフィードバックを受けられ，ご自身の特

性と向き合ってスキルアップができるようなインターンシップができれば，

とても良い経験になると思います。それと，就労移行支援事業所との連携で

す。働くための事前準備を支援する事業所なので，この学生には何が足らな

いのかとか，どういう経験が必要なのかということを見つけるノウハウを提

８）桃山学院大学・キャンパスソーシャルワークセンター・障がい学生支援コーディ
ネーター，２０２２年１０月１９日。
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供しています。そういうノウハウを学生さんが知って，就労準備を進めてい

かれると良いんじゃないかなと思います。障害者の特性に応じたアプローチ

は十人十色なので，特性に合わせた就労支援を大学でやられているといいな

と思います。」

本学のCSWセンターでは，就職支援企業のインターンシップに関わる情

報を提示したり，学生ルームに来室した学生に個別に声をかけている。しか

し，すべての学生がインターンシップに参加できているわけではない。例え

ば，聴覚障害の学生であれば，障害特性にあわせたインターンシップは少な

いので，一般枠で自身で手話通訳者を同行してインターンシップに参加する

学生が見受けられる。ただし，コロナ禍以前に比べれば，ウェブのインター

ンシップが積極的に開催されるようになったので，障害のある学生が参加で

きる機会は多くなっているようである９）。

また，昨今は障害のある学生の就労に向けて様々なプログラムを行ってい

る就労移行支援事業所があるので，本学のCSWセンターではそのような事

業所による，５人ぐらいで自己覚知を含め演習形式でのプログラムを年に１

回実施している。しかし，本学の授業ではなく，自主的な受講を促すもので

あるので，すべての障害のある学生が受講しているわけではない１０）。

５．特例子会社の意義と課題
同特例子会社の意義としては，多様な人々が社会に参画できる職場を提供

していることである。そして，障害のある従業員がバックオフィスの業務が

中心で指導員の支援が必要とはいえ，従来は同グループの障害のない従業員

が担っていた業務を行うことができている。また，採用とは関係なく就業体

験の場も提供している。このようなことから，同社は社会的貢献を第一の意

義とした事業活動といえる。

９）同上。
１０）同上。
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収益に関してはJFRグループからの委託業務であるため低めの金額になっ

ていて，マーケットプライスではもう少し高い金額を想定できるが，それで

もやはり赤字であろう。

国や市町村からの障害のある人を雇用する企業に補助される助成金や支援

金を用いて運営している。しかし，最初の２，３年だけの補助がほとんどで

ある。定着率を高くするためには，継続的に支援をしなければならないが，

途中で助成されなくなってしまう。また，精神障害者の定着率は低いため長

めに助成されるというように，障害の種別によっても助成金が異なる。定着

率が高くなればなるほど，企業の持ち出し分のウエイトが大きくなる。定着

率を高める努力をされている企業こそ助成されるべきではないだろうか。

赤字の解消になるかどうかは不明であるが，細密なリボン，アートデザイ

ンの作品を見るにつけ，これらは商品としての価値があるのではないかと

思った。そして，JFRグループは，百貨店やショッピングセンターを有する

ので，そのようなスペースを設けて，障害のある従業員の商品として販売す

るのはどうだろうか。

また，同社が請け負っている業務は，進物用リボンの製作や値札発行のよ

うに，以前は同グループの各職場で従業員が時間の合間を見つけて取り組ん

でいた業務が多かったと推測される。とすれば，同グループの百貨店の店舗

での一部の業務が削減されているので，各店舗での付加価値を高める業務を

増やすことで利益の増大が期待できるだろう。

おわりに
同社と大学との直接の連携はなかったが，学生を社会に送り出す大学に対

して有意義な提言をいただいた。大学では学生の自主性に任せている側面が

強いので，本学の学生においては，CSWセンターだけでなく，キャリアセ

ンター事務課，教務課，学生支援課，学生相談室，保健室など，学生の必要

や好みに応じて利用したり利用していなかったりである。また，障害があっ

ても障害者手帳を取得していない学生も少なからず在籍している。周りの障
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害のある学生を理解するためにも障害のない学生を含むすべての学生に対し

て障害のある学生の就労の現状や社会のセーフティネットを学ぶ機会があっ

てもよいのではないかと感じた。

謝辞

株式会社JRFクリエの紀ノ﨑広隆社長様には貴重な取り組みや大学への提

言をヒアリングさせていただき，心より御礼申し上げます。また，職場の写

真撮影に快く応じてくださった同社の従業員の方々には深く感謝申し上げま

す。

（しのぶ・ちかこ／経営学部教授）

（やすはら・よしこ／社会学部教授／２０２２年１１月１７日受理）
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１．はじめに
６年前に出版された「LIFE SHIFT -１００年時代の人生戦略」（以降LIFE

SHIFTとする）のインパクトはあまりに大きく，未だに「人生１００年時代」

という言葉を聞かない日はない。本書「LIFE SHIFT２-１００年時代の行動

戦略」（以降LIFE SHIFT 2 とする）は，２０２０年にイギリスで出版された

「THE NEW LONG LIFE：A Framework for Flourishing in a Changing

World」の翻訳本として２０２１年１１月にLIFE SHIFTの続編として出版され

た。私もこれら２冊によって大きな影響をうけたひとりであるが，学部長と

して参画した本学経営学部の改革にもこの影響は波及している。まず，新し

い学部教育理念に「人生１００年時代」という言葉を使用した。そして，生涯

学び続けること，知識習得だけではなくそれを実践的に適用する能力，論理

的・批判的思考力，コミュニケーション能力，機械に代替されない人間的ス

キルの重視を学部の３つの方針に導入したのも，これら２冊に拠るところが

大きい。また，これから長い仕事ステージに移行する学生達には，本書を自

分の人生のストーリーについて考えるきっかけにしてもらいたい。

＜書 評＞

アンドリュー・スコット／リンダ・グラットン（著）

池村千秋（訳）

「LIFE SHIFT２-１００年時代の行動戦略」
（２０２１年１１月 東洋経済新報社）

藤 田 智 子
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２．著者らのプロフィールと本書の背景
本書の第１著者のアンドリュー・スコット（Andrew J．Scott）は，ロン

ドン・ビジネス・スクール教授で長寿と高齢化社会における経済学を専門と

し，第２著者のリンダ・グラットン（Lynda Gratton）は，同じ大学の同僚

である。アンドリューは，オックスフォード大学やハーバード大学を経て現

職に至ったが，リンダは心理学博士の学位取得後，経営コンサルタント会社

等の企業を経て，１９８９年に現職に就いた実務家出身の教員である。リンダ

は世界の経営思想家ランキング「Thinkers５０」にランキング入りを果たし，

その知名度は日本でも高い。２０１８年には安倍元首相から「人生１００年時代

構想会議」のメンバーに任命されている。

LIFE SHIFT 2 は２０１６年に出版されたLIFE SHIFTの続編として表紙デ

ザインや装丁も同様に揃えて５年後に出版された。しかし，LIFE SHIFT 2

の原著はLIFE SHIFTの原著である“THE１００-YEAR LIFE：Living and

Working in an Age of Longevity”の続編とは扱われていない。２冊とも同

じ２人が著者であるが，LIFE SHIFTでは第２著者であった長寿化と経済

が専門のアンドリューが，LIFE SHIFT 2 では第１著者となっている。本

書では，LIFE SHIFTに比べ長寿や高齢化社会について詳細な記述がはる

かに多いのは，ここに起因すると考えられる。

３．本書の概要
巻頭に２人の著者から，日本語版出版に向けて序文が送られている。原著

は新型コロナウイルス感染によるパンデミック前に原稿が完成し，２０２０年

にイギリスで出版されていたため，その翻訳本である本書にはその記述がな

い。著者らが予測していた社会の変化は，パンデミックによって一層加速

し，ひとりひとりの社会の変化に対する心構えがさらに重要になった。そし

て，世界のどこよりも高齢化が進む日本こそ，長寿化と健康の改善を経済成

長に結びつけ「長寿の配当」を経済面でも獲得することが，どの国より切実

だと記されている。
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本書は３部から成り，第１部：人間の問題には１，２章，第２部：人間の

発明には３，４，５章，第３部：人間の社会には６，７，８章があり，合計８章

から構成されている。

第１部 人間の問題
第１章 私たちの進歩

本書では，AIが人間の能力を侵害していく様子をロボティクス専門家の

「人間の能力の風景」という比喩的表現を引用して説明している。海の中に

いくつか浮かぶ島があり，その島の標高を「人間的な能力の高さ」，海水面

の高さは「その時点でAIが到達したレベル」とし，時間が経つにつれて海

水面が上昇してより多くの島が水没していく。スーパーのレジ係りやトラッ

ク運転手だけではなく，より高度で複雑だと思われていた弁護士やファイナ

ンシャル・アドバイザーにさえも水没が迫っている。その反面，水没しにく

いのは，知性を生かして人間らしい活動を行う能力，人と人とのやり取りや

ケアと思いやりが必要な仕事，マネジメントとリーダーシップ，創造とイノ

ベーションなどに関する仕事である。

テクノロジーの進化と長寿化の進展は，私たちの生活を改善できる可能性

を持っている。しかし，その実現には，私たちひとりひとりがどのように人

生を組み立てるか，そして教育機関，企業，政府が人々の生きる環境をどの

ように形づくるかが根底から変わる必要がある。

第２章 私たちの開花

人生のあり方を設計し直すためには，生活水準の確保だけでなく，人間と

しての可能性を開花させることも目指さなければならない。著者らは，自分

の人生のストーリーを歩む「物語」，学習と変身を実践する「探索」，深い絆

をはぐくむ「関係」という３つの要素に着目している。それは，私たちが変

化に適応して新しい人生の物語を生み出し，新しい世界を探索し，人間関係

を深めて強固なものにできるかどうかによって，人間の本質が大きく左右さ

れると考えているからである。
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第２部 人間の発明
第３章 物語─自分の人生のストーリーを紡ぐ

人生１００年時代のストーリーを紡ぐには，「年齢」「時間」「仕事」に対す

る考え方を変える必要がある。まず，「年齢」という概念は，生まれてから

現在までの年数（暦年齢）のみで捉えられがちであるが，全ての人が毎年同

じペースで老いるわけではない。肉体がどれくらい若いか（生物学的年齢），

社会でどのように扱われるか（社会的年齢），自分がどれくらい若い／老いて

いると感じているか（主観的年齢）など多面的な基準から「年齢」を考える

べきである。次に，「時間」に対しては，目の前である現在に集中しがちな

「丘のてっぺん型」の視点ではなく，上空から見下ろすように過去，現在，

未来を一望する「鳥の目型」の視点こそ長寿化時代に相応しい。そして，

「仕事」に対しては職業人生が長くなることを前提に，機械によって代替さ

れにくいかどうかを職に就く時の判断基準に入れるべきである。

憂慮すべき要素も多いが，ポジティブな変化もある。教育・仕事・引退の

３ステージからマルチステージの人生へ移行することで，キャリアの流動性

が高まる。また，職業人生が延びて引退年齢が上がると，健康寿命が延びる

という研究結果も報告されている。テクノロジーの進化と長寿化，社会の変

化に伴って私たちひとりひとりが，自分なりに「ありうる自己像」を描き，

それに到達するにはどのような道筋と選択肢があるか探索しながら，新しい

人生のストーリーを紡げば良いのだ。

第４章 探索─学習と移行に取り組む

社会の大きな変革は，親の時代とは違う多様な進路と選択肢の広がりを私

たちにもたらし，人生の選択・移行に迫られる回数を増やしてきた。しか

し，私たちは不安を乗り越え，探索と調査を行い，共に学ぶ人たちとのネッ

トワークをつくり，十分に学習する機会を設けることで移行を成功しやすく

してきた。

今後，長い職業人生と移行回数の増加に伴って，生涯に渡って学び続ける

必要性が高まる。最近では，人の頭脳は年齢を重ねても学ぶことが可能だと
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証明され，高齢者が学び続けることに肯定的な説が提唱されている。時間を

かけて蓄積される知恵や戦略のように，年齢を重ねるほど強まるタイプの知

能（結晶性知能：crystallized intelligence）は，AIやテクノロジーに取って

代わられない人間的な能力である。また，人の持つ知的スキルは生涯を通じ

て絶えず変動し，ある年齢においてほとんどの能力が頂点に達することはな

いという研究結果もある。

第５章 関係─深い結びつきをつくり出す

マルチステージの人生になるとステージ数が増え，前ステージで育んだ人

間関係を維持して投資し続けるために，より多くの努力が必要になってく

る。また，世代間の交流の重要性が増し，家族のあり方も変わってくる。結

婚の時期がより遅くなり，子供の数が減って高齢の家族が増える。そして，

家族の就労パターンも変わり，女性の就労者数が世界中で増えると考えられ

ている。しかしOECD加盟国全体で女性の働き手は半分近くを占めている

が，そのうちの管理職の割合は３０％に満たず，日本では１０％に過ぎない。

現状において女性たちは，ジョブはあるがキャリアは築けていないのだ。ま

た，夫婦の役割分担のパターンでは，キャリア＋キャリア（両方がキャリア

を追求する）が，安定した基盤と互いに対する責任を有する今後の社会開拓

者のパターンと言える。

長寿化により同時期に幾つもの世代が生きている状況が生まれ，ひとり暮

らしの独居高齢者がますます増える事が予想される。この状況下で，①良好

な人間関係を築くための時間の確保ができているか，②自分の周りの人々と

どのような未来を望むか明確に話し合ったか，③コミュニティを大切にして

その関わりに時間を費やしているか等，自分自身の人間関係に関する計画を

直ぐに点検するべきだ。さまざまな年齢層の人たちと一緒に過ごすため，年

齢で人を判断せず，それぞれの人がどのような人間であるかを尊重して世代

間の絆を築いていかなくてはならない。
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第３部 人間の社会
第６章 企業の課題

一斉行進するのが主流であった教育・仕事・引退の３ステージの人生とは

異なり，マルチステージの人生では，自分なりのやり方で，様々な活動を

様々な人生の段階に割り振ることが可能になった。企業はこの変化に対応す

るため，社員の入社年齢や退職の形を多様化する必要がある。また，彼らが

人生の段階によって仕事につぎ込む時間とエネルギーを増減しやすくするた

めに，①男女平等，②子育て支援，介護者支援，③柔軟な働き方の推進，④

社員の学びに対する支援，⑤年齢差別をなくすこと等を企業が率先して進め

なければならない。特に高齢者に対する偏見差別として「高齢者はスキルの

学び直しに関心を示さない。」，「教育レベルが低く生産性が低い。」，「肉体的

制約がある。」などの声がある。しかし，これらは５０～７０年以上前のこと

で，近年では必ずしも正しくない事をデータが示している。今後は高齢者が

優位だといわれる結晶性知能や，朝に強いなどの特性をうまく活かす企業が

成功をおさめていくであろう。

第７章 教育機関の課題

マルチステージの人生で生涯に渡って学び続けることの重要性を，著者ら

は社会哲学者の言葉を引用して「激しい変化の時代に未来を継ぐのは学び続

ける者である。学び終えた者は往々にして，もはや存在しない世界で生きる

術を身につけているにすぎない。」と表現している。長く学び続ける人生の

序盤で受けるべき教育は，特定のスキルや知識を身につけることより，学び

続けるための土台づくりに重点を置くべきだ。そして，学習者は知識の獲得

を目指すのではなく，スキルとそれを実地に適用する能力の獲得を目指す方

向へ転換する必要がある。さらに，これからの時代にとりわけ重要になるの

は，機械に代替されにくい人間的スキルである。代表的なものとしては，批

判的思考力，仮説設定能力，コミュニケーション能力，チームワーク，対人

関係スキルなどが挙げられる。好奇心をもち，仮説を立てて検証し，分析と

内省を実践して，ものごとの理解を深めて前に進む姿勢，即ち科学的探究の
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精神を培っておかなければならない。これからは，人生の進路と「ありうる

自己像」が多様化していくであろう。ひとりひとりが描くキャリアの道筋に

柔軟に適応できる教育がますます必要になってくる。

筆者らは，今後の大学のあり方についても踏み込んで示唆している。近い

将来，大人の学習が不可欠になり，大学は市場の潜在的規模が極めて大きい

生涯学習に力を入れることになるだろう。そのためには，年長の学生のニー

ズをもっと重視しなければならない。柔軟性と自在性を高めた大人への教育

の方法論“andragogy”を研究し，テクノロジーの最大限活用も考慮した生

涯教育を早く開発・実行に移すべきである。また，大学が異なる世代の学習

者を受け入れ，彼らを年齢によって区別することなく異世代の融合を促進す

る環境を作れば，大学全体に好影響をもたらすはずである。

第８章 政府の課題

長寿化による経済の拡大（長寿経済）をもたらすように制度や政策を抜本

的に見直し，人々が長く生きて，長く生産性を保てるようにすることが政府

の課題である。いま世界の老年従属人口指数は０．２５と言われ，４人の現役

世代が１人の年金受給者を支えていると表現されている。しかし，６５歳未

満が全員働いているわけではなく，高齢者の支出は雇用創出を支える大きな

役割を果たしている。また，現在の高齢者が過去に収めた税金により，今の

現役世代が子供のころに受けた教育や医療のコストが賄われてきた。これら

の実情を考慮すると，老年従属人口指数を強調することは，世代間の摩擦を

煽ることはあっても長寿経済を築く上で何の得にもならない。ひとりひとり

が探求と開拓に取り組み，社会による創意工夫と政府による創意工夫，この

両方が揃ってはじめて長寿化とテクノロジーの進化への適切な対処ができる

のである。

おわりに

テクノロジーの驚異的な進化と長寿化の加速によって，今を生きる全ての

人が人生と社会のあり方を設計し直すことが求められている。さまざまな世

代が協力し合い，これまでよりも人間的な未来を形づくるために思考と行動
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を変える努力をすべきである。そして，将来を見据えて「ありうる自己像」

を意識し，未来に大きな恩恵をもたらす行動を慎重に選ばなくてはならな

い。

４．本書についての想い
人生１００年というテーマは，世界有数の長寿国である日本にピッタリであ

るが，いったいこの「１００年」はどこからきたのであろうか。２０２０年の日本

人女性の平均寿命１）は８７．７４歳で，世界一であるが１００歳までは至っていな

い。LIFE SHIFTの画期的なところは，このインパクトある「１００歳」を，

平均寿命と関連のある別の指標（２００７年に生まれた子供のうち生存者数が

５０％になる推定年齢）から持ってきたところにある。本書はビジネス実用

書の棚にあるベストセラーである。しかし，テクノロジーの驚異的な進化と

加速する長寿化がもたらす未来の状況に対し，正確なデータ，研究結果，学

説等の引用によって確実な論証がなされている点は，専門書と同等かそれ以

上の充実度である。経済・経営学者である著者らが調べた多くの原注

（Notes）があり，参考文献やウェブページ，URLが数多く掲載され，読者

が更なる情報を検索することを容易にしている。

本書のなかで特に印象深かったのは，第３章の「年齢や時間に対する考え

方を変える」である。年齢には生年月日由来の暦年齢以外のものはないと思

い込んでいたが，他に生物学的年齢，社会的年齢，主観的年齢など多様な基

準があり，もっと柔軟な認識が可能である事を知った。そして企業や政府に

は，長寿化社会で増大する暦年齢絶対視による矛盾の解消を早急に進めても

らいたい。また，時間については，つい目の前の現在に集中してしまう「丘

のてっぺん型」視点ではなく，今後は上空から全貌を俯瞰して，過去，現

在，未来を一望する「鳥の目型」の視点をもつように心がけるべきだと思っ

１）平均寿命とは，その年の０歳児の平均余命のことで，各年齢での死亡率をもとに
計算されたものであり，生存者数が５０％の年齢を求めたものではない。計算の
基準になる死亡率は現時点でのもので，医療技術等の進展を含め未来の状況によ
る変化は加味されていない。
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た。

さらに，第７章「教育機関の課題」では，長寿化によって生涯教育や学び

続けることがより重要になってきている事が再認識できた。本書で言及され

ている，「学ぶことをやめた者は，もはや存在しない世界で生きる術を身に

つけているにすぎない。」とは，とても厳しい言葉である。しかし，これは

学習者に対してだけでなく，自戒を含めて教える側にこそ厳格に適応すべき

だと考える。今後の学部教育の役割は，生涯教育の序盤として「特定のスキ

ルや知識を身につけることよりも，ずっと学び続けるための土台づくりに重

点を置いた方が良い。」という著者らの提言に深く共感する。学習者が知識

の獲得を目指す時代は終わり，知識を実際に適用する能力の獲得を目指す時

代への転換は実践型授業などの形で既に始まっている。

本書のおかげで「３ステージやマルチステージの人生」や，「仕事に対す

る考えを変える」等についてディスカッションし，学生達に「未来のありう

る自分」のイメージと人生のストーリーを描くきっかけを提供しやすくなっ

た。そして，彼らには，機械に代替されにくい人間的スキルを十分に身につ

けて，学び続ける長い人生の土台をつくり，幾多の大変革を乗り越えて逞し

く生き抜いていってもらいたい。

参考

本書のHP

https：／／thenewlonglife．com／

著者たちのHP

https：／／profandrewjscott．com／

https：／／lyndagratton．com／

Original Title：

The New Long Life：A Framework for Flourishing in a Changing World

（ふじた・ともこ／経営学部教授／２０２２年１１月２８日受理）
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要旨
本論文では，山東南四湖省級自然保護区の自然資源（湿地）を保護するた

め，もともと従事していた農林水産業と炭鉱業の職を失った「退養漁湖民」

と「失業鉱山労働者」を対象に，アンケート調査に基づき，現在の失地農民

と失業鉱山労働者への就職安定政策の進捗と課題を明らかにした。

本論文は，以下の五つの章から構成される。

第一章は，本論文の研究背景，課題と研究方法を述べた。

経済発展により，人間の生産性はかつてないほど向上し，人々の生産・生

活環境は大きく改善されたが，同時に自然環境はかつてないほどの大きなダ

メージを受けている。こうした状況の中で，自然環境のなかでも，世界にお

いて開発のもっとも大きな影響を受けている自然環境として「湿地生態系」

があげられる。

こうした問題を背景に，近年世界各地で自然保護区の重要性が広く認識さ

れ，合理的な地域開発政策と「湿地生態系」地域の持続的発展を実践しよう

とする気運が高まっている。こうして，現在，世界各地には「湿地生態系」

を保護する目的を有する自然保護区が増加しているのである。

中国においては，１９５６年に最初の自然保護区が設立されて以来，各種の

自然保護区を合理的に配置し，良好な機能を備えた自然保護区制度が徐々に

＜博士論文の要旨＞

中国における
環境保護と居住民の就業安定政策の課題
山東南四湖省級自然保護区における「退養漁湖民」，

「失業鉱山労働者」を対象として

鮑 萌

５３２ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



形成されてきた。しかしながら，人口稠密で長い歴史を有する中国の特性に

より，当然ながら，自然保護区が建設される以前に，すでに農地開発や，資

源開発，企業用地としての転用等が実施されており，その地域のすでに開発

された湿地を復元するために自然保護区が建設されると，多くの農民や労働

者が土地や仕事を失うことになり，その救済や再就職斡旋が大きな課題とな

る。この問題を中心に研究したものが，本論文の研究の中心的対象である

「失地農民」と「失業鉱山労働者」問題である。

このなかで「失地農民」とは，１９７８年の改革・開放政策実施以降，中国

のインフラ建設や都市化の急速な発展に伴い，自然保護区建設および，その

他様々な公共開発のために農地を収用され，農地利用権を失った農民をさ

す。周知のように，改革・開放政策の進展によって，農村から都市に進出す

る農民も急速に増加しているが，その一方で，こうした「失地農民」の人口

も急増しているのである。

一方，「失業鉱山労働者」は，中国の改革・開放政策実施以降，中国があ

らゆる分野で世界各国との競争を背景に多くの改革を実施したことによって

発生したものである。１９９２年ごろから，経済の絶対的な割合を占める国有

企業の経営の後進性や低効率性などの問題から，国有企業改革が本格化し，

多くの従業員が職を失う「下崗潮」１）が発生した。

こうした状況の中で，中国の労働者，特に国有企業の労働者が「鉄飯碗

（安定雇用）」から「下崗（失業）」，さらには再就職を余儀なくされる状況に

あり，これは，ある意味で失地農民より多くの心理的準備と適応力を必要と

する事態となっている。再就職の過程では，とくに高齢者が年齢，学歴，職

業能力などの面で不利になり，心理面から生活面まで，さまざまな面で行政

の指導や援助が必要になるのである。

本論文において研究を実施した地域は，「山東南四湖省級自然保護区」で

１）国有企業の改革や企業の再編に伴って発生する「下崗」従業員数は多く，その影
響範囲も広いため，「下崗潮」などと呼ばれている。
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ある。この南四湖省級自然保護区の中心部分を構成する南四湖は，微山湖，

昭陽湖，独山湖，南陽湖等の湖が南北に連なった大型淡水湖の総称である。

このうち微山湖の面積が一番大きく，総称として微山湖と呼ばれることも多

い。

南四湖省級自然保護区は４つの県（市区）２）から構成され，総面積は

４，６４７．１２平方キロメートル，６４の鎮（鎮と街道），２，７４２の村（集落）を含

み，総世帯数は１，２４８，５００世帯，関連する地域の人口は４０７．２万人である。

南四湖省級自然保護区の面積は１，１１６．５１平方キロメートル。全南四湖省

級自然保護区地域は，３種の地域から構成される。このうち，①核心区は，

面積４５１．１４平方キロメートル，保護区の総面積の４０．４％を占める。②緩衝

区は，面積１２６．９６平方キロメートル，保護区の総面積の１１．４％を占める。

③実験区は，面積５３８．３９平方キロメートル，保護区の総面積の４８．２％を占

める。

このうち，①の核心区は特別に許可を受けた科学研究者等以外の立ち入り

が禁止されている地域であり，この地域に居住する住民は移住が原則とさ

れ，出来るだけ人間の経済・社会活動の影響を受けないように配慮された地

域である，②の緩衝区は，自然保護のため生産活動，経営活動が基本的に禁

止されている地域である。③はこの規制の対象外となっている。

本論文において検討する対象は，南四湖省級自然保護区内の①核心区と②

緩衝区である。③実験区は土地，池の収用が実施されていないため今回は検

討対象としない。①核心区と②緩衝区内において，自然保護区を建設したこ

とによる「退養漁湖民」の再就業には，７，０００戸以上約２８，０００人の漁民が

関わっている。さらに，自然保護区の建設のために炭鉱会社１２社が採掘権

から撤退し，約５，０００人の炭鉱会社の社員も再就業する必要が発生してい

る。この合計３．３万人余の再就業問題が，現地の地方政府にとって大きな課

題となっているのである。

本論文は，南四湖省級自然保護区における「退養漁湖民」の就業機会開発

２） 微山県，魚台県，済寧市任城区，榺州市。
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と生活安定政策と失業鉱山労働者の再就職支援政策の展開過程と課題の明確

化を研究対象とし，中国における「三農問題」（農業・農村・農民問題の総

称），「四鉱問題」（鉱業・鉱山・鉱夫・鉱山都市問題の総称）の重要な構成

部分である，失地農民としての「退養漁湖民」の再就業，生活安定政策，国

有企業職員の「下崗」としての失業鉱山労働者の再就職支援政策の現状，そ

して「退養漁湖民」，「失業鉱山労働者」の再就職支援政策の比較と課題の明

確化を行う。

２．各章の概要
第二章は，失地農民と失業鉱山労働者が直面する問題を述べた。

１９４９年の中国建国以来，都市開発と工業開発が優先され，さらに都市と

農村の移動を抑止する政策が実施された結果，都市と農村の二元構造が形成

された。工業化と都市化は，土地資源利用の再構成と開発をもたらし，近代

化の過程は，土地利用を農業から非農業へと移行させ，発展途上国であり，

かつ農業大国である中国は，産業発展の過程で失地農民を大量に生み出して

きた。

農地利用権は農民にとって基本的な生産手段であると同時に，最も確実な

生活保障でもあり，農地利用権を持たない農民は，都市地域において，長期

にわたって都市住民と同等の待遇を受けることができず，失業保障，低所得

政策，年金保障，医療保障等の多くの保護を受けることができなかった。

失地農民の生計問題，就業問題を解決するために移住政策が作られた。移

住政策は経済の継続的な発展に伴い，補償と移住制度の内容も常に調整され

ている。直接の金銭的な補償から農業就業の再配置，他の産業への再就業，

株式や配当金の配分，自らの就業と生活を発展させ，リスクに対応する能力

など多元的な政策を実施しているが，技能面で劣る労働力の就業機会は減少

し，競争が激化，政府の管理政策混乱，農民自身が就業意欲を失うなど多数

の問題はまだ解決できていない。

一方，中国は社会主義国として，建国以来社会主義計画経済制度を実施し

博士論文の要旨および博士論文審査結果の要旨 ５３５



ており，この枠組みの下では，労働者は国家労働者であり，国家の統一的な

雇用配分によってのみ企業に出勤し，すべての労働者は雇用保障を受け，企

業には解雇権がなく，労働者の希望によって容易に転勤することはできない

ことになっていた。この時代の雇用制度はまさに「鉄飯碗」と呼ばれた。し

かし，時の経過とともに，市場経済が進展するに伴って，この雇用制度の欠

点が徐々に明らかになり，世界の各産業との競争や外貨獲得が急務となる

中，「労働合同制改革」（労働契約制）の実施に乗り出したのである。この改

革により，中国の雇用制度は計画雇用から市場雇用へ，固定雇用から労働契

約制へと変わり始め，労働者の熱意と創造性を動員し，彼らの合法的な権利

と利益を保護する，同じくこの時期個人的な理由で「下崗」する労働者も出

現した。

「失業鉱山労働者」は失業国営企業職員の一部として存在している。彼ら

は次第に高齢化するに至って，教育水準が低く，労働技術水準が低いため労

働市場において求職を行うことが厳しい状況にある。しかし，「失業鉱山労

働者」は常に家族の主要な収入源となっている場合が多く，彼らの大量失業

は，家庭のみならず地域社会の安定に大きな影響を与える可能性が高い。

第三章は，山東南四湖省級自然保護区の「退養漁湖民」の実態を明らかに

した。

山東南四湖省級自然保護区の自然資源を保護するため，２０１８年から，自

然保護区の核心区と緩衝区の漁業養殖産業は徐々に撤退を余儀なくされ，本

論文の研究中心の一つである「退養漁湖民」が形成された。

補償政策は三つの段階で展開された。まず，２０１８年から現地の微山県政

府は核心区と緩衝区の「退養漁湖民」の情報を取集し，各漁民の家族資産

（池の所属，具体的な請負面積など）を分類，確認し，補償面積を確認した。

次は，２０１９年から土地，湖沼の収用工程が開始された。漁民から収用され

た湖沼は２０２０年から２０３９年まで，毎年１ムー（０．６７a）の農地・湖沼につ

いて，１，０００元の補償金が「退養漁湖民」に支払われた。
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さらに，２０２０年１０月までに核心区と緩衝区の収用工程を完成する。そし

て「退養漁湖民」に補償金を支払う計画である。

「退養漁湖民」の再就業，起業政策は「退養漁湖民」の意欲に応じて，元

漁民にたいする技能訓練を強化し，大規模な職業技能訓練を実施し，各種の

訓練補助金や起業補助金政策を推進することによって，「退養漁湖民」の再

雇用と起業能力の向上を支援した。

現地政府は元漁民の意志を十分に理解した上で，以下の四原則を策定し

た。

第１原則は，自然資源保護を基本にした複合的な産業開発による雇用拡大

である。現地の特色ある有利な自然資源を十分に活用し，実験区における湿

地生態経済を発展させ，近代的な漁業と特色ある湖沼観光という産業開発を

推進し，雇用機会を拡大し，雇用数の増加に注力する。この結果，現地の余

剰労働力を活用し，元漁民の生産力と収入の増加を促進する。

第２原則は，元漁民にたいする技能訓練を強化し，雇用適性の向上に努め

ることである。「退養漁湖民」にたいして職業技能向上計画を策定，「退養漁

湖民」の大規模な職業技能訓練を実施し，各種の訓練補助金や起業補助金政

策を推進することによって，「退養漁湖民」の再雇用と起業能力の向上を支

援する。

第３原則は，起業への支援強化，起業に基づく新規雇用の拡大である。技

能訓練学校を活用して，起業意欲を有し，資金調達等の一定の起業条件を備

えた「退養漁湖民」を対象に，起業意識教育，起業能力の向上，起業の実践

的なトレーニングなどの起業関連研修を実施した。さらに，電子商取引研修

コースを設置し，農村の起業者，新世代の出稼ぎ労働者，失業者などの起業

能力と起業成功率を高めるための支援を提供する。地域の特色ある産業と連

携して，起業支援プランを策定し，研修に合格して起業する「退養漁湖民」

を優先して，「創業孵化基地」・「創業園区」への参入を推奨する。

第４原則は，再就業におけるインターネットの活用である。新しい雇用紹

介サイトの開発を推進し，採用支援の効果を高めた。とくに，国，省，市の
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就業支援ネットワークを活用し，時間と地域のニーズに応じて，産業別，職

種別，対象別に情報提供を行う。

南四湖省級自然保護区の核心区と緩衝区には６つの郷と８つの鎮が含まれ

ており，７，０００世帯以上，人口は約２８，０００人である。技能育成ニーズを有

していると考えられる労働年齢階層の元漁民（１８歳～５９歳）を約５，０００人

と設定し，今回のアンケート調査はこの約５，０００人の中から有効な回答を回

収できた１９９人の情報を得た。

今回実施した「退養漁湖民」を対象としたアンケート調査では，技能育成

ニーズがある１９９人のデータを利用した。平均年齢３８．８歳，男性１３３人

（６６．８％），女性６６人（３３．２％）であった。アンケート調査対象者はおおよ

そ８０～１００時間の授業を受講し，約十日間を費やして，関連技能を習得す

る。アンケート調査対象者は出身地を遠く離れた地域への出稼ぎを希望する

者はかなり少ない。職業訓練課程の中で希望が多い職種は，順に溶接技師，

電気技師，保育士などの高収入職種であった。

第四章は，山東南四湖省級自然保護区の「失業鉱山労働者」の実態を明ら

かにした。

南四湖省級自然保護区の地域内では，農林水産業以外に，長期的に石炭採

掘活動が行われており，南四湖の湖底下での石炭採掘作業が継続されてき

た。しかし，不十分な環境保護政策や石炭採掘の際の乱開発により，面積

１９．７平方キロメートルの南四湖の湖底の一部が崩落し，大きな被害を発生

させている。こうして自然保護区の設置に伴い，１２の炭鉱国有企業が採掘

権回収（採掘の中止）を議題とすることとなった。このうち昭陽炭鉱，安居

炭鉱等の４炭鉱の採掘作業地域の一部は実験区と重なるため，自然保護区内

の採掘が行われない限り，採掘権は今後も維持できる。しかし，済寧三号炭

鉱，高庄炭鉱，新安炭鉱，付村炭鉱，金源炭鉱，崔庄炭鉱，泗河炭鉱，永勝

炭鉱の８炭鉱は，採掘作業範囲が核心区，緩衝区内にあるため，これ以降の

採掘は許可されず，２０１９年，２０２０年に採掘権から撤退を余儀なくされてい
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る。このため，約２０，０００人が再就職問題に直面することとなった。

現地調査でのヒアリングによれば，鉱山労働者が失業した場合は，微山県

政府からの再就職・起業支援を受給できる上に，炭鉱国有企業から受けられ

る補償政策は以下の三点である。①離職補償等の直接的な金銭補償。②再就

職，起業支援面では，前職の業務に関連したコースでの研修の機会を増や

し，競争力の向上を図る。③さらに，「退養漁湖民」より多くの「失業鉱山

労働者」が再就職を達成しているが，これは，炭鉱企業グループ内の再就職

や再配置によるものである。

今回の「失業鉱山労働者」のアンケート調査は，労働年齢階層（１８歳～

５９歳）を調査の中心的対象と設定し，技能育成ニーズがある２０２人のデー

タを利用した。平均年齢４０．８歳，男性は１６０人（７９．２％），女性は４２人

（２０．８％）であった。「失業鉱山労働者」の職業訓練の希望課程を分析する

と，「退養漁湖民」と異なり，主に賃金を参考にしているのではなく，これ

まで自分自身が身に着けてきた技能と職歴を参考にし，また出身地付近での

再就職を希望していることがわかった。しかし，全国の石炭生産量の推移を

分析すると，炭鉱の閉山により，山東省の石炭採掘関係の人材市場における

募集人数が大幅に減少すると予想されることから，出身地付近での再就職は

やや困難であり，山西省，貴州省のような石炭採掘量が増加している地域で

の再就職の可能性は高いと考えられる。

第五章は，「退養漁湖民」と「失業鉱山労働者」の就業安定政策を比較検

討した。

今回の調査対象となった失地農民と失業鉱山労働者には，二つの共通点が

あることがわかる。

第一に，急速な市場経済の発展過程において，失地農民と失業鉱山労働者

の問題は市場経済調整の必要から，必然的にもたらされたものであると考え

られる。つまり，市場経済のもとで国家による土地利用計画の調整は避けら

れず，その過程で失地農民問題が容易に発生することになる。さらに，市場
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化の進展により，国有企業の改革が必至となる過程で，余剰労働力が解雇さ

れ，失業鉱山労働者問題が発生することになる。その意味で，失地農民問題

と失業鉱山労働者問題は市場経済下の調整のもとで必然的にもたらされたも

のである。

第二に，今回の調査結果からは，失地農民・失業鉱山労働者いずれも，再

就職プロセスにおいて競争力を欠き，自らの権利や利益を守る能力が脆弱で

あるため，何らかの政府や社会からの支援等を受けられなければ，今後大き

な困難に直面する可能性が高いことである。

しかし，失地農民と失業鉱山労働者には，大別して六つの見逃すことので

きない相違点が存在する。

第一に，失地農民と失業鉱山労働者では，国家，地方政府との関係性が大

きく異なる。失地農民は政府機関とは根本的な関係は存在せず，あくまで地

方政府の支援や補助金の対象でしかないが，これにたいして国有企業労働者

は，政府機関の一部である事業単位の労働者という位置づけであり，再就

職，その他の待遇は失地農民とは大きく異なっている。

第二に，失業鉱山労働者は，多くの場合は，たとえ一部の国有企業労働者

が「下崗（失業）」しても，企業は一緒に倒産するのではなく，生産性や効

率性を高めるために改革が行われ，一部の国有企業労働者が「下崗」する一

方で，残された一部の国有企業労働者と企業は以前より多くの利益を得るこ

とになる。そして「下崗」した国有企業労働者も前述したように，手厚い再

就職政策の恩恵を受けることができる。これは農村の「自営業者」であった

失地農民とは大きく条件が異なっている。

第三に，失地農民は，農地の利用権を失うと，戸籍は自動的に農業戸籍

（いわゆる「農村戸籍」）から非農業戸籍（いわゆる「都市戸籍」）に転換さ

れるが，彼らの得た都市戸籍では都市市民と同等の十分な社会保障の恩恵に

浴せない。こうして，都市社会と農村社会の双方から疎外されたグループと

して，存在することを余儀なくされる。それと比較すれば，失業鉱山労働者

はもともと非農業戸籍であり，仮に仕事を失っても，都市で継続して生活を
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続けることになる。

第四に，直接受給する補償金額水準については，国有企業労働者の場合は

失地農民よりやや高いことである。

たとえば，「退養漁湖民」が１０ムーの湖沼請負権を１０年間（現地の実際

の請負期間に基づく）有している場合には，１ムー当たり１年間の請負に対

して１，０００元が支払われる規定のため２０万元と算出できる。これにたいし

て，炭鉱採掘の「失業鉱山労働者」の場合は，勤続２０年の場合は離職時に

は平均２７．４万元を（月額賃金１３，０００元に勤続年数２０年を乗じて算出）受

給できる計算である。このように，農民が実際に手にする自営業補償額と，

労働者の失業補償額にはそれほど大きな相違はない。しかし，国有企業労働

者には，さらに離職手当が１～３か月の月額賃金に相当する額が支給される

ため，実際には１．５倍程度の格差が存在することになる。

第五に，むしろ大きな格差は「退養漁湖民」と「失業鉱山労働者」の社会

保障制度における格差である。

中国の基本的な社会保障は，「年金保険」，「医療保険」，「失業保険」，「労

災保険」，「育成保険」の五つの保険と一つの基金「住宅積立金」である。ま

た，仕事を失った都市の労働者のために，再就職サービスセンター，都市部

での最低生活保障制度，再雇用税制優遇政策などが設けられている。しか

し，多くの失地農民は社会保障に関する知識がなく，既存の社会保障政策は

適用範囲が不十分で，個人負担の割合が高く，基準が画一的などの問題があ

るため，結果として，「失業鉱山労働者」と「退養漁湖民」の社会保障の需

給条件には大きな格差がある。

第六に，再就職に関わる支援サービスの程度が異なることである。「失業

鉱山労働者」がグループ企業内に再就職すると，技能トレーニング等の再訓

練の必要性が低く，賃金の変動が少ない。また他企業への再就職の場合で

も，前述したように，様々な優遇策が設けられ，失業の衝撃を緩和する対策

が講じられている。これにたいして，「退養漁湖民」は南四湖省級自然保護

区内の職場に推薦されるなどの一定の優遇はあるものの，入職できる人数は
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限定されており，技能トレーニング等の再訓練も多く，賃金は平均的に高く

ない。こうして，もともと存在していた経済格差はさらに固定化されつつあ

るといっても過言ではない。

失地農民と失業鉱山労働者の形成背景をみると，両者は同じく中国経済の

急速な発展により経済のひずみの中で形成され，社会の発展に適応すること

が困難である点では共通点がみられる。失地農民と失業鉱山労働者は，離職

補償金，再就職支援，社会保障制度などにおいて，いずれも失業炭鉱労働者

が国有企業労働者として有利な状況にあることが明らかになった。

こうした課題をどのように改善していくのか，地方政府，さらには中国政

府に課せられた大きな課題といえよう。

また，この課題は，その深刻さに起因して，短期間に大きな改善を見るこ

とが困難であることから，今後も調査研究を継続し，この問題の趨勢にさら

に注目していきたい。
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＜博士論文審査結果の要旨＞

申 請 者：鮑 萌

論 文 題 目：中国における環境保護と居住民の就業安定政策の課題

──山東南四湖省級自然保護区における「退養漁湖民」，「失

業鉱山労働者」を対象として──

学位申請の種類：甲（課程博士，経済学）

１．論文内容の概要

本論文は，近年中国で強化されている自然保護政策の中で，もともと現地

で従事していた職業（本論文では山東南四湖省級自然保護区における農林水

産業と石炭採掘業を研究対象としている）を失い，再就職を余儀なくされた

農民と鉱山労働者に注目し，対象者への転職補償，再就職の斡旋についての

政策の実施過程の調査研究，および失業者を対象としたアンケート調査を実

施し，この政策遂行過程における課題について研究したものである。

本論文の構成は以下の通りである。

第一章 はじめに

１．課題の設定

２．研究方法

３．先行研究

第二章 調査地域の失地農民と失業鉱山労働者が直面する課題

１．失地農民が直面する課題

２．失業鉱山労働者が直面する問題

３．小結

第三章 山東南四湖省級自然保護区の「退養漁湖民」の実態
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１．調査対象地域「退養漁湖民」の経済状況

２．「退養漁湖民」を対象とした補償，再就業政策の展開

３．アンケート調査結果にみる「退養漁湖民」の現状

４．訪問調査にみる職業教育受講者の再就業

５．小結

第四章 山東南四湖省級自然保護区の「失業鉱山労働者」の実態

１．南四湖省級自然保護区の発展と現地の炭鉱への影響

２．炭鉱閉山に伴う経済補償制度の実態と課題

３．失業した炭鉱労働者を対象としたアンケート調査結果

４．小結

第五章 「退養漁湖民」と「失業鉱山労働者」の就業安定政策の比較

１．失地農民と失業鉱山労働者

２．「退養漁湖民」と「失業鉱山労働者」の補償政策の比較

３．小結

第六章 まとめにかえて

参考文献

２．概評

２．１ 本論文の課題

中国においては，経済発展に伴う環境破壊が進展する中で，近年環境保護

の重要性が叫ばれ，各種の自然保護区が急速に形成されている。しかしなが

ら，人口過密で長い歴史を有する中国社会の特性により，自然保護区が建設

される以前に，すでに農地開発や資源開発，企業用地としての転用がなされ

ているのが常である。その結果，その地域の自然環境を復元するための自然
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保護区の建設は，地域内の多くの農民や労働者の農地や仕事を奪う結果とな

り，その救済や再就職斡旋が非常に大きな課題となる。こうした問題は往々

にして社会安定や地域の経済発展に大きな影響を与えることとなり，無視で

きない課題である。この問題を中心に研究を実施したのが，本論文の研究の

中心である「失地農民」と「失業鉱山労働者」の，再就職および生活の安定

問題である。

２．２ 研究結果

今回の研究からは以下の点が明らかになった。

（１）本論文において検討する対象は，山東南四湖省級自然保護区内の核心区

と緩衝区である。核心区と緩衝区内において，自然保護区建設に関わる失業

影響者は，約２８，０００人の漁民，さらに，自然保護区内の炭鉱会社１２社が撤

退することによる約５，０００人の炭鉱会社の社員である。この合計３．３万人余

の再就業問題が，失業者および現地の地方政府にとって大きな課題となって

いる。

（２）つぎに，失地農民と失業鉱山労働者が直面する問題を検討した。中国に

おいて都市と農村の二元構造が形成されており，農地利用権を失った農民

は，都市地域において，都市住民と同等の待遇を受けられず，年金保障，医

療保障等の多くの保護を受けることができない。こうした状況の中で，失地

農民の生計問題，就業問題を解決するために移住政策が実施された。これ

は，直接の金銭的な補償から他の産業への再就業など多様な政策が実施され

ているが，学歴，技能面で弱点を抱えている農村労働力の再就業機会は少な

く，競争が激化するなど多数の問題がなお存在している。

（３）一方，「失業鉱山労働者」は高齢化し，さらに学歴，技能面で劣るため

労働市場において求職を行うことが厳しい状況にある。しかし，国営企業勤

務のため，前述の失地農民との比較で恵まれた金銭補償と社会保障を享受し

ていることが明らかになった。

（４）今回実施した失地農民を対象としたアンケート調査は，技能育成ニーズ
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のある１９９人のデータを使用した。アンケート回答からは，職業訓練課程へ

の参加には高所得業種を中心に高い関心が示されたが，出身地以外への転出

を希望する者はかなり少数で，再就職の成否は難しい情勢であった。

（５）また，「失業鉱山労働者」のアンケート調査は，技能育成ニーズがある

２０２人のデータを使用した。国有企業労働者だけに生活には幾分余裕がある

ことが，多くの回答からわかった。しかし，多くの失業者が希望している，

これまでの経験，技能，職歴を生かした再就職は，山東省炭鉱の閉山等によ

り，困難が予想される。

（６）失地農民と失業鉱山労働者の形成背景をみると，両者は同じく中国経済

の急速な発展により経済のひずみの中で形成され，社会の発展に適応するこ

とが困難である点では共通点がみられる。しかし，失地農民と失業鉱山労働

者は，離職補償金，再就職支援，社会保障制度などにおいて，いずれも失業

鉱山労働者が国有企業労働者として有利な状況にあることが明らかになっ

た。こうしたアンバランスをどのように改善していくのか，中国社会に特有

の問題であるだけに，地方政府，さらには中国政府に課せられた大きな課題

といえる。

以上のように，全体の論文の主張は明快であり，かつ，研究の中心は本人

の精力的な中国山東省の現地における調査研究に基づくもので，他の先行研

究にはみられないオリジナリティがあると考えられる。

しかし，この研究結果は，今回の限定された現地における調査結果から導

き出されたものであり，中国における自然保護区の設置と失業という全体の

問題に，どの程度適用できるものなのかについては，今後さらなる検討が必

要であろう。

３．結論

ここまで述べてきたように，学位申請者・鮑萌氏の本論文は，経済学分野

において研究者として研究活動を行うに必要な研究能力とその基礎となる学

識を示すに足るものと判断できる。なお，本論文の主要部分はすでに『桃山
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学院大学経済経営論集』に２編掲載されている（「中国における失地農民の

就業安定政策の課題 ─山東南四湖省級自然保護区の「退養漁湖民」を対象

として─」『桃山学院大学経済経営論集』第６３巻第３号，pp８１～１０６，２０２２

年，および「中国における炭鉱労働者の就業安定政策の課題 ─山東南四湖

省級自然保護区の「失業炭鉱労働者」を対象として─」『桃山学院大学経済

経営論集』第６４巻第１号，pp５５～７４，２０２２年）。

学位規定に定める最終試験に関しては，その定めに基づいて口頭試問を

行った（２０２２年８月２日）。そこで，同氏の研究成果および外国語能力が上

記の判断と齟齬がないことを確認し，合格と判定した。

以上の結果から，学位申請者・鮑萌氏は博士（経済学）の学位を授与され

る資格を有するものと認める。

２０２２年（令和４）年９月１４日

審査委員（主査） 大 島 一 二

審査委員（副査） 角 谷 嘉 則

審査委員（副査） 上ノ山 賢 一
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本論文の要旨
本論文は，中国食品市場において，日系食品企業として良好な販売成績を

残したハウス食品の事業展開を検証したものである。このハウス食品の事業

展開を検討する前提として，現在の中国の消費者の市場行動の変化や特徴等

についての検討も実施した。具体的な章別構成は以下のとおりである。

まず第一章では，中国市場において良い販売成績を残したハウス食品の事

業展開と進出の流れについて整理した。ハウス食品は，中国市場において

１９９７年のカレーレストランの開設を嚆矢としてカレー関連事業を展開し，

現在は比較的順調にカレー関連事業全般を取り扱うまでに成長している。そ

の事業展開は，模索期，合弁進出期，独自拡大期という三つの段階を経て，

事業エリアは当初の上海市から中国各地にまで拡大し，現在は２０都市以上

にオフィスを開設している。また，本章では，同業他社との競争状況なども

検討し，ハウス食品の強みも明らかにした。

まず，資金投入についてである。カレーのように，いまだ中国消費者に十

分に普及していない商品については，一般的に，中国国産メーカーに比べ

て，日本などの外資メーカーはその投資額が多いと考えられる。その中で，

とくにハウス食品の投資は一般的な外資メーカーよりも高い水準にある。中

国国内に３カ所の工場を有し，さらに２０都市以上に事務所を開設している

＜博士論文の要旨＞

中国における
日系食品企業の戦略に関する研究

ハウス食品の販売戦略を中心に

刘 博 晗
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のである。この資金投入規模は，企業進出においてもっとも重要な要素と考

えられ，ほかの方面にも好ましい影響を与えている。

次に，事業地域については以下のような状況である。現在はインターネッ

ト通販の拡大によりそのシェアが急速に拡大していることから，変動してい

るが，２０１０年前後の時期においては，ハウス食品はほかの国産メーカー，

外資メーカーと比べて，圧倒的に広域の事業エリアを有してきた。２０１０年

当時の状況としては，地方の国産メーカーは一般的に地元に限定された範囲

で販売しているにすぎなかったのに対して，外資メーカーの事業範囲はやや

広範囲であったが，それでも限定されていた。例えば，日系食品企業にとっ

てもっとも重要な販売ルートは，一般的に日系スーパーを通じて販売すると

いう形態であった。これに対して，ハウス食品は２０１０年前後にはすでに１０

都市以上に営業所を開設しており，現在は北京市，上海市，広東省以外にも

１９の都市にオフィスを開設し，シェア拡大に努めている。

続いて，人材育成である。ハウス食品はとくに営業人材の育成に注力して

きたという経緯がある。前述したように，投入資金が比較的多かったが，こ

のため，一般的な国産メーカーや外資メーカーに比べて人材育成に力を入れ

てきた。現在の営業人員数は，１００人以上に達しており，かなり多いと評価

できる。これにより，ハウス食品の営業力は比較的充実してきた。

原料調達については，外資メーカーは，国産メーカーとの比較で原料調達

が比較的容易であると評価できる。しかし，ハウス食品はコスト削減と原料

の安定供給の側面を重視し，大部分の原料を中国国内で調達している。これ

にたいして，外資企業の多くが国外からの原料調達に依存しているため，今

般の新型コロナウイルスの感染拡大による流通ルートの混乱により原料調達

に困難が発生したが，ハウス食品はこうした問題の発生を回避することがで

きたという。

最後に価格優位に関してみてみよう。一般に中国国産メーカーの設定価格

はもっとも安い。それに対して外資メーカーやハウス食品の商品価格は多少

高い水準に設定されているが，その差は大きくない。これは，ハウス食品の
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場合，前述したように，他の外資メーカーと異なり，中国現地産の原料を利

用しているため，利益が出やすい構造であることによっている。

続いて第二章では，中国経済と市場の変化，そして消費者の購買行動の変

化について，分析した。１９７８年から開始された改革開放政策の影響を受け，

中国経済の急速な経済成長により，２０００年代に入った後，中国消費者の購

買力が大きく成長した。さらに，２０１０年から，経済の成長と転換により膨

大な購買層が形成された。１４億人の人口を有する中国にとって，理論上は，

どのような種類の商品でも，受け入れられる消費者は存在しているというこ

とである。

これに対して，影響が大きいのは消費者の消費観念である。一般的に，消

費観念の形成は，子ども，又は青少年時期の社会経済環境，家庭環境，文化

環境などに大きく影響を与えられる。これは中国市場においては，改革開放

政策から４０年以上の時間的経過によって，消費者の消費観念の間に大きな

相違が存在していることを示している。

この消費観念は主に二つのことに大きく影響を受けている。一つは消費者

の購買意欲である。つまり，消費者自身の価値観，消費の習慣，新しい商品

に対する受容能力などの相違ということである。もう一つは外部からの影響

である。消費商品の種類，価格の変化，広告などの影響，つまり，企業の販

売戦略により消費者にどのくらいの影響が与えられるかという部分である。

これを意識して，まとめると，中国市場は大別して三つの消費階層に区分

できる。

その中で，特に注目されているのは第二消費層と第三消費層である。この

消費層は，およそ７０後，８０後と９０後世代にあたる。この三つの消費階層

は，前述したように，どちらも改革開放政策の影響を受けて，消費観念が形

成されている。そのため，新規商品に敏感で，健康または飲食を重視してい

るなど，さまざまな購買意欲を有するという特徴がある。第二消費層は改革

開放政策初期又は「世界の工場」としての中国の時期から形成された複雑な

消費観念を持って，市場の新しい物資・食品等が急速に豊富になった一方，
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全体的な一人当たりGDP水準がいまだ低いため，購買力もいまだ限定的で

あった。そのため，どうやってこの消費層の購買意欲を満足させるかがとく

に重要となる。

こうした相違に基づけば，ハウス食品にとっては，製品戦略において，消

費者により多くの食品の中で，ハウス食品の商品を選択してもらうことが大

切なことと考える。つまり，消費者の満足度を向上させることが重要であ

る。特にハウス食品のように，中国消費者の認知が低く，伝統的な食品でも

ない場合，ハウス食品の商品の選択の場において，「なぜこの商品を買うの

か」という理由を，きちんと消費者が認識していなければならないというこ

とである。

また，第三消費層は経済成長と経済モデルの変化からの賃金上昇期，つま

り「世界の市場」としての中国のなかで消費観念が形成されている。豊富な

物資と購買力を有しているため，購買意欲に個人意識の影響がさらに大きく

なっている。「消費＞貯金」という消費の習慣を有しており，その好みを満

足させれば，膨大な購買力を有する消費階層となりうる。

また，消費者の満足度の向上がさらに重要になる。ハウス食品にとって，

商品の製造，価格，種類，ターゲットなどの部分は重要になる。つまり，製

品発売戦略の部分は特に注目されていると考えられる。

一方，経済発展と物資の増加により，中国市場はしだいに売り手市場から

買い手市場に転換し，宣伝活動の競争激化がもたらされ，単純な宣伝方法か

ら手法が多元化した。これを背景として，加えて宣伝に関する信用問題や食

品安全問題など，第二と第三消費層にとって伝統的な広告の影響は小さく

なった。特に第二消費層は，２０１０年前後では，中国市場においてかなり高

い消費比率を占めている。彼らは体験的な販売，科学的な証拠という宣伝方

法を信用し，自分の目で見て，自分で作って見るということを重視している

ということである。

そこで，どのようにしてこの多様な中国消費者の購買行動を満足させるか

がハウス食品にとっての大きな課題となる。また，経済発展と物資の増加に
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より，中国市場は売り手市場から買い手市場に転換し，また，インターネッ

トの急速な普及により，プロモーション活動の競争激化がもたらされ，その

活動手法も単純な宣伝から実に多様化している。このような背景の下で，ハ

ウス食品のプロモーション活動はとくに注目されている（ハウス食品のプロ

モーション活動については第四章で詳述している）。

第三章では，ハウス食品の製品開発について分析した。ハウス食品の中国

市場における製品戦略は，おおよそ三つの段階を経て確立したと考えられ

る。まず第一段階では，アンテナショップ開設により，中国市場において一

定程度の商品需要が存在していることを確認した。次に，第二段階では，商

品開発における現地化戦略の推進により，現地の消費者の満足度を向上さ

せ，さらなる調整を進めることで，販売拡大を実現してきた。最後に現在の

第三段階では，商品の市場における位置の特定と消費者が求める商品特性に

基づいて，自社製品を多様化させ，さらに市場における販売拡大を目指して

いる。

商品の製品開発と発売において，ハウス食品は中国の消費者の購買意欲に

対応して，以下の三つの手法または戦略により対応している。

まずは，高度な現地化による製品開発によって，現地消費者の商品に対す

る満足度を向上させる。味覚の部分にとどまらず，視覚的な印象や内容量に

も配慮しつつ，中国消費者に，自社の商品に対する評価を上昇させるという

戦略である。

続いて，現地消費者の増大する購買力を重視し，日常生活でも買える価格

の設定により，購買できる階層を拡大する。また，ターゲットを特定し，そ

の個人から家族内の普及に注力している。

最後に，商品の市場における位置づけを明確化し，競争関係が激しい中国

の他の食品や料理との競争をある程度回避させつつ，カレー調味料としての

機能を活用し，利用面の拡大によりさらに販売の拡大を目指している。

こうした努力の進展により，ハウス食品は中国市場においてある程度の成

功を収め，中国市場での比較的高い市場シェアを獲得したと考えられる。
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そして最後に第四章では，ハウス食品の各種プロモーション活動の費用と

効果について整理した。認知の向上には基本的には二つの側面があると考え

られる。一つは，①「個人的な認知の深まり」が進展することである。つま

り，ハウス食品やハウス食品のカレー関係製品についての理解（味覚，おい

しさ，有用性など）の深まりが具体的には考えられる。この①の深まりは，

将来のリピーターの発掘，さらには販売の拡大につながる可能性が高くなろ

う。

もう一つは，②「市場における知名度の高まり」である。これは文字通

り，ハウス食品の社名，商品名の知名度を向上させることであり，例えば，

テレビ・インターネット等の媒体を利用したプロモーション活動により，よ

り多くの消費者にその社名・商品名を印象づけることが可能となることであ

る。ただ，この②だけでは，それが必ずしも販売促進に直結するかは疑問で

ある。一般に消費者にとって，「名前は知っていても味の想像できない食品

を購入する機会」は多くないと考えられるからである。

よって，企業が，自社が置かれた状況を前提にプロモーション手法を選択

する場合，この①と②のどちらを優先して活動するかを判断しなければなら

ない。

ハウス食品は社名や商品名製品の知名度の向上を目指すのではなく，むし

ろ試食などによる体験を反復することによって，消費者個人レベルの製品に

対する認知の高まりを目指すことを選択したといえる。具体的には，企業・

大学の食堂における試食を中心としたプロモーション活動，工場見学，各種

の販促活動などの手法を通じて販売を拡大してきた。

またこの章では，実際の事例「古都の朝めし屋」との連携について分析

し，そのプロモーション効果についても説明した。

ハウス食品と古都の朝めし屋の連携により，どのような事業展開効果が生

まれたのかについて，①②③の順番で，そのそれぞれの特徴をまとめて説明

した。

まずは①について，連携対象の選択が重要である。前述のように，古都の
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朝めし屋は毎朝朝食を提供していることから，地元の消費者に対して強い影

響力を有している。しかし，この企業は西安市以外には影響力はほぼないと

も言えよう。そのため，企業の規模は中小企業レベルである。このような企

業・組織との連携は，ハウス食品にとってコストの節約も可能で，相対的に

連携が容易な対象である。これは前述の大学・企業食堂との連携と類似して

おり，ある範囲内で影響力の強い企業，組織はハウス食品にとって魅力的な

連携対象であると考えられる。

続いて②では，連携企業の現地消費者に対する影響力・知名度を利用し，

消費者のカレーに対する認知を向上させることを可能としている。一般に，

大学・企業食堂，事例の古都の朝めし屋などは，食品製造用の原材料メー

カーを，とくに消費者に伝達しないし，そのような方法もない。しかし，消

費者は，ハウス食品のことを知らなくても，古都の朝めし屋のカレー製品を

食するだけで，ハウス食品にとって，いわゆる試食と同じ効果が得られ，カ

レーの認知を拡大することができる。

最後の③は，ハウス食品は古都の朝めし屋のような地方の特徴ある企業と

の連携により，中国消費者にカレー製品をより深く認知させて，最後にハウ

ス食品のカレーの購買者を獲得する可能性が高まる。

すでに述べたように，カレー製品の販売拡大の要点は，まずカレーという

商品の認知自体を向上させることにかかっている。そのために，ハウス食品

は各地方の企業・団体との連携により，認知向上に努めているのである。

世界経済のグローバル化とともに，企業の外国や特定の地域への進出も一

般的になった。こうした変化を背景として，企業競争，それに対応した戦略

展開も複雑な状況となっている。

２０００年代に入り，中国のような巨大な市場は，外国企業に対して，魅力

である一方，対応の難度もかなり上昇している。とくに，改革開放政策から

現在まで，中国人の個人収入の増加などにより，市場は売り手市場から買い

手市場に転換し，個人の購買意識は大きく変化している。

また，企業のマーケティングにおいて，伝統的な４P戦略以外にも，４Cs

５５６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第４号



などの消費者を第一位にする経営理論も誕生した。それぞれの理論は市場の

状況において，妥当する場合もあり，そうでない場合もある。

こうした状況の中で，企業にとって，消費者の体験，満足度などの影響も

ますます重要になっている。

このように，ハウス食品の成功要因は多数あげられる。しかし重要な点

は，中国市場の変化を重視し，詳細に消費者分析を展開し，消費者の満足を

高める活動は，もっとも重要な要因であると考えられる。つまり，ハウス食

品の中国進出過程は，実際には市場への参入と同業他社との競争過程ではな

く，中国におけるカレー市場の開拓過程が主要な内容であったということで

ある。その開拓は本論文で詳述してきたように，厳しいものであったが，そ

の成果も大きかった。このハウス食品の経験は，他の日系食品企業の新しい

市場への進出時にも大いに参考になると考える。
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＜博士論文審査結果の要旨＞

申 請 者：刘 博 晗

論 文 題 目：中国における日系食品企業の戦略に関する研究

─ハウス食品の販売戦略を中心に─

学位申請の種類：甲（課程博士，経済学）

１．論文内容の概要

本論文は，中国に進出した日系食品企業（ハウス食品）の中国販売戦略に

ついて，主に製品戦略，価格戦略，プロモーション戦略の分析を中心に，ハ

ウス食品関係者を対象とした丹念な現地調査の成果を基本として研究を実施

したものである。

本論文の構成は以下の通りである。

序章

１．研究の背景

２．先行研究

３．研究課題と研究目的

第一章 ハウス食品の概況と中国への進出

１．ハウス食品の概況

２．ハウス食品の事業と海外進出

３．ハウス食品の中国進出

４．同業他社企業との対比

第二章 中国の食品に関する市場変化と消費行動変化

１．本章の背景

２．中国の経済成長と市場消費の変化
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３．近年の中国の飲食消費行動の変化

４．年齢階層別消費動向

５．購買意欲の変化に関する分析

第三章 ハウス食品の製品開発と販売に関する分析

１．本章の背景

２．ハウス食品の中国進出と製品開発

３．ハウス食品の製品と現地化戦略

４．価格の制定とターゲットの選択

５．小括

第四章 ハウス食品のプロモーション選択に関する分析

１．本章の背景

２．ハウス食品のプロモーション戦略の展開

３．ハウス食品のプロモーション活動の効果と課題

４．ハウス食品のプロモーション活動の具体例

５．小括

おわりに

参考文献

２．概評

２．１ 本論文の課題

近年，中国をはじめとするアジア市場への日本の食品企業，外食産業等の

進出が相次いでいる。これは，日本国内市場において，長期にわたる不況，

人口減少，少子高齢化などにより縮小傾向が継続する一方，アジア新興国市

場では，人口増大，顕著な所得の上昇等により市場の急拡大がみられるなど

好対照が存在するためである。しかし，いうまでもなく，日本市場と大きく
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異なる海外市場への進出は容易ではなく，当初予期できなかったさまざまな

障害により，事業拡大が停滞し，甚だしい場合には撤退を余儀なくされる企

業も散見される。

こうした背景のもとで，本論文では，大手食品企業であるハウス食品の中

国市場における製品開発戦略（マーケティングミクスのフレームワークの

４Pの一つである「Product」），価格戦略（「Price」），プロモーション戦略

（「Promotion」）に注目し，ハウス食品関係者からのヒアリング調査の結果

に基づいて，それらの戦略の手法と効果について分析し，その有効性と消費

者に対する影響，さらには現在残されている課題について明らかにすること

を目的する。

２．２ 研究結果

今回の研究からは以下の点が明らかになった。

（１）まず論文の前提として，中国市場におけるハウス食品の事業展開と進出

の流れについて整理した。ハウス食品は，中国市場において１９９７年の上海

市でのカレーレストランの開設を皮切りにカレー関連事業を展開し，現在は

家庭用カレールー事業を主力に，業務用販売，外食事業などカレー関連事業

全般を取り扱うまでに成長している。その事業展開は，模索期，合弁進出

期，独自拡大期という三つの段階を経て，事業エリアは当初の上海市から中

国各地にまで拡大し，現在は２０都市以上にオフィスを開設している。

（２）中国経済の発展と市場の変化，そして消費者の購買行動の変化について

分析した。１９７８年の改革開放政策を契機に，中国の経済成長が開始された

が，そのなかで，市場は大きく変化し，中国の消費者は従来の比較的単一な

消費行動から，多様な消費行動を行うに至っている。とくに出生した時代の

経済背景によって，購買行動が大きく異なる点について分析し，これに対応

したハウス食品の製品戦略，価格戦略について考察した。

（３）つづいて，ハウス食品の製品開発について具体的に分析した。ハウス食

品の中国市場における製品戦略は，おおよそ三つの段階を経て確立したと考
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えられる。まずは第一段階では，アンテナショップ開設により，中国市場に

おいて一定程度の商品需要が存在していることを確認した。次に，第二段階

は，商品開発における現地化戦略の推進により，現地の消費者の満足度を向

上させ，さらなる調整を進めることで，販売拡大を実現してきた。最後に現

在の第三段階では，商品の市場における位置の特定と消費者が求める商品特

性に基づいて，自社製品を多様化させ，さらに市場における販売拡大を目指

している。

（４）さらに，ハウス食品の各種プロモーション活動の費用と効果について整

理した。ハウス食品は，TV広告等で社名や商品名製品の知名度の向上を目

指すだけではなく，むしろ試食などによる体験の反復を重視することによっ

て，消費者個人レベルの製品に対する認知の高まりを目指すことを選択し

た。具体的には，企業・大学の食堂における試食を中心としたプロモーショ

ン活動，工場見学，各種の販促活動などの手法を通じて販売を拡大し，現在

の事業規模に成長してきたことを明らかにした。

以上のように，全体の論文の主張は明快であり，かつ，研究の中心は数年

間にわたる本人の反復的なハウス食品関係者を対象とした調査活動に基づく

もので，他の先行研究にはみられないオリジナリティがあると考えられる。

しかし，この研究結果は，今回の限定された現地における調査結果から導

き出されたものであり，中国における日系企業の戦略全体に適用できるもの

なのかについては，今後さらなる検討が必要であろう。

３．結論

ここまで述べてきたように，学位申請者・刘博晗氏の本論文は，経済学分

野において研究者として研究活動を行うに必要な研究能力とその基礎となる

学識を示すに足るものと判断できる。なお，本論文の主要部分はすでに『桃

山学院大学経済経営論集』に３編掲載されている（「中国市場における日系

食品企業の販売戦略に関する分析 ─日系H社の購買層戦略を事例として─」

『桃山学院大学経済経営論集』第６２巻第１号，pp３１～４６，２０２０年，「中国
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市場における日系食品企業のプロモーション戦略に関する分析 ―日系H社

の事例を中心に―」『桃山学院大学経済経営論集』第６３巻第２号，pp４７～

６４，２０２１年，「中国市場における日系食品企業の製品戦略に関する分析 ―

日系H社の事例を中心に―」『桃山学院大学経済経営論集』第６３巻第４号，

pp１０５～１２３，２０２２年）。

学位規定に定める最終試験に関しては，その定めに基づいて口頭試問を

行った（２０２２年８月２日）。そこで，同氏の研究成果および外国語能力が上

記の判断と齟齬がないことを確認し，合格と判定した。

以上の結果から，学位申請者・刘博晗氏は博士（経済学）の学位を授与さ

れる資格を有するものと認める。

２０２２年（令和４）年９月１４日

審査委員（主査） 大 島 一 二

審査委員（副査） 角 谷 嘉 則

審査委員（副査） 上ノ山 賢 一
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学歴

１９７１年３月 北海道立小樽潮陵高校卒業

１９７１年４月 小樽商科大学商学部入学

１９７５年３月 小樽商科大学商学部商業学科卒業（商学士）

１９７８年４月 小樽商科大学大学院商学研究科経営管理専攻修士課程入学

１９８０年３月 小樽商科大学大学院商学研究科経営管理専攻修士課程修了

（商学修士）

１９８０年４月 北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻博士後期課程入学

１９８３年３月 北海道大学大学院経済学研究科経営学専攻博士後期課程単

位取得満期退学

職歴

１９７５年４月 北海道放送株式会社（報道制作局）入社

１９７７年１０月 北海道放送株式会社退職

１９８１年９月 静修短期大学非常勤講師（１９８３年３月まで）

１９８３年４月 静修短期大学専任講師（１９８６年３月まで）

１９８４年９月 北海道武蔵女子短期大学非常勤講師（１９８５年３月まで）

１９８６年４月 北星学園大学経済学部専任講師

１９８９年４月 北星学園大学経済学部助教授

１９９３年９月 国外研修（米国スタンフォード大学客員研究員）（１９９４年８

月まで）

１９９７年４月 北星学園大学経済学部教授（２００３年３月まで）

１９９７年９月 札幌学院大学経済学部非常勤講師（２００３年３月まで）

２００１年４月 北星学園大学大学院経済学研究科修士課程開設に伴い，同

村上伸一教授略歴
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課程教授併任（２００３年３月まで）

２００３年４月 桃山学院大学経営学部・大学院経営学研究科博士課程教授

２００５年４月 入試委員会次長（２００６年３月まで）

２００５年４月 入試協議会委員（２００６年３月まで）

２００９年４月 学生論集刊行委員会委員長（２０１０年３月まで）

２０１３年１月 大学院経営学研究科長（２０１６年３月まで）

２０１３年１月 大学評議員（２０１６年３月まで）

２０１８年９月 総合研究所長代理（２０１９年３月まで）

２０２０年４月 経済経営学会会長（２０２２年３月まで）

２０２３年３月 桃山学院大学を定年退職

２０２３年４月 桃山学院大学名誉教授の称号を受ける

所属学会（在職中に理事や会員だったことがある学会）

組織学会，日本経営学会，The Academy of Management（アメリカ合衆

国経営学会），日本労務学会，経営哲学学会，経営学史学会，Asian-

Pacific Researchers in Organization Studies（アジア太平洋地域組織研究

者機構），日本ベンチャー学会，日本マネジメント学会（旧・日本経営教

育学会），日本経営倫理学会
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村上伸一教授研究業績目録

著書

１．『政府と企業』（共著）日本経営学会編，千倉書房，１９８５年９月

２．『現代経営学総論』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村敏子・宮川公

男編，創成社，１９９１年４月

３．『現代経営学総論（改訂版）』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村敏

子・宮川公男編，創成社，１９９２年４月

４．『現代経営学総論（改訂二版）』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村

敏子・宮川公男編，創成社，１９９３年５月

５．『現代経営学総論（改訂三版）』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村

敏子・宮川公男編，創成社，１９９４年５月

６．『現代企業と社会』（共著）日本経営学会編，千倉書房，１９９５年９

月

７ ．『現代経営学総論（改訂四版）』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村

敏子・宮川公男編，創成社，１９９５年９月

８．『現代経営学総論（改訂五版）』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村

敏子・宮川公男編，創成社，１９９６年１０月

９．『アメリカ経営学の潮流』（共著）経営学史学会編，文眞堂，１９９７

年６月

１０．『現代経営学総論（改訂六版）』（共著）小林末男・工藤秀幸・二村

敏子・宮川公男編，創成社，１９９７年１０月

１１．『価値創造の経営管理論』（単著）創成社，１９９９年６月

１２．『価値創造の経営管理論（改訂版）』（単著）創成社，２００１年４月

１３．『経営学パラダイムの探求』（共著）河野大機・吉原正彦編，文眞

堂，２００１年５月

１４．『価値創造の経営管理論（改訂二版）』（単著）創成社，２００２年４月
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１５．『価値創造の経営管理論（改訂三版）』（単著）創成社，２００３年４月

１６．『経営管理の新潮流』（共著）飫冨順久編著，学文社，２００４年４月

１７．『価値創造の経営管理論（改訂四版）』（単著）創成社，２００７年４月

１８．『ファヨール─ファヨール理論とその継承者たち─』（共著）佐々木

恒男編著，文眞堂，２０１１年１２月

１９．『ビジネス・マネジメント』（共著）廣瀬幹好・向山敦夫・木口誠一

編，文眞堂，２０１３年９月

２０．『価値創造の経営管理論（改訂五版）』（単著）創成社，２０１５年４月

２１．『ビジネス・マネジメント（第二版）』（共著）G-BEL編，文眞堂，

２０１７年３月

２２．『価値創造の経営管理論（改訂六版）』（単著）創成社，２０２１年４月

２３．『ビジネス・マネジメント（第三版）』（共著）G-BEL編，文眞堂，

２０２２年５月

論文（単著）

１．「統合的経営参加論序説─経営参加への統合的アプローチ─」修士

論文（小樽商科大学大学院商学研究科），１９８０年３月

２．「職務充実のパワー関連構造モデル」『経済学研究』北海道大学経済

学部，第３１巻第３号，１９８１年１１月

３．「職務特性の知覚とシンボル・マネジメント─Moberg（１９８１）の発

展に向けて─」『経済学研究』北海道大学経済学部，第３２巻第３

号，１９８２年１１月

４．「組織改革と組織の神話─組織文化論の展開─」『経済学研究』北海

道大学経済学部，第３３巻第２号，１９８３年９月

５．「組織進化形態とルース・カップリング」『静修短期大学研究紀要』

第１５号，１９８４年３月

６．「組織の信念と進化─Nystrom & Starbuck（１９８４）を中心にして」

『静修短期大学研究紀要』第１６号，１９８５年３月
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７．「組織個体群生態学視座と戦略的選択視座─Miles（１９８２）の検討を

中心にして─」『静修短期大学研究紀要』第１７号，１９８６年３月

８．「経営戦略の意味の変容」『北星論集』北星学園大学経済学部，第

２６号，１９８９年３月

９．「差別化と組織の差異性」『北星論集』北星学園大学経済学部，第

２７号，１９９０年３月

１０．「組織エコロジー論争」『北星論集』北星学園大学経済学部，第２８

号，１９９１年３月

１１．「組織エコロジーのマネジリアル・インプリケーション」『組織科

学』第２５巻第１号，組織学会，白桃書房，１９９１年１０月

１２．「戦略グループ論と組織エコロジー」『北星論集』北星学園大学経済

学部，第２９号，１９９２年３月

１３．「組織の適応と組織エコロジー」『北星論集』北星学園大学経済学

部，第３０号，１９９３年３月

１４．「S.R.Cleggの組織エコロジー観」『北星論集』北星学園大学経済学

部，第３１号，１９９４年３月

１５．「組織存続のメカニズム」『経済学研究』北海道大学経済学部，第

４４巻第３号，１９９４年１２月

１６．「変動する環境下での組織の存続と変革─Levinthal（１９９４）の検討

を中心にして─」『北星論集』北星学園大学経済学部，第３２

号，１９９５年３月

１７．「１９７０年代から１９８０年代の２つの大きな日本独自の組織理論研究

の潮流─経営学者の研究を中心にして─」『北星論集』北星学園大

学経済学部，第３３号，１９９６年３月

１８．「組織概念の再検討─盛山（１９９５）の検討から─」『北星論集』北星

学園大学経済学部，第３４号，１９９７年３月

１９．「Two Unique Streams of Japanese Organization Theory Studies

during the 1970 s and 1980 s: A View of Management」『北星論
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集』北星学園大学経済学部，第３５号，１９９８年３月

２０．「組織経済論の探求─眞野脩教授の経営学研究─」『北海道情報大学

紀要』第９巻第２号，１９９８年３月

２１．「ステイクホルダー理論の基本問題」『北星論集』北星学園大学経済

学部，第３７号，２０００年３月

２２．「ステイクホルダー重視の企業ミッション─日本NCR株式会社の

ケース─」『北星論集』北星学園大学経済学部，第３８号，２０００年９

月

２３．「企業の生存倫理とバーナード理論」『経営哲学』経営哲学学会，第

１６号，２０００年１０月

２４．「バーナード理論と組織構造形態論─コミュニケーション・ネット

ワークとしての組織の形態─」『桃山学院大学経済経営論集』第４６

巻第３号，２００４年１２月

２５．「社会システムとしての組織─Barnardの組織概念の検討─」『桃山

学院大学経済経営論集』第４７巻第４号，２００６年３月

２６．「能率と二重人格─Barnard理論研究─」『桃山学院大学環太平洋圏

経営研究』第２２号，２０２１年２月

論文（共著）

「北海道成長企業の経営特性―製造業中小企業の経営戦略を中心にして」

『北海道生活研究』静修短期大学北海道生活研究所，第６号，１９８６年３

月

その他（学会発表を除く学術文献業績）

＜調査報告（共著）＞

「北海道の企業内教育訓練の実態と課題」『北海道生産性本部特別委員会

報告書』，１９８４年３月
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＜研究ノート（単著）＞

「組織個体群生態学視座と経営戦略論との関係についての考察のための

シナリオ」『北星論集』北星学園大学経済学部，第２５号，１９８８年３月

＜書評（単著）＞

１．「坂井正廣著『経営学教育の理論と実践』文眞堂，１９９６年」『青山

経営論集』青山学院大学経営学会，第３１巻第４号，１９９７年３月

２．「Yvon Chouinard, Let My People Go Surfing: The Education of a

Reluctant Businessman（2 nd ed.）, NY: Penguin Books, 2016 イ

ヴォン・シュイナード著 井口耕二訳『新版 社員をサーフィンに

行かせよう──パタゴニア経営のすべて』ダイヤモンド社，２０１７

年」『桃山学院大学環太平洋圏経営研究』第１９号，２０１８年２月

３．「稲田将人著『PDCAマネジメント』日経BP・日本経済新聞出版本

部，２０２０年」『桃山学院大学環太平洋圏経営研究』第２２号，２０２１

年２月

＜事典（共著）＞

１．『経営学史事典』経営学史学会編，文眞堂，２００２年６月

２．『経営教育事典』日本経営教育学会編，学文社，２００６年６月

３．『経営学史事典（第二版）』経営学史学会編，文眞堂，２０１２年５月
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桃山学院大学経済経営学会会則

第一条（名称）

本会は桃山学院大学経済経営学会（Association of Economics and Business

Administration, St. Andrew’s University, Japan）と称する。

第二条（目的）

本会は，桃山学院大学における経済・経営の研究を促進し，あわせて相互

の親睦をはかることを目的とする。

第三条（事務所）

本会の事務所は桃山学院大学内におく。

第四条（事業）

本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。

１ 研究会の開催

２ 機関誌その他の編集・刊行

３ 講演会その他集会の開催

４ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第五条（会員）

本会の会員は次のとおりとする。

１ 正会員は，本学の教授，准教授，講師，助教または特任教員で社会諸

科学を専攻する者もしくはこれに関心をもつ者，または本学院の職員

にして，役員会の承認を得た者とする。

２ 名誉会員は，正会員であった後に定年退職した者およびこれに準ずる

者で，役員会の承認を得た者とする。

３ 準会員は，本学の大学院特別研究員にして，役員会の承認を得た者と

する。

４ 院生会員は，本学の大学院博士後期課程の院生にして，指導教員の推

薦を経て，役員会の承認を得た者とする。

５ 賛助会員は，正会員２名以上の紹介により入会を申し込み，役員会の
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承認を受けた者とする。

会員は，本会の総会並びに第四条に規定する研究会その他の集会に出

席し，機関誌等を受け取ることができる。

第六条（会費）

会員は別に定める会費を負担しなければならない。ただし，名誉会員，院

生会員および準会員からは会費を徴収しない。

第七条（役員）

本会に次の役員をおく。

１ 会長 １名

２ 理事 ４名

３ 監事 １名

役員は，すべて総会において正会員の互選によりこれを選出し，その

任期は１年とする。但し再選をさまたげない。

第八条（総会）

本会は毎年１回５月に総会を開催する。但し必要に応じて，臨時総会を開

催することができる。総会での議決権は正会員のみにあるものとする。

第九条（会計及び監査）

本会の会計年度は４月１日に始まり翌３月３１日に終わる。監事は，毎年本

会の会計を監査する。

第十条（会則の改訂）

本会会則の改訂は正会員全員の過半数による。

付則

本会則は，１９５９年２月２８日より施行する。

本会則は，１９６８年６月７日一部改訂施行する。

本会則は，１９７３年１月２６日一部改訂施行する。

本会則は，１９８３年５月６日一部改訂施行する。

本会則は，１９９０年５月１１日一部改訂施行する。

本会則は，１９９９年１２月１０日一部改訂施行する。
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本会則は，２００３年５月２１日一部改訂施行する。

本会則は，２００６年６月７日一部改訂施行する。

本会則は，２００７年６月２７日一部改訂施行する。

本会則は，２００８年５月２８日一部改訂施行する。

本会則は，２０１４年７月２３日一部改訂施行する。
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桃山学院大学『経済経営論集』投稿規程

１．本誌は，定期刊行物であり，原則として１年に４回発行する。

２．本誌の編集は，桃山学院大学経済経営学会によって選ばれた役員（編集

委員）２名によっておこなわれる。

３．投稿原稿については，「論文」，「研究ノート」，「書誌」，「資料」，「書評」

のうちから，投稿者の希望する類別を指定するものとする。ただし，編

集の都合で類別が変更されることもある。

４．本誌に投稿できる者は，本会の正会員，名誉会員，準会員および院生会

員とする。ただし，準会員および院生会員のみによる投稿については，

正会員の推薦，および編集委員が役員会にはかって選ばれた正会員２人

の審査員による学術的評価を得た上でこれを受理することができる。会

員以外の外部の研究者等の投稿については，役員会の議を経てこれを受

理することがある。

５．投稿原稿の使用言語は，投稿時において，その原稿内容に最もふさわし

いと思われる言語とする。なお，正会員以外の「準会員および院生会

員」，「外部の研究者等」の投稿については，使用言語の適切性等につい

ても，４．の「審査員による学術的評価」および「役員会の議」の対象

に含める。

６．本学の大学院博士前期課程を修了した者で，その修士論文が指導教員か

ら学術上特に優れた論文であると認定された者は，本誌への投稿を編集

委員に申し出ることができる。この場合編集委員は，役員会にはかって

学会の正会員の中から２人の審査員を選び，その学術的評価を得た上

で，投稿を認めることができる。

７．掲載に関しては，あくまで本学会員を優先する。

８．原稿の提出に際しては，所定の執筆要領に従うものとする。

９．論文の場合は，４００語以内の英文抄録をつける。

５７４



１０．論文以外の場合には英文抄録をつけるかどうかは，投稿者の意向に委ね

る。

１１．英文抄録については，本人が希望すれば編集委員に申し出て英文のチェ

ックを受けることができる。

１２．英文をチェックしていただいた方に経済経営学会予算より一定の報酬を

支払う（５０００円）。

１３．準会員および院生会員等の投稿時の審査員には，一定の報酬を支払うこ

とができる。報酬の額は，役員会で決定する。

１４．論文・研究ノートについては５項目以内のキーワード（日本語）をつけ

る。

１５．本誌に掲載された論文等の著作権のうち「複製権」と「公衆送信権」の

行使は，桃山学院大学総合研究所に委託する。

１６．本誌に掲載された論文等については，桃山学院大学学術機関リポジトリ

に公開することを原則とする。

１７．特別号発行の際，外部の研究者等に寄稿依頼を行ったときには，謝礼を

支払うことができる。謝礼の額は，役員会で決定する。

１８．本規程の改廃は，役員会の議を経て，総会の過半数でこれを行う。

付則

本規程は，１９９１年４月１日より施行する。

本規程は，１９９９年１２月１０日一部改訂施行する。

本規程は，２００３年５月２１日一部改訂施行する。

本規程は，２００３年１２月３日一部改訂施行する。

本規程は，２００６年６月７日一部改訂施行する。

本規程は，２００８年５月２８日一部改訂施行する。

本規程は，２０１０年５月２７日一部改訂施行する。

本規程は，２０１１年１０月１２日一部改訂施行する。

本規程は，２０１４年７月２３日一部改訂施行する。

本規程は，２０１６年５月１１日一部改訂施行する。
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