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１：はじめに

本稿は､ 1868年から1941年の戦争に至る

｢大日本帝国｣ において､ 石炭と石油を中心

とする燃料の消費・需要の趨勢を明らかにし

て､ 日本帝国自らが選択的に歩んできた政治

史の一つの特徴を抽出することを試みる論考

である｡ すなわち､ 燃料の消費･需要を民間

と軍部とに大別し､ それぞれを用途別に整理

し､ その趨勢を ｢帝国｣ 自らが選択してきた

諸政策との関連において明らかにすることを

試みる｡

本稿の対象とするおよそ80年間は､ 三代に

わたる天皇が主権者として統治する ｢帝国｣

であった｡① しかもこの80年間はほぼ10年周

期で大小規模の様々な戦争を繰り返してきた

時代であった｡ この ｢帝国｣ の政治史を取り

扱った研究が国内外でおびただしく在ること

は今更言うまでもない｡ それにも関わらず､

あえて本稿で議論しようとするのはおよそ以

下のような二つの理由がある｡ 一つは石炭・

石油という燃料の消費・需要に着目した ｢帝

国｣ 80年の政治史が未だ十分に解明されてい

ないということである｡ 二つめは､ 石油など

の資源獲得に着目した東南アジアにおける日

本軍政期の先行研究の末席に､ 比較的中長期

的な期間をカバーする本稿を加えたいと考え

たからである｡

本稿構成の ｢２｣ において､ 石炭石油燃料

の軍事需要を海軍と陸軍に分けて整理し､ 具

体的にどのような制度や経路を通じて､ どの

くらいの燃料が海軍と陸軍によって確保され

消費されてきたかを見ていく｡ ｢３｣ におい

ては､ 近代日本の民間部門における石油と石

炭の消費用途と需要傾向を巨視的に整理し､

近代的産業の石油石炭需要がいつ頃から本格

的にはじまったのか明らかにする｡ 最後に

｢４｣ で､ ｢大日本帝国｣ における燃料の消費・

需要の一特徴を政治史的文脈から抽出して､

本稿の結論としたい｡

２：燃料の軍事需要

＜海軍--石炭・煉炭･石油と燃料廠--＞

海軍の艦隊燃料は時代とともに石炭､ 煉炭

を経て重油へ移行した｡ 第一次大戦後からは

航空揮発油､ 航空潤滑油の需要もうまれた｡

ここでは海軍の燃料消費･需要を､ ｢明治維新｣

直後の帝国海軍設立から1941年のアジア太平

洋戦争に至るまで､ 石炭､煉炭､液体燃料に区

分して見ていく｡ その際､ 海軍の燃料消費を

満たすための専務機関としての海軍燃料廠の

設立と展開についても明らかにしたい｡

(A) 石炭燃料
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日本帝国海軍は ｢明治｣ 元年に旧幕府の艦

隊､ 薩長諸藩所有の軍艦､ 運送船および旧幕

府の海軍操練所と横須賀製鉄所 (造船所) を

接収して､ それを軍務官の管轄において誕生

した｡ 軍務官は ｢明治｣ 二年に兵部省となり､

同五年に兵部省が廃され陸軍省､ 海軍省が設

置された｡ この海軍省設置までのおよそ５年

間において､ ｢明治維新｣ を推進した天皇制

官僚､ 政治家､ 軍人たちから日本海軍の急速

整備の必要が唱えられた｡ それは日本の近代

国家建設の基本的方針と大きく関わっていた｡

[皇軍建設史；横須賀海軍工廠史；海軍軍備

沿革]

｢明治｣ 三年五月に兵部省が ｢大ニ海軍ヲ

創立スベキノ議｣ を起草して20ヵ年計画によ

る大海軍建設を計画した[帝国海軍史要､ pp.

200-204]｡ この建議において､ 兵部省は当時

の国際情勢をおよそつぎのように分析し､ 新

国家日本の基本方針と海軍建設計画を明らか

にしている｡ すなわちこの建議によれば､ 当

時の西洋諸国は競って海軍を創立整備してい

る情勢にあり､ ｢是レ時勢ノ大変革ニシテ各

国ノ著目スル所､ 遠ク国威ヲ張リ併ニ国益ヲ

起スハ海軍ノ力ニ依ラザレバ更ニ致ス能ハザ

ルヲ以テ也｣｡ そして日本の地理的環境を省

みれば海軍を備える必要性はイギリスよりも

大きく､ しかも日本近海におけるアメリカ艦

隊の勝手な振る舞いやロシアの北方域への侵

入および対馬への野心などを考えれば､ 海軍

を整備する必要は切実である｡ ｢今ヤ大政御

維新皇威ヲ四方ニ宣揚シ給フノ際､ 外国ノ交

際日々ニ繁ク､ 魯虜ノ情態殊ニ此ノ如クナル

時ハ､ 皇国今日ノ事､ 上下一心､ 全国協力､

至速ニ強大ノ海軍ヲ振起シ､ 之ヲ用テ数千歳

赫々タル我皇国ヲ擁護シ､ 内地ハ盡ク外兵ヲ

逐ヒ北海ハ拓テ盡頭ニ至リ､ 更ニ朝鮮ヲ復シ

テ属国ト為シ､ 西支那ニ連ネテ魯虜ノ強悍ヲ

圧制スルノ外他事ナカルベシ｣ 云々｡

これはまさに ｢大日本帝国｣ が一貫して実

行してきたことであった｡ 欧米諸国の政治経

済的圧力を受けつつ､ 欧米から近代的技術･

学問を輸入して急速な近代化をはかりながら､

朝鮮半島､ 中国大陸への軍事的侵略を進めて

いく基本政策がここに明記されている｡ これ

は当時の ｢明治維新｣ 政府の指導層にほぼ共

通した理解だったということができる｡ 岩倉

具視､ 西郷隆盛､ 大久保､ 木戸､ そして山縣､

伊藤ら当時の指導的立場にいた軍人､ 政治家､

官僚はほとんどすべて上記の兵部省建議の如

き情勢判断と基本政策に基づいて陸海軍の建

設整備と外交政策を遂行していった｡②

かくして海軍はイギリス式兵制を採り英国

海軍将校を雇用し士官育成を図るとともに､

主たる艦艇を欧米に発注して急速に近代的軍

備を整えていった｡ 当時輸入された主力艦艇

はすでに帆船ではなくて大規模馬力の蒸気機

関を備えた甲鉄艦や鉄骨木造艦であり､ 大量

の石炭燃料を消費する軍艦だった｡ [海軍軍

備沿革､ pp.12-55；帝国海軍機関史､ pp.285-

307]

したがって海軍は大量の石炭燃料を確保す

る必要にせまられた｡ 1871 (明治４)年に艦

船用燃料として佐賀県唐津炭が確保され､ さ

らに1875年にはここに唐津石炭用所を設置し

て海軍所属の炭坑を管理､ 採掘､ 輸送する業

務にあたらせた｡ 1879年には長崎県内 (10ヵ

村) の石炭山を海軍予備炭に指定して燃料補

給に備えた[海軍制度沿革＜巻三・１＞､ pp.

384-389]｡ 高速力を発揮する新式汽罐 (ボイ

ラー) 装備をもつ軍艦が採用輸入されると､

国内炭では品質不適となりカーチフ炭 (英国

炭) を毎年約700万斤 (約4,200トン) 輸入す

るようになる｡ 1887 (明治20) 年の海軍の石

炭消費量は2800万斤 (16,800トン) であり､

そのうち英国産石炭の消費量は687万斤 (4,122

トン) だった[海軍炭鑛五十年史､ pp.6-12]｡

1889年の石炭輸入量はおよそ4,500トン､ 1894

年95年 (日清戦争) がそれぞれ37,200トン､

68,900トン､ 1901年は118,700トン､ 1904年05

年 (日露戦争) が各々631,700トン､ 296,000
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トン､ そして1907年が18,500トンだった[高

野江､ pp.35-36]｡

海軍はその軍備拡充と共にますます多量の

燃料炭を必要とするようになり､ 海軍省内に

石炭調査委員会を設けて全国の石炭資源調査

を行い､ 福岡県内の38カ村に及ぶ区域を新た

に予備炭山に指定し､ 新原採炭所官制を発布

(1890年) してより規模の大きな請負による

採炭事業に乗り出した｡ その後､ 新原採炭所

は1900年に勅令をもって海軍採炭所と改称さ

れ､ 所属も佐世保鎮守府から中央の海軍艦政

本部直属となった[海軍制度沿革<巻三・1>､

pp.389-393]｡

九州北部・山口県地方で海軍の石炭資源の

開発と備蓄が行われるのと同時に､ 海軍は朝

鮮半島南西岸域に燃料炭貯蔵基地の建設を推

進した｡ 釜山に近い絶影島に日本海軍の ｢炭

庫地｣ 建設のための租借契約書 (1885年) が

取り交わされている｡ さらに絶影島と仁川近

隣の月尾島において､ 石炭庫建設に必要な木

材類その他軍需物資一切の免税通関を求めて

いる (1887年)｡ こうして絶影島と月尾島に

海軍燃料基地が設けられ､ 日本から九州炭が

搬入され備蓄されていった｡ [旧韓国外交文

書＜日案１＞､ p.262､ 473；旧韓国外交関係

附属文書＜海関案１＞､ p.21､ 45､ 104､ 110]

日清戦争では､ 主として福岡県須恵村の新

原炭坑や飯塚市の御徳炭坑や赤池炭坑などの

いわゆる新原炭､ および高島炭､ 唐津炭､ ア

ンザン炭 (仏領ベトナム)､ 英炭､ 煉炭が使

用された｡ また､ 戦時における燃料補給は朝

鮮半島各地の海軍根拠地､ すなわち先述の絶

影島 (釜山)､ 月尾島 (仁川) に加えて､ 隔

音 (群) 島 (全羅北道:現在名は古群山群島)､

牙山浦 (忠清南道)､ 大同江魚隠洞 (平安南

道？)､ および清国大連湾から袋詰め石炭を

運送船などを使って搭載した｡ [帝国海軍機

関史 (上)､ pp.965-971､ 973-977]

1904 (明治37) 年２月から翌年９月までの

日露戦争では､ 海軍の燃料消費量は飛躍的に

増大した｡ 日露戦争の１年７ヵ月間で海軍は

石炭を６億８千600万トン余りも消費したと

いう｡ そのうち戦闘時を含む航海用の石炭消

費は69％が英国から輸入貯蔵していた無煙炭､

31％が日本国内の石炭または煉炭だった[日

本海軍史､ pp.240-241]｡

日清日露戦争の ｢経験｣ により､ 有煙であ

る新原炭は戦闘時の艦船用には適さないこと

が認識され､ 早くも無煙煉炭や重油燃料の研

究試験が行われていた[日本海軍史､ pp.239-

242]｡ 新原の海軍採炭所はその経営方針が変

更され､ 新原炭は呉工廠の製鋼用に活用され

ることになり､ 平時戦時を問わず積極的に採

掘することになった[海軍炭鑛五十年史､ p.

29]｡ のちに海軍燃料廠採炭部 (1921年) と

して､ また第四海軍燃料廠 (1941年) として

海軍直営であり続けたこの新原炭鉱を除いて

は､ すべての海軍指定予備炭山は製鉄所､ 大

蔵省､ 民間などに払い下げられるか､ あるい

は軍の指定が解除されていった｡ 1910年代か

ら海軍の ｢艦隊燃料としての石炭｣ に対する

関心は徐々に薄れていったといえよう｡

(B) 練炭燃料

日本海軍は無煙燃料の自給自足を急いでい

た｡ 煙の出ない艦隊燃料として煉炭が注目さ

れた｡ 日露戦争に突入して間もなく臨時軍事

費の一部をあてて海軍自前の煉炭製造事業に

取り組んだ｡ 1905年４月山口県徳山において

ﾌﾗﾝｽから購入した製造機械により海軍官業の

煉炭製造所が操業を開始した｡ その主たる原

料は山口県大嶺炭鉱から出炭された無煙炭と､

煉炭の粘結剤としてのタールピッチであった｡

このピッチは石炭乾溜によるガス製造の副産

物として多量に在庫をかかえていた大阪瓦斯

会社､ および海軍の要望によってタールピッ

チ製造に着手した八幡製鉄所から納入された｡

海軍の燃料が重油に切り換えられるまでター

ルピッチのほとんど全部が海軍の需要だった｡

[帝国海軍機関史＜下＞､ pp.213-215；日本

金： ｢『大日本帝国』 における燃料消費･需要に関する政治史的一考察｣ 3



海軍燃料史＜上＞､ p.16；タール工業史､ pp.

25ｰ26]

しかし､ 大嶺炭鉱がその質量共に不十分と

なったので､ フランス植民地インドシナ (ベ

トナム北部) から無煙炭を輸入するようにな

る｡ 加えて､ 朝鮮から統監府の裁量で平壌

(ピョンヤン) 炭鉱の無煙炭を徳山の海軍煉

炭製造所に送ることになった｡ すでに朝鮮の

平壌無煙炭は1898年以来日本資本に一手販売

権が掌握されており､ 日本の独占的支配下に

おかれていた[旧韓国外交文書＜日案４＞､

pp.59-61]｡ 1907年､ 炭質優良で埋蔵量豊富な

平安南道大同郡寺洞の無煙炭鉱 (平壌炭鉱)

の全域が ｢大日本帝国｣ 商工部所管に移り､

平壌鑛業所官制が発布され採掘された｡ そし

て1910年 ｢韓国併合｣ 後､ 平壌炭鉱は朝鮮総

督府の直属となり平壌郊外の寺洞から西海

(黄海)の鎮南浦まで石炭積み出し用の専用鉄

道が敷かれた｡ この平壌炭の開発は実質的に

は日本海軍によって推進されその大部分が徳

山の海軍煉炭製造所向けの原料炭として使わ

れた｡ 1914年には海軍が朝鮮総督府に申し入

れ､ 平壌無煙炭を軍用炭として長期的独占的

に確保することになった③｡ これで平壌無煙

炭は海軍以外誰も朝鮮から搬出することがで

きなくなった｡

1921年､ 海軍燃料廠令により従来の海軍採

炭所､ 海軍煉炭製造所を廃止し､ 両者を合併

して徳山に海軍燃料廠を設置した｡ 海軍燃料

廠は燃料の生産､ 研究､ 調査に関することを

司り､ 煉炭部､ 製油部､ 採炭部､ 研究部､ 会

計部､ および医務部を設けた｡ 1922年には朝

鮮総督府平壌鉱業所を廃止して､ 海軍燃料廠

内に平壌鉱業部を設置し煉炭および石炭の生

産を管理支配した｡ 同時に海軍燃料廠の管轄

する海軍炭鉱に平壌が加えられた｡ これによっ

て法的・形式的にも平壌無煙炭田は海軍の直

轄下に置かれたのである｡ 徳山の燃料廠煉炭

部は1938年に廃止されたが､ 煉炭製造部門は

平壌鉱業部に移管され煉炭の製造は日本敗戦

まで朝鮮平壌にて続けられた｡ 帝国海軍にとっ

てこの平壌無煙炭は煉炭原料のみならず､ 後

には石炭液化工業の原料炭としても重要な資

源だった｡ 平壌鉱業部は1941年４月の海軍燃

料廠令改正によって第五海軍燃料廠となる｡

[海軍制度沿革＜巻三・１＞､ pp.393-405；

海軍軍戦備＜１＞､ pp.48-49]

(C) 液体燃料

20世紀に入って世界の趨勢は液体燃料へ進

みつつあった｡ 1900年から海軍艦政本部が石

炭調査委員会をして燃料としての重油の可能

性を試験吟味させた｡ 1903年に石炭調査委員

会から横須賀鎮守府に設置された燃料調査委

員会に重油調査が受け継がれ､ 主としてｲｷﾞ

ﾘｽ海軍の重油燃料採用の状況を調査し､ かつ

横須賀でも各種機関の重油燃焼試験等が繰り

返された｡ 日露戦争後の1906年､ 海軍は艦艇

の装備を重油と石炭､煉炭の混焼ボイラーに

変えることを決め､ 横須賀軍港に最初の重油

貯蔵用タンク (6,000トン１基) を建設して

いる｡ その後､ 佐世保､ 呉､ 徳山に重油供給

施設が作られた｡ 1915年英国より重油専焼の

一等駆逐艦を購入し､ これ以後海軍艦艇の燃

料は重油に切り換えられていった[帝国海軍

機関史＜下＞､ pp.216-218；日本海軍燃料史､

p.17]｡

この様な燃料の転換をふまえて､ 海軍は艦

隊燃料の戦略的確保をめざし､ 日本国内の石

油事業を先導し育成していった｡ 海軍は国内

の石油精製業者に艦艇用の重油を製造させそ

れを買い取った｡ 国内での原油生産も1915年

から'16年にかけて第二次大戦前における最

高量を記録した[表２-A-１]｡ 民間製油所は

重油製造に力を入れるようになる｡ とりわけ

1921年からは重油の海軍需要が大きく伸びた｡

第一次大戦が終わって日本の民間石油事業は

軍需国策部門として成長していくことになる

[宝田二十五年史､ p.125､ 197]｡ ｢日本海軍の

燃料施策と石油国策とは密接不可分のもので
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あって､ 石油国策の中心は､ 如何にして軍用

油の需給を円滑にするかであって､ 併せて国

民生活必需の油を確保しようとするものであっ

た｣ [海軍軍戦備＜1＞､ p.702]｡

ところが日本国内の原油生産がせいぜい30

万から45万�と限られており[表２－A－１]

国内産の液体燃料だけでは増強拡大し続ける

海軍軍備の需要を賄うことは不可能であった｡

海軍は ｢有事｣ に備えて貯油する方針をとっ

た｡ 海軍は1918年にロイヤル・ダッチ・シェ

ルの販売部門子会社ライジングサンと契約し

て年間15万� (合計40万�) のボルネオ重油

(タラカン油) を購入する｡ 1919年にはライ

ジングサンを通じてアメリカ・カリフォルニ

ア重油８万�の購入契約を結んでいる[日本

海軍燃料史､ pp.17-18]｡ さらに､ 1921年から

四ヶ年にわたって毎年400万円を支出して重

油購入と貯蔵にあてる予算が成立し､ 重油の

貯蔵量が飛躍的に伸びた[海軍軍戦備＜１＞､

p.719]｡ この後にも､ 海軍と国内外の石油会

社､ 商社との間で主としてカリフォルニア石

油の買付け契約が結ばれている｡ こうした海

軍の石油燃料の買い付け備蓄は1940年の日米

通商航海条約失効まで続いた[日本海軍史､ p.

254]｡

一方､ 1920年代に入ると新たに航空揮発油

の陸海軍需要がうまれた｡ 1926年の海軍によ

る航空ガソリン需要はおよそ2,000�､ '28年

が4,500�､ '30年8,500�､ 1931年 (｢満州事

変｣) には13,000�と急増している[日本海軍

燃料史､ p.22]｡ ｢満州事変｣ およびその後の

｢日華事変｣ によって ｢帝国｣ の国防・工業

における石油の重要性が軍・官・民の政策決

定者グループにおいて一層高まった｡ 民間で

は石油会社の関係者や石油分野の研究者およ

び諸々の研究会による論文や著作が数多く出

版されている④｡ 軍官界では ｢液体燃料問題

ニ関スル関係各省協議会｣ が1933年に組織さ

れ ｢満州事変と国際連盟からの脱退という国

際情勢の緊迫｣ のなかで陸海軍､ 大蔵､ 商工､

外務､ 拓務および資源局の部長が集まり液体

燃料の国家管理あるいは統制案などが検討さ

れている[燃料局石油行政前史]｡ その結果が

1934年３月の ｢石油業法｣ 成立であった｡ こ

の法律は民間業者に６ヵ月分相当の石油備蓄

を義務づけ､ 石油事業の許可制と原油輸入に

よる国内精製方針を規定したものであった｡

本法は1934年７月から朝鮮､ 台湾､ 樺太にも

施行されている[海軍制度沿革＜巻三・２＞､

pp.1665-1669]｡

海軍ははじめ重油から航空ガソリンを製造

する方針をとっていたが品質性能上の問題が

金： ｢『大日本帝国』 における燃料消費･需要に関する政治史的一考察｣ 5
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生じたため､ 高品質の航空ガソリンを比較的

多く含有する原油を選んで輸入備蓄する方針

に切り換えた｡ また航空ガソリン製造開発が

進展し九六式水素添加装置や高圧水素添加分

解装置が完成し92オクタン価揮発油の製造が

可能となった｡ 1937年の廬溝橋事件が拡大さ

れ海軍航空隊の燃料補給が問題となったとき､

海軍はライジングサンと契約し航空ガソリン

の原料揮発油５万�を緊急輸入し､ アメリカ

からも航空潤滑油､ イソオクタン､ 100オク

タン価ガソリンを大量輸入して中国大陸の各

都市を渡洋爆撃する航空機の燃料を確保した｡

[日本海軍史､ pp.269-272]

ここで､ 1931年 (｢満州事変｣) から1941年
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表２－A－３ C重油の需給：1931～41年

　　表２－A－２ 主要石油製品の軍総消費量：1931～41年

出所；[海軍軍戦備＜１＞]

出所；[海軍軍戦備＜１＞]



(｢太平洋戦争｣) までの陸海軍の主要石油製

品の消費量とその趨勢を見ると[表２－A－

２]､ 陸海軍の消費量は1931年からずっと逓

増傾向を示しており､ しかも1940年'41年に

およんで20万�増､ 50万�増となっている｡

1941年12月8日には東南アジア地域や太平洋

での大規模な作戦が展開されているので石油

消費も急増したことは容易に見て取ることが

できる｡ さらに ｢満州事変｣ 以来一貫して継

続されてきた中国大陸での軍事作戦がまさに

燃料消費の点からしても拡大一途を辿ってき

たことがわかる｡

とりわけ廬溝橋での日中両軍の衝突以降､

航空機などの近代的な兵器の一層大量の動員

が行われた｡ また､ 主に海軍艦艇が燃料とし

て消費するC重油について見れば[表２－A－

３]､ 消費量の一貫した増加傾向がさらに1937

年に一つの山場を迎え､ 1940年から'41年に

かけて再び急増している｡ この時期の軍の燃

料消費量の趨勢は中国大陸への本格的な侵略

戦争と連動して増大していることが明らかだ

ろう｡

＜陸軍＞

｢明治期｣ 陸軍地上部隊の機動力は主とし

て軍馬だった｡ 日露戦争に動員参戦した日本

陸軍の機動力は主として馬と鉄道であり､ 兵

員100万余に対して馬匹17万４千余りが戦場

に動員されている｡ また鉄道中隊 (６隊)､

鉄道補充中隊 (１隊)､ 臨時特設部隊の鉄道

班 (１班) および採炭班 (１班) も編成動員

された｡ 調達された鉄道燃料の石炭は採炭班

や鉄道部隊の編成規模からしてそれほど大規

模なものではなかった｡ むしろ､ 石炭燃料を

多量に必要としたのは､ 日本本土から大規模

な軍隊を派遣するための用船､ すなわち船舶

の燃料であった｡ 大部分の船舶は民間 (三菱

汽船会社→郵便汽船三菱会社→日本郵船株式

会社) と海軍の所有にあった｡ [陸軍軍戦備､

pp.43ｰ53]

当時の陸軍指導部は石炭を軍事戦略上重要

な燃料として認識していなかったと思われる｡

むしろ陸軍は石炭を兵器製造や軍服などの軍

需工業用として国内の陸軍工廠で消費してい

た｡ 1906年に､ 東京砲兵工廠､ 大阪砲兵工廠､

陸軍被服廠などで使用した石炭はおよそ189,

700トンであったという[高野江､ pp.38-39]｡

陸軍が内燃機関の燃料に多少なりとも目

を向けるようになったのは日露戦争後のこと

である｡ 1907年から陸軍は自動車の軍事利用

についての調査研究を始めている｡ さらに､

1909年 ｢臨時軍用気球研究会官制 (勅令)｣

が制定され､ 気球および飛行機に関する研究

が陸海軍主導で行われるようになり､ 翌1910

年12月には軍用飛行機の試験飛行に成功して

いる[陸軍軍戦備､ pp.68ｰ69]｡ 1914年から始

まる第一次世界大戦では､ 日本帝国陸軍は臨

時航空隊を編成してﾄﾞｲﾂ領青島攻略に飛行機

をはじめて利用した｡ また1915年１月に陸軍

気球隊を拡張して航空大隊を組織し､ 同年12

月航空大隊内に飛行中隊 (１隊) を編成し､

航空機の性能向上､ 操縦士育成に着手してい

る｡ その航空大隊を航空第一大隊とし､ 更に

航空第四大隊まで増設し､ 1919年陸軍航空部

および陸軍航空学校を新設している｡ 車両部

門では､ 1917年より戦車の研究開発､ 重軽各

種戦車の配備をすすめる｡ 1918年､ 軍用保護

自動車に関する法律が制定され装甲自動車の

整備が行われ､ 自動車隊が新設された｡ [桑

木､ p.280､ 316－320､ 324－325]

1918年に軍需工業動員法が制定されてから

1920年代を通じて軍の装備近代化が本格的に

推進された｡ 陸軍の軍備編制改定が行われ､

予算経費が計上され航空部隊の拡張整備がは

かられた｡ 陸軍動員計画によれば､ 1926年に

は飛行６個大隊､ 独立飛行４個中隊が新設さ

れ､ ｢満州事変｣ を経て1933年には陸軍保有

航空機約1,200機 (直接補填用機を含む) と

なった｡ 1935年には航空防空緊急充備計画が

実行され航空部隊のより一層の充実が急がれ

金： ｢『大日本帝国』 における燃料消費･需要に関する政治史的一考察｣ 7



た｡ すなわち航空技術研究所､ 陸軍航空技術

学校､ 陸軍航空廠が次々と新設され技術教育

および航空に関する兵器､ 燃料､ 貯蔵､ 補給

等を統括する体制が整えられたのである｡

1930年前後､ 陸軍造兵廠が使用した石炭など

の固型燃料は67,900トン､ 液体燃料214,000ト

ン､ 気体燃料100万立方メートルと推定され

ている｡ [陸軍軍戦備､ pp.95-105､ 129-130；

桑木､ pp.382ｰ383；東燃十五年史､ p.84]

｢満州事変｣ の頃から陸軍の液体燃料の消

費量が伸びてきた｡ 1931年から1936年にかけ

ての陸軍の航空揮発油と自動車揮発油の消費

量を見れば､ 1931年の航空用が23,000�､ 自

動車用60,000�､ 1934年の航空用30,000�､

自動車用120,000�､ 1936年航空用40,000�､

自動車用160,000�となっている｡ 航空用揮

発油および潤滑油の陸軍消費量はそれぞれ同

年の海軍消費量とほぼ同じ量であった｡ 航空

機に関する限り陸海軍の装備はだいたい同等

である｡ だが航空用燃料の在庫については陸

海軍では大きな開きがあり､ 陸軍の在庫量は

だいたい海軍の半分以下であった｡ 当時陸軍

の装備に関する責任部署にいた岡田菊三郎少

将は ｢当時の陸軍装備があまりにも旧式だっ

たため､ 装備の改善が先になり､ 燃料の貯蔵

等には手がつかなかった｣ と述べている [陸

軍軍需動員＜２＞､ pp.163-165]｡

陸軍が自前で液体燃料の備蓄を進めたのは

廬溝橋事件 (1937年) が拡大して以後のこと

だった｡ 必要とする石油資源のほとんどを海

外からの輸入に依存していた状況で､ 陸軍は

軍需用の石油を大量に輸入して貯蔵する必要

を認めた｡ それは戦時１ヵ年分の陸軍用航空

揮発油を精製することが出来る分量の原油を

緊急輸入することだった｡ 政府､ 陸軍はその

石油輸入を民間業者による新会社 (協同企業

株式会社) に当たらせ､ この国策会社関連の

報道を一切禁止して機密事項とした｡ それは

当時中国大陸への侵略戦争を遂行していた日

本に対して､ アメリカ太平洋岸の港湾労働者

が日本向けの積み卸し業務を拒否して抗議す

るなど､ 対日イメージが悪化していたためで

ある｡ この時､ 緊急輸入された石油はおよそ

712,000�であり､ 陸軍の臨時軍事費によっ

て全量買い取られることになった｡ 1939年に

この原油を基にして陸軍燃料廠 (正式には

1940年勅令による) が設置され､ 自前の燃料

製造､ 研究が行われるようになる｡ [石井､

pp.52-54､ 77-84；陸軍軍需動員＜２＞､ pp.

160-168]

３：民間の消費･需要--国家による育成と統

制--

＜石油民需＞

日本で石油製品が本格的に消費されるよう

になったのは ｢明治維新｣ 後のことだった｡

1868年前後から家庭用の照明器具が従来の行

燈やロウソクから徐々に灯油ランプに代わっ

た｡ この格段に明るいランプの普及とともに､

燃料として動植物油より安いアメリカ産の灯

油が大量に輸入されるようになった[日本石

油史､ 1917､ pp56ｰ60]｡ とくに1875 (明治８)

年からは灯油の輸入量が１万キロリットル

(以後､ �) 強となり､ その後急増し1904

(明治37) 年には30万�を超えた[表３－A－

１]｡ 新潟県､ 秋田県などで採掘された原油

の価格も灯油留分の多少に左右され､ 加えて

灯油の市場価格に大きく影響を受けた[北越

石油業発達史､ p.64]｡ この時代､ 一般に

｢灯油｣ のことを指して ｢石油｣ とよんでい

た｡ ｢明治期｣ をつうじて石油需要は産業用

の原料や燃料ではなくて､ 一般家庭の照明用

としての灯油需要であり､ しかも民間消費で

あったと言えよう｡

｢大正期｣ (1912～1925年) に入り電灯の

普及によって灯油需要は年々減少し､ その輸

入も1917年には1904年の輸入量に比べて１/

４以下にまで落ち込んだ[表３－A－２]｡ と

ころが第一次世界大戦が終わる1918年から､

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集8



灯油の新しい消費用途がひらかれ減少傾向に

歯止めがかかり､ その輸入量も消費量も共に

一定水準を保つようになった｡ すなわち灯油

は農業用発動機などの動力用､ 石油ｺﾝﾛ､ 石

油ｽﾄｰﾌﾞなどの加熱用､ および消毒用､ 殺虫

用としても消費されるようになった[日本鉱

業発達史＜下・１＞､ p.184]｡ 1920年代初頭

から半ばにかけては､ 揮発油､ 軽油､ 機械油､

重油の民間消費が著しく増加する[表３－A－

３]｡ それらの用途は主として自動車その他

の内燃機関用､ 船舶の蒸気ボイラー用､ 漁船

などの発動機用､ 工場・機械用などであった｡

従来もっぱら灯油消費であった石油の民間需

要が､ 1920年代に入り､ 軽油､ 重油､ 揮発油､

機械油へと拡大していったことが認められる｡

すこし詳しく製品別に見ると､ 軽油消費の

伸びは ｢大正期｣ における沿岸漁業や沖合漁

業の漁船機械化の進展にともなっていた｡ 新

潟県､ 秋田県地域の各石油精製施設はこの時

金： ｢『大日本帝国』 における燃料消費･需要に関する政治史的一考察｣ 9

表３－A－１ ｢明治期｣ 石油製品輸入

表３－A－２ ｢大正期｣ 石油製品輸入

出所： ｢日本石油史1958｣ より作成

出所： ｢日本石油史1958｣ より作成



期に精油製造工程を灯油から漁船エンジン用

および集魚灯用の軽油に切り換えて利益をあ

げており､ 軽油が主力商品の一つと見なされ

るようになった[宝田二十五年史､ pp.244-24

6]｡ 揮発油の場合は､ 1914年に日本石油 (株)

が天然ガス圧搾冷却装置を輸入して多量の揮

発油を製造販売したことにはじまる｡ 宝田石

油 (ホウデン) などの各社も競ってそのガソ

リン・プラントを輸入し莫大な販売利益を得

た[宝田二十五年史､ pp.128-129]｡ 当時､ 日

本国内では揮発油の需要が著しく増加してい

たためである｡ 欧州において第一次世界大戦

が勃発して ｢時局の拡大するに従い一般の買

気を喚起し｣ ｢商況俄然活気を帯び来り､ 就

中､ 機械油及び揮発油は一般需要の増加と共

に著しく活況を呈するに至れり｣ [宝田二十

五年史､ p.125]というようないわば石油ブー

ムをむかえていた｡ 1924年には従来の天然ガ

ス揮発油に加えて､ 重油や軽油を分解して作

られる良質の分解揮発油が出現し､ ガソリン

需要の急増に応じるとともに価格もより安く

なった[日本鉱業発達史＜下・１＞､ p.183]｡

さらに1923～'24年頃からは自動車用ガソリ

ン､ ゴム溶剤用ガソリン､ ディーゼル燃料用

重油､ 工業用機械油の民間消費が大きく伸び

て[表３－A－３]､ それに伴いそれらの石油

製品の輸入量も著しく増えた｡ とくに重油・

原油の輸入増大がきわだっている[表３－A－

２]｡

日本の石油消費量は ｢昭和期｣ に至って飛

躍的に伸びた｡ ｢大正期｣ における石油民間

消費の合計は40万�代から70万�余りである

が､ ｢昭和期｣ にはいると百万�を超え､ 1931

年 (柳条湖事件) には約237万�､ 1937年

(廬溝橋事件) には約500万�とけた違いに激

増している[表３－A－４]｡ これは ｢満州事

変｣ 後から､ 民間も含めた石油産業一般が軍

需国策の対象として取りあげられるようにな

り､ 政府および軍の保護助成により石油産業

の規模と技術の両面において大きく伸展した

ことが影響している｡ ただし海軍は第一次世

界大戦以来独自に民間の石油会社へ委託して

資源調査や試掘開発および原油や製品の購入

補償などを行ってきた｡ しかし､ いわゆる国

策として石油対策を実施していったのは ｢満

州事変｣ 以後のことである｡ 具体的には ｢石

油国策審議会設置 ('33年)｣ や ｢石油業法

('34年)｣ などである｡ これにより石油業者

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集10

表３－A－３ 大正期石油製品別民間消費

海軍消費および台湾朝鮮を除く｡ ただし単位を１函＝36リットルに換算した｡
出所：鉄道省運輸局 『石炭､ 骸炭､ 石油ニ関スル調査』 (石油類)｡
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に各種奨励金交付などの助成策や関税優遇措

置および石油備蓄 (義務貯油量６ヵ月分) の

為の補助金交付が実施された｡

さらに軍需国策による民間の石油消費の伸

びは､ 1931年からの軍事費膨張にともなう重

化学工業と輸出産業の花形である紡績工業な

どの発展に支えられていた｡ それはとくにB

重油と潤滑油の消費増大となって表れている｡

この頃から財政と軍事費とが噛み合って膨張

していき､ 一方では軍需工業用の原料獲得に

必要な外貨を稼ぐ輸出産業の躍進がみられ､

他方では植民地､ ｢満州国｣ ､占領地での資源

金： ｢『大日本帝国』 における燃料消費･需要に関する政治史的一考察｣ 11

　　

表３－A－４ 主要石油製品の民間消費量:1931～45年

表３－A－５ 昭和期石油製品輸入

出所；[石油便覧､ 1952]､ [海軍軍戦備＜１＞]

出所： ｢日本石油史､ 1958｣
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開発と市場開拓が促進されていったのである｡

ところが1938年から石油の民間消費は激減

していきアジア・太平洋戦争突入の1941年の

消費量は約233万�､ 1945年には約26万�に

まで落ち込んでいった[表３－A－４]｡ 1938

年頃から日中戦争の長期化が避けられない状

況下で､ 軍事需要の増大とアメリカなどから

原油および石油製品の輸入が滞るようになり､

供給の先行きが不安定となった[表３－A－

５]｡ そこで揮発油や重油をはじめとする民

間の燃料消費規制が行われ､ 物資動員計画

(物動) による燃料の配給統制､ いわゆる

｢戦時統制｣ が実施された｡ 民間需要の揮発

油と重油の節約を目的とした ｢揮発油重油販

売取締規則｣ (1938年３月)が制定され切符制

が導入される｡ さらに自動車用ガソリンにア

ルコールが混合されるようになり､ ついには

ガソリン車から木炭ガス自動車に切り換えら

れていった｡

この戦時統制の時代において､ 民間の石油

消費はその多くが軍需用物資の基礎資材とし

ての ｢軍需充足｣ 部門や ｢生産拡充｣ 部門な

どの軍管理工場へ優先的に配当されるように

なった｡ この時期に至ると実質的には軍需で

あっても民需 (物動にてC1､ C2と記号化)

として区分され動員計画に組み込まれており､

純然たる民間需要と鉄鋼､ アルミ､ 石油､ 石

炭などのような軍需物資の原材料として民間

工場で加工され消費されたものとが渾然一体

となっている｡ 1937年以後の民間石油需要は

軍事部門との関連性が極めて強くなっている

のである｡

当時の民間消費のうち､ 軍事部門との関連

性が比較的弱い分野の用途 (物動C5) とし

ては､ 主として農林漁業用の灯油と軽油､ 民

間車両の自動車ｶﾞｿﾘﾝ､ 一般民需工業用のB

重油､ 工業用潤滑油および貨物輸送船の燃料

油としてのC重油などがあった｡ こうした石

油製品の民間消費は1941年以降急激にゼロに

近づき､ 農業漁業部門における食糧生産や民

需用製造業､ 流通部門などは停滞していった｡

＜石炭民需＞

日本では主として九州炭(高島炭､唐津炭､

筑豊炭)が､ すでに江戸時代から瀬戸内地方

で製塩用の焚物として､ 幕末には外国汽船の

燃料として利用されていた｡ 1880年代に至り

官有物払下げなどにより殖産興業政策が進展

し､ 炭坑への蒸気機関の導入もはじまり小規

模ながら本格的な石炭鉱業の資本経営が見ら

れるようになった｡ たとえば､ この頃､ 玄洋

社の箱田六輔や頭山満らが筑豊の嘉穂郡(福

岡県)にて炭坑経営に乗り出している｡ この

他にも高雄炭坑､ 豊国炭坑､ 赤池炭坑など私

的資本による石炭鉱業の経営がはじまった｡

この時期の九州炭の消費地は輸出に振り向け

られるものを除いて､ 石炭の大市場たる大阪

神戸 (紡績工場) だった｡ [高野江､ pp.6-13]

福島､ 茨城両県にわたる常磐炭田は1872

(明治５) 年に後藤象次郎が茨城県内郷炭坑

にてフランス人技師による採炭を始め､ ストー

ブ用の燃料需要をまかなっていた｡ 当初､ 常

磐炭は横浜などの ｢外人居留地｣ でのストー

ブ用炭以外にほとんど需要がなかったという｡

1877年頃には東京の紡績工場などに九州炭が

使われるようになった｡ ところが西南戦争に

より九州の鉱夫､ 運搬夫ら ｢争て軍夫を志願

したるが為め､ 殆んど休止の姿｣ [高野江､ p.

13]となり九州炭の大阪東京への輸送が途絶

えた｡ このため東京近隣の常磐炭が注目され

新たに需要がうまれた｡ さらに､ 日清日露の

戦間期に磐城海岸線に鉄道が貫通し石炭輸送

の便が良くなり常磐炭は東京市場の第一位を

占めるようになった｡ [商工政策史＜22巻＞､

p.102；高野江､p.16]

ところで ｢明治初期｣ から19世紀末まで毎

年日本国内の石炭生産量のおよそ４割前後が

輸出されている｡ 当時､ 石炭は生糸や銅とと

もに外貨獲得の重要な輸出資源だった｡ 主な

る輸出先は上海､ 香港､ 海峡植民地 (英領マ
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レー) など東・東南アジア地域であり

三井物産など商社によって売りさば

かれていた｡ 1874年から1900年までを

平均すると､ 産出高の42％に相当す

る石炭が輸出され[表３－B－１付]､

残りは1890年頃までは主として製塩用

に､ 1890年代半ば頃からは工場用､ 船

舶用に多くが消費されている[表３－

B－２]｡ 1901年以後は国内需要が輸

出をはるかに凌ぐようになった[表３－

B－１]｡

ここで用途別石炭消費の内容をす

こし詳しく見たい｡ 八幡製鉄所が営

業を始めた1901年から日露戦争を経て

南満州鉄道株式会社 (満鉄：1906年11

月) が設立され､ 朝鮮の植民地化が

いわば ｢完成｣ した頃まで､ 日本国

金： ｢『大日本帝国』 における燃料消費･需要に関する政治史的一考察｣ 13

　

表３－B－１付 明治期石炭の状況 (トン)

　　

表３－B－１ 明治期石炭の状況

出典：[日本鉱業発達史＜中巻１＞]､ [本邦
鉱業の趨勢50年史＜資料編＞]

産出→

←需要

輸出
↓

輸入
↓



　

内の民間消費はほぼ倍増している[表３－B－

２､ ３－B－３]｡ 1905～'06年頃､ 最も多く

石炭を消費した個別産業は炭鉱産業そのもの

で､ 炭坑山元での汽工罐場用 (ボイラー) に

年約150万トン前後消費したという｡ また､

全国の紡績工場用 (1905年) がおよそ44万７

千トン (その内､京阪神・岡山が64％)､ 八幡

製鉄所 (１工場) が約37万５千トン (1906年)､

農商務省の直轄製鉄所 (1906年) が約35万ト

ン (内14万６千トンが燃料用､ 20万余トンが

コークス原料用) となり､ 工場用全体として

は1906年が約377万トン､ 1907年約442万ﾄﾝで

ある｡ 船舶用は1906年の約180万５千トンか

ら1907年には462万トンにまで急増している｡

[高野江､ pp.36-41]
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表３－B－３ 明治後期 石炭需給

表３－B－２ 明治後期石炭用途別消費量

出所；[日本鉱業発達史＜中・１＞]

出典：[日本鉱業発達史＜中巻１＞]､ [本邦鉱業の趨勢50年史]ただし､
供給量＝出炭量+輸入量－輸出量､ とした｡



ついで ｢大正期｣ において石炭の民間消費

量を見れば[表３－B－４]､ その初期と終期

ではおよそ二倍に増加しており､ 1920年代か

らは供給量との差すなわち輸出にまわすこと

ができる炭量が減少していることが分かる｡

用途別にみると[表３－B－５]､ 船舶用石炭

の消費量は第一次大戦が勃発して一時期 ('16

年) 欧米の外国船往来が途絶え消費が落ち込

んだが､ 経済成長による好景気をむかえて回

復し'20年まで増加傾向を示している｡ さら

に1916年以来､ 各種工業の機械化と発展によ

り工場用石炭の消費量が急激に伸びて､ 炭価

も徐々に騰貴し石炭生産量も増えている｡ 工

場用消費のみを見れば1912年から'25年まで

に3倍近くまで増えている｡ しかも1920年代

からはじまる大戦の反動不況にもかかわらず､
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表３－B－４ 大正期 石炭需給 表３－B－５ 大正期 石炭用途別 消費量

     

表３－B－６ 昭和期 石炭用途別 消費量

出典：[日本鉱業発達史＜中＞１][本邦鉱業の趨勢50年史＜資料編＞]
ただし､ 供給量＝出炭量＋輸入量－輸出量､ とした｡

出典：[日本鉱業発達史＜中＞１]

出典；[石炭国家統制史]､[戦時石炭経済構造論]



工場用消費量は伸び続けているのである｡ こ

れには鉄鋼などの軍需関連の工場も含まれて

おり､ 民需と軍需とを厳密に分けることがこ

の頃から難しくなる｡

この時期の産業を全体として見れば､ 第一

次大戦が終わり'20年代に入り､ 製鉄用コー

クスの原料炭 (撫順炭) などの輸入増加によっ

て､ 日本が石炭の輸出国から輸入国となった

ことにも表れているように､ より一層の工業

化が進展し石炭石油鉱業などを含む基幹産業

の大規模経営が進んだことは間違いないであ

ろう｡

1926年から1932年までの石炭需要は経済界

の不況､ 撫順炭の輸入､ 火力発電用 (水力発

電補充) の需要減少､ 船舶燃料などの重油使

用および鉄道電化など従来石炭領域であった

用途の需要減少などによって低迷し､ ｢大正

後期｣ の３千万トン代を上下している｡ とこ

ろが1932年末ごろから石炭需要は上向きとな

る｡ それは ｢時局匡救関係の諸事業､ 殊に軍

需品工業は殷盛を極め更に所謂インフレーショ

ン景気の醸成に伴ふ国内産業特に輸出産業の

旺盛化､ 海運界の異常な活況｣ [久保山､ p.

153]などによって石炭需要が漸次増加していっ

たためである｡ すなわち石炭需要は1930年代

から､ 軍需関連の重化学工業と紡績業をはじ

めとする輸出産業において伸展し､ アジア太

平洋での戦争がはじまるまで増加し続けた｡

とくに重化学工業での消費量は ｢満州事変｣

以降急増し続けている[表３－B－６]｡ まさ

に製鉄､ 化学工業､ そして液体燃料用の原料

として石炭は ｢国防資源｣ として不可欠なも

のであったのだ [海軍要覧､ pp.473-474]｡

さらに表３－B－７によれば､ 1931年から日

本国内の産業構成に占める比重が軍需部門へ

移っていくことがよく分かるだろう｡ このよ

うに石炭消費が民需から軍需へとシフトして

いく状況は､ アメリカ軍による日本本土空襲

が激しくなる1944年から'45年に至るまで変

わることはなかった｡ 1944年末に至れば民需､

軍需の区別なく全般的に生産力そのものが大

きく減退し､ したがって石炭の消費も低落す

ることになる｡

４：おわりに

明治政府による ｢富国強兵｣ の ｢強兵｣ 策
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を支えた燃料軍需については ｢大日本帝国｣

の誕生とともに具体的な施策がとられていっ

た｡ それは幕末における欧米帝国主義の ｢黒

船｣ をこんどは自前の物とした帝国海軍によっ

て推進された｡

一方陸軍は燃料消費という点において､ 機

動力を持つ兵器装備の燃料としては ｢満州事

変｣ のころから航空機用､ 軍用自動車用の燃

料需要が著しく増大し､ 1937年の日中全面戦

争に至ってはじめて液体燃料の確保に向けて

具体的施策をとるようになった｡ ｢明治期｣

においては､ 陸軍は主として陸軍工廠などで

その兵器弾薬や軍服などを製造するための軍

需工業用として多量の石炭を使用していた｡

燃料という点において陸軍に比べて海軍は

より早く､ ｢帝国｣ の誕生とともに艦隊燃料

確保の施策を独自に進めてきた｡ それは ｢征

韓｣ 政策とほぼ期を一にしていた｡ 海軍の艦

隊燃料の主力が石炭だった ｢明治期｣ におい

て､ 唐津炭坑をはじめとして九州や山口県の

炭鉱が海軍の予備炭田に指定され開発されて

いくとともに､ 朝鮮半島南西岸域の各地にお

いて海軍の石炭庫を主とする根拠地が設営さ

れていく｡ これは ｢朝鮮ヲ復シテ属国ト為シ､

西支那ニ連ネテ｣ いく近隣アジアへの対外膨

張政策による軍備拡大であった｡ さらに艦隊

燃料が石炭から無煙の煉炭へ移っていくと､

海軍は煉炭製造の原料をはやくも日露戦争直

後の朝鮮において確保独占した｡ 海軍の燃料

が煉炭から液体燃料へ切り替えられると植民

地台湾や樺太などの石油資源を民間業者に委

託開発させている｡ それでも国内産原油が限

られていた為､ 海軍は石油の輸入備蓄方針を

とって早くから(第一次世界大戦末)重油､ 原

油を海外から買い付けてきた｡ ｢昭和期｣ に

はいると､ 中国大陸への軍事侵略が深まり､

｢明治維新｣ から一貫して進めてきた軍備拡

張政策がますます加速していき､ 陸海軍の燃

料消費･需要の対外依存､ とくに対米依存傾

向が深まっていく｡

民間において､ 近代日本の搖籃期の石炭資

源はその多くが輸出用商品としてまた伝統的

な塩田用焚料として利用されていた｡ 石油は

もっぱら家庭用灯油ランプの燃料として海外

から輸入されていた｡ 19世紀末ごろからやっ

と政府主導の ｢殖産興業｣ の進展にともない

石炭の国内需要は拡大し多くが工業用として

消費されるようになった｡ ｢大正期｣ すなわ

ち1912年から1925年に至ると､ 石炭石油資源

は日本国内の近代化にともない､ とくに近代

的産業の原料としてまた燃料として大量に消

費される時代となった｡ 石油商品の用途が多

様化していったのもこの頃であった｡ 石炭は

機械金属工業および製鉄部門の拡大により消

費量が倍増した｡ ｢昭和初期｣ の数年間は経

済界の不況などにより石炭の需要が低迷した

が､ いわゆる ｢満州事変｣ を契機とする軍需

関連の重化学工業と紡績業などで石炭需要が

伸び､ 1941年の戦争がはじまるまで増加し続

けた｡ 石油の消費量はこの ｢昭和期｣ に至っ

て飛躍的に伸びる｡ 民間の石油需要も ｢満州

事変｣ 以来､ 軍需国策によって管理されるよ

うになった｡ ｢戦時統制｣ により石炭も石油

も物資動員計画に組み込まれ､ ｢国防資源｣

として統制されるようになり､ 民間需要の軍

事部門との関連性はきわめて強くなったと言

えよう｡

｢大日本帝国｣ のはじめの50年間､ 石炭石

油の消費を軍事需要､ 主として海軍需要がリー

ドし､ 未熟な民間産業を引っ張ってきた｡ 植

民地を獲得して近代化を推進し資本主義経済

を形成していくための軍備充実政策によって

民間の石炭石油産業が育成されてきたと考え

られる｡ 第一次世界大戦の頃からは軍需と民

需の両輪をもって消費の拡大が促進され､ 化

石燃料に依存した国内経済の成長が見られた｡

さらに中国大陸への侵略が深まっていくと､

急速に ｢民需の軍需化｣ が進行した｡ かくし

て､ 石炭石油資源の消費･需要の趨勢は ｢大

日本帝国｣ 建設の当初から植民地支配を予定
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した ｢富国強兵｣ 政策の推進と歩みを一致さ

せていることが理解できる｡

＜注＞

①それぞれの天皇が統治した時期は ｢元号｣

によって区分された｡ したがって日本側資

料に出てくる年代はほとんど例外なく元号

で標記されている｡ 本稿ではあえて便宜上

その元号区分を利用して議論を展開してい

る｡ だからといって本稿筆者自身が ｢天皇

制｣ に対して ｢肯定的イメージ｣ をもって

いるとか､ 元号を使うことで ｢天皇の時代｣

｢君が代｣ を無意識的に間接的に是認して

いるということは一毫もない｡

②すでに明治政府樹立直後から木戸孝允､ 三

條実美､ 岩倉具視および大村益次郎らを中

心とする政府中枢部および外務省において､

陸海軍の整備や朝鮮侵略の計画が議論され

準備されていた｡ [木戸孝允文書第三､ pp.

74-75､ 232-233､ 239-242､ 253；日本外交

文書第二巻 (一) (1869年２月)pp.205-208；

日本外交文書第三巻 (1870年２月～)､ pp.

127-177]

③平壌無煙炭は1907年に2,150トン､ '08年

46,488トン､ '11年10万トン､ '12年約13万

余トン､ 以後年々約14万トン以上を生産し､

その大部分は徳山海軍煉炭製造所に送られ

た｡ [日本鉱業発達史＜中巻２＞､ p.523；

日本海軍史､ p.246]

④たとえば長谷川尚一 『石油国策論集』 昭和

11年､ 長谷川尚一 『国内石油資源開発に関

する応急対策』 昭和12年､ 燃料国策研究会

『国内石油資源開発に関する応急対策建議』

昭和12年､ 西田卯八 『石油研究』 昭和11年､

鳥居義太郎 『石油戦争論』 昭和10年など多

数ある｡

＜資料文献＞

文中での表示は[編著者名あるいは書名､西

暦年､頁]とする｡ ただし編著者名あるいは書

名が単一のものは西暦年を省いた｡

・安達宏昭､ 2002 『戦前期日本と東南アジア；

資源獲得の視点から』 吉川弘文館｡

・亜細亜問題研究所旧韓国外交文書編纂委員

会､ 1969 『旧韓国外交文書＜日案１～＞』

高麗大学校亜細亜問題研究所｡ 文中では

[書名]｡ ただし漢字の韓国語様式を日本語

様式の新字体に変えた｡

・--- 『旧韓国外交関係附属文書＜海関案

１＞』 高麗大学校亜細亜問題研究所｡ 文中

では[書名]｡ ただし漢字の韓国語様式を日

本語様式の新字体に変えた｡

・防衛庁防衛研修所戦史室､ 1967 『戦史叢書

陸軍軍需動員＜１＞計画編』 朝雲新聞社､

昭和42年｡ 文中では[陸軍軍需動員＜１＞]｡

・---､ 1970 『戦史叢書 陸軍軍需動員＜２＞

実施編』 朝雲新聞社､ 昭和45年｡ 文中では

[陸軍軍需動員＜２＞]｡

・---､ 1979 『戦史叢書 陸軍軍戦備』 朝雲新

聞社､昭和54年｡ 文中では[陸軍軍戦備]｡

・---､ 1969 『戦史叢書 海軍軍戦備＜１＞昭

和十六年十一月まで』 朝雲新聞社､ 昭和44

年｡ 文中では[海軍軍戦備＜１＞]｡

・朝鮮総督府殖産局､ 1929 『朝鮮の鑛業』 昭

和４年｡ 文中では[書名]｡

・第四海軍燃料廠編､ 1943 『海軍炭鑛五十年

史』 昭和18年｡ 文中では[書名]｡

・外務省編纂､ 1955 『日本外交文書 第三巻』

日本外交文書頒布会､ 昭和30年｡ 文中[書

名]｡

・北海道炭砿汽船株式会社､ 1958 『石炭国家

統制史』 日本経済研究所､ 昭和33年｡ 文中

では[書名]｡

・寶田石油株式会社臨時編纂部､ 1920 『寶田

二十五年史』 寶田石油株式會社東京店､ 大

正九年；1999年復刻 『社史で見る日本経済

史 第20巻 宝田二十五年史』 ゆまに書房｡

文中では[宝田二十五年史]｡

・井口東輔編著､ 1963 『現代日本産業発達史

Ⅱ石油』 現代日本産業発達史研究会､ 昭38
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年｡

・石井正紀､ 2003 『陸軍燃料廠』 光人社NF

文庫｡

・板垣與一､ 1953 ｢太平洋戦争と石油問題｣

日本外交学会編 『太平洋戦争原因論』 新聞

月鑑社､ 昭和28年｡

・門馬延陵､ 1902 『北越石油業発達史』 鑛報

社､ 明治35年；1970年復刻 『明治前期産業

発達史資料』 別冊 (72) Ⅱ､明治文献資料

刊行会｡ 文中では[書名]｡

・海軍大臣官房編､ 1934 『海軍軍備沿革』 厳

南堂､ 昭和９年｡ 文中[書名]｡

・海軍歴史保存会､ 1995 『日本海軍史；第五

巻 部門小史 (上)』 第一法規出版､ 平成

７年｡ 文中では[日本海軍史]｡

・海軍省編､ 1939 『海軍制度沿革 巻三＜１＞・

巻三＜２＞』 原書房､ 昭和46年復刻｡ 文中

では[海軍制度沿革＜巻三・１＞]､ [海軍

制度沿革＜巻三・２＞]｡

・---､ 1942 『海軍制度沿革 巻十六＜２＞』

原書房､ 昭和47年復刻｡ 文中では[海軍制

度沿革＜巻十六・２＞]｡

・ (財) 海軍有終会編､ 1938 『近世 帝国海

軍史要』 丸善 (株)､ 昭和13年｡ 文中では

[帝国海軍史要]｡

・関東タール製品株式会社創立拾周年記念事

業委員会編､ 1960 『タール工業史』 関東ター

ル製品株式会社､ 昭和35年｡ 文中では[書

名]｡

・企画院研究会､ 1943 『大東亜建設の基本綱

領』 同盟通信社､ 昭和18年｡

・木下悦二､ 1957 『日本の石炭鑛業』 日本評

論新社､ 昭和32年｡

・北澤新次郎＆宇井丑之助､ 1941 『石油經濟

論』 千倉書房､ 昭和16年６月｡

・鉱山懇話会編､ 1932 『日本鉱業発達史＜全

６巻＞』 原書房､ 1993年復刻｡ 文中では

[日本鉱業発達史＜各巻号＞]｡

・故伯爵山本海軍大将伝記編纂会編､ 1968

『伯爵山本権兵衛伝』 (上) 原書房､ 昭和43

年｡ 文中では[書名]｡

・久保山雄三､ 1942 『石炭鑛業発達史』 公論

社､ 昭和17年｡

・桑木崇明､ 1943 『陸軍五十年史』 鱒書房､

昭和18年｡

・松本俊郎､ 1979 ｢日本帝国主義の資源問題｣

中村政則編 『体系・日本現代史 第４巻､

戦争と国家独占資本主義』 日本評論社｡

・---､ 1988 『侵略と開発；日本資本主義と中

国植民地化』 岡山大学経済学研究叢書第５

冊､ 昭和63年｡

・燃料懇話会､ 1972 『日本海軍燃料史』 昭和

47年｡ 文中では[書名]｡

・日本舶用機関史編集委員会､1975 『帝国海

軍機関史』 (上・下) 原書房､昭和50年｡ 文

中では[書名 (上･下)]｡

・日本石油株式会社編､ 1958 『日本石油史』

昭和33年｡ 文中では[書名､ 1958]｡

・日本石油株式会社調査課編､ 1952 『石油便

覧』 石油経済研究会発行､ 昭和27年復刊第

一版｡

・日本石油株式会社庶務課編纂､ 1917 『日本

石油史』 大正6年縮刷版｡ 文中では[書名､

1917]｡

・日本石油株式会社･日本石油精製株式会社

社史編さん室編､ 1988 『日本石油百年史』

日本石油株式会社､ 昭和63年｡ 文中では

[書名]｡

・西田卯八､ 1936 『石油研究』 国策産業協會､

昭和11年｡

・佐藤市郎､ 1943 『海軍五十年史』 鱒書房､

昭和18年｡

・佐藤清一､ 1939 『石油統制』 商工行政社､

昭和14年｡

・ (社) 生産技術協会､ 1970 『旧海軍技術資

料』 (１～５分冊) 昭和45年｡ 文中では[書

名]｡

・石炭経済調査会編､ 1944 『戦時石炭経済構

造論』 長門屋書房､ 昭和19年｡

・砂越竹夫編纂､ 1979 『陸軍燃料廠史；岩国
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編』 岩燃史編纂委員会､ 昭和54年｡ 文中で

は[陸軍燃料廠史]｡

・高野江基太郎､ 1908 『日本炭砿誌』 秀英舎､

明治41年；1970年復刻 『明治前期産業発達

史資料』 別冊 (69) Ⅲ､ Ⅳ｡

・鐵道省運輸局､ 1927 『石炭､ 骸炭､ 石油ニ

関スル調査』 重要貨物情況第六編､ 昭和２

年｡

・東燃十五年史編纂委員会､ 1956 『東燃十五

年史』 昭和31年｡ 文中では[書名]｡

・東洋經濟新報社､ 1950 『昭和産業史､ 第一

巻』 昭和25年｡ 文中では[昭和産業史]｡

・妻木忠太､1930 『木戸孝允文書 第三』 昭

和５年｡ 文中では[書名]｡

・通商産業大臣官房調査統計部編､ 1980 『本

邦鉱業の趨勢50年史＜資料編・解説編＞』

龍渓書舎｡

・通商産業省編､ 1985 『商工政策史 第一・

二巻』 商工政策史刊行会､ 昭和60年｡ 文中

では[商工政策史＜各巻号＞]｡

・ (財) 通商産業調査会虎ノ門分室・産業政

策史研究所編､ 1979 『対日賠償政策の推移・

燃料局石油行政前史』 産業政策史研究資料｡

文中では[燃料局石油行政前史]｡

・渡邊幾治郎､ 1944 『基礎資料 皇軍建設史』

照林堂､ 昭和19年｡ 文中では[皇軍建設史]｡

・横須賀海軍工廠編､ 1983 『横須賀海軍工廠

史』 (全３巻) 原書房､ 昭和10年刊複製｡

文中では[書名]｡

・由岐一､ 1935 『本邦石油史』 日本公論社､

昭和10年｡

・有終會編､ 1933 『海軍要覧』 昭和八年版｡

文中では[書名､ 1933]｡

・---､ 1944 『海軍要覧』 昭和十九年版｡ 文中

では[書名､ 1944]｡
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１. 世紀転換期・革新主義期の全米消費者連

盟 (NCL)

２. ニューディール期の消費者同盟 (CU)

３. 偉大な社会期のパブリック・シティズン

とアメリカ消費者連合 (CFA)

４. 規制緩和期の消費者運動と消費者政策

本稿の目的は､ アメリカの主要な消費者団

体､ 具体的には全米消費者連盟 (National

Consumers League: NCL)､ 消費者同盟

(Consumers Union: CU)､ パブリック・シ

ティズン (Public Citizen)､ およびアメリ

カ消費者連合 (Consumer Federation of

America: CFA) が設立された経緯と時代的

特徴を､ 連邦レベルにおける消費者運動と消

費者政策の歴史的な展開の中で位置付けるこ

とである｡1 筆者は､ 現在､ この四つの消費

者団体の組織と政策の現状を分析する作業に

取り組んでいる｡ したがって本稿における作

業は､ この詳細な分析の前提としての位置付

けを持つこととなる｡2

アメリカの現代史を政治経済学的に検討す

る場合､ それを特徴付けてきた四つの大きな

変動と改革の時期､ つまり1890年代から1910

年代の世紀転換期・革新主義期､ 1920年代か

ら40年代のニューディール期､ 1960年代から

70年代の偉大な社会期､ 1980年代から90年代

の規制緩和期に注目する場合が多い｡ もちろ

んこうした時期設定は､ 複数の時期にまたが

り繰り返し発生する事象もあるという点で､

また一つの時期をさらに複数の時期に区分で

きるという点で､ あくまでも便宜的なもので

しかない｡ しかしこの時期設定が､ アメリカ

における市場・市民社会・国家の関係を検討

する上で､ ある程度の有用性を持つことは事

実である｡ 実際､ 利益団体や公共政策の歴史

的な検討に際しても､ この時期設定に類する

設定が度々用いられてきた｡3 そしてこのこ

とは､ R・ハーマン (Robert O. Herman)

とR・メイヤー (Robert N. Mayer) が論

じたように､ 消費者運動と消費者政策の歴史

的な検討に際しても例外ではない｡4

そこで本稿でも､ アメリカの連邦レベルに

おける消費者運動と消費者政策の歴史的な展

開を､ 世紀転換期・革新主義期､ ニューディー

ル期､ 偉大な社会期､ 規制緩和期という四つ

の時期ごとに大まかに概観する｡ そして前三

者の時期において､ NCL､ CU､ パブリック・

シティズン､ およびCFAが､ どのような時

代的条件を背景に､ どのような特徴を持つ消

費者団体として設立されたのかを検討する｡

なお本稿では､ 筆者のこれまでの議論に準

じて､ 消費者団体を次の三つの方法で分類し

ている｡ すなわち第一は､ 団体の活動の地域

的なレベルに応じた､ 国際団体､ 全国団体､

地方団体という分類である｡ また第二は､ 団

体の対象とする問題の範囲に応じた､ 連合団

体 (頂上団体)､ 総合団体､ 専門団体という

分類である｡ この三つの類型のうち､ 専門団

体は食品や医療など特定の問題を専門的に対

象とする団体､ 総合団体は各種の問題を総合

的に対象とする団体､ 連合団体はそれら各種
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の消費者団体の全国的な連合組織を意味する｡

最後に第三は､ 本稿においてもっとも本質的

な､ 顧客消費者団体と市民消費者団体という

分類である｡ このうち前者は､ 価格と品質の

両立､ つまりバリュー・フォー・マネー

(VFM) という消費者の本来的な経済的目的

を実現するために､ 市場における経済的手段､

市民社会における社会的手段､ 国家に対する

政治的手段を行使する団体である｡ それに対

して市民消費者団体は､ 消費者の本来的な目

的とは異なる､ 労働者の権利や環境保護など

の社会的目的､ あるいは外交での勝利やシス

テム維持などの政治的目的を実現するために､

市場における経済的手段を行使する団体であ

る｡5 そして本稿の内容を先取り的に述べれ

ば､ 上記の四つの消費者団体の中には､ 顧客

消費者団体ないし市民消費者団体の二種類が

あるとともに､ 両者の間で揺れ動いてきた団

体もあるわけである｡

１. 世紀転換期・革新主義期の全米消費者連

盟 (NCL)

アメリカの現代史において､ 消費者運動と

消費者政策の展開を概観する上で注目すべき

第一の時期は､ いわゆる世紀転換期から革新

主義期へと連続した約20年間の変動と改革の

時期である｡6

1880年代末のアメリカでは､ 農村部の不作・

不況や鉄道会社の独占による輸送費高騰を背

景として､ 西部や南部の州において農民の不

満が高まっていった｡ そしてこうした動向を

受けて､ 民主党・共和党に対する第三の全国

政党として､ 1892年にポピュリスト党が結成

された｡ 同党は､ 連邦政府の介入による農業

問題や労働問題の解決､ あるいは選挙制度を

中心とする政治制度の改革を主張した｡ しか

し1896年の大統領選挙以降､ 分裂などによっ

て勢力を失い､ 部分的に民主党に吸収されて

いった｡ そのためこの時期の農村部を起点と

した改革の機運は､ とりあえずは終息したか

のように思われたのである｡

ところがこのような改革の雰囲気は､ 1900

年代初頭になると､ むしろ都市部の知識人や

中産階級の間で､ 改めて道徳的な色彩を帯び

ながら広まっていった｡ そしてそれは､ いわ

ゆる革新主義として､ 独占禁止､ 労働者保護､

政治腐敗追放､ 貧困者救済など､ 様々な改革

の基底をなす見解となっていった｡ こうした

改革は､ まずは市レベルと州レベルにおいて､

革新主義的な市長や知事による腐敗の浄化と

して実現された｡ やがてそれは､ 連邦レベル

においても､ 1901年から09年のT・ルーズベ

ルト (Theodore Roosevelt) と1909年から

13年のW・タフト (William H. Taft) によ

る共和党政権､ そして1913年から21年のW・

ウィルソン (T. Woodrow Wilson) による

民主党政権によって実現されていった｡ また

その内政面での成果としては､ トラストの解

体と競争政策の推進､ 税制や通貨制度の改革､

上院議員選挙や婦人参政権などの選挙制度の

改革､ 労働条件の改善などであった｡

M・アイズナー (Marc A. Eisner) によ

れば､ この世紀転換期・革新主義期の政治経

済体制は､ ｢市場レジーム (market regime)｣

と呼べるものであり､ 以下のような特徴を有

していた｡ すなわちこの体制は､ 1880年から

1920年の間の巨大企業と全国市場の出現を背

景として､ 市場における統治の推進､ あるい

は連邦政府によるその代替的な回復を目的と

した｡ そしてそれを達成するための政策は､

反トラスト規制､ および鉄道､ 商業銀行､ 食

品､ 医薬品の規制であり､ それらの政策を推

進するための新設の行政組織は､ 州際商委員

会 (Interstate Commerce Commission: ICC)

や 連 邦 取 引 委 員 会 ( Federal Trade

Commission: FTC) のような独立規制委員

会であった｡ しかしこの体制においては､ 各

種の社会的諸利益は､ 行政レベルよりも､ 従

来と同様に立法レベルで政策過程に統合され

たのである｡7
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ところでこの世紀転換期・革新主義期は､

アメリカにおいて初めて消費者問題が顕在化

し､ それに対する連邦政府による消費者政策

が開始された時期であった｡ そしてその背景

には､ 言うまでもなく､ 大量生産・大量消費

の時代の到来という､ 消費市場における大き

な変動があった｡ このような変動をもたらし

た第一の要因は､ 鉄道が全国的に整備された

結果として生じた､ 全国規模の巨大な市場の

出現である｡ またそれを受けて､ 第二の要因

は､ 商品の全国規模でのブランド化､ そして

雑誌を通じたその宣伝である｡ こうした動向

は､ アメリカの消費者にとって､ 一方では､

商品の選択の余地を拡大させる機会となった｡

しかし他方では､ 合理的な消費､ あるいは

｢買い手責任｣ に基づく消費を困難にする危

険性も伴っていた｡

すなわちアメリカの消費者は､ それまでは､

相対的に理解しやすい技術で､ 地元の製造業

者が製造した商品を購入していた｡ しかし彼

らにとって､ 大量生産され遠隔地から輸送さ

れてくる商品は､ 粗悪品が混入しやすく､ 監

視が困難なものであった｡ しかも商品のブラ

ンド化は､ それについての情報に乏しい消費

者を誤解させ､ 不用品や粗悪品を購入させる

原因となった｡ ところが1880年代末から整備

され始めた経済法､ たとえば州際通商法や反

トラスト法は､ あくまでも生産者の視点から

市場の統治を目的としたものであり､ 消費者

の視点は考慮されていなかった｡ そのため消

費者は､ VFMの実現という経済的目的の追

求に際して､ 情報の非対称性ゆえに困難に直

面する､ 市場における弱者として認識される

ようになったのである｡

このような状況の中で､ 消費者問題は､ 具

体的には食品をめぐって顕在化することとなっ

た｡ 当時､ 食品加工業者､ とくに食肉製造業

者は､ 鉄道網の発展や缶詰技術の向上によっ

て､ その商品を全国的に販売できるようになっ

ていた｡ ところが彼らは､ 食品の安全に対す

る理解が未熟であり､ 防腐剤を無制限に使用

するなど､ 有害な食品を消費者に販売してい

た｡ そこで農務省では､ 1880年代から､ 化学

者であるH・ウィリー (Harvey W. Wiley)

が､ 製造過程の調査を通じて､ こうした食品

のデータを蓄積していった｡ そして1892年に､

また10年後の1902年に､ 化学者や女性団体が

中心となって､ 食品の安全の確保を目的とし

た純正食品法を制定しようとする動きが生じ

た｡ しかしこの試みは､ 当時は機が熟さず､

食品加工業者や彼らの多い地域の反対で頓挫

することとなった｡

しかしこうした動向は､ ルーズベルトが大

統領に就任した後に変化する｡ 彼は､ 1905年

に､ 一般特別教書演説を通じて､ 議会におけ

る純正食品医薬品法の制定の動きを加速させ

た｡ また1906年には､ U・シンクレア (Upton

Sinclair) が､ シカゴの食品加工工場の実態

を描いた 『ジャングル (������)』 を公刊し､

そこにおける未熟な技術や不衛生な環境を暴

露した｡8 この本の出版は､ 食品の製造過程

に対する国民の不満を喚起し､ その安全性が

きわめて切実な問題となっていることを認識

させた｡ そこでルーズベルト大統領は､ こう

した国民の関心を受けて､ 連邦政府による食

肉検査体制の問題点を調査し､ 食肉検査法の

制定を推進した｡ 食品加工業者は､ 当初はこ

の二つの立法に抵抗した｡ しかしやがて､ 国

民の間で食肉の販売が減少し､ 加工食品の輸

出にも影響が出始めたため､ 検査体制の強化

を信頼回復の手段として認識するようになっ

た｡ そのため議会も､ この二つの法律の制定

を急ぐようになった｡ こうして制定された純

正食品医薬品法と食肉検査法は､ アメリカに

おける消費者保護立法の端緒となった｡ また

純正食品医薬品法に基づいて設立された食品

医薬品局 (Food and Drug Administration:

FDA) は､ アメリカの消費者政策を担う主

要な行政機関の一つとなっていったのである｡

このような世紀転換期・革新主義期を通じ
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た食品問題､ およびそれに対する消費者保護

立法を通じて､ 製造業者や労働者などの生産

者利益とは区別された消費者利益が認識され

るようになってきた｡ この消費者利益は､ 当

初､ 食品問題が中心的な問題だったこともあっ

て､ 都市部の主婦､ 女性団体､ 化学者などに

よって表出された｡ またそうした問題を政策

課題とする上では､ シンクレアのような､ い

わゆるマックレーカー (醜聞暴露屋) と呼ば

れるジャーナリストの著作が大きな役割を果

たした｡ そしてこうした広範な人々の動きが､

アメリカにおける消費者運動の源流を成して

いく｡ しかしここで注目すべきは､ この最初

期の消費者運動において､ たしかにウィリー

やシンクレアのような個人は著しい活動を見

せたが､ 消費者団体の活動は目立たなかった

ことである｡ その意味で､ 消費者利益を表出

する組織としての消費者団体は､ この時期に

は未成熟であった｡ 食品問題などの消費者保

護立法は､ 起業家的な個人､ 世論､ 議会､ そ

して大統領の動向によって実現されたのであ

る｡

しかしこのことは､ この世紀転換期・革新

主義に､ 消費者団体が存在しなかったことを

意味するわけではない｡ むしろ､ アメリカで

消費者が組織化され､ 最初の全国規模の消費

者団体が設立されたのは､ まさにこの時期で

あった｡ そしてその消費者団体が､ 今日でも

主要な消費者団体の一つとして活動を続けて

いる､ 全米消費者連盟 (NCL) だったので

ある｡9

NCLの組織的な起源は､ 都市レベルでの

消費者の活動に求められる｡ 社会改良的な雰

囲気が広まる中で､ 1891年に､ ニューヨーク

において､ 主婦が中心となって消費者連盟

(Consumers League) という消費者団体が

結成された｡ しかしこの団体は､ 消費者とい

う名称を冠してはいたが､ 消費者の経済的利

益の実現を目的として組織されたものではな

かった｡ 当時､ 上流階級や中産階級の改革を

志向する人々の間では､ 公正な給与､ 適正な

労働時間､ 衛生的な職場といった労働条件が

最重要の問題として認識されていた｡ そのた

め彼らの中に､ もっぱら道徳的な理由から､

労働条件の改善を進めるための教育や調査を

実施し､ それらの条件を満たす製造業者の商

品の購入しようとする活動が生じた｡ そして

消費者連盟も､ このような活動の一翼を担っ

て､ そうした意味で優良な商品を置いた商店

の一覧である ｢ホワイトリスト｣ を作成し､

そこでの商品の購入を消費者に推薦する活動

を始めた｡ つまり彼らは､ 消費を､ 目的とし

てではなく､ 労働条件の改善のための手段と

して認識していたのである｡

この消費者連盟の活動は､ やがて他の都市

でも実行されるようになった｡ そしてこれら

の都市レベルの団体は､ 1899 年に合流して､

ニューヨークでNCLを結成した｡ NCLは､

1903年までには､ 20州に支部を持つ全国規模

の組織に成長した｡ この全国組織としての

NCLの初代事務局長には､ シカゴの消費者

連盟のF・ケリー (Florence Kelley) が就任

した｡ そしてNCLは､ 彼女の下で､ 児童の

労働の禁止､ 労働時間の制限､ 夜間労働の制

限といった労働条件の改善のために活動した｡

またNCLは､ 1905年以降､ 食品が製造され

る条件も調査し､ 純正食品医薬品法を制定す

る動向の一端を担った｡ しかしそれは､ 基本

的には､ 食肉を食べる消費者の保護ではなく､

食品加工業における労働条件の改善を意図し

てのものであった｡ このようにNCLは､ 革

新主義期を通じて､ おもに労働問題を対象と

した活動を展開することとなる｡ 労働省の児

童局の設置､ 最高裁における女性の労働時間

をめぐる訴訟での勝利などは､ NCLの初期

の活動における主要な成果であった｡

このようにNCLは､ たしかにアメリカで

最初に結成された全国規模の消費者団体であっ

た｡ またそれは､ 全国団体であるとともに､

総合団体であった｡ ところが興味深いのは､
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この消費者団体の主要な活動が､ 都市レベル

での活動を継続して､ もっぱら労働条件の改

善に関わるものだったことである｡ つまり当

初のNCLは､ 消費者が組織化して結成した

消費者団体ではあるが､ VFMという消費者

の本来の経済的目的を追求する団体ではなく､

労働条件の改善という社会的目的を追求する

団体であった｡ 換言すればそれは､ 顧客消費

者団体ではなく市民消費者団体だったのであ

る｡

その意味でNCLは､ 世紀転換期・革新主

義期の時代的特徴を背負って設立された消費

者団体であった｡ この時期､ とくに革新主義

期の改革は､ 道徳的な色彩を帯びながら､ 都

市部の上流階級や中産階級によって担われて

いた｡ そして彼らにとって､ 保護の対象とな

るべき弱者は､ 消費者よりもむしろ労働者で

あった｡ そのためNCLも､ 勃興しつつあっ

た消費者運動の一端というよりも､ より広範

な社会改良運動の一端を担う組織として結成

された｡ そのためNCLが､ 消費者の本来の

経済的目的を追求するようになるのは､ つま

り市民消費者団体から顧客消費者団体へと変

化するのは､ 消費者の市場における弱者とし

ての性格が強まり､ その保護の重要性が深く

認識されるようになってからだったのである｡

いずれにせよ世紀転換期・革新主義期は､

アメリカにおいて初めて消費者問題が本格的

に顕在化し､ 消費者運動と呼べるものが登場

し､ 連邦政府による消費者政策が開始された

時期であった｡ またそれは､ 消費者団体の歴

史という観点から見れば､ NCLという最初

の全国規模の消費者団体が結成された時期で

あった｡ しかし当時の消費者運動において､

消費者が自らの経済的目的のために組織化し､

それを追求するために社会的手段や政治的手

段を用いるという動向は主流となりえなかっ

た｡ その意味でこの時期の消費者運動､ そし

て消費者団体は､ 依然として萌芽期にあった

と言える｡ そしてそれも､ やがて第一次世界

大戦の勃発とともに､ 顕著な動向を示さなく

なっていくのである｡

２. ニューディール期の消費者同盟 (CU)

アメリカの現代史において､ そして消費者

運動と消費者政策の展開において注目すべき

第二の時期は､ 民主党のF・ルーズベルト

(Franklin D. Roosevelt) 大統領の下でのニュー

ディール期である｡

言うまでもなくニューディールは､ ルーズ

ベルトが大恐慌を克服するために採用した､

連邦政府による市場への介入を中心とした経

済政策の総称である｡ 1929年10月のニューヨー

ク証券取引所での株価大暴落を契機とする大

恐慌は､ 銀行の閉鎖､ 生産の激減､ 失業の激

増といった形で､ アメリカ経済を深刻な危機

に陥れた｡ そこで1933年に就任したルーズベ

ルト大統領は､ 連邦政府の経済機能と規制の

拡大を通じて､ 自由放任経済を一時的に国家

統制経済へと移行させ､ 大恐慌により困窮し

ていた国民各層の救済を図った｡ またそのた

めには､ 大統領が議会に促進させた立法､ あ

るいは新設の行政機関が大きな役割を演じる

こととなった｡

た と え ば 農 業 調 整 法 ( Agricultural

Adjustment Act: AAA) は､ 農業生産の制

限による農作物の価格支持､ および農民に対

する積極的な融資によって､ 農民の救済を図

るための立法であった｡ またテネシー峡谷開

発 公 社 ( Tennessee Valley Authority:

TVA) は､ 多目的ダムの建設を通じて､ 雇

用を創出して失業者を救済し､ 民間電力会社

による独占的な電力価格を規制し､ 周辺地域

での新しい産業を創出する総合的な地域開発

計画を推進するための独立行政機関であった｡

そして全国産業復興法 (National Industry

Recovery Act: NIRA) は､ 景気回復のため

に､ 産業に対しては､ 部門ごとの規約によっ

て独占禁止を部分的に緩和し､ 価格を安定さ

せるとともに生産を増大させた｡ また労働者
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に対しては､ 団結権・団体交渉権を与えて地

位の向上を図り､ 最低賃金の規定によって購

買力を与え消費を増大させたのである｡10

このニューディールは､ 大恐慌を克服し景

気を回復するという当初の目的からすれば､

必ずしも成功した経済政策ではなかった｡ そ

の後､ 景気は再び後退したし､ 国民各層のさ

らなる要求も強まったからである｡ そしてこ

うした問題を包括的に解決したのは､ 第二次

世界大戦の勃発による､ 軍事費を中心とした

財政支出による戦時経済への移行だったから

である｡ その意味でニューディールの意義は､

アメリカにおいて､ 従来とはまったく異なる

新しい政治経済体制を出現させたことにあっ

た｡

そこでアイズナーは､ この時期の政治経済

体 制 を ｢ 統 合 レ ジ ー ム (Associational

Regime)｣ と呼び､ それが以下のような特徴

を有していたと論じている｡ すなわちこの体

制は､ 大恐慌による産業と農業の崩壊を背景

として､ 産業の復興・安定の促進と規制によ

る所得の再配分を目的とした｡ そしてそれを

達成するための政策は､ NIRAを頂点とする

広範な産業､ 商業､ 農業､ 金融､ 労働に関す

る規制であり､ それらの政策を推進するため

の新設の行政組織は､ 全国復興庁 (National

Recovery Administration: NRA) というき

わめて強力な独立機関であった｡ そしてこの

体制においては､ 各種の社会的諸利益は､

NRAという準コーポラティズム的な機関､

および政府が監督する産業の自己規制によっ

て政策過程に統合されたのである｡11

ところでこのニューディール期は､ 大恐慌

を原因とする消費者問題が発生する一方で､

消費者が産業や労働者と並ぶ一つのセクター

として認識され､ 連邦政府に対する制度的な

代表の回路を獲得したという意味で､ 消費者

運動と消費者政策の展開において画期を成す

時期であった｡ と同時にこの時期は､ いわば

アメリカ・モデルの消費者団体が初めて登場

し､ その活動の基盤を築き始めた時期でもあっ

た｡ しかしこうした展開を概観するには､ ま

ずそれに先立つ1920年代の動向を辿っておく

必要がある｡12

1920年代のアメリカでは､ 所得が徐々に上

昇しながら物価は安定していたので､ 消費者

にとっては相対的には良い時代であった｡ ま

たこの時期には､ 冷蔵庫､ 掃除機､ ラジオな

どの家電製品､ さらには自動車も普及するよ

うになっていった｡ そのためアメリカの消費

者は､ 本格的な大量生産・大量消費の時代､

そして豊かな消費の時代を迎えたのである｡

しかしこの豊かな消費は､ ラジオという新し

いメディアを通じた､ 場合によっては誇大で

無益な広告によってもたらされたものであっ

た｡ しかし一般の消費者は､ この広告の実態

について､ 当初は必ずしも関心を持たなかっ

た｡

ところが当時､ この問題に関心を向けた二

種類の人々がいた｡ そのうち第一は､ 教育者

である｡ 彼らは､ 合理的で科学的な消費の実

践､ そしてそれを可能にする消費者教育に必

要性を認識し､ 学校教育や社会教育における

消費者教育のプログラムを構築しようとした｡

そしてこのような動きが､ アメリカを起源と

して世界各国で展開されるようになった消費

者教育の源流を成していく｡ それに対して第

二は､ この問題の存在に､ 単なる社会的な問

題関心に止まらず､ 結果として一種のビジネ

ス・チャンスを見出した人々である｡ そして

本稿の観点からすれば､ 重要なのはこちらの

第二の人々であった｡

すなわち1927年に､ S・チェイス (Stuart

Chase) という作家とF・シュリンク (Frederick

Schlink) という技術者が､ 『あなたのお金の

価値－消費者のドルの無駄についての研究

(������������������ ����� �� �����������������������������)』 と題す

る本を出版した｡13 同書は､ 当時の一方的な

宣伝と販売のあり方を批判し､ 消費者が商品
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の比較・選択に際して科学的な基準を持つ必

要性を主張した｡ やがて同書は､ 消費者の広

告に対する潜在的な不満を喚起し､ 当時のベ

ストセラーとなった｡ とくに彼らが紹介した､

ニューヨークで実践されていた商品テスト活

動は､ 消費者の注目を集めることになった｡

商品テストそれ自体は､ すでにこの時期､ デ

パートや業界団体によっても実施されていた｡

しかしそれらは､ 広告としての側面を持つ場

合もあり､ 必ずしも消費者が必要とする情報

を提供していなかった｡ そこでシュリンクは､

1929年､ ニューヨークにおいて､ コンシュー

マーズ・リサーチ (Consumers' Research:

CR) という商品テスト機関を設立した｡ そ

して 『コンシューマーズ・リサーチ・ブルティ

ン (Consumers' Research Bulletin)』 とい

う雑誌を発行して､ 消費者にテスト結果を提

供する事業を始めたのである｡14

CRは､ 『コンシューマーズ・リサーチ・ブ

ルティン』 に商品の広告を掲載せず､ テスト

結果の商業利用を認めなかった｡ そのため同

誌は､ 消費者の間で信頼を獲得し､ 全国規模

で購読者を獲得していった｡ その意味でCR

は､ ビジネスとしての消費者団体であった｡

またそれは､ 全国団体であり総合団体である

とともに､ 消費者の本来の経済的目的を追求

する顧客消費者団体であった｡ そしてこの

CRのビジネスとしての顧客消費者団体とい

う性格が､ 消費者団体のアメリカ・モデルの

原型となったのである｡

ところで大恐慌の到来は､ 消費者にとって

も深刻な問題となりつつあった｡ 消費者は､

他面では経営者であり､ 労働者であり､ 農民

である｡ そのため彼らは､ 所得の減少や失業

によって､ より合理的な消費を心がけざるを

えなくなった｡ とくにこの時期に問題となっ

たのは､ そうした消費者の心理に付け込んだ

安物粗悪商品であった｡ 大恐慌の当初は､ 苦

境にあった製造業者が優良な商品を特価で販

売し､ 消費者がそれを歓迎するというような

状態が続いた｡ ところが生産の減少のため､

やがて本物の特価商品は減少し､ 価格は安い

が品質も悪い商品が出回るようになった｡ と

くにラジオなどによるイメージ広告は､ こう

した商品の販売を加速させた｡ そのため消費

者は､ 安物粗悪商品と広告に不信を持つよう

になり､ 以前にも増して商品テストに期待す

るようになった｡ そこでシュリンクは､ 1933

年､ A・カレット (Arthur Kallet) ととも

に､ 『１億のモルモット (���������������������)』 と題する本を出版し､ 全国的に宣伝

された著名な商品の正体を暴露した｡15 そし

て本書に続いて､ 様々な類書が出版され､ 商

品のVFMに対する消費者の関心を喚起し続

けたのである｡

このような状況の中で､ ルーズベルト政権

は､ ニューディールの準コーポラティズム的

な政策決定システムに､ 消費者の意見も反映

させる必要があることを認識した｡ なぜなら

ニューディールには､ 景気回復のために､ 計

画と統制を通じて価格を維持し､ 産業や労働

者を救済しようとする施策が多かった｡ とこ

ろが消費者も､ 消費を通じて景気回復の担い

手になりうるという意味で､ それらの施策に

おいて一定の役割を演じうると考えられたか

らである｡ そして同政権が､ このような消費

者の代表の制度的な回路として設置した機関

が､ NRAの中の消費者諮問委員会 (Consumer

Advisory Board) であった｡

消費者諮問委員会の設置は､ 消費者が産業

や労働者と並ぶ一つのセクターであることを

連邦政府が初めて認知したという点で､ アメ

リカの消費者運動と消費者政策の展開におい

て重要な意味を持っていた｡ ところが消費者

は､ 産業や労働者と違って､ ニューディール

の施策にその利益を体系的に表出する組織を

持たなかった｡ 換言すれば､ その利益を代表

する制度的な回路を与えられながら､ それを

活かす利益団体としての消費者団体は未成熟

だった｡ たしかにCRは､ この時期を通じて､
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各種の消費者問題について積極的な発言をし

ていた｡ しかしシュリンクは､ 自由主義市場

経済への信奉ゆえに､ 市場に対する政府の介

入に批判的であり､ 結果としてNRAや消費

者諮問委員会に対しても批判的であった｡ し

たがってCRは､ 政府に外部から影響力を行

使するものの､ その内部には入らなかったと

いう意味で､ この時期の利益団体としては十

分な活動をしていなかったのである｡

しかしその一方で､ CRやNCLなどの消費

者団体､ またその範疇には入らないアメリカ

家庭経済学会や全米PTA協会などの団体に

よって担われた当時の消費者運動は､ 具体的

な消費者政策の進展には寄与していた｡ そし

てその典型は､ 革新主義期に続いて､ 純正食

品医薬品法の改正､ およびFDAによる規制

の強化をめぐる動きであった｡ FDAは､ 1935

年に､ 医薬品の広告と表示に関する規制を拡

大する法案を用意した｡ しかし上記の団体の

他にこの法案を積極的に支持する団体はなく､

大統領の関心もそれほど高くなかったため､

この法案は挫折するかに思われた｡ ところが

1937年に､ 有毒溶剤を含むカプセル剤によっ

て100人以上の犠牲者が出るという事件によっ

て､ この法案は改めて注目されることとなっ

た｡ そして1938年に､ 純正食品医薬品法が改

正され､ FDAによる医薬品に対する規制が

強化されることになったのである｡

ところが商品テスト機関として成功した

CRは､ この時期に､ 内部から危機に直面す

ることになった｡ 当初のCRは､ シュリンク

の専門知識と資産に基づいて設立されたため､

もっぱら彼のリーダーシップの下で活動して

いた｡ ところが彼は､ 1935年に､ CRの本部

をニューヨークから移転しようとした｡ それ

に対してCRの従業員は､ この移転に反対し

て労働組合を結成し､ ストライキを敢行した｡

ストライキは長期間継続し､ CRの事業を停

滞させていった｡ そのためこの労働組合に結

集した従業員は､ 1936年に､ ニューヨークで､

カレットを初代の事務局長として､ 消費者同

盟 (CU) という新しい商品テスト機関を発

足させた｡16

CRの分裂とCUの誕生の契機となったスト

ライキの背景としては､ 本部の移転に止まら

ないいくつかの要因が指摘された｡ そしてそ

の中でとくに注目されたのが､ ストライキを

主導した労働者の内部での共産党員の影響で

あった｡ 実際､ 後にCUは､ 下院の非米活動

委員会による調査の対象となり､ 一時的に活

動に支障をきたすこともあった｡ しかしこう

した指摘は､ シュリンクとCRの側から出さ

れた､ 憶測の域を出ないものであった｡ した

がってその要因としては､ むしろシュリンク

とカレットの見解の相違､ つまり前者が自由

主義市場経済を信奉していたのに対して､ 後

者はその放任に批判的であったことにあるよ

うに思われる｡

いずれにせよCRから分裂して発足し､ そ

のライバルとなったCUは､ 商品テストによ

る消費者利益の向上という目的のために､ 技

術者､ ジャーナリスト､ 学者など多くの専門

職を結集していった｡ そして 『コンシューマー

ズ・リサーチ・ブルティン』 と同様の編集方

針で､ 『コンシューマー・リポーツ (���������������)』 という雑誌を発行し､ 商品テスト

の結果を提供する事業を展開していく｡ した

がってCUも､ 消費者団体としては､ 全国団

体で総合団体であり､ 顧客消費者団体であっ

た｡ そしてCRと同様にビジネスとして成功

し､ 早くも1939年には､ 会員数と雑誌の発行

部数の点で本家を追い越すこととなってしま

うのである｡

このようにCRとCUは､ 消費者が産業や労

働者とは異なる独自の利益を持つセクターと

して認識された､ ニューディール期の時代的

特徴を背負って設立された消費者団体であっ

た｡ すなわちそれらは､ 世紀転換期・革新主

義期のNCLと違って､ 消費者の本来の経済

的目的を追求する顧客消費者団体として設立
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されたのである｡ しかしCRとCUは､ やがて

その活動において明暗を分けていく｡ すなわ

ちCRは､ 一貫してその活動を縮小し､ 今日

では辛うじて存続しているという状態である｡

それに対してCUは､ 戦後の新しい商品の登

場に対応した積極的な設備投資により､ ビジ

ネスとして大きな飛躍を遂げていく｡ そして

消費者団体のアメリカ・モデルのチャンピオ

ンとして､ とくにアングロ・サクソン諸国を

中心に､ 同様の消費者団体の設立を積極的に

援助していくのである｡

以上のようにニューディール期は､ 独自の

利益を持つ消費者運動が､ 連邦政府の政策形

成に直接のアクセスを獲得した時期であった｡

またそれは､ 消費者団体の歴史という観点か

ら見れば､ CRとCUという､ 消費者の経済的

目的を追求するために､ 社会的手段や政治的

手段を用いる団体が登場した時期であった｡

その意味でこの時期は､ 本来の意味での消費

者運動や消費者団体が本格化した時期である

と言える｡ しかしそれらの動向も､ やがてア

メリカが第二次世界大戦への参戦により戦時

システムへと移行するとともに､ 顕著な動向

を示さないか､ むしろそれへと動員されてい

くようになるのである｡

３. 偉大な社会期のパブリック・シティズン

とアメリカ消費者連合 (CFA)

アメリカの現代史､ そして消費者運動と消

費者政策の展開において注目すべき第三の時

期は､ 1960年代と70年代の一連の変動と改革

の時期である｡ この時期は､ 1961年から63年

のJ・ケネディ (John F. Kennedy) と1963

年から69年のL・ジョンソン (Lyndon B.

Johnson) による民主党政権､ および1969年

から74年のR・ニクソン (Richard M. Nixon)

と1974年から77年のG・フォード (Gerald

R. Ford) による共和党政権の時代である｡

また ｢偉大な社会 (Great Society)｣ とは､

ジョンソンが1965年以降に展開した社会改革

の総称である｡ しかし本稿では､ 便宜上､ こ

の約20年間を合わせて偉大な社会期と呼んで

おく｡

民主党のケネディ大統領は､ 内政面におい

て､ ニューフロンティアをスローガンとしな

がら､ メディケア (老人医療保険)､ 都市再

開発､ 黒人への公民権の付与など､ 様々な社

会改革を提案した｡ しかしそれらの改革は､

議会の抵抗で必ずしも実現しなかった｡ そこ

でジョンソン大統領は､ 偉大な社会をスロー

ガンとしながら､ 議員経験に基づく巧妙な議

会操縦術によって､ ケネディが達成しえなかっ

た改革を着実に実現していった｡ 公民権法の

制定を頂点とする人種政策､ メディケアとメ

ディエイド (低所得者医療保険) の導入によ

る医療政策､ 貧困家庭の就学前教育や中途退

学者の職業教育などの教育政策､ 低所得者用

住宅の支援制度などの住宅政策は､ そのよう

な差別や貧困を中心とする不平等を是正し､

公正な社会を実現する総合的な政策の一環で

あった｡

それに対して共和党のニクソン大統領は､

外交面において民主党政権の負の遺産である

ベトナム戦争を収拾するとともに､ 内政面に

お い て は 環 境 保 護 庁 ( Environmental

Protection Agency: EPA) を設置するなど

本格的な環境政策を展開した｡ そしてフォー

ド大統領も､ 基本的にはこうした路線を継承

していったのである｡

このように1960年代と70年代は､ 戦後に豊

かな社会を実現しながら､ その一方で蓄積さ

れていた差別､ 貧困､ 高齢化､ 環境といった

問題に､ アメリカが一挙に対応しようとした､

まさに社会改革の時代であった｡ またそれら

の改革は､ 豊かな社会を享受し社会の不公正

や生活の質を振り返る余裕のあった国民層と､

豊かな社会から取り残され困窮していた国民

層の間の､ 微妙な相互作用の結果として実現

されたものであった｡ そして消費者政策も､

このような文脈において､ この時期に大きく

井上：アメリカにおける消費者団体の歴史的展開 29



発展するのである｡

そこでアイズナーは､ この偉大な社会期の

政治経済体制を ｢社会レジーム (societal

regime)｣ と呼び､ それが以下のような特徴

を有していたと論じている｡ すなわちこの体

制は､ 経済成長によって生じた脱物質主義的

な価値観や生活の質に対する関心を背景に､

先進的な製造技術のために発生する健康や環

境に対する被害の防止を目的としていた｡ ま

たそれを達成するための政策は､ 環境保護､

労働安全衛生､ 消費者保護などの新しい社会

的規制であり､ それらの政策を推進するため

の行政上の革新は､ 行政機関の裁量を制限す

る厳格な命令や実施予定であった｡ そしてこ

の体制において､ 社会的諸利益は､ 行政機関

による規則制定過程の開放､ そこへの参加者

への資金付与､ あるいは司法へのアクセスの

拡大によって政策過程に統合されたのであ

る｡17

ところでこの偉大な社会期に､ 連邦政府が

様々な社会改革を推進した背景には､ 前述の

ような二つの国民層が微妙に交錯しながら展

開した､ 新しい問題提起と利益表出の在り方

があった｡ 言うまでもなくそれは､ 公民権運

動や反戦運動などの先鋭的な社会運動､ およ

びその影響を受けた新しい消費者運動である｡

すなわち公民権運動は､ 黒人に対する社会

生活や政治参加の上での差別に抗議し､ 白人

と同様の市民的権利の実現を要求した運動で

あった｡ そして1964年の公民権法の制定､ お

よび71年のアファーマティブ・アクションの

導入は､ その最大の成果であった｡ それに対

して反戦運動は､ ベトナム戦争に反対する世

界的な運動の一環であり､ アメリカ国内では､

大学生による徴兵拒否､ 復員軍人による抗議､

知識人による言論や集会といった形で展開さ

れた｡ この二つの運動に参加した人々で､ と

くに中流階級以上の若者の間では､ 社会的正

義を実現しようとする道徳的な気分､ 既存の

生活態度や価値観に対するカウンターカルチャー

的な行動様式､ および既存のシステムに批判

的なニューレフトの影響などが共有されてい

た｡ そしてこうした特徴が､ 1960年代と70年

代を通じて､ 消費者運動にも現れるようにな

る｡

ところでこの時期の主要な消費者問題は､

当初は､ 第一に､ 技術革新による家庭用製品

の複雑化､ およびテレビの普及による宣伝の

巧妙化のため､ 合理的な情報に基づく消費が

ますます困難になったことであった｡ また第

二は､ 各種の新しい製品の中でも､ とくに医

薬品が､ 安全性と効果の点で依然として疑念

を持たれていたことであった｡ したがってこ

れらの消費者問題は､ 従来の問題の延長線上

にありながら､ この時期の政権の政策課題と

なっていた｡

そこでケネディ政権は､ 1962年３月に､ 議

会における消費者特別教書において､ ①安全

である権利 (the right to safety)､ ②知る

権利 (the right to be informed)､ ③選択

する権利 (the right to choose)､ ④政府の

意思決定に意見を反映される権利 (the right

to be heard in government decision

making) という､ 著名な四つの消費者の権

利を宣言した｡ この四つの権利は､ VFMと

いう消費者の本来の経済的目的に関連する①

の権利を､ ②③④の権利を制度として保障す

ることによって実現するという関係になって

いた｡ そのため同政権が重視したのは､ 政治

制度として実現されるべき権利､ つまり④の

権利であった｡ そこで同政権は､ 経済諮問委

員会 (Council of Economic Advisers) の

委員の1人を消費者諮問委員 (Consumer

Advisory Council) とし､ 大統領が消費者

政策に積極的に取り組んでいく姿勢を見せた｡

この委員は､ 調査と助言に権限を制限されて

いたが､ 消費者の利益を大統領府に代表する､

それまでで最高レベルの機関であった｡ また

同政権と議会は､ 従来と同様に医薬品の安全

性の問題についても取り組み､ 深刻なサリド
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マイド事件の被害を受けて､ 同年８月にFD

Aによる規制を強化している｡18

次にジョンソン政権は､ 1964年１月に､ 議

会における消費者特別教書において､ 公正表

示､ 食肉検査､ 医薬品検査､ 農薬規制に関す

る立法を促し､ 消費者政策に対する積極的な

姿勢を示した｡ 同政権にとって､ 国民の関心

が高く､ しかも大きな財政的措置を要さない

消費者政策の推進は､ その評価を高める上で

合理的だったからである｡ また同政権は､ ホ

ワイトハウスに消費者問題特別顧問 (special

assistant to the president for consumer

affairs) を新設し､ 労働省で女性政策を担

当していたE・ピーターソン (Esther Peterson)

を任命した｡ やがて彼女は､ 新設の消費者利

益 委 員 会 ( Committee on Consumer

Interests) の委員長に就任し､ 行政府にお

ける消費者利益の代表として､ 各種の行政機

関に分散する消費者政策を調整する役割を担っ

ていく｡ そして同政権は､ その後も､ 表示規

制や安全規制などの消費者政策を積極的に推

進していくのである｡

このようにケネディとジョンソンの民主党

政権は､ 連邦政府による消費者政策を大きく

革新した｡ そしてこの時期に､ 消費者運動に

大きな革新をもたらしたのが､ 言うまでもな

くR・ネーダー (Ralph Nader) であった｡

弁護士のネーダーは､ 1965年に､ 『どんな

スピードでも車は危ない (����������������)』 と題する本を公刊し､ 自動車メー

カーが安全性を軽視しており､ 自動車の欠陥

が深刻な事故の原因となっていることを非難

した｡19 彼の主張は､ ドライバーはもちろん

国民各層の間で大きな反響を呼び､ 自動車メー

カーに対する不信を高めた｡ そこで最大の非

難の対象となったジェネラス・モータース社

(GM社) は､ 密かにネーダーの背後関係を

調査したり､ 彼を中傷する策謀を巡らしたり

した｡ そのため彼は､ 逆にGM社に対する訴

訟を提起し､ それに勝利して多額の賠償金を

獲得した｡ そしてそれを原資として､ 市民の

ための法律研究センター (Center for the

Study of Responsive Law) を設立し､ 後

にネーダーズ・レイダーズと呼ばれる､ 若い

有能なロースクールの学生を動員していった｡

やがて彼は､ 自動車の安全性､ あるいは政府

や企業の情報公開といった問題を中心に､ 時

には消費者問題の枠を超えた活動を展開して

いく｡ またネーダーズ・レイダーズは､ 彼の

支援を受けながら､ FTCなどの消費者保護

機関の活性化に取り組んでいく｡ そしてこの

ような活動を通じて､ ネーダーは､ 当時の消

費者運動のチャンピオンとなっていったので

ある｡

ところでネーダーの活動は､ 法律家として

の能力を活かして､ 裁判所に対して訴訟を提

起するという､ 司法府を利用した戦術を採用

した｡ したがってそれは､ 議会へのロビイン

グという立法府を利用した方法､ あるいは大

統領府への個人的参加という行政府を利用し

た方法といった､ 従来からの消費者利益の代

表の戦術とは異なっていた｡ また彼とその下

に集まった若者は､ 公民権運動や反戦運動に

集った人々が持っていた､ 既存のシステムや

価値観への懐疑という理念を共有していた｡

そしてこの理念は､ 彼らの活動が､ それまで

の消費者運動はもちろん､ 現在に至るまでの

消費者運動のメインストリームからも外れて

いることを意味していた｡ したがってネーダー

の活動は､ その戦術と理念の両面で､ それま

での消費者運動とは異なるものだったのであ

る｡

いずれにせよネーダーの活動は､ この時期

の消費者運動の原動力となるとともに､ 消費

者問題に対する国民の関心をも大きく喚起し

た｡ そしてこうした動向を受けて､ ジョンソ

ン政権は､ 1964年の選挙における勝利､ およ

び議会の同調に後押しされながら､ 消費者政

策を積極的に推進していく｡ 具体的には､ ネー

ダーの問題提起に応じた1966年の全米交通安
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全法 (National Traffic Safety Act) の制

定､ それを受けた68年の全米幹線道路交通安

全局 (National Highway Traffic Safety

Administration) の設置､ 同じく68年の公

正貸付法 (Truth-in-Lending Act) の制定

などが､ その主要な成果であった｡

さらにこうした消費者政策の積極的な展開､

およびそれを担う行政機関の強化は､ 共和党

のニクソン政権とフォード政権､ および当時

の議会によっても継承された｡ たとえばニク

ソン大統領は､ 従来のような大統領命令に基

づく機関ではなく､ 議会の立法に基づく機関

として､ 大統領府に消費者問題部 (Office

of Consumer Affairs) を設置した｡ また議

会は､ 1972年に､ 消費製品安全法 (Consumer

Products Safety Act) を制定し､ 家庭用品

の安全性を確保するための総合的な規制機関

として､ 消費製品安全委員会 (Consumer

Products Safety Commission: CPSC) を新

設した｡ また1975年に､ マグナソン・モス保

証法 (Magnuson-Moss Warranty Act) を

制定し､ FTCの権限を強化した｡ この二つ

の立法によって､ 安全規制の担当するCPSC､

および取引規制を担当するFTCという形で､

消費者保護のための行政機関が大きく拡充さ

れることになった｡ さらにフォード大統領は､

1975年に､ 議会での消費者特別教書において､

ケネディ大統領による消費者の四つの権利に

加えて､ 教育を受ける権利 (the right to

education) を追加した｡

このような展開が示すように､ 消費者政策

の推進は､ 1960年代と70年代の偉大な社会期

を通じて､ 政権や政党の相違を超えて共通の

政策課題であり続けた｡ その結果として､ ア

メリカの消費者政策は､ この時期に最大の発

展を遂げることとなったのである｡

以上のような消費者運動と消費者政策の展

開の中で､ この時期に設立された代表的な消

費者団体の第一は､ パブリック・シティズン

である｡20

パブリック・シティズンは､ 1971年に､ 訴

訟を通じて獲得した資金などに基づいて､ ネー

ダーが設立した消費者団体である｡ したがっ

てその活動領域は､ 彼およびネーダーズ・レ

イダーズの活動領域の広がりに応じて､ 自動

車の安全性や食品・医薬品の安全性といった

純粋な消費者問題から､ 議会監視や政治改革､

税制､ 原子力といった問題､ そしてそれらを

実現するための情報公開や司法利用といった

ように､ 消費者団体としてはかなり多岐にわ

たる｡ したがってパブリック・シティズンは､

全国団体で総合団体であるが､ 消費者の本来

の経済的目的を追求する顧客消費者団体であ

るとともに､ 社会的目的や政治的目的をも追

求する市民消費者団体としても設立されたこ

とになる｡

またパブリック・シティズンは､ とくに重

要な問題に重点的に対処するために､ それら

自体が独自の団体と言えるような､ いくつか

の有力な下位グループを設置してきた｡ その

うち1970年代に設置されたものとしては､ 71

年に自動車の安全性のために設置された自動

車安全 (Auto Safety)､ 同年に食品・医薬

品の安全性や医療制度のために設置された健

康研究グループ (Health Research Group)､

72年に議会改革のために設置された議会監視

(Congress Watch)､ 同年に訴訟活動を担当

す る た め に 設 置 さ れ た 訴 訟 グ ル ー プ

(Litigation Group)､ 同年に税制改革のた

めに設置された税制改革プロジェクト (Tax

Reform Project)､ 74年に反原子力活動のた

めに設置されたクリティカルマス・エネルギー・

プ ロ ジ ェ ク ト ( Critical Mass Energy

Project) がある｡ またそれ以後に設置され

たものとしては､ 1983年にワシントンDC周

辺での石油の共同購入のために設置されたバ

イヤーズ・アップ (Buyers Up)､ および

1998年に国際化した企業を監視するために設

置された国際貿易監視 (Global Trade Watch)

がある｡
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パブリック・シティズンの活動は､ 当初は

ネーダーの､ そして後には具体的な問題の専

門家から出発して全体的な指導者となった協

力者のリーダーシップによって支えられてき

た｡ またそのような協力者としては､ とくに

NHTSAの局長であったJ・クレイブロック

(Joan Claybrook)､ 弁護士のA・モリソン

(Alan B. Morrison)､ および医者のS・ウ

ルフ (Sidney M. Wolfe) が著名である｡

また1970年代前半を通じたその活動の主要な

成果としては､ 1972年の航空機の重複予約に

対する補償に関する訴訟､ 同年のCPSCの設

置､ 74年の情報自由法の改正､ 75年の専門職

の費用固定に対する訴訟などがある｡ これら

の成果を挙げるために､ パブリック・シティ

ズンは､ 議会､ 行政機関､ 裁判所という連邦

政府のあらゆる機関を利用してきた｡ その意

味でパブリック・シティズンは､ 消費者の本

来の経済的目的､ およびその他の社会的目的

と政治的目的を追求するために､ あらゆる政

治的手段を利用する､ 本格的な政治団体とし

ての消費者団体なのである｡

以上のパブリック・シティズンに対して､

この時期に設立された代表的な消費者団体の

第二は､ アメリカ消費者連合 (CFA) であ

る｡21 CFAは､ これまで検討してきたNCL､

CU､ およびパブリック・シティズンとは決

定的に異なる消費者団体として設立された｡

なぜならCFAは､ アメリカの全国レベルと

地方レベルの多様な消費者団体が､ それらの

影響力を連邦政府に対して結集するために結

成した連合団体､ あるいは頂上団体だからで

ある｡ またそれは､ 基本的には顧客消費者団

体ではあるが､ 多様な会員団体を有している

という性格から､ ごく部分的には市民消費者

団体としての性格も有していた｡

CUなどの全国レベルの有力な消費者団体､

および地方レベルの有力な消費者団体は､ そ

の他の関連する団体とともに､ 消費者団体の

連合組織の必要性について議論を重ねていた｡

そして1966年４月に､ 消費者団体はもちろん､

労働組合､ 農業組合､ 消費生活協同組合､ 地

方電力協同組合､ 女性団体などの代表が結集

して､ ワシントンDCにおいて第１回消費者

会議 (Consumer Assembly) を開催した｡

この集会にホワイトハウスを代表して出席し

たピーターソンは､ 連邦政府､ とりわけ議会

に対する消費者団体の影響力行使を促進する

ために､ 全国の消費者団体を結集した連合団

体の設立を主張した｡ とくに彼女は､ その後､

地方レベルの消費者団体を精力的に説得した｡

そして1967年11月に､ 第２回消費者議会にお

いて､ CFAの設立が決定されたのである｡22

CFAの活動は､ 1968年の第１回定期大会

において､ E・アンゲビン (Erma Angevine)

が初代の事務局長に就任してから本格化する｡

前述のようにこの時期は､ ネーダーが消費者

運動のチャンピオンとしての地位を確立して

いた時期であった｡ したがってアンゲビンは､

彼の先鋭的な消費者運動のスタイルとは異な

る､ 穏健な政治団体としての消費者団体の連

合組織を構築していかなければならなかった｡

事務局長としてのアンゲビンが解決すべき

第一の課題は､ 組織の運営に関するものであっ

た｡ すなわち設立当初のCFAは､ その財政

を､ CUというきわめて有力な消費者団体を

除けば､ もっぱら消費生活協同組合や労働組

合などの財政力のある関連団体に依存してい

た｡ そこで彼女は､ CFAの消費者団体の間

での裾野の拡大に努め､ 1969年には会員団体

を140にまで拡大し､ それらからの会費収入

を増やそうとした｡ しかしこのことは､ 会員

団体の４分の３を占める有力な関連団体と､

新たに加入した地方の消費者団体の緊張を高

めることとなった｡ そのため彼女は､ それら

二種類の団体の融和に努めたが､ 結果として

一部の州の消費者団体は､ CFAを離脱して

別の全国団体を結成することになってしまっ

た｡ 次に彼女が解決すべき第二の課題は､ 政

策形成への影響力行使に関するものであった｡
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なぜならCFAが設立された当初の目的は､

議会を初めとする連邦政府に対するロビイン

グを積極化し､ 消費者利益を公共政策として

実現することだったからである｡ そのため彼

女は､ 民主党の消費者運動に親和的な議員､

およびその立法スタッフを通じて､ 信用貸付

法の制定などに際して積極的に影響力を行使

した｡

アンゲビンが1973年に引退した後に､ C・

フォアマン (Carol T. Foreman) が二代目

のCFAの事務局長に就任した｡ 彼女は､ 著

名な議員の一族の出身という出自､ また連邦

政府での長期にわたる経歴ゆえに､ 議員の間

で名声を得ていた人物であった｡ 彼女は､ 引

き続き会員団体の拡大に努め､ 1977年にはそ

れを225までに拡大した｡ これらの団体のう

ち､ 消費者団体は依然として３分の１に止まっ

ていた｡ しかしこの時期になると､ CFAの

地方消費者団体に対する様々な支援が充実し

始めていたため､ それらと有力な関連団体の

緊張は目立たなくなっていた｡ そしてCFA

は､ 議会に対するロビイングが積極化し､ 消

費者利益を連邦政府に代表する連合組織とし

ての地位を確実にしていったのである｡

以上のように偉大な社会期は､ 消費者運動

と消費者政策の双方が､ 歴史的に見ればもっ

とも発展した時期であった｡ またそれは､ 消

費者団体の歴史という観点から見れば､ パブ

リック・シティズンとCFAという､ まさに

政治活動のための消費者団体が成長した時期

であった｡ この二つの消費者団体は､ 性格は

大きく異なるものの､ ともに消費者の本来の

経済的目的を追求するために､ 連邦政府に対

して影響力を行使するために設立された｡ そ

して様々な領域において､ 連邦政府による積

極的な消費者政策の推進力となってきたので

ある｡ しかしこうした動向も､ 1970年代末に

なると､ 急速に停滞するようになっていく｡

議会の保守化､ およびレーガン政権の登場に

よって､ 規制緩和の時代を迎えたからである｡

４. 規制緩和期の消費者運動と消費者政策

アメリカの現代史､ そして消費者運動と消

費者政策の展開において注目すべき第四の時

期は､ 1970年代末から90年代を通じた一連の

変動と改革の時期である｡ この時期は､ 現時

点で考える限り､ 1981年から89年のR・レー

ガン (Ronald W. Reagan) と1989年から92

年のG・ブッシュ (George H. Bush) によ

る共和党政権､ および1993年から2001年のW・

クリントン (William J. Clinton) による民

主党政権の時代である｡

ただしこの規制緩和期は､ もしそれが一連

の規制緩和を特色とするならば､ すでに終了

したものなのか否かは定かではない｡ 2001年

のG・ブッシュ政権以降も､ そうした動向は

依然として継続しているからである｡ またこ

の時期には､ これまで論じてきた三つの時期

と違って､ 消費者運動と消費者政策に発展か

見られ､ その時期を特徴付ける消費者団体が

設立されたわけではない｡ その意味でこの時

期は､ 表面的に見れば､ 消費者団体の停滞期

である｡ そこでここでは､ あくまでもこの時

期を､ 前節で概観した偉大な社会期と､ 次稿

以降で詳細に検討される現在､ つまり大よそ

2000年以降の､ バッファー的な時期と考えて

おきたい｡ そしてその上で､ そこにおける消

費者運動と消費者政策の展開を､ ごく簡単に

概観しておくこととする｡

1970年代末から2000年代に入るまでの約20

年間が､ 総じて見れば､ 新自由主義に基づく

規制緩和の時代であったことは事実であろう｡

そこでアイズナーは､ この時期の政治経済体

制を ｢効率レジーム (efficiency regime)｣

と呼び､ 以下のような特徴を有していたと論

じている｡ すなわちそれは､ 1970年代と80年

代を通じた不況と国際的な競争の激化を背景

として､ 市場メカニズムに介入し大きな遵守

コストを課す政策の排除を目的としていた｡

そしてそれを推進するための政策は､ 規制の

経済分析を要求する大統領命令､ 交通や金融
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の分野での規制緩和立法であり､ それらを推

進するための新設の行政組織は､ 行政管理予

算局 (Office of Management and Budget:

OMB) やホワイトハウスの評価担当機関で

あった｡ しかしこの体制においては､ ホワイ

トハウスの評価担当機関への非公式のアクセ

スを除けば､ 利益統合の公式の回路に革新は

なかったのである｡23

連邦政府による消費者政策の後退は､ すで

にJ・カーター (Jimmy Carter) による民

主党政権下において､ とくに議会の保守化と

いう形で進行していた｡ そしてそれを象徴付

けていたのが､ 1978年に､ 消費者政策を総合

的に担当する行政機関として消費者保護庁

(Consumer Protection Agency) を設立し

ようとする提案が､ 議会によって完全に挫折

させられたことであった｡ しかも議会は､ 航

空業界などの経済的規制の分野で､ 規制を担

当する行政機関の内部からの協力を得ながら､

すでに規制緩和を進めていた｡ したがって規

制緩和は､ 実質的にはレーガン政権が登場す

る以前から進められていたのである｡24

レーガン政権は､ 規制緩和を､ 経済的規制

の分野から､ 環境保護や消費者保護などの社

会的規制の分野へと拡大することとなった｡

同政権による規制緩和は､ 予算の削減という

財政的措置､ および規制緩和に積極的な委員

などの任命という人事を通じて実行された｡

こうした同政権の方針は､ 消費者政策を担当

する行政機関としては､ とくにFTCとCPSC

において顕著に反映されていた｡ そのためそ

れらの行政機関は､ 消費者利益の代表が規則

制定や審判に参加する際の資金付与の停止し

たり､ 消費者団体との契約の廃止したりして､

消費者運動との関係を悪化させていった｡ 実

際､ 同政権下では､ 消費者保護を目的とした

規制の進展はほとんど見られなかった｡ 同政

権の方針では､ 社会的規制の緩和ですら､ 消

費者の本当の利益に資する規制緩和であると

見なされていたのである｡

こうした消費者運動と消費者政策に対する

逆風は､ ブッシュ政権の下ではかなり弱まる

こととなった｡ それどころか同政権下におい

て､ FDAは､ 脂肪やコレステロール､ ある

いは栄養などの表示に対する規制を強化した｡

またFTCは､ 商品の環境志向に関する規制

を強化した｡ さらにクレジットなどにおける

消費者のプライバシーの問題も､ この時期に

一定の改善を示すこととなった｡ したがって

ブッシュ政権は､ 消費者政策において､ 規制

緩和という大きな方針は維持しつつ､ 新たな

問題の登場に応じて必要となった規制を加え

ていったことになる｡

こうした方針は､ 民主党のクリントン政権

によっても維持された｡ 同政権は､ 行政府の

あらゆる部門で､ 新しい行政管理の理念に基

づく行政改革を積極的に推進した｡ しかし消

費者政策の分野では､ FTCが､ 不当なテレ

マーケティングに対する規制を強化した｡ ま

たCPSCが､ 子供向けの家庭製品の安全性に

対する規制を強化した｡ したがって消費者政

策は､ 同政権下においても一定の進展を示し

たのである｡

しかしいずれにしても､ 消費者運動､ ある

いはそれを担う消費者団体にとって､ この時

期が､ それに先立つ時期に比べて厳しい時期

となったことは事実であった｡ そしてそうし

た厳しさは､ とくに消費者団体の財政におい

て顕著になった｡ 消費者団体の財政は､ 一般

に､ 雑誌の講読やサービスの提供による事業､

政府との契約による事業､ および助成団体や

個人からの寄付を大きな収入源としてい

る｡25 しかしこれらは､ いずれも景気の変動

を大きく受けるものであり､ とくに政府との

契約は､ 政権の方針によって激減することが

あったのである｡

ところがこのような動向は､ その一方で､

消費者団体の間での連携を進める契機となっ

た｡ すなわち偉大な社会期を通じて､ ネーダー

とパブリック・シティズン､ およびCFAとC
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Uを中心とするその会員団体の関係は､ 必ず

しも緊密ではなかった｡ しかしそれらは､ 政

策領域に応じて適宜連合を形成しながら､ 共

通の目的を推進するために連邦政府に影響力

を行使するようになった｡ そしてネーダーの

影響下にあったパブリック・シティズン､ お

よび彼が州ごとに学生に設立させたパブリッ

ク・インタレスト・リサーチ・グループ

(Public Interest Research Group: PIRG)

も､ それぞれ全国団体ないし地方団体として､

CFAを支える有力な消費者団体となってい

く｡26 その意味でこの時期には､ むしろ消費

者団体の再強化が進んだと考えることもでき

るのである｡

以上のように本稿では､ 世紀転換期・革新

主義期､ ニューディール期､ 偉大な社会期､

規制緩和期という四つの変動と改革の時期に

ついて､ 連邦レベルにおける消費者運動と消

費者政策の展開を概観した｡ そしてそれを通

じて､ NCL､ CU､ パブリック・シティズン､

およびCFAという四つの主要な消費者団体

が､ どのような時代的条件を背景に､ どのよ

うな特徴を持つ消費者団体として設立された

かを検討した｡

これらの消費者団体のうち､ まずNCLは､

世紀転換期・革新主義期に市民消費者団体と

して設立されたが､ 偉大な社会期に顧客消費

者団体へと変化し､ 現在では両者の双方の側

面を持つ消費者団体となっている｡ またCU

は､ ニューディール期に顧客消費者団体とし

て設立され､ 現在でも世界でもっとも強力な

その種の消費者団体として存続している｡ ま

たパブリック・シティズンは､ 偉大な社会期

に顧客消費者団体と市民消費者団体の双方の

側面を持つ消費者団体として設立されたが､

現在では後者の側面の強い消費者団体となっ

ている｡ そして連合団体であるCFAは､ 偉

大な社会期に基本的には顧客消費者団体とし

て設立され､ 現在でもそのような消費者団体

として存立している｡

消費者団体を含むあらゆる組織は､ その時

代の政治的・経済的・社会的背景を背負って

設立される｡ そしてその時代的刻印は､ その

後に薄れていく場合もあれば､ 現在に至るま

で明瞭に記されている場合もある｡ そしてそ

のような歴史的展開が､ 現在の組織の在り方

を規定し､ ひいてはその政策を規定している

わけである｡

そこで次稿以下では､ 設立に際して以上の

ような時代的条件と特徴を持っていたNCL､

CU､ パブリック・シティズン､ およびCFA

が､ 2000年代以降の現在において､ どのよう

な組織と政策を有しているのかを詳細に分析

していくこととしたい｡

[注]

１ 消費者運動 (consumer movement)､

消費者主義 (consumerism)､ 消費者団体

(consumer group)､ 消費者組織 (consumer

organization) といった用語の意味は､ 論

者によって一様ではない｡ そこで本稿では､

以下のような意味で各用語を使用すること

とする｡ すなわち､ 社会運動・政治運動と

しての消費者運動は､ それを推進する個人

としての指導者､ および組織としての消費

者団体より構成される｡ また消費者組織は､

消費者運動の組織としての消費者団体､ お

よび政府の組織としての消費者政策担当機

関の双方を含む｡ そして消費者主義は､ お

もに消費者運動および政府によって共有さ

れる､ 消費者の経済的利益を推進しようと

する考え方を意味する｡

２ この四つを含むアメリカの消費者団体､

とくにその非営利組織 (NPO) としての

側面については､ 拙稿 ｢アメリカの消費者

団体と非営利組織 (NPO) 制度｣ (『生活

協同組合研究』 356号､ 2005年､38－43頁)

を参照されたい｡

３ 利益団体研究においてはA・マクファー
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ランド (Andrew S. McFarland) の研究､

公共政策研究においてはM・アイズナー

(Marc A. Eisner) の研究が､ 概括的なも

のとして理解しやすいように思われる｡

Andrew S. McFarland, "Social

Movements and Theories of American

Politics", Anne N. Costain and Andrew

S. McFarland eds, ������������������������������������������������1998,
pp.8-19; Andrew S. McFarland,��������������������������������������������������2004; Marc A. Eisner,�������������������������������1993.

４ Robert O. Herman and Robert N.

Mayer, "U.S. Consumer Movement:

History and Dynamics", Stephen Brobeck

ed., ������������ �� ��� ����������������, 1997, pp.584-601. なお筆者は､

アメリカでの海外研修中に､ メイヤーとハー

マンから具体的な教示を受ける機会を得た｡

本稿の内容は､ その際に得た知見に大きく

依っている｡

５ この点については､ 拙稿 ｢消費者・消費

者団体・消費者政治 (1) ・ (2)｣ (『茨城

大学人文学部紀要・社会科学論集』 40号､

17－32頁､ 41号､ 89－103頁) を参照され

たい｡ なお消費者､ あるいは消費者団体は､

本来は市場において経済的目的を追求する

経済的主体であるが､ その目的を実現する

ために､ 市民社会における社会的主体､ お

よび国家に働き掛ける政治的主体となる｡

またその本来の目的とは異なる社会的目的

ないし政治的目的を実現するために､ 経済

的主体､ 社会的主体､ 政治的主体となる場

合もある｡ その意味で消費者と消費者団体

という主体は､ 経済領域・社会領域・政治

領域のいずれにも属する､ きわめて微妙な

存在である｡ したがって消費者団体の政治

経済学的な比較研究は､ 市場・市民社会・

国家の関係を検討する作業の一環を構成す

ると考えられる｡

６ Robert N. Mayer, ��� ������������������������������������������
1989, pp.12-19; R. Herman and R. Mayer,�������pp.111-222.

７ S. Eisner, �������pp.111-222.
８ Upton Sinclair, �������1906,
９ Erma B. Angevine, "National

Consumers League", S. Borbeck ed.,������, pp.394-397; Robert N. Mayer,

"Giving New Life to a Venerable

Brand: The National Consumers League

from 1950 to the Present", 2003,

unpublished.

10 このような労働者の消費という側面に注

目すれば､ L・コーエン (Lizabeth Cohen)

による研究の関心が､ ニューディール期の

労働者の研究から戦後の消費者の研究へと
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めているものもあり､ その意味で市民消費

者団体から環境団体へと変化してきたと言

える｡

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集38



Ⅰ はじめに

１ 問題の所在

本稿は､ 米国において人口動態の異なる諸

郡・諸市を取り上げ､ 地域の特性に応じたリ

レーションシップバンキング (RB) ・金融

の役割を考察し､ わが国への含意を述べるも

のである｡

わが国の少子高齢化の進展は､ 年金などの

マクロの観点から問題になるのに加え､ 都道

府県別で人口の増減率を把握すると､ 実に多

くのところで減少傾向にあり､ 地域の大きな

問題であることが分かる｡ 人口動態は当該地

域の経済と密接に関連するため､ その衰退と

対応の必要性が言われて久しい｡ 金融面では

RBの構築が進められているが､ 本来相容れ

ない金融再編と同時並行で行わねばならない

難しい局面にある｡

米国では1994年の地理的規制の緩和を受け､

銀行数が大幅に減少したが､ 小銀行が年間に

100～200行新設され､ 支店総数が増大するな

ど､ 再編は必ずしも一方方向ではない｡ こう

した現象を分析した研究は多くあり､ 特に小

口事業貸出 (SBL) やRBへの影響が取り上

げられてきた｡ 近年では､ 地域の人口動態に

関連し､ RBを含む銀行の動向を扱う研究も

見受けられる｡

筆者の前研究・内田 (2005) では､ 全米・

地区・州の再編の特徴を明らかにした後､ 市

をZIP-code (郵便番号) の集積と捉えるユニー

クな手法で､ サンディエゴ市 (人口増) の地

域空間に接近した｡ RBが機関・地域として

機能するためには幾つかの要件があり､ これ

らが満たされない場合に､ RBを継続しよう

と新設が生じうることを指摘した｡

本稿では､ 内田 (2005) や米国での先行研

究を踏まえながら､ ネブラスカ州 (半分以上

の郡で人口減) における人口の増加と減少の

諸郡・諸市を取り上げ､ その特性に応じたR

B・地域金融の役割を考察する｡

わが国では､ 2003年３月の金融審議会報告

｢リレーションシップバンキングの機能強化

に向けて｣ とその ｢アクションプログラム｣

で､ 05年３月までがRBの機能強化などを通

じた不良債権問題の集中改善期間とされた｡

RBではフェイス・トゥー・フェイスの長期

継続的取引を土台とするため､ その後の取り

組みも重要であり､ 05～06年度適用の ｢地域

密着型金融の機能強化の推進に関するアクショ

ンプログラム｣ として継承された｡ 本稿は､

地域の特性に応じたRB・地域金融の役割な

ど､ わが国へ多くの示唆を与えるだろう｡

２ 内田 (2005) の要約と課題� 要約

内田 (2005) は､ 米国の金融再編期 (1994

～2003年) における銀行の統廃合と新設の実

態を､ RBを媒介に明らかにした｡ 具体的に

は､ 統廃合と新設が共に進展するカリフォル

ニア州サンディエゴ市に接近している｡

RBでは､融資にあたり､ 経営者などに関

する数値化・伝達しにくいソフト情報を利用

するため､ 銀行の規模・組織形態や､ 情報が

39

米国における金融再編とリレーションシップバンキング＊

～地域の人口動態別の接近～

Realignment of the Financial Sector and Relationship Banking in the United States:
An Approach according to Demography of Regions

内 田 聡



蓄積されるローンオフィサーの役割が重要で､

再編時に顕著となる｡ 銀行によっては買収先

を支店化でなく持株会社の子会社化する場合

もあるが､ 地域全般としては銀行の大規模・

複雑・非地元化により小銀行の新設余地が生

じ､ ローンオフィサーの移籍が ｢短期間｣ で

のリレーションシップの形成を可能としうる｡

新設の中には売却益目的のものさえ存在する

一方､ 顧客・銀行・株主の利害関係を一致さ

せようとする､ 地元経済による独立銀行の新

設も生じるが､ この地元設立は統合の裏返し

の現象と理解できる｡� 課題

平均統廃合率・平均新設率による再編区分

と人口動態には1)､ 一定の関係があるようだ｡

前者には郡単位のデータはないが､ 図１の

｢統廃合・新設共に少数 (③)｣ 区分の中部・

中西部・南部の各地区は､ Ⅱ２で考察する４

つの人口減少地域に重なる (図２)｡ また､

①区分の東部・南東部・中東部・西部のそれ

は､ 他の人口増大地域に大まかに重なる｡ 紙

幅の制約から示せないが､ 州レベルでは②や

④も存在し､ 再編区分は多様になるものの､

人口動態との一定の関係が存在する｡

以下のⅢの先行研究では､ 人口動態や都市

か否かの地理の分類単位に､ 主に郡 (county)

を用いている｡ 併せて､ 郡を市の集積および

市をZIPの集積として空間的に把握しながら､

RB・地域金融の役割に接近するのにも意味

がある｡ というのも､ 中小企業の多くは移動

時間10分以内の銀行と１行取引をしており

(NFBI (2003))､ ZIPの範囲内だけで預金を

集める銀行や支店もあることによる｡

内田 (2005) では､ (下に記す) MSAに属

し､ 人口が増加しているサンディエゴ市をZI

Pの集積として捉えて分析した｡ 本稿では､

ネブラスカ州のダグラス (MSA・人口増)､

ホール (非MSA・人口増)､ ホルト (非MSA・

人口減) の３郡を､ 市の集積あるいは市をZIP

の集積として捉えながら､ 相互あるいは隣接

郡・市との関係も含めて分析する｡
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３ 用語の整理� リレーションシップバンキング2)

RBは､ 借手企業の経営者などに関連する

ソフト情報を中心に行われ､ フェイス・トゥー・

フェイスの長期継続的取引を土台とし､ 信用

履歴などのハード情報に頼りにくい中小企業

融資に有効とされる｡ 銀行と企業の間にある

情報の非対称性に伴うエージェンシーコスト

を軽減するものだが､ 例えば取引期間が長く

なると､ 貸出金利が低下するなどの形で現れ

うる｡

一方､ ①ソフトバジェトコンストレイント

(融資先が経営危機に陥ったときに追加融資

を銀行は拒否できるのか)､ ②ホールドアッ

プ (取引先は銀行に情報を占有されるため他

の資金調達機会を逃したり借入を躊躇する)､

③コントラクティング (ソフト情報はローン

オフィサーに集積され数値化して組織内に伝

達・還元するのが難しい) といった諸問題が

存在する｡� コミュニティバンク

RBの主たる担い手は､ コスト､ 技術制約

や組織形態などからCBや小銀行である｡ CB

は連結の銀行総資産が10億ドルを超えない銀

行としばしば定義され､ 本稿でもこれに従う｡

ただし､ 銀行以外に貯蓄金融機関 (Savings

Associations＝SAとSavings Banks＝SB)

を含むことがあり､ 以下では含む場合にそれ

を明記する｡ また､ 連結の銀行総資産にかか

わらず､ 銀行単体の総資産が10億ドル未満の

場合には小銀行と呼ぶ｡� 地理的分類 (都市の概念)

人口の増減を地域単位で分析する際に､ 当

該地域が都市 (urban) か否かということが

言及される｡ 米国では都市の画定にMSA

(Metropolitan Statistical Area) が以下の

ように定められる｡ 人口５万人以上の中心都

市およびこれと経済・社会活動を一体として

行う地域を１つ以上持つ郡で､ 複数の都市の

複数の郡から構成されることもある｡ これに

該当しないのがrural・田舎である｡ 以下で

はMSAを都市､ 非MSAを田舎と呼ぶ｡

Ⅱ 金融再編への人口動態別の接近

１ コミュニティバンク� 概観：Critchfield et al. (2004)

2003年末に貯蓄金融機関を含むCBの機関

数の全体におけるシェアは94％を占めるが3)､

合計預金・資産残高シェアは1985年からほぼ

半減した4)｡ 各種の分類から再編過程をみる

と､ ①単店銀行制度だった州での機関数減少

率は5)､ そうでない州のそれと大差はない｡

これは前者で新設や破綻が特別に多くはなく､

また多くのCBが田舎に位置しあまり魅力的

な買収先でないことによる｡ ② ｢郡｣ 単位の

地理的分類に人口の増減を組み合わせると6)､

減で機関数減少率が大きいが､ 買収と新設は

増・large metroで多い (表１)｡

②の分類で､ 全機関に占めるCBの預金残

高シェアの推移をみると､ 全分類で減少し､

urbanでは半減した｡ 一方､ 存続のCBのシェ

アは減・urbanを除く全てで拡大している｡

大銀行は買収で多くの田舎に参入したが､ 必

ずしも維持せず､ CBが吸収した｡ CB内の預

金残高シェアの地理的分布は､ 増・urbanが

最大だが縮小し､ 増・田舎と増・suburban

で拡大した (表２)｡

資産残高でもCBのシェアは低下したが､

商業用不動産担保貸出､ SBLや農業向貸出で

は健闘している｡ パフォーマンスは85年から

近年まで大銀行のそれと遜色なく､ 92年から

は総資産利益率 (ROA) は少なくとも１％

台を維持し (高い自己資本比率などから株主

資本利益率・ROEは低い)､ 人口減でも同様

である (表３)｡ 92年以降に1,250以上のCB

が新設されたが､ その多くは大規模で遠隔地

の銀行にCBが買収された地域で生じた｡ 一

方で､ 有能な従業員の発掘と引留めの問題､
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クレジットユニオンやノンバンクとの競争､

規制負担などから､ 数年後にCBの数は減少

しうるが､ 考察した様々な側面から判断して､

将来もビジネスとして存続しうるだろう｡
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表１ コミュニティバンクの増減 (1985年・2003年)

(注) 人口減少地域は2003年の人口が1985年より減少した地域｡
(出所) Critchfield et al. (2004)

表２ 資産規模別の預金残高シェア (1985年・2003年)

(出所) Critchfield et al. (2004)



� 支店の増大：Spieker (2004)７)

1994～2003年の10年間に連邦預金保険公社

(FDIC) 加盟の機関数は29％減少したが､ 支

店数は15％増加している｡ 情報技術の進展や

業際の垣根の低下は支店の必要性を下げるよ

うに思われるが､ 必ずしもそうではない｡ 支

店は顧客がその利便性を好むため､ 効果的で

収益性の高いチャネルで､ 銀行を他と差別化

しているようだ｡ 支店増加の要因は主に3つ

ある｡

①地理的規制の緩和は､ 買収ばかりでなく､

新規の支店開設による本支店銀行の増加をも

たらした｡ ②機関数の減少に沿って､ 経費率

(非金利支出／純金利収入＋非金利収入) は

改善している｡ 連結総資産10億ドル以下の機

関の分析では､ 改善要因は非金利支出を上回

る非金利収入の大きさにある｡ ③地域別に支

店の成長をみると､ 地理的規制の厳しかった

州で大きいが､ 一般には人口と雇用の増大に

関連する｡

今後は､ リテールバンキングの行方 (預金

の伸びと消費者部門の全般的な吸引力など)

に依存する部分もある｡

２ 田舎の人口減少と銀行業：Walser and

Anderlik (2004)8)� 人口減少地域の特性

米国の中央の４つの地域､ グレートプレー

ンズ (GP)､ コーンベルト (CBt)､ デルタ・

ソース､ アパラッチャ・イーストに人口減少

地域が集中するが (図２)､ 特にGPには農地

州 (州の土地の90％前後が農地) が多く､ 人

口減少が加速している｡ 技術進歩などから､

農業はもはや労働集約でなく､ 土地集約的な

産業である｡ 移住・都市との距離・アメニティ

の不足も人口を減少させ､ 高齢化と ｢頭脳流

失｣ をもたらす｡ 経済面では､ 地元流通業が

集約され､ 一定人口以上の地域にあるウォー

ルマートが周辺からビジネスを吸引する ｢ウォー

ルマート現象｣ が生じる｡ このような ｢減少
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表3 市場別 (郡単位) のコミュニティバン
クのパフォーマンス (%)

(出所) Critchfield et al. (2004) から抜粋｡



の悪循環｣ が起きている｡� ｢銀行業への含意｣

田舎・人口減の郡にも､ 本店を持つ1,400

以上の銀行と貯蓄金融機関がある (03年末)9)｡

GPの全機関数の46％は田舎・人口減の郡に

存在し､ 銀行規模が小さいため10)､ 以下の考

察では250百万ドル未満をCBと定義する｡11)

①GPの田舎にあるCBの業績は､ 貸出/資

産比率と資産などの伸び率 (03年末/93年末)

が小さいのを除き12)､ 全国のそれと遜色ない｡

人口減少がとても緩やかに進行し､ 銀行家が

経済環境にうまく対応してきたが､ 一方で政

府の補助金が付く農業への貸出比率が高いこ

とも､ GPのCBの支えになっている｡ ②GP

内の田舎のCBと都市のCBの業績は似ている

が､ 資産などの伸び率は後者がより大きく､

さらに同じ田舎でも人口増にあるCBのそれ

の伸び率の方が大きい (表４)｡ ③GPの田舎

での銀行統合は全国のそれと同様の傾向だが､

GPの田舎郡のうち18％の (76) 郡 (多くは

人口減) は地元機関を失い､ 18の郡では84年

からない｡ 地元銀行の支店化は､ 顧客サービ

ス､ サービス時間や､ 経営の権限と意思決定

の低下をもたらしうる｡ ④高齢化と銀行の後

継者プランの不足は､ 田舎の銀行の統合率を

増大させる｡

減少郡の個々の機関は､ 収益性と資産の伸

びでみても様々だが13)､ その違いは①資産規

模の程度 (営業コストでの規模の利益の有無)､

②他郡への支店展開の巧拙､ ③リスティクの

大小､ ④純利鞘の大小に顕著である｡

将来的に､ 人口減郡の銀行統合は､ CBの

資金調達力の低下や後継者の不足から､ 加速

するだろう｡ 対応策は､ 短期的には成長地域

への支店展開などで､ 熟知したリスクをとる

経営意欲にあるが､ リスク管理能力が問われ

る｡ 他は可能な限りのコスト削減だろう｡

Ⅲ ネブラスカ州の諸郡・市の分析

１ 分析対象

Ⅱの先行研究は､ CBを人口動態に関連し

て分析し､ 人口減少における経営戦略などに

も及んだが､ その分析は主に郡単位である｡

以下では､ Walser and Anderlik (2004)で取

り上げられたネブラスカ州の3つの郡に接近

する (表５・表６)｡

分析対象はFDIC加盟の全銀行だが､ 地域
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図２ ４つの人口減少地域

(出所) Walser and Anderlik (2004)

表４ 資産負債の伸び率 (GP内の市場別､ 93年末から03年末の年率換算)

(注) Growing は1970年から2000年の間の人口増大郡､ Decliningは同期間の減少郡､
Accelerating Declining は同期間減少かつ90年代の減少がその前の20年より大きい郡｡

(出所) Walser and Anderlik (2004)



の預金総残高・シェアには貯蓄金融機関も含

めて表示する｡ 主なデータソースはFDICの

Institution Directory やDeposit Market

Share Reportであり､ 市単位での貸出デー

タは利用できないので､ 代わりにDeposit

Market Share Reportの預金データを用い

ている｡

内田：米国における金融再編とリレーションシップバンキング 45

表５ ネブラスカ州３郡諸市の基礎データ

(注１) 03年７月｡ (注２) 99年｡
(出所) U.S. Census Bureau and City-Data.Com より作成｡

表６ ネブラスカ州３郡諸市における産業別の雇用の割合

(注) ①Educational, health, and social services
②Retail trade
③Manufacturing
④Agriculture, forestry, fishing and hunting, and mining
⑤Finance, insurance, real estate, and rental and leasing
⑥Professional, scientific, management, administrative, and waste management services

(出所) City-Data.Com.より作成｡



２ 分析� 概観

ネブラスカ州の銀行再編を概観すると､

｢統廃合・新設共に少数 (③)｣ に属し､ 03年

末に州に本店を持つ地元銀行数は259行で

(94年末の約73.58％)､ 単店銀行数シェアが

54.05％ (全米は28.65％) となっている｡ (地

元銀行に限らない) 州の総預金残高は03年６

月末に約31,548百万ドルである (94年６月末

の約133％)｡

3つの郡で最大都市の預金残高が郡のそれ

に占めるシェアをみると､ ダグラス郡オマハ・

98.2％､ ホール郡グランドアイランド・85.4

％､ ホルト郡オニール・50.7％を占めるため

(人口シェアでは順に84.1％､ 80.2％､ 32.3％)､

以下では最大都市を中心に各郡を把握する｡� ダグラス郡の諸市

(a) オマハ市

再編：

同市では94年から03年までに､ ８つの (市

に本店を持つ) 地元銀行が買収され (１つは

存続行となり市に存在・Great Western

Bank)､ ３つが新設された (表７)｡ 複数の

非地元銀行が地元の中規模銀行やCBを買収

し預金残高シェアで上位に位置したが､ 買収

した合計シェアよりある程度小さい｡ 他市や

他州の持株会社傘下にない ｢独立銀行｣ は､

合計の預金残高シェアをやや減少させたが､

個別行はシェアを拡大している｡ 銀行単体の

資産規模・10億ドル以下の小独立銀行をみる

と､ 合計預金残高シェアも拡大し､ 支店数も

独立銀行全体と異なり増大している｡ 一方で､

CBは２つがカテゴリー外へ成長したため､

同シェアが低下し､ 支店数も減少した｡

すなわち､ 94年６月末に18行の銀行・98本

支店が存在し､ うち17行が地元銀行・97本支

店で､ 14行が独立銀行・81本支店である｡ 預

金残高シェアは銀行・84.11％､ 地元・83.91

％､ 独立・59.29％である｡ 03年６月末には

21の銀行・124本支店が存在し､ うち13行が

地元銀行・75本支店で､ 11行が独立銀行・71

本支店である｡ 預金残高シェは銀行・86.77

％､ 地元・71.50％､ 独立・57.95％である14)｡

小銀行に限定すると､ 94年６月末に地元銀

行は14行・58本支店､ 独立銀行は11行・52本

支店で､ 預金残高シェアはそれぞれ19.25％

と17.52％である｡ 03年６月末には地元銀行

は12行・58本支店､ 独立銀行は10行・54本支

店､ 預金残高シェアはそれぞれ20.57％と20.

32％である｡ CBに限定すると､ 94年６月末

に地元銀行は13行・57本支店､ 独立銀行は11

行・52本支店で､ 預金残高シェアはそれぞれ

19.25％と17.52％である｡ 03年6月末には地元

銀行と独立銀行は８行・36本支店､ 預金残高

シェアは11.37％である｡

展開地域：

新設銀行が少ないため､ 独立の存続行が市

内のどのような地域に94年以降支店を展開し

ているのかをZIPでみると､ 多くは域内の合

計預金残高が増大したZIPにある (新規開拓

を含む)｡ すなわち､ 25のZIPが存在し､ 03

年６月に独立の本支店があるZIPは22で､ う

ち16は域内預金残高が増大し (４つは新規開

拓) で､ ６が預金残高減少である｡ 存続の独

立の多くは預金残高増ZIPに支店展開し (新

規だけに展開もあり)､ 減ZIPでも独立のシェ

アと絶対額が増大している｡

個別銀行の状況：

主にCommercial Lending Specialization

に該当の銀行をみると15)､ 資産や預金の伸び

率は大きく､ ROAも３行を除き概ね良好で､

不良債権比率 (不良債権額/貸出額) は銀行

によってかなり開きがある｡ 経費率や預貸率

にはばらつきがみられる｡ 100万ドル以下の

SBLの額を､ 総資産 (TA) や総事業向貸出

(TBL) の比率でみると､ 概ね小規模銀行で

高 い が ､ 買 収 後 存 続 の Great Western

Bankと存続行のAmerican National Bank

とでは大きく異なる (表８)｡
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また､ 94年末に存在した地元銀行のROA

を時系列にみていくと､ 買収された銀行の殆

どで､ 買収される前年あるいは数年のROA

が１％を割り込んでいる｡
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(b) その他の市

エルコーンの総預金残高は03年６月に94年

６月比で２倍となり､ 地元独立銀行 (１本店

→１本店１支店) が残高シェアの多くを占め

る (77.67％→70.38％)｡ 94年からあるオマハ

の銀行の1支店 (その後他郡の銀行の支店へ)

に加え､ オマハの地元独立銀行が１支店を展

開している｡ ベニントンは地元独立銀行が１

本店だけ存在し､ 非地元銀行の支店はない｡

預金残高は3.6倍に｡ ヴァリーとウォーター

ルー (村) も同様で､ それぞれ預金残高は1.

5倍と２倍に (表９)｡

どの地域も､ 独立銀行が独占的あるいはそ

れに準じて営業しているが､ 収益性 (ROA)

に開きがあり､ 低いところでは経費率が高い

傾向がある｡ Western State Bankは不良債

権比率が極めて高い｡ また､ SBL/TAとSBL

/TBLは､ Agricultural Specializationに区

分のFirst Nebraska Bank (ヴァリー) を

除き､ 高い比率になっている｡� ホール郡の諸市

(a) グランドアイランド市

同市の預金残高は03年６月末に94年６月末

比で1.25倍であり､ 地元独立銀行の預金残高

シェアは拡大している｡ Wells Fargo Bank

Nebraska NAは､ 同市に支店展開していた

オマハの地元独立銀行とグランドアイランド

市の地元非独立銀行を買収したが､ 預金残高

シェアは買収行の合計シェアをある程度下回

る (表10)｡

すなわち､ 94年６月末に６の銀行・12本支

店が存在し､ うち３つが地元独立銀行・6本

支店で､ 預金残高シェアは前者・64.25％､

後者・31.64％である｡ 03年６月末には７の

銀行・16本支店が存在し､ うち２つが地元独

立銀行・５本支店で､ 預金残高シェアは前者・

67.55％､ 後者・36.30％である｡

地元独立銀行のFive Points Bankは､ 隣

接郡へ支店展開すると共に､ 単一銀行持株会

社 (OBHC) へ改組してその傘下に他郡の銀

行を買収した｡ 同United Nebraska Bankは､

同市所在の持株会社傘下に94年６月に新設さ

れた後､ 傘下の他郡の銀行を支店化し､ また

持株会社はアリゾナ市で唯一の地元銀行をつ

くる｡ ２行のパフォーマンスは､ 資産の伸び

率や収益率など概ね良好である｡

(b) その他の市

ウッドリヴァーには他郡の複数銀行持株会

社 (MBHC) 傘下の地元非独立銀行 (現行

名・Heritage Bank) が唯一存在し､ 持株会
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($000) % ($000) ($000) ($000) %

 Agricultural Specialization

 All Other Specialization

28-Jan-28

29-Mar-15

1-Jan-34

1-Jan-05

2003 6

表９ ダグラス郡の地元銀行の状況 (2003年)

(注) SBL/TAとSBL/TBLは02年6月｡ 預金残高は市内外別｡
(出所) FDIC, Deposit Market Share Report, and SBA, Banking Studies より作成｡



社傘下の銀行を同行に順次吸収したため16)､

同行の市外を含めた預金残高は大幅に拡大し

たが､ 市内の預金残高は03年に94年比で約0.

8倍に減少した｡ ドニファン (村) では､ 預

金残高が94年比の1.32倍で､ 唯一存続する地

元独立銀行が殆どのシェアを占める｡ 上述の

持株会社が01年1月に子銀行を新設したが､ 0

2年10月にHeritage Bankの支店になってい

る｡ カイロ (村) は地元独立銀行が1本店だ

け存在し､ 非地元銀行の支店もなく､ 預金残

高は1.34倍に (表10)｡

３つの地域とも独占あるいはそれに近い状

態で経営しているが､ 支店展開していない2

つの村でROAが劣る｡ このなかでもカイロ

は不良債権比率が高く､ 資産・預金の伸びは

あるものの､ 預貸率がやや低下しており､ 経

費削減にも限界があるようだ｡� ホルト郡の諸市

同郡では､ オマハなどの持株会社傘下の銀

行に買収され､ 地元銀行がなくなる地域も少

なくない｡

オニールには94年６月末に３行・３本支店

が存在し (SAなし)､ うち２つが地元非独立

銀行・２本店・預金残高シェア54.97％であっ

た｡ その後､ 地元銀行の１つはオマハの

MBHC傘下でサウスダコタ州本店のGreat

Western Bankに買収され､ もう１つは

MBHC傘下のUnited Nebraska Bank (グ

ランドアイランド) に吸収された｡ 03年６月

に地元銀行は存在せず､ 非地元の３行・３支

店が存在し (SAなし)､ 預金残高は94年比で

1.17倍となった｡ アトキンソンには94年６月

末にサウスダコタ州のMBHC傘下の地元非

独立・１本店が唯一存在したが､ 02年に上述

のGreat Western Bank (サウスダコタ本店)

に買収され､ 地元銀行は消滅した｡ 市内の預

金残高は1.4倍である｡ ページ (村) には94

年時点から地元銀行はなく､ 非地元銀行の１

支店が存在し､ 預金残高は86％に (表11)｡

チェンバーズ (村) はMBHC傘下の地元

独立銀行が１本店だけ存在し､ 非地元銀行の

支店もない｡ 預金残高は1.08倍に｡ ユーイン

グ (村) はチェンバーズのMBHC傘下の地

元非独立銀が１本店だけ存在し､ 非地元銀行

の支店もない｡ 預金残高は1.2倍弱に｡ スチュ

アート (村) にはOBHCの地元独立銀行が１

本店だけ存在し､ 非地元銀行の支店もない｡
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表10 ホール郡の地元銀行の状況 (2003年)

(注) SBL/TAとSBL/TBLは02年６月｡ 預金残高は市内外別｡
(出所) FDIC, Deposit Market Share Report, and SBA, Banking Studies より作成｡



預金残高は1.6倍に｡

３つの地域にのみ地元銀行が存在し､ ３行

ともAgricultural Specializationである｡ パ

フォーマンスを組織形態別でみると､ ROA

や不良債権比率はMBHC傘下の２行に比べ､

OBHC傘下は見劣りしており､ 自己資本では

前者で大きいのが特徴である｡

Ⅳ おわりに

本節では１と２で､ ネブラスカ州の諸都市

を､ 郡の経済中心地域・周辺地域に分類し､

金融ニーズの充足という観点から整理する｡

最後に３で､ わが国への含意を述べて本稿を

閉じる｡

１ 地域の特性と銀行の展開� 中心地域

都市・人口増のオマハでは､ 大銀行による

地元銀行の買収が進んだが､ 存続の地元独立

の小銀行が存在感を高め､ 他郡から４行が新

規に支店展開し1行が支店を増大するなど17)､

銀行数や支店数はむしろ増大した｡ 地元独立

銀行は郡内の市外や他郡へ支店展開などを行っ

ている｡ グランドアイランドは田舎・人口増

だが､ オマハの動向と似ている｡

一方､ 田舎・人口減のオニールは様子が異

なる｡ 同市はホルト郡では相対的に人口が多

いが (あるいは多いため)､ 地元銀行が市内

外に展開するよりは､ 買収・統合による支店

化の対象となっている｡ 当該の市の人口規模

やその増減が､ 銀行の展開で大きな意味を持

つのが確認できる｡� 周辺地域

３郡の周辺地域の多くでは､ 唯一の地元の

老舗銀行が独占的か､ それに準じた状態で営

業している｡ ダグラス郡の周辺地域は都市で

殆どが人口増にあり､ 主に経費率の度合いで

ROAに違いが出ている｡ ホール郡の周辺地

域は田舎・人口減で､ 地域の市場の拡大が緩

やかあるいは縮小傾向にあり､ 支店展開の有

無が収益性に影響を与えている｡ ホルト郡も

ホール郡と同様で､ ３つの地域は地元銀行が

94年から無いあるいは消滅で､ 残りの３つで

はMBHCかOBHCかの相違で収益性に違い

が出ている｡

上の中に不良債権比率が高い銀行が３つあ

るが､ 地元マーケットの規模が小さいため､

リスク分散や経費削減にも限界があるようだ｡

２行は自己資本比率が高いため (低い預貸率

の裏返しでもあるが)､ 短期的な景気循環よ

りも､ 長期的な人口の減少が大きな問題であ

る｡ 他地域への展開も考えられるが､ 買収さ

れる可能性も否定できないだろう｡
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表11 ホルト郡の地元銀行の状況 (2003年)

(注) SBL/TAとSBL/TBLは02年６月｡ 預金残高は市内外別｡
(出所) FDIC, Institution Directory, and SBA, Banking Studies より作成｡



２ 地域の特性と金融の充足

～RBを中心に

NFIBによる中小企業への調査 (2001年)

によると18)､ 小規模で担当者の変更が少ない

銀行の評価が高く､ 都市と田舎では再編の激

しかった都市の評価が低い｡ コントラクティ

ング問題にかかわる事柄であり､ 地域によっ

ては､ これを解消するような銀行の行動が誘

発される｡ 同調査にはないが､ 前項の考察か

らは､ 人口の増減による分類にも意味がある

だろう｡� 人口増大地域

内田 (2005) で分析したカリフォルニア州

サンディエゴ市 (都市・人口増) では､ 金融

再編の過程で､ 地元独立のCBが買収され､

他市の大銀行の支店になるなど､ RBの担い

手不足の一定部分を補うように新銀行が設立

された｡ オマハでも､ 州レベルとは異なり再

編が大きく進行したが､ 買収銀行は買収後の

合算規模を縮小させる一方､ RBの担い手で

ある小銀行は規模やシェアを拡大した｡ しか

し､ 小銀行のうち２つはCBのカテゴリーか

らはずれ､ Great Western BankはSBLの比

率が低くい｡ RBだけを目的とするものでは

ないが､ 近隣や遠方の郡からCBが支店を展

開している｡

グランドアイランドは田舎だが､ オマハと

似た状況にある｡ ダグラス郡の周辺地域では､

地元独立銀行が長年にわたりRBを形成して

いるものと考えられるが､ ウォータールーで

は､ ソフトバジェットコンストレイン問題が

顕在化しているようだ｡� 人口減少地域

ホール郡の周辺地域とホルト郡の全地域は

人口減にあり､ 増の地域とでは金融に対する

ニーズが異なるところがある｡

地元の銀行が維持されRBを含む金融ニー

ズが充足されるのが望ましいが､ ホルト郡で

は地元銀行の消滅が現実になり､ 非地元銀行

によってでも､ 金融サービスの提供自体が重

要だろう｡ (もちろん､ 経営が成りたちうる

規模を達成するため､ 支店展開を行うことは

考えられる｡) 支店化されるとしても､ 地元

行員が引き続き業務に当たると想像できるが､

支店ベースにおける経費削減などによる収益

性の維持と､ 意思決定の確保のバランスが問

われる｡

３ わが国への含意

大銀行は買収ばかりでなく支店展開を拡大

しているが､ これは住宅ローンやSBLなどの

リテールへの戦略分野のシフトに符合する｡

一方で､ RBについては､ その担い手が､ コ

ントラクティング問題やコストパフォーマン

スから､ 一般に小銀行やCBであるため､ 大

銀行のリテールシフトとは峻別が必要だろう｡

わが国では地方銀行も含めてRBへ取り組ん

でいるが､ 日米の金融機関規模の違いを考慮

すれば､ ｢米国型RB｣ は信用金庫レベルのモ

デルと考えられる｡ 米国の中銀行でも持株会

社傘下の小銀行を通じてRBを行うところも

あり､ それぞれの組織上におけるコントラク

ティング問題への対応が重要だろう｡

米国の金融再編でRBへの不満が大きくな

ると､ 都市や人口増大地域ではこれを解消す

るように様々な行動が起こるが､ 田舎・人口

減少地域ではこうした動きが機能しにくくな

る点に注意がいる｡ 全米をみれば､ 後者の地

域でも独立銀行が新設されており､ 地域住民・

経済の取り組みの程度が重要なポイントのよ

うだ19)｡ ネブラスカの田舎・人口減少地域で

新設が生じないのは､ 人口規模によるものか､

そもそも金融というよりは地域そのものの問

題なのかなどについては､ 一層の考察が必要

だろう｡ わが国では単店銀行は一般的でない

ため､ 銀行の支店維持や郵便貯金の民営化に

関連する問題とも考えられ､ 検討すべきこと

も多い｡
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＊ 本稿は2004年10月に金融構造研究会 (全国地

方銀行協会) で報告した内容に加筆・修正した

ものである｡ 報告の概要については､ 『金融構

造研究』 第27号 (2005年５月) に掲載している｡

また､ 本稿は科学研究費 (若手研究B, No. 1

7730199) の成果の一部である｡

注

１) 平均統廃合率とは1994年から2002年の統廃合

率 (年間の統廃合数／年間平均銀行数) の平均

を､ 平均新設率とは同期間の新設率 (年間の新

設数／年間平均銀行数) の平均を言う｡

２) 中小企業への融資手法にはRBのほか､ トラ

ンズアクションバンキングがある｡ 後者は企業

の財務諸表からの情報評価に重点を置くFinan-

cial Statement Lending､ 利用可能な担保の質

に重点を置くAsset-based Lending､ および消

費者金融で用いられる手法を応用し､ 事業主の

財政状況と経歴に重点を置き統計的分析を行う

Credit Scoringからなる｡

３) CBの機関数は､ 資産規模がカテゴリー外に成

長したものも含め､ 半減している｡

４) それぞれ25.89％から13.55％､ 29.19％から16.

72％へと低下している｡

５) 単店銀行制度とは､ 州内に本店以外の支店設

置を認めない仕組みであり､ コロラド､ イリノ

イ､ カンザス､ ミネソタ､ ミズーリー､ モンタ

ナ､ ネブラスカ､ ノースダコタ､ オクラホマ､

テキサス､ ウエストバージニア､ ワイオミング

の12州が該当した｡

６) 同稿では､ 50万人を超えるMSAをlarge metro､

それ以下をsmall metroと定義する｡ 前者は複

数の郡や州の中心都市にまたがるため､ 郡単位

でurbanとsuburbanに細分化する｡ すなわち､

①large MSAの人口密度が1000人/mi2 (≒386

人/�) を超える場合､ その密度を超える郡を

urban､ それ以下の郡をsuburbanと呼び､ ②前

述の密度を超えないlarge MSAの場合､ その

MSAの平均密度を超える郡をurban､ それ以下

の郡をsuburbanと呼ぶ｡

７) このほか､ 数阪 (2001)､ Seale (2004)､ 内田

(2004) を参照｡

８) このほか､ 低成長市場と銀行の成功戦略につ

いてはMyers and Spong (2003)､ 小都市と田

舎の銀行の紹介については青木 (2004) がある｡

９) 業界に占める資産残高シェアは極めて小さい

が､ 機関数シェアでは16％を占める｡ この機関

のうち48％がCBtに､ 35％がGPにある｡

10) GP全体では平均総資産が56百万ドル､ 人口減

少地域では同39百万ドルである｡

11) この規模未満の機関数が全体の88％を占め､

こうした機関の70％が同一郡内に本支店を持つ｡

同規模以上10億ドル未満では後者の比率は38％

である｡

12) 貸出/資産比率が低いのは､ 貸出機会の相対

的な不足による｡

13) 減少郡に10年以上存在する483の機関を対象に

99年から03年の税引き前ROAと資産の伸びを年

率で計測している｡

14) Wells Fargo Bank Nebraska N.A.は00年に

Norwest Bank Nebraska, Nationalを買収して

名称変更で同行を存続行とするが､ 03年11月に

親持株会社傘下のサウスダコタに本店のある銀

行に吸収され非地元銀行となった｡

15 ) Institutional Directory の 定 義 で ､

Commercial Lending Specializationは商工業向

貸出､ 建設・土地開発担保貸出､ 商業用担保貸

出が総資産の25％を超える機関､ Agricultural

Specializationは農業生産貸出と農地担保貸出が

総貸出・リースの25％を超える銀行､ Consumer

Lending Specializationは住宅モーゲッジ貸出､

クレジットカード貸出､ 他の個人向貸出が総資

産 の 50 ％ を 超 え る 機 関 ､ Credit Card

Specializationはクレジットカード貸出､ 証券化

された債権が､ 総資産・証券化された債権の50

％を超える機関である｡

16) 03年末現在は､ 持株会社が他郡に存在し､ 傘

下の銀行本店がウッドリヴァーにあるOBHCと

なっている｡

17) ４つのCBは､ 本店所在市が中心と周辺の両方
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にあるが､ いずれも人口増にあり､ 市内の預金

残高シェアが２番手である｡

18) NFIBの調査概要とRB関連の調査項目は以下

のようである｡ Scott (2003) はこの調査を利用

して計量的分析を行い､ 小規模銀行で担当者の

変更が少ない機関でソフト情報が生産されやす

いとしている｡

125百強の会員にアンケートを送付して22百強

の回答を得た｡ 回答者は､ 中央値が事業年数で

17年､ 売上高・60万ドル､ 総従業員数・６人で､

平均値はそれぞれ19年､ 270万ドル､ 17人｡ 回答

者の62％が都市部にある｡ 大まかに全米の経営

者の12人に１人が同連合の会員｡

19) 4,000人程度の市町村でもこのような例はみら

れる (���������������various issues)｡
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１. はじめに

２. 京都議定書の概要

３. 我が国における排出量取引の会計処理

４. IFRIC解釈指針第３号 ｢排出権｣ における会

計処理

５. 排出量取引の会計上・監査上の論点

６. おわりに

１. はじめに

地球環境問題への対応が､ 企業経営にとっ

て避けることができない課題､ いやむしろ企

業が積極的に関わるべき課題であることは疑

いを挟む余地はないだろう｡ 地球環境問題の

うち､ 地球温暖化防止に関しては､ 国際的な

取り組みが比較的早くからおこなわれきた分

野と言えよう｡

こうしたなか､ 地球温暖化の原因とされる

温室効果ガス (GHG:Greenhouse Gas) の

排出量取引 (Emissions Trading) を､ 国際

条約の枠組みで解決しようという仕組みがこ

のほど実現した｡ 2005年２月に発効した ｢気

候変動に関する国際連合枠組条約 (UNFCCC)

の京都議定書 (Kyoto Protocol)｣ (以下､

京都議定書とする) がこれである｡

我が国においては温室効果ガスの排出量取

引は､ いくつかの企業が自主的にであるが､

わずかながらすでに取引をおこなっており

(註１)､ 京都議定書の発効を機に､ 将来､ 排

出量取引の活発化も予想されている｡

こうした現状のもと､ 財団法人財務会計基

準機構の企業会計基準委員会 (ASB) は､

｢実務対応報告第15号 排出量取引の会計処

理に関する当面の取扱い｣ を公表した (平成

16年11月30日)｡ 欧州では､ 世界に先駆けす

でに､ EU排出量取引制度 (EU-ETS) (註２)

が2005年１月１日から開始されている｡

これらは､ いずれも､ 現行の財務会計・財

務諸表監査の枠内に排出量取引という環境問

題を取り込んだものである｡ したがって言う

までもなく､ 環境会計・環境監査を念頭に置

いたものではない｡

しかしながら､ この問題の検討からは､ 現

行の財務会計・財務諸表監査のなかへ 温

室効果ガスの排出に限定してだが 環境問

題を取り入れるとすると､ 経営者はそして監

査人はいかなる問題に直面するのかについて

示唆を得ることができるであろう｡

そこで､ 本稿では､ まず京都議定書の概要

を確認し､ つぎに排出量取引の会計処理を確

認し､ 最後に排出量取引の会計上・監査上の

論点を抽出し､ 検討することとする｡

２. 京都議定書の概要

気候変動枠組条約の京都議定書の検討自体

(註３) は､ 本稿の目的ではないが､ そのポ

イントについて概観しておこう｡

2－1 気候変動枠組条約の京都議定書とは

気候変動枠組条約 (註４) の目的である､

地球温暖化を防止するための国際条約である

｢京都議定書とは､ 『気候変動枠組条約第３回

締結国会議 (COP3)』 で採択された､ 先進
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国の温室効果ガス排出量について法的拘束力

のある各国の数値約束を定めた議定書のこと｡

この会議が1997年12月に京都で開催されたこ

とからこう呼ばれる｣ (註５)｡

２－２ 京都議定書発効までの経緯

・1992年 地球温暖化の防止を目的

とした ｢気候変動枠組条

約｣ 採択

・1994年 同条約発効 (日本は1993

年受諾)

・1997年 同条約第３回締約国会議

(COP３) が京都で開催

され (日本が議長国)､

京 都 議 定 書 ( Kyoto

Protocol) が採択

・2002年 日本 京都議定書 批准

(６月４日)

・2004年 ロシア 京都議定書 批

准 (註６)

・2005年 京都議定書発効 (２月16

日) (註７)

2－3 特徴

京都議定書には五つの特徴がある｡

１) 地球温暖化に寄与する温室効果ガスを

減らすための目標を含んでいる｡

先進国等に対し､ 温室効果ガス (GHG)

を1990年 (基準年) 比で､ 2008年～

2012年 (５年間) に一定数値を削減す

ること (日本▲６％､ 米▲７％､ EU

▲８％､ 等) を義務づけている｡

先進国全体では少なくとも５％削減を

目指す｡

温室効果ガスとは､ 二酸化炭素 (CO2)､

メタン (CH4)､ 一酸化二窒素 (N2O)､

代替フロン等３ガス (ハイドロフルオ

ロカーボン (HFC)､ パーフルオロカー

ボン (PFC)､ 六フッ化硫黄 (SF6))

の合計６種類｡

２) その目標は､ 先進国にのみ設定され､

発展途上国の目標は､ この条約には含

まれていない｡

中国､ インド､ ブラジル等の途上国に

は､ 数値目標はない｡

３) 京都メカニズムという特殊な仕組みを

含んでいる｡

京都メカニズムの基本発想は､ 地球上

に存在する温室効果ガス (CO2等) を

削減するには､ どこの国､ どこの地域

で削減しようとも効果は同じであると

ころから､ 限界削減コストの安い国､

地域で削減することを認めているとこ

ろにある｡

先進国各国の削減数値目標を達成する

ため､ 市場原理を活用する三つの仕組

み (共同実施：ＪＩ､ クリーン開発メ

カニズム：ＣＤＭ､ 排出量取引：ET)

が導入されている｡

①共同実施 (JI: Joint Implementation)

：先進国間の共同プロジェクトで生

じた削減量を当事国間でやり取りす

る仕組み

例) 日本・ロシアが協力してロシア

国内の古い石炭火力発電所を最新の

天然ガス火力発電所に建て替える事

業

②クリーン開発メカニズム (CDM:

Clean Development Mechanism)：

先進国と途上国の間の共同プロジェ

クトで生じた削減量を当該先進国が

獲得する仕組み

例) 日本・中国が協力して中国国内

の荒廃地に植林をおこなう事業

③排出量取引 (ET: Emission Trading)

：先進国間での排出枠 (割当排出量)

をやり取りする仕組み

４) 森林吸収源という特殊な仕組みを含ん

でいる｡

森林等の吸収源による二酸化炭素吸収
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増大量を初期割当排出量に算入するこ

とを認める

５) 京都議定書に定められている国の排出

量削減義務を達成するために､ 実績排

出量に見合う排出クレジットを､ 国の

管理下にある国別登録簿上の償却口座

へ移転する仕組みが設けられている｡

３. 我が国における排出量取引の会計処理

京都議定書について確認してきたが､ 会計

に関連する排出量取引の部分だけを再確認し

ておこう (註８)｡ これには繰越処理等の会

計取引となる事象が含まれている｡

①GHGの種類および基準年

・二酸化炭素 (CO2)､ メタン､ 一酸化

二窒素､ 代替フロン等３ガス (HFC､

PFC､ SF6) の合計 ６種類

・1990年を基準年

②約束期間

・第一期は､ 2008年～2012年の５年間

③次期約束期間への繰り越し (バンキング)

・認める

④次期約束期間からの借り入れ (ボローイ

ング)

・認めない

⑤排出量取引

・認める｡ 締約国会議において､ ガイド

ライン等を決定する｡

排出量取引については､ 当初は無償または

有償で､ 排出量を一定内とする義務 (allowance)

の上限枠が与えられる｡ この枠がキャップ

(cap)で､ その枠で余った部分については､

売買すなわち取引 (trade) することができ

る制度 キャップ・アンド・トレード (cap

＆ trade) を用いる｡

我が国では､ すでにふれたように､ 京都議

定書の発効前にすでに自主的に排出量取引を

おこなっている企業が存在するものの､

①キャップ・アンド・トレード (cap ＆ trade)

が導入されていない

②排出量取引をおこなう活発なマーケットが

整備されていない

という現状のもと､

ASB：実務対応報告第15号 ｢排出量取引の

会計処理に関する当面の取扱い｣ が､ 公表さ

れた (平成16年11月30日)｡ 適用は､ 平成17

年度４月１日以後開始する事業年度からであ

る｡

同報告第15号は､ キャップ・アンド・トレー

ド等､ 我が国に未導入の仕組みを除いた､ 当

面必要とされる会計処理手続が対象とされて

いる｡ しかし､ 京都メカニズムにおける排出

クレジットはもとより､ 京都メカニズム以外

の排出クレジットについても会計上の取り扱
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図1 ＪＩ 図２ CDM 図３ ET

(出典：三つの図とも､ 京都メカニズム情報プラットフォーム､ http://www.kyomecha.org/seido

/s02.html から引用)



いが類似している場合は同様の会計処理をお

こなうとされている｡ 同報告第15号の特徴を､

あらかじめ簡潔に指摘しておくならば､ 我が

国における排出枠に関する投資は､ 金融投資

には該当せず､ 取得原価に基づいて､ 事業投

資として会計処理をおこなうということであ

る｡

同報告第15号においては､ 資産評価に関し

て取得原価によって評価するのか､ 時価評価

するのかは､ 外見的特徴ではなく､ その投資

の性質によって規定されるとしており､ 一方

で金融投資とは､ 売買市場が整備され､ 売却

することについて事業上の制約がないもので

あり､ 時価の変動が事前に期待した成果に対

応する事実と考えられるため､ 時価評価が適

するとされている｡

他方で､ 事業投資は､ 売却することについ

て事業上の制約があり､ 事前に期待する投資

の成果は､ 投資資産の時価の変動ではなく､

その後の資金の獲得であり､ 取得原価評価が

適するとされる｡ これらの関係を示すと以下

のようになる (註９)｡

投資の性質 整合的な会計処理

金融投資 時価評価

事業投資 取得原価評価

さらに､ 実務対応報告第15号の適用対象を

図示すると､ 上掲表１のようになる (註10)｡

具体的な処理については右頁に一覧表で示

しておこう (表２・表３)｡
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投資の性質による区分

金融投資 事業投資

外
形
的
特
質
に
よ
る
区
分

金
融
資
産

金融商品会計基準の適用対象

⇒排出クレジットを取得するための企業

等への出資取引が該当

金融商品会計基準の適用対象

非
金
融
資
産

トレーディング目的で行われる排出クレ

ジット取引が該当

⇒今後このような取引が多く見られるよ

うになった場合には､ 別途検討するとさ

れている｡

本実務対応報告の適用対象

(出典：滝川嘉雄､ ｢実務対応報告書第15号 排出量取引の会計処理に関する当面の取扱いの解説｣

『週刊経営財務』 No.2706､ 2005年１月24日､ P.52の表を一部改変して転載｡)

表１
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表２ 専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理の概要�他者から購入する場合 �出資を通じて取得する場合
①契約締結時 仕訳なし 同 左

②支出時 ｢前渡金｣ とする｡ ただし､ 取得前に
売却できる場合には ｢たな卸資産｣ とす
ることができる｡

個別財務諸表上､ 金融商品会計基準に
従って会計処理し､ ｢投資有価証券｣､ ｢関
係会社株式｣､ ｢(関係会社) 出資金｣ とす
る｡

なお､ 当該出資が排出クレジットの長
期購入契約の締結及び前渡金支出と経済
実質的には同じと考えられるものである
場合には､ 同左｡

③排出クレジット取
得前の期末評価

取得原価による｡ ただし､ 強制評価減
の要否の検討を行う｡

市場価格のない株式に該当する場合､
個別財務諸表上､ 取得原価による｡ ただ
し､ 減損処理の適用を検討する｡

なお､ 当該出資が排出クレジットの長
期購入契約の締結及び前渡金支出と経済
実質的には同じと考えられるものである
場合には､ 通常の商品等の購入と同様に
｢前渡金｣ として会計処理するため､ 同左｡

④排出クレジット取
得時

｢たな卸資産｣ の取得として処理する｡

⑤排出クレジット取
得後の期末評価

取得原価による｡ ただし､ 強制評価減の要否の検討を行う｡ なお､ 低価法の採用も
認められる｡

⑥販売時 ｢たな卸資産｣ の販売として処理する｡

(引用：企業会計基準委員会 実務対応報告書第15号 排出量取引の会計処理に関する当面の取

扱い [付録１])

表３ 将来の自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合の会計処理の概要�他者から購入する場合 �出資を通じて取得する場合
①契約締結時 仕訳なし 同 左

②支出時
無形固定資産を取得する前渡金である

ことから､ ｢無形固定資産｣ 又は ｢投資そ
の他の資産｣ の区分に当該前渡金を示す
適当な科目で計上する｡

個別財務諸表上､ 金融商品会計基準に
従って会計処理し､ ｢投資有価証券｣､ ｢関
係会社株式｣､ ｢(関係会社) 出資金｣ とす
る｡

なお､ 当該出資が排出クレジットの長
期購入契約の締結及び前渡金支出と経済
実質的には同じと考えられるものである
場合には､ 同左｡

③排出クレジット取
得前の期末評価

取得原価による｡ ただし､ 固定資産の
減損会計が適用される｡ 減損処理にあたっ
ては､ 他の資産とのグルーピングは適当
でないと考えられる｡

市場価格のない株式に該当する場合､
個別財務諸表上､ 取得原価による｡ ただ
し､ 減損処理の適用を検討する｡

なお､ 当該出資が排出クレジットの長
期購入契約の締結及び前渡金支出と経済
実質的には同じと考えられるものである
場合には､ 同左｡

④排出クレジット取
得時

｢無形固定資産｣ 又は ｢投資その他の資産｣ の取得として処理する｡

⑤排出クレジット取
得後の期末評価

取得原価による (減価償却はしない｡)｡ ただし､ 固定資産の減損会計が適用される｡
減損処理にあたっては､ 他の資産とのグルーピングは適当でないと考えられる｡

⑥第三者への売却時 ｢無形固定資産｣ 又は ｢投資その他の資産｣ の売却として処理する｡
⑦自社使用 (償却口
座移転) 時

原則として ｢販売費及び一般管理費｣ の区分に適当な科目で計上する｡

(引用：企業会計基準委員会 実務対応報告書第15号 排出量取引の会計処理に関する当面の取

扱い [付録２])



すでにキャップ・アンド・トレードが導入

されている諸外国においては､ 次節でみる

IFRIC解釈指針第３号 ｢排出権 (Emission

Rights)｣ (2004年12月) に基づいて､ 公正価

値 (Fair value) による資産評価がおこなわ

れるのに対し､ 他方で我が国では､ キャップ・

アンド・トレードが導入されておらず､ また､

排出量取引マーケットが充分に整備されてい

ない現状のもと､ 排出枠に関する投資は､ 金

融投資には該当せず､ 取得原価に基づいて､

事業投資として会計処理をおこなうというこ

とである｡

４. IFRIC解釈指針第３号 ｢排出権｣ におけ

る会計処理

すでに､ 日本に先行して､ 上でふれたよう

にヨーロッパ連合 (EU) では､ 2005 年１月

１日に排出量取引制度 (EU-ETS：The

European Union Greenhouse Gas

Emissions Trading Scheme) をスタートさ

せている｡ EU-ETSの第１期は2005年から

2007年までと設定されている｡ EUにとって､

このEU-ETSは京都議定書への対応を図る基

幹的仕組みと､ 位置づけられている｡

EU-ETSに参画する企業は､ 排出量取引の

会計処理に関して､ 国際財務報告解釈指針委

員会 (IFRIC : The International Financial

Reporting Interpretations Committee) の､

IFRIC解釈指針第３号 ｢排出権 (Emission

Rights)｣ (2004年12月) を基礎に処理するこ

とになっている｡

もともと､ 2004年12月､ 国際会計基準審議

会 ( IASB ： International Accounting

Standards Board) において国際財務報告基

準 (IFRS) の解釈指針を作成するIFRICは､

京都議定書と関連し､ 温室効果ガス排出量の

削減に関して､ 政府の政策に参加している企

業を対象に､ IFRIC解釈指針第３号 ｢排出権｣

(Emission Rights) を公表していた｡ 以下､

IFRIC解釈指針第３号を確認しておこう (註

11)｡

2004年12月に公表されたIFRIC第３号 ｢排

出権｣ は､ 温室効果ガス排出量 (Greenhouse

Gas Emissions) の削減に関して､ 政府の政

策に参加している企業について､ 会計処理の

指針を示したものである｡ つまり､ 企業等が

当初は無償または有償で､ 排出量を一定内と

する義務 (allowance) の上限枠を獲得する｡

この枠がキャップ (cap) で､ その枠で余っ

た部分については､ 売買すなわち取引 (trade)

することができる制度 キャップ・アンド・

トレード (cap ＆ trade) に関連した取

引および事象についての会計処理の指針であ

る｡

そこでは､

①資産の会計処理

政府から受け取る ｢排出枠｣ (emission

allowance) については､ 無形資産とする｡

最初に資産計上する場合の金額は､ 公正価

値 (Fair value) によって処理する｡

たとえば､ 排出量の枠を100百万円で取得

した場合には､ その金額を国際監査基準第

38号 (IAS：International Standards on

Auditing 38) に基づいて無形資産として

処理する｡ 償却は認められておらず､ 減損

テストをおこなうことになる (註12)｡

②負債の会計処理

企業活動をおこなうことで発生する排出量

については､ 負債として認識する｡ この評

価は､ 排出量に応じて会社の排出枠との関

連で計算する｡

もし枠を超えるような場合があれば､ ペナ

ルティーの支払いが生じることになる｡

よって､ 排出量相当額は､ IAS第37号に基

づいて公正価値により算出し､ 負債として

処理する｡ 排出量は公正価値に基づき､ た

とえば80百万円などとその金額を負債とし

て処理する (註13)｡

③政府からの補助金の会計処理

企業等が政府から配分された排出量の枠の
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取得原価が､ その公正価値よりも低い価格

であれば､ その差額は政府からの補助金と

いうことになる｡

たとえば､ 排出量の枠を100百万円で取得

したが､ その公正価値が120百万円である

ような場合､ 20百万円は政府からの補助金

ということになる｡ この処理は､ IAS第20

号によって処理することとなる (註14)｡

開始後間もないこのEU-ETSに参加する際

に､ 企業 (または経営者) そして監査人が直

面するであろう財務報告上・監査上の問題点

を､ 欧州会計士連盟 (FEE：The Federation

des Experts Comptables Europeens) が､

“FEE Alert Emissions Trading January

2005” (以下､ FEE Alertとする) を公表し､

指摘しているので (註15)､ 次節では､ これ

を手がかりとして経営者がそして監査人が直

面するであろう､ 会計上・監査上の論点を検

討しよう｡

５. 排出量取引の会計上・監査上の論点

“FEE Alert”は､ EU-ETS参加企業の財

務諸表への影響のみに限定しており､ 温室効

果ガスの排出量取引から生じる財務諸表 (財

務報告) 上､ そして財務諸表監査上の主要な

論点を提示している｡

まず概括して､ 会計上ならびに監査上､ 企

業経営者､ 会計担当者､ ならびに検証人そし

て監査人たちが､ そもそもこの新制度である

EU-ETSを熟知していないために､ そこから

の誤謬 (それどころか不正経理) の発生が増

加し､ その結果､ 財務諸表利用者に混乱をも

たらす可能性が指摘されている (註16)｡

つぎに､ 財務報告 (財務諸表) に関する論

点として､ 経営者は､ 排出量枠 (emission

allowance) の取引を記録することは (制度

的に､ 法的に) 求められるとしても､ 財務諸

表への記載の際には､ 財務報告上の重要性を

考慮しなければならないであろう｡ たとえば

電力会社にとって排出量の取引は､ 本業に関

わって重要であるが､ その他の業種の企業に

とっては､ 本業との関わりでは重要性に乏し

く､ 取引量も僅少であることが通態であろう｡

財務諸表上の重要性を決定する際の重要な

要素が､ 排出量枠の公正価値 (fair value)

となる｡ しかしながら､ 排出量取引が活発に

おこなわれていない未成熟な市場においては､

この公正価値の決定が困難なものになる可能

性がある (註17)｡

このことは財務諸表上・財務報告上の重要

性と環境会計・環境報告書における重要性は

必ずしも一致しない､ ということ､ すなわち､

環境上重要な事象であっても したがって､

環境報告書で開示すべき事項であったとして

も ､ 財務諸表では重要性が乏しく開示さ

れない可能性もある､ ということを示唆する｡

さらに､ 財務諸表監査ではどのような問題

に直面するのであろうか｡ 監査人はEU-ETS

に参加している企業に対しては､ 以下の点に

関して､ 十分かつ適切な監査証拠を入手する

ことが課題となる (註18)｡

すなわち､

・当該企業が､ EU-ETSを効力あるものに

するという国の要請に準拠しているか

・排出量をモニターできる適切なシステム

が企業内に存在するか､ また､ それらの

システムが 適切に排出量を測定､ 計算､

記録し､ 情報を作成しているか

・財務諸表における測定数値とその開示が､

国際会計基準審議会 (IASB) が公表す

る IFRS ( International Financial

Reporting Standards) に準拠したもの

であるか､ またはIFRIC､ さらには国の

財務報告枠組に､ 準拠したものであるか

経営者ならびに監査人がともにEU-ETSを

熟知していないところから誤謬・不正経理の

増加が予測され､ その結果､ 企業・監査人・

検証人そして第三者へも混乱をもたらす可能

性が懸念されていたが､ 上述の課題達成のた

めには､ そもそも監査人は､ 排出量の測定お
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よびこれに関連した他の技術問題の専門知識

が不可欠となるが､ 現状ではこの能力が監査

人には備わっていないということである｡

EU-ETSに参加している企業の財務諸表監

査に関連して､ 監査人はさらには､ 以下の国

際監査基準 (ISA：International Standards

on Auditing) を考慮しなしなければならな

い (註19)｡

・ISA 250：財務諸表監査における法令

および規則の検討

(Consideration of Laws and

Regulations in an Audit of

Financial Statements)

・ISA 300(改正)：財務諸表監査の計画

(Planning an Audit of Financial

Statements)

・ISA 315：事業体の理解およびその環

境と重要な間違いを犯すリスクの評価

(Understanding the Entity and Its

Environment and Assessing the Risks

of Material Misstatement)

・ISA 330：評価したリスクに対応する

監査人の手続

( The Auditor's Procedures in

Response to Assessed Risks)

・ISA 545：公正価値測定の監査と情報

開示

(Auditing Fair Value Measurements

and Disclosures)

・ISA 600～699 (シリーズ) ：他の者の

作業の利用

(Using the Work of Others)

[他の者とは､ 他の監査人､ 内部監査人､

各種の専門家をいう 筆者]

６. おわりに

温室効果ガスの排出という地球環境問題の

ひとつが､ 排出量取引というかたちで現行の

財務会計ならびに財務諸表監査のなかへ取り

込まれる際に､ 監査人はいかなる問題に対応

しなければならないかを検討するために､ 京

都メカニズムを確認し､ EUならびに我が国

における排出量取引の会計処理をそれぞれ確

認してきた｡

まず､ 京都メカニズムの特徴は､

①京都メカニズムの基本発想は､ 地球上に存

在する温室効果ガス (CO2等) を削減する

には､ どこの国､ どこの地域で削減しよう

とも効果は同じであるところから､ 限界削

減コストの安い国､ 地域で削減することを

認めているところにある｡

②市場原理を活用する三つの仕組み (共同実

施：ＪＩ､ クリーン開発メカニズム：ＣＤＭ､

排出量取引：ET) が導入されている､ こ

とを確認した｡

つぎに､ 排出量取引の会計処理について

EUと我が国との相違をみてきた｡ すなわち､

京都メカニズムでは､ 温室効果ガスの排出を

経済コストと見なし 脱温暖化への社会転

換を促す枠組みに欠けている､ と批判される

が ､ すでにキャップ・アンド・トレード

が導入されているEUにおいては､ IFRIC解

釈指針第３号 ｢排出権 (Emission Rights)｣

(2004年12月) に基づいて､ 公正価値 (Fair

value) による資産評価がおこなわれるのに

対し､ 他方で我が国では､ キャップ・アンド・

トレードが導入されておらず､ また､ 排出量

取引マーケットが充分に整備されていない現

状のもと､ 排出枠に関する投資は､ 金融投資

には該当せず､ 取得原価に基づいて､ 事業投

資として会計処理をおこなうということであ

る｡

ここから､ 財務会計上の論点としては､ 排

出クレジットの会計処理に関して取得原価評

価か､ 時価評価・公正価値評価か､ といった

評価基準が重要な問題であった｡ たしかに財

務会計の枠組みのなかにおいては､ 取得原価

評価か､ 時価評価・公正価値評価かの問題と

して扱わざるを得ないが､ そもそも環境資産

(換言すれば環境コスト) とは何か､ 環境負
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債とは何かという基本的な問題の解明が必要

であることを示唆している｡

財務諸表監査に関しては､ 財務諸表に計上

される 換言すれば経営者の判断に基づく

､ 排出権の公正価値の測定・開示が困難

性を有することに関連して､ 公正価値を巡る

監査人の判断の合理性が問われるケースも予

想される｡

この公正価値に対する判断はもとより､ 排

出量取引に関する監査人の判断が合理性を有

するためには､ 排出量取引に関する､ 内部統

制の存在・整備状況､ ならびに排出量取引に

関する十分かつ適切な監査証拠の収集が可能

でなければならないが､ 我が国よりも先行し

てるEU-ETSにおいても今現在必ずしも十分

ではないということである｡

このことは､ 企業が地球環境問題をその活

動のなかに取り込み､ その経過・結果を開示

し､ 第三者に保証を求める際には､ そしてそ

れが現行の財務会計・財務諸表監査の枠内で

おこなわれるのであれ､ または理論化が進め

られている環境会計・環境監査においてであ

れ､ いずれにしても､ この二つの要件 内

部統制と十分かつ適切な監査証拠 が核と

なることを示しているのである｡

【註】

註１) 2004年７月現在､ コスモ石油､ 電源開

発､ ナットソースジャパン､ 住友商事が

ある｡

註２) 経済産業省 ｢ＥＵにおける排出量取引

制度及び京都メカニズムの活用の現状に

ついて｣ (平成16年７月21日)､ www.

meti.go.jp/committee/downloadfiles/g

40721a30j.pdfを参照｡

註３) 京都議定書の意義づけとして､ たとえ

ば､ WWFジャパン ｢温室効果ガス排出

量取引 日本での排出量取引制度の概要

(概要版)｣ (2004年９月28日) では､ ｢国

内排出量取引制度は､ 炭素税など他の経

済的手法と比べて､ 排出総量に上限が設

けられる､ 温室効果ガスの削減コストを

最小化できるなどの利点がある｡ さらに

コストの最小化は､ 国際競争力への影響

も軽減する｡ 運輸､ 家庭､ 業務などの分

野には適用が難しいという側面もあるが､

大規模排出者に対しては有効な施策であ

る｣､ としている｡ http://www.wwf.or.

jp/lib/press/p2004/p04092801.htmを参

照されたい｡

註４) 気候変動枠組条約とは､ ｢大気中の温

室効果ガス (二酸化炭素､ メタン等) の

増大が地球を温暖化し自然の生態系等に

悪影響を及ぼすおそれがあることを背景

に､ 大気中の温室効果ガスの濃度を安定

化させることを目的として､ 1992年の地

球環境サミット (UNCED｡ 於リオ・デ

ジャネイロ) で署名のため開放された条

約｡ 1994年に発効｡ 現在我が国を含む188

カ国及び欧州共同体が締結 (平成16年５

月現在)｡｣ 外務省のホームページhttp:/

/www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo

/kiko/index.htmlを参照されたい｡

註５) www.kyoto-protocol.jp/を参照｡

註６) 京都議定書には発効要件があり､ 環境

省地球環境局に拠れば､ 以下の両方の条

件を満たした後､ 90日後に発効する｡

①55ヶ国以上の国が締結

②締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭

素の1990年の排出量が､ 全附属書Ⅰ国

の合計の排出量の55％以上

ロシアの批准によりこの発効要件が満

たされ､ 京都議定書は平成17年2月16日

に発効することとなる｡

註７) 現在 (2005 年３月１日現在)､ 142 ヶ

国と欧州連合が京都議定書を締結済み｡

締結した先進国の排出量の合計は約61.6

％である｡ 米国は批准していない｡ その

理由として､ 一般的には､ ブッシュ大統

領が石油企業関係者であり､ 石油業界の
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支援を受けて大統領に当選してきたとい

う背景のもと､ 温暖化といった地球規模

の重要問題より自分の支持団体の利益を

優先した結果である､ とされている｡

註８) 飯田信夫 (末広監査法人) 『週刊 経

営財務 No.2711』 (2005年２月28日)

pp.14～15

註９) 滝川嘉雄､ ｢実務対応報告書第15号

排出量取引の会計処理に関する当面の取

扱いの解説｣ 『週刊経営財務』 No.2706

2005年１月24日､ 52頁から引用｡

註10) 滝川嘉雄､ ｢実務対応報告書第15号

排出量取引の会計処理に関する当面の取

扱いの解説｣ 『週刊経営財務』 No.2706

2005年１月24日､ P.52の表を一部改変し

て転載｡

註11) 飯田信夫 (末広監査法人) 『週刊 経

営財務 No.2711』 (2005年２月28日) pp.

14～15および､ The Federation des

Experts Comptables Europeens,“FEE

Alert Emissions Trading January

2005”, pp.10～12を参照されたい｡

註12) IAS第38号 ｢無形資産｣ (Intangible

Assets) に関連｡

註13) IAS第37号 ｢引当金､ 偶発債務及び偶

発 資 産 ｣ ( Provisions, Contingent

Liabilities and Contingent Assets) に

関連｡

註14) IAS第20号 ｢政府補助金の会計処理及

び政府援助の開示｣ (Accounting for

Government and Disclosure of

Government Assistance) に関連｡

註15) http://www.fee.be を参照｡

註16) cf., “FEE Alert Emissions Trading

January 2005”, pp.4～5

註17) ibid., p.10

註18) ibid., pp.13～15

註19) ibid., p.14
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要旨

本論文では､ 企業による自己株式取得の意

向のアナウンスメントにより､ その前後の期

間において､ その企業の株式の超過収益率が

どの程度変化したかを統計的に検証する｡ こ

れとあわせて､ 2001年10月以降における自己

株式取得によるシグナリング仮説についての

検証を行う｡

主な実証結果は､ (１) 資産規模の小さい

企業における自己株式取得のアナウンスメン

トによる株価効果は資産規模の大きい企業の

それよりも有意に大きい､ (２) 時価簿価比

率の低い企業におけるアナウンスメント効果

は時価簿価比率が高い企業のそれよりも有意

に大きい､ (３) 自己株式の買入れ比率が高

い企業におけるアナウンスメント効果は買入

れ比率が低い企業のそれよりも有意に大きい､

である｡ これらの実証結果は､ 2001年10月の

商法改正以降においても､ 多くの先行研究の

主張と同様に､ 自己株式取得によるシグナリ

ング仮説を支持するものである｡

最後に､ 自己株式取得を実際に実施した企

業とアナウンスはしたが買い入れは実施しな

かった企業との間にアナウンスメント効果の

差は有意に存在せず､ 自己株式投資仮説が存

在することを結論付けることはできなかった｡

１. はじめに

本論文では､ 企業による自己株式取得の意

向のアナウンスメントによって､ その前後の

期間において､ その企業の株式の超過収益率

がどの程度変化したかを統計的に検証する｡

2001年10月の商法改正以降のデータを用いる

ことで､ 先行研究との比較検証を行い､ 自己

株式取得による諸仮説についての再検証を行

う｡

自己株式取得は､ アメリカにおいてポピュ

ラーでかつ重要な財務戦略として位置づけら

れている1｡ 例えば､ Grullon and Michaely

(2002) は､ 過去20年間において企業の自己

株式取得に対する支出が現金配当のそれに比

べて高い伸び率を示すことを報告している｡

しかしながら､ 日本の政府が企業に自己株式

の取得規制を緩和する新しい法案を施行した

67

自己株式取得による株価への効果
－2001年10月の商法改正以降のイベントを用いたマーケット

・モデルによるイベントスタディ分析＊－

Stock Price Behavior Surrounding Stock Repurchase Announcements: Evidence from
Japan since October, 2001: The Market Model

池 田 義 男
畠 田 敬

＊ 本稿は､ (財)学術振興野村基金の助成を受けております｡ ここに記して感謝いたします｡
１ 例えば､ Barclay and Smith (1988), Bagwell and Shoven (1989), Grullon and Michaely (2002) を参
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のは､ ごく最近－1994年－になってからであ

る｡ さらに､ 税制上の問題､ 自己株式取得の

決定から実施までの時差の問題､ および､ 購

入に充てる原資の制約により､ 規制緩和後直

ちに自己株式取得を企業の財務戦略の手段と

して利用する企業は少なかった｡ そこで､

1994年の自己株式取得および消却に関する規

制緩和の施行以降も､ 機動的な自社株取得の

実施などの観点から漸進的な法改正が実施さ

れている｡ その結果､ 近年になり日本でもよ

うやく自社株取得が財務戦略の一つとして定

着してきた｡

企業が行う自己株式取得の動機に関して様々

な仮説が存在する2｡ 第１に､ 自己株式取得

を現金配当の代替手段として考えた場合､ 自

己株式取得は投資家にとって現金配当よりも

税制上有利であるという仮説が指摘されてい

る｡ 現金配当の場合､ 受取金額が課税の対象

となるのに対して､ 自己株式の取得の場合､

キャピタルゲインに対してのみ課税される｡

従って現金配当とキャピタルゲインに対する

税率が等しければ､ 後者のほうが株主にとっ

て望ましいことになる (Ross, Westerfield,

and Jaffe (1996))3｡

第２に､ 自己株式の取得を､ 企業にとって

最適な資本構成を達成するための手段として

考える仮説も存在する｡ 負債を発行すること

で調達した資金を用いて自己株式の取得を行っ

た場合､ 企業の財務レバレッジを高めること

になる｡ 負債を発行することで､ その使途に

関して経営者が裁量を持つフリーキャッシュ

フローは制限されると同時に､ 企業の過大投

資に対して経営者が持つインセンティブも抑

制される (Jensen (1986))｡ さらに､ 財務レ

バレッジの上昇は､ デフォルトリスク－負債

のエイジェンシーコスト－の上昇をもたらし､

負債価値の低下につながる｡ レバレッジの前

後で総企業価値は不変なので､ 負債価値の低

下は株主価値の上昇を意味する｡ この場合､

自己株式の取得は債権者から株主への富の移

転手段としての役割を果たすことになる｡

第３に､ 自己株式の取得は株式の再発行の

手段として捉えることもできる｡ 例えば､ ス

トックオプション制度は､ 株価重視の経営に

対する経営者のインセンティブを高める｡ 第

４に､ 利用可能なキャッシュフローに対して

魅力的な投資機会がない企業にとって､ 自己

株式の取得は投資機会の一つとして捉えるこ

ともできる｡ これは自己株式投資仮説

(Ikenberry, Lakonishok, and Vermaelen

(1995)､ Ross, Westerfield, and Jaffe (1996))

とよばれる｡

最後に､ 最も有力な仮説として､ 自己株式

の取得の情報伝達 (シグナリング) 仮説が挙

げられる (Vermaelen (1984)､ Ofer and

Thakor (1987)､ Sinha (1991)､ 砂川 (2000))｡

自己株式の取得の発表により､ 当該企業につ

いて株主や債権者よりも情報優位にある企業
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２ 例えば､ Davidson and Garrison (1989)､ Medury, Bowyer, and Srinvian (1992)､ Wansley, Lane,

and Sarkar (1996) を参照せよ｡
３ Stephens and Weisbach (1998) は､ 配当政策の情報伝達機能 (シグナリング) の点から自己株式買い入

れの有利さを主張している｡ 企業と投資家の間に情報の非対称性が存在するとき､ 配当の大きさに関するアナ

ウンスメントは､ 現在及び将来のキャッシュフローに関する情報を市場に伝達することで企業価値の変動をも

たらす (例えば､ Bhattacharya (1979)､ John and Williams (1985) を参照)｡ 現金配当の場合､ 配当され

る額が常に公開されるのに対して､ 自己株式買い入れの場合､ 企業が取締役会等により決定された額を実施す

る義務はない｡ すなわち､ 自己株式買い入れの場合､ ネガティブな企業の配当政策に関する情報が市場に伝達

されにくく､ 企業価値への負の影響が小さくすむと考えられる点で､ 企業にとって望ましい手段であると考え

られる｡



経営者が､ 自社の株式が過小に評価されてい

るという情報を株式市場に伝達する｡ そして､

株式市場がこの企業を再評価することで､ 株

価は上昇する｡ 実際に､ 自社株の取得に関す

る発表が行われた後株価の上昇が見られるこ

とから､ シグナリング仮説を支持する実証研

究は多い4｡ 畠田 (2005) を除いて､ これら

の先行研究は旧商法212条や消却特例法のも

とで自己株式取得のアナウンスメントが株価

を上昇させていることを報告しており､ いず

れも自己株式取得のシグナリング仮説を支持

している｡ しかしながら､ 自己株式取得制度

は､ 導入されて以降度重なる規制緩和が施さ

れている｡ 特に1997年６月から2002年３月ま

で実施された消却特例法や2001年10月より実

施された金庫株制度の解禁 (商法210条) に

より､ 自己株式取得のアナウンスメント効果

は先行研究の実証結果とは異なっているかも

しれない5｡ 本論文では､ 畠田 (2005) と同

様に､ 2001年10月以降の商法210条に基づく

自己株式取得の意向に対する株価への影響を

イベントスタディの手法を用いて分析し､ 過

去の先行研究と比較することで､ 規制緩和

(法改正) の株価に与える効果について言及

する｡ 畠田 (2005) では､ 各銘柄の株式投資

収益率がマーケット調整済み収益モデル

(Market Adjusted Return Model) に従う

と想定したのに対して､ 本論文では､ 各銘柄

の株式投資収益率がマーケットモデル

(Market Model) に従うと想定して分析を

行う｡

本論文の構成は次のとおりである｡ 次節に

おいて､ わが国の自己株式取得に関する規制

や､ 規制緩和の推移についての解説を行う｡

第３節において､ 本論文で用いられる標本デー

タの特徴について記述する｡ 第４節において､

イベントスタディ分析の手法について解説を

行う｡ 第５節および第６節において､ イベン

トスタディ分析の結果について紹介し､ それ

についてのインプリケーションを示す｡ 第７

節では､ 本論文でのまとめについて述べる｡

２. わが国における自己株式取得に関する規

制

わが国の商法が定める自己株式取得に関す

る法律は､ 1994年以前まで､ (１) 株式の消

却のために取得する場合､ (２) 合併または

他企業の営業全部の譲受けに因る場合､ (３)

企業の権利の実行にあたりその目的を達する

ために必要な場合､ (４) 営業譲渡・譲受・

合併のために､ 株式の買い取り請求規定によ

り株式を買い取る場合､ を除いて資本充実の

原則への違反､ 内部者取引の可能性､ 株主総

会決議の歪曲化を防止するために､ 発行した

自己株式を取得することを禁止していた｡

1994年10月の ｢商法の一部改正法｣ により､

自己株式の取得に関する規制が緩和され､ 上

記以外に (１) 利益消却 (旧商法第212条の

２) 及び (２) 使用人への譲渡 (旧商法210

条の２) を目的とする取得が可能となった｡

しかしながら､ わが国の自己株式の取得に

関する法律はアメリカのそれと比べていくつ

かの点で制約的であった｡ 第１に､ 企業が自

社株の取得を実施しようとする際､ まず定時

株主総会においてその旨の決議がなされ､ 決

議された一定の枠内において､ 取締役会での
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４ 例えば､ Comment and Jarrell (1991)､ Ikenberry, Lakonishok, and Vermaelen (1995)､ Stephens

and Weisbach (1998)) 等がある｡ わが国の実証研究としては､ Zang (2002)､ 畠田 (2003)､ Hatakeda and

Isagawa (2004)､ 畠田 (2005) 等が挙げられる｡
５ このような視点により､ 畠田 (2003) は1997年以前の自己株式取得のアナウンスメント効果と1997年以降

の自己株式取得のアナウンスメント効果を比較し､ 両者において統計的な差が存在していないことを報告して

いる｡



決議により自己株式の取得が実施されていた

のである｡ これは､ 企業が自己株式の取得の

意思を発表した時点から実際に実施するまで

にタイムラグが生じてしまう可能性が存在す

ることを意味する｡ 第２に､ 自己株式の購入

に用いられる原資が配当可能利益の範囲に限

定されていたことである｡ さらに､ 使用人へ

の譲渡を目的とする取得の場合､ 取得できる

自己株式数は発行済み株式の３％までに限定

されていたのである｡ 第３に､ 消却のために

取得した自己株式は遅滞なく株式失効の手続

きを行い､ 使用人に譲渡する目的で取得した

自己株式については６ヶ月以内に使用人に譲

渡することが規定されていたことである｡ す

なわち､ 企業は自己株式を取得してもそのま

ま保有することはできず､ 例外を除いて直ち

に消却しなければならなかったのである｡

さらに1995年11月まで､ 取得された自己株

式は 『みなし配当課税』 の課税対象としてみ

なされたこともあり､ 自己株式の取得は実現

しなかった｡ 結局､ このみなし配当課税は19

99年３月末日まで凍結されることが発表され

てから､ 企業は自己株式の取得を本格的に検

討するようになった6｡

自己株式の取得がより活発に実施されるよ

うに､ 1997年６月に ｢商法の一部を改正する

法律｣ および ｢株式の消却の手続きに関する

商法の特例に関する法律｣ －以下 ｢消却特例

法 (2002年３月までの時限措置)｣ という－

が制定された｡ 前者の商法改正により､ 利益

消却の目的以外にストックオプション目的で

の自己株式の取得が可能となり､ そして (１)

自己株式取得規定において使用人のみではな

く役員へも自社株の譲渡対象が拡大され､

(２) 自己株式取得期間が６ヶ月から10年に

延長され､ (３) 取得可能株式数の上限が発

行済株式数の３％から10％に緩和された｡ 消

却特例法においては､ 自己株式取得予定株数

を定款に記載すれば､ その定められた範囲内

において､ そして､ 中間配当予定額の２分の

１を原資として､ 取締役会の決定により自己

株式の取得を機動的に実施することが可能と

なった｡ また､ その後1998年４月には､ 取得

原資として､ 中間配当予定額の２分の１だけ

でなく資本準備金の一部を充てることも可能

となった｡

総括すると､ 1997年から2002年３月までは､

自己株式取得・消却の根拠法として､ 消却特

例法と商法212条の２つが存在したことにな

る｡ 取得原資の観点においては商法212条に

よる自己株式の取得が消却特例法によるそれ

よりも優れているが､ 機動性の観点では､ む

しろ消却特例法による取得が優れている｡ そ

して､ この時期の自社株取得のほとんどは消

却特例法による自己株式の取得であった｡

2001年10月の商法改正､ すなわち商法210

条による自己株式取得の場合は､ それまでの

旧商法212条と同様､ 定時株主総会において

その旨の決議がなされ､ その一定の枠内の中

で取締役会での自己株式取得決議により自己

株式の取得が実施される｡ しかしながら (１)

自己株式取得の目的に制約がないこと､ (２)

発行済み株式総数に対する取得数量制限が撤

廃されたこと､ (３) 取得原資として法定準

備金の一部を加えることも可能となったこと､

(４) 取得保有期限規制が排除されたこと

(金庫株の解禁) などから､ 商法210条は少な

くとも旧商法212条に比べ明らかに流動性や

利便性に優れていると考えられる (図１)7｡

2002年３月末までは､ 自己株式取得の根拠法

として商法210条による自己株式取得も多かっ

たのである｡
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６ そのさきがけとして､ アサヒビールは1995年11月12日に利益消却を目的とする自己株式の取得の意向を発

表した｡
７ 図表についてはAppendixを参照｡



３. 標本データ

先に述べたように､ 商法210条に基づいて

自己株式を取得しようとする企業は､ 次期の

株主総会が開催される前に､ 当期末の取締役

会において次期の自己株式取得に関する基本

方針 (取得株式の種類・総数・総額・買い付

け方法など) を事前に決議することになる｡

取締役会での決議内容は､ 開示情報として数

日中にTDnetなどにより一般公開される｡ そ

して､ 株主総会にてその事前決議が承認され

た後､ その決議は当期において実効可能にな

る｡

本論文では､ ある企業の自己株式取得の意

向の発表によって､ その前後の期間において､

その企業の株式投資収益率がどの程度変化し

たかを統計的に検証するイベントスタディ分

析をおこなう｡ 従って､ 対象とするイベント

を明確に記述する必要がある｡ 本論文では､

2001年10月から2002年12月の期間において､

商法210条に基づく自己株式取得の基本方針

に関する取締役会での決議がなされ､ そして､

それがTDnetを通じて発表された日時を自己

株式取得意向に関するイベント日とする｡

TDnetを通じて開示される情報は､ IR活動

の一環として配信されている｡ 本論文では､

対象を東京証券取引場１部に上場している企

業 (但し､ 金融・保険業を除く) に限定する｡

金融・保険業を対象から外す理由は､ その財

務諸表の構成が他の業種と多くの点で異質だ

からである｡ その結果､ 採集されたイベント

の標本数は669 (企業数では667社､ すなわち､

２社が当該期間に２度発表している)である｡

表１は東証１部上場企業に占める自己株式

取得の意向を発表した企業の割合を産業ごと

に示したものである｡ 東証１部上場企業にお

いて自己株式取得の意向を発表している企業

の比率は約50％であり､ その比率は近年増加

傾向にある｡ 自己株式取得の意向を発表して

いる企業の最も多い業種は電気機器であり､

全体に占める比率は約12％である｡ その他に

は化学､ 機械卸売業に属する企業が自己株式

取得の意向を発表している｡

イベントスタディによる実証分析を行う際､

いくつかのイベントはその取り扱いに注意を

必要とする｡ 採集したイベントのうち22のイ

ベントは､ 取締役会での決議事項の報告が株

主総会後にTDnetを通じて事後的に報告され

たものである｡ これらのイベントは市場にお

いて情報としての価値がなく､ 商法210条に

基づく自己株式の買い入れが株価に与える影

響を過小評価する可能性が考えられるので､

対象とするイベントから取り除いた｡

さらに､ 175のイベントは､ 商法210条に基

づく自己株式取得だけでなく､ 消却特例法に

基づく自己株式取得やストックオプションに

伴う自己株式取得に関する事項も取締役会に

て同時に決議されたものである｡ 従って､ こ

れらは､ 商法210条に基づく自己株式取得が

株価に与える影響を過大評価する可能性が考

えられるので､ 対象とするイベントから取り

除いた｡ また､ 自己株式取得意向の発表から

前後３日間において､ 業績予想の修正や配当

予想の修正を同時に発表している28のイベン

トに関しても､ 同様の理由により､ 対象から

取り除いている｡ 最後に､ イベントを実施し

た企業財務データに欠損値が存在する企業が

５社ほど存在したので､ これらのイベントも

対象から除去している｡ その結果､ 最終的に

我々が分析として用いるイベント (標本) 数

は439となった｡

表２は本論文で用いられる標本 (イベント)

に関する記述統計量を示している｡ 対象とな

る自己株式取得のイベントの中で､ １つのイ

ベントが同一企業からのアナウンスメントで

ある｡

４. イベントスタディによる分析方法

本論文におけるイベントスタディ分析は､

イベント日 (τ＝０) を含むイベント日の前

後の一定期間 (event window：ここでは､
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イベント日の20営業日前から20営業日後の41

日間) において､ どの程度株式の超過収益率

(Abnormal Return：��) が存在している

かを統計的に計測する手法である｡ 本論文で

は各銘柄の株式投資収益率が次式のようなマー

ケットモデル (Market Model) に従うとす

る｡� ���=α�＋β����＋������は個別銘柄の各期における株式投資収益

率を､ ����は各期におけるマーケット・ポー

トフォリオの収益率をそれぞれ表わす｡ ���は
誤差項である｡ 本論文では､ 銘柄ごとに�式

を想定し､ イベント日から120営業日前から

21営業日前の計測期間 (estimation window)

において最小二乗推定法により､ ��および�を推定する8｡ このとき､ event windowに

おける各銘柄の超過収益率���τはベクトル���で表現すると､� ���＝��－��－�����
である｡ ここで､ ���＝ (���,-20,...,���,0,...,���,20)'
はevent windowでの超過収益率ベクトル

(41×１) を､ ��＝ (��,-20,...,��,0,...,���,20)' は個別

銘柄の株式投資収益率ベクトル (41×１) を､��＝ (��-20,...,��0,...,���20)' はマーケット・ポート

フォリオの収益率ベクトル (41×１) をそれ

ぞれ表わす｡ なお本論文は､ マーケット・ポー

トフォリオとしてTOPIXあるいは業種別株

価指数 (東証33業種株価インデックス) を用

いる｡

また､ 各銘柄の超過収益率の標準偏差��
は､ estimation windowのデータから以下の

ように計測される｡� ��= Σ-21
-120��2��/(100－２)

各期における各銘柄の超過収益率は､ イベ

ントにおけるショックが株価に影響を及ぼさ

なければ､ 平均０, 分散�2�の正規分布に従

う｡ 従って､ event windowにおける各銘柄

の超過収益率は､ 帰無仮説のもとでは､� ���～� (０,�2��41)
に従う｡ ここで､ ０は零ベクトル (41×１)

を､ �41は単位ベクトル (41×41) をそれぞれ

表わす｡

イベントによる平均的な影響を推計するた

めに､ 超過収益率を２つの観点－時間および

銘柄－により集計する｡ まず､ Event window

内でのτ1時点からτ2時点間における各銘柄

の累積超過収益率���� (τ1,τ2) は､ 40－

τ1番目から40－τ2番目までの要素が１であ

り､ かつそれ以外の要素が０である41×１の

定数ベクトルγ= (0,0,...,1,1,...,1,0,0,...0)' と���を用いると､� ���� (τ1,τ2) ＝γ����
であり､ �式は帰無仮説のもとで次の正規分

布に従う｡� ����(τ1,τ2)～�(0,���[����(τ1,τ2)])

ここで､ ���[����(τ1,τ2)]) ＝�2�γ'γであ

る｡

次に､ 各銘柄間で超過収益率に関して相関

がないことを仮定すると､ 平均超過収益率は､

超過収益率の標本平均：� ��＝－�１Σ��=1 ���
であり､ 帰無仮説の下で� (0,���[��]) に

従う｡ ここで､ ���[��]＝－��１ Σ��=1�2��41は平均
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８ ここでは､ 各銘柄間で互いに独立な分布に従うと仮定する｡
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超過収益率の標本分散である｡

同様に､ 平均累積超過収益率����(τ1,τ2)

は､ γ= (0,0,...,1,1,...,1,0,0,...0)' と��を用

いると､� ���(τ1,τ2) ＝γ���
であり､ 帰無仮説の下で� (0,���[���(τ1,

τ2)]) に従う｡ ここで､ ���[���(τ1,τ2)])

＝－��１Σ��=1�2�γ�γは平均累積超過収益率の標本

分散である｡

以上により､ 平均超過収益率��および平

均累積超過収益率���(τ1,τ2) に関してパ

ラメトリックな仮説検定を行うことができる｡

また､ 仮説検定の際､ 推定結果の頑健性を確

認するために､ 超過収益率分布の形状に特定

の仮定をしないノンパラメトリックな仮説検

定－符号検定－もあわせて行う9｡

５. 標本全体に関する推定結果

表３､ 図２－１､ および図２－２は､ 自己

株式取得の実施意向に関する取締役決議日の

前後20日間における平均累積超過収益率の推

移を表わす10｡ 表３の左側､ 図２－１は､ マー

ケット・ポートフォリオとしてTOPIXを用

いた場合の平均累積超過収益率の推移であり､

表３の右側､ 図２－２は､ マーケット・ポー

トフォリオとして業種別株価指数を用いた場

合の平均累積超過収益率の推移をそれぞれ表

わしている｡ 具体的に､ 表は各時点における

平均超過収益率 (��) の値､ 各時点におけ

る累積平均超過収益率 (���) の値､ 各時点

における平均超過収益率 (��) のt値､ 及び､

ノンパラメトリックな検定統計量 (J4検定統

計量) から構成されている｡ また下段には､

TOPIXおよび業種別株価指数ごとの､ ３つ

の期間の平均累積超過収益率 (イベント20日

前から２日前までの19日間の平均累積超過収

益率��� (－20, －２)､ イベント前日から

イベント後日の３日間の平均累積超過収益率､���(－１, ＋１)､ 及び､ イベント2日目以

降から20日までの19日間の平均累積超過収益

率���(＋２, ＋20)) の大きさとそのt値が

記載されている｡

TOPIXのケースにおいて､ 各時点におけ

る自己株式取得の取締役会決議が与える超過

収益率への影響は､ 決議日の前日 (－１時点)､

当日 (０時点)､ および､ その後日 (+１時

点) においていずれも統計的に１％水準で有

意な正の値を示している｡ より詳細に対前日

比平均超過収益率で見ると､ 決議日前日が

0.48％､ 当日が1.00％､ その後日には1.04％

に達している｡ また､ 超過収益率分布に関す

る分布に特定の仮定をしないノンパラメトリッ

クな仮説検定においても､ 決議日の前日､ 当

日､ および､ その後日において検定統計量は

有意である｡

同様に､ 業種別株価指数のケースにおいて

も､ 超過収益率の大きさは決議日の前日が

0.49％､ 当日が1.04％､ およびその後日が1.08

％であり､ いずれも統計的に１％水準で有意

でかつ正の値を示している｡ また､ ノンパラ

メトリックな仮説検定においても､ 決議日の

前日､ 当日､ および､ その後日において検定

統計量は有意である｡

３つの期間の平均累積超過収益率において､

TOPIXおよび業種別株価指数のどちらのマー

ケット・ポートフォリオを用いても���(－

20, －２) はやや正の傾向があるものの､ 統

計的に有意ではない｡ ���(－１, ＋１) は

両者とも約2.5％であり､ かつ１％水準で統

計的に有意である｡ 最後に､ ���(＋２, ＋

20) は､ TOPIXを用いた推定結果の方が業

種別株価指数の結果よりも約２倍以上大きい
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９ 詳細については､ Campbell and MacKinlay (1997, P172-73)を参照｡
10 図表についてはAppendixを参照｡



が､ その値はともに有意ではない｡

これらの実証結果は､ 第１に､ 自己株式取

得のシグナリング仮説と整合的であり､ 自己

株式取得に関する取締役会の決定というアナ

ウンスがその企業の株価に有意に正に働いて

いることを示している｡ アナウンス日後の株

価はアナウンス日前よりも約2.5％上昇して

おり､ これは業種による違いに関わらず同様

の結果が示されている｡ しかしながら自己株

式取得による株価上昇を一概にシグナリング

仮説によるものであると決定付けられないの

で､ 次節においていくつかの基準で標本を分

割し､ シグナリング仮説の妥当性についてよ

り詳細な検証を行う｡

第２に､ ���(－20, －２) がほとんど変

化していない｡ 株価の低下を経験して､ 企業

が自己株式取得の意思決定を行っていること

を報告しているHatakeda and Isagawa

(2004) の結果とこの結果は対照的である｡

Hatakeda and Isagawa (2004) のイベント

の多くは､ 消却特例法のイベントを用いてい

るので､ この結果は制度上の特徴－自己株式

取得に関する機動性－を反映していると考え

られる｡ 消却特例法による買入れの場合､ 企

業は取締役会決議後直ちに自己株式の取得を

実施できたのに対して､ 商法210条による自

己株式取得は株主総会の承認を得なければな

らない｡

最後に､ 自己株式取得の意思が発表された

後､ 超過収益率はほとんど変化していないこ

とがあげられる｡ この結果は､ 自己株式取得

発表が持続的な正の効果を有していないこと

を示唆している｡

６. 標本分割による推定結果

自己株式取得のシグナリング仮説では､ 企

業価値に関して企業経営者と投資家の間に情

報の非対称性が存在することが仮定される｡

そして､ 市場においてある企業の企業価値が

過小に評価されているとき､ その企業は何ら

かのシグナルを発信することで､ 企業価値の

是正－株価の上昇－が図られる｡ 従って､ 情

報の非対称性の問題に直面している企業ほど､

株価効果は大きくなると考えられる｡ ここで

は､ 情報の非対称性の問題に企業経営者がど

の程度直面しているかを示す基準として､ 企

業規模､ 時価簿価比率､ 買入れ比率､ 実施比

率を用いる｡ そしてそれぞれの基準に対して､

その大きい方から上位40％の標本と下位40％

の標本に分割してそれぞれの超過収益率の大

きさについて計測し､ ２つの標本間でどのよ

うな違いが存在するかについての検証を行う｡

６. １ 企業規模別による推定結果

表４－１､ 表４－２､ 図３－１､ 図３－２

は､ 標本を時価ベースによる資産規模別に分

割したそれぞれの平均累積超過収益率の推移

を表わす11 12｡ 表４－１､ 図３－１はマーケッ

ト・ポートフォリオとしてTOPIXを用いた

場合の平均累積超過収益率の推移であり､ 表

４－２､ 図３－２は業種別株価指数を用いた

場合の平均累積超過収益率の推移である｡

表４－１において､ 中堅企業 [資産規模

(時価ベース) が小さい企業] における自己

株式取得の意向に関する取締役会決議が与え

る超過収益率は､ 決議日の前日で0.70％､ 決

議日当日で1.36％､ および､ その後日で1.44

％であり､ いずれも統計的に１％水準で有意

な正の値を示している｡ ノンパラメトリック

な仮説検定では､ 決議日当日､ および､ その

後日でその検定統計量は統計的に有意な値を

示している｡ 他方､ 大規模企業 [資産規模
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11 簿価ベースにおいても同様の分析を行ったところ､ 同様の結果が得られた｡
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(時価ベース) が大きい企業] におけるその

超過収益率は､ 決議日前日が0.44％､ 決議日

当日が0.25％､ 後日には0.41％であり､ 決議

日の前日を除いて統計的に有意な値を示して

いる｡ ノンパラメトリックな仮説検定では､

いずれの時点においてもその検定統計量は統

計的に有意な値を示していない｡

中堅企業および大規模企業における���(－

20, －２) は､ 符号の違いはあるがともに統

計的に有意な値を示していない｡ また､ 両者

の超過収益率の大きさに統計的に有意な差は

存在していない｡ ���(－１, ＋１) は､ 中

堅企業で約3.49％であり､ 大規模企業で1.09

％であり､ かつともに統計的に有意な値を示

している｡ しかも両者の間には統計的に１％

水準で有意な差が見られる｡ ���(＋２, ＋

20) は､ 中堅企業で約1.64％であり､ 大規模

企業で約0.39％であり､ ともに統計的に有意

な値を示していない｡ また､ 両者の超過収益

率の大きさに統計的に有意な差は存在してい

ない｡

以上の結果は､ マーケット・ポートフォリ

オとして業種別株価指数を用いた表４－２に

おいて同様に観察することができる｡

６. ２ 時価簿価比率の大きさの違いによる

推定結果

表５－１､ 表５－２､ 図４－１､ および､

図４－２は､ 標本を時価簿価比率の大きさに

従って分割した標本における平均累積超過収

益率の推移を表わす13｡ 表５－１､ 図４－１

はマーケット・ポートフォリオとしてTOPIX

を用いた場合の平均累積超過収益率の推移で

あり､ 表５－２､ 図４－２は業種別株価指数

を用いた場合における平均累積超過収益率の

推移である｡

表５－１において､ 低い時価簿価比率を有

する企業における取締役決議が与える超過収

益率は､ 決議日の前日で0.50％､ 当日で1.33

％､ および､ その後日で1.51％であり､ いず

れの期日においても統計的に有意な正の値を

示している｡ ノンパラメトリックな仮説検定

では､ 当日､ および､ 後日においてその検定

統計量は統計的に有意な値を示している｡ 他

方､ 高い時価簿価比率を有する企業において

は､ 決議日前日が0.24％､ 当日が0.37％､ お

よびその後日が0.53％であり､ 後日の超過収

益率のみが統計的に有意な正の値を示してい

る｡ ノンパラメトリックな仮説検定では､ い

ずれの期間においてもその検定統計量は統計

的に有意ではない｡

３つの期間の平均累積超過収益率において､

低い時価簿価比率を有する企業と高い時価簿

価比率を有する企業における���(－20, －

２) は､ 符号の違いはあるがともに統計的に

有意な値を示していない｡ また､ 両者の超過

収益率の大きさに統計的に有意な差は存在し

ていない｡ ���(－１, ＋１) は､ 低い時価

簿価比率を有する企業で約3.34％であり､ 高

い時価簿価比率を有する企業で1.13％であり､

ともに統計的に有意な値を示し､ かつ､ 両者

の超過収益率の大きさに関して統計的に有意

な差が見られる｡ ���(＋２, ＋20) は､ 低

い時価簿価比率を有する企業において約1.58

％であり､ 高い時価簿価比率を有する企業に

おいて約－0.08％であり､ ともに統計的に有

意な値を示していない｡ また､ 両者の超過収

益率の大きさに統計的に有意な差は存在して

いない｡

以上の結果は､ マーケット・ポートフォリ

オとして業種別株価指数を用いた表５－２に

おいても同様に観察できる｡ 但しマーケット・

ポートフォリオとして業種別株価指数を用い

た場合､ 高い時価簿価比率を有する企業の決

議日当日において､ その超過収益率は統計的

に有意な正の値を示している｡
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６. ３ 買入れ比率の大きさの違いによる推

定結果

表６－１､ 表６－２､ 図５－１､ および､

図５－２は､ 自己株式の買入れ予定比率 (株

数ベース) の設定の大きさに従って分割した

標本における平均累積超過収益率の推移を表

わす14 15｡ 表６－１､ 図５－１はマーケット・

ポートフォリオとしてTOPIXを用いた場合

の平均累積超過収益率の推移であり､ 表６－

２､ 図５－２は業種別株価指数を用いた場合

における平均累積超過収益率の推移である｡

表６－１において､ 低い買入れ比率を設定

した企業においては､ 決議日前日が0.30％､

当日が0.56％､ および､ その後日が0.81％で

あり､ 当日､ および､ 後日の超過収益率が統

計的に有意な正の値を示している｡ ノンパラ

メトリックな仮説検定では､ 決議日後日にお

いてのみ超過収益率が統計的に有意であるこ

とを示している｡ 他方､ 高い買入れ比率を設

定した企業における各時点での超過収益率は､

決議日前日で0.80％､ 当日で1.23％､ および､

その後日で1.26％であり､ いずれにおいても､

統計的に１％水準で有意な正の値を示してい

る｡ また､ ノンパラメトリックな仮説検定に

おいても､ 統計的に１％水準で有意であるこ

とを示している｡

３つの期間の平均累積超過収益率において､

低い買入れ比率を設定した企業と高い買入れ

比率を設定した企業における���(－20, －

２) は､ ともに統計的に有意な値を示してお

らず､ また､ 両者の超過収益率の大きさに統

計的に有意な差は見られない｡ ���(－１,

＋１) は､ 低い買入れ比率を設定した企業で

約1.66％であり､ 高い買入れ比率を設定した

企業で3.30％であり､ ともに統計的に１％水

準で有意な値を示している｡ また､ 両者の超

過収益率の大きさに関して､ 統計的に１％水

準で有意な差が存在する｡ ���(＋２, ＋20)

は､ ともに統計的に有意な値を示しておらず､

また､ 両者の超過収益率の大きさに統計的に

有意な差は見られない｡

以上の結果は､ マーケット・ポートフォリ

オとして業種別株価指数を用いた表６－２に

おいても同様に観察できる｡ 但し､ ノンパラ

メトリックな仮説検定において､ 低い買入れ

比率を設定した企業での決議日当日の超過収

益率は統計的に有意な正の値を示している｡

６. ４ 買入れ実施率の大きさの違いによる

推定結果

表７－１､ 表７－２､ 図６－１､ および､

図６－２は､ 自己株式買入れ意向の発表をし

た後で､ 実際に実施された買入れ率 (株数ベー

ス) の大きさの違いによる平均累積超過収益

率の推移を表わす16 17｡ 表７－１､ 図６－１

はマーケット・ポートフォリオとしてTOPIX

を用いた場合の平均累積超過収益率の推移で

あり､ 表７－２､ 図６－２は業種別株価指数

を用いた場合における平均累積超過収益率の

推移である｡

表７－１において､ 低い買入れ実施率を有

する企業における各時点での超過収益率は､

決議日前日で0.41％､ 当日で1.12％､ および

後日で1.33％であり､ いずれにおいても､ 統

計的に有意な正の値を示している｡ また､ ノ

ンパラメトリックな仮説検定において､ 当日､

および､ 後日において超過収益率が統計的に

有意であることを示している｡ 他方､ 高い買
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14 金額ベースにおいても同様の分析を行ったところ､ 同様の結果が得られた｡
15 図表についてはAppendixを参照｡
16 金額ベースにおいても同様の分析を行ったところ､ ほぼ同様の結果が得られた｡
17 図表についてはAppendixを参照｡



入れ実施率を有する企業においては､ 決議日

前日が0.68％､ 当日が0.73％､ および､ その

後日が0.82％であり､ それらはすべて１％水

準で統計的に有意な正の値を示している｡ ノ

ンパラメトリックな仮説検定では､ 前日､ お

よび､ 後日における超過収益率が統計的に有

意であることを示している｡

３つの期間の平均累積超過収益率において､

低い買入れ実施率を有する企業と高い買入れ

実施率を有する企業における���(－20, －

２) は､ ともに統計的に有意な値を示してい

ない｡ ���(－１, ＋１) は､ 低い買入れ実

施率を有する企業で約2.86％であり､ 高い買

入れ実施率を有する企業で2.24％であり､ と

もに１％水準で統計的に有意な値を示してい

る｡ ���(＋２, ＋20) は､ ともに統計的に

有意な値を示していない｡ また､ ３つのいず

れの期間においても､ 平均累積超過収益率の

大きさに関して､ 標本間で統計的な有意な差

は示されていない｡

以上の結果は､ マーケット・ポートフォリ

オとして業種別株価指数を用いた表７－２に

おいても同様に観察できる｡ 但し､ ノンパラ

メトリックな仮説検定において､ 高い買入れ

実施率を有する企業では､ いずれの期日にお

いても統計的に有意な正の値を示している｡

６. ５ 解釈

標本分割による一連の分析結果は､ 多くの

先行研究の主張と同様に､ シグナリング仮説

を支持するものである｡ まず第１に､ 企業価

値について投資家と企業経営者の間に存在す

る情報の非対称性を前提とするシグナリング

仮説のもとでは､ 情報の非対称性の問題に厳

格に直面している中堅企業においてアナウン

スメント効果が大きくなると考えられる｡

Ikenberry et al. (1995) は､ アメリカの1980

年から1990年までの公開市場買い付けによる

自己株式取得発表において､ 規模の小さい企

業のアナウンスメント効果が規模の大きい企

業のそれよりも大きく上回ったという結果を

示しており､ Zang (2002) は2001年のわが国

の商法改正までの公開市場買い付けを実施し

た企業に関して同様の結果を報告している｡

本論文は､ Ikenberry et al. (1995) および

Zang (2002) と同様の結果を得ており､ 従っ

て､ 実証結果は､ 2001年10月以降の商法改正

がアナウンスメント効果に対して何ら影響を

及ぼしていないということを示唆している｡

第２に､ 情報の非対称性により企業価値が

市場で過小に評価されているというシグナリ

ング仮説のもとでは､ 自己株式買入れ意向を

発表する企業のうち時価簿価比率が低い企業

ほど過小評価されている傾向があり､ 従って､

時価簿価比率が低い企業ほどアナウンスメン

ト効果が大きいと考えられる｡ Ikenberry et

al. (1995) は､ 時価簿価比率の大きさによ

るアナウンスメント効果による違いがアナウ

ンス直前後では統計的に有意ではないが､ そ

の後の長期的な期間において時価簿価比率が

低い企業において顕著な効果が見られること

を報告している｡ Zang (2002) はわが国の

1999年までのデータを用いて､ Ikenberry et

al. (1995) の結果と同様の結果を報告して

いる｡ 本論文は､ アナウンス直前後について､

時価簿価比率の低い企業におけるアナウンス

メント効果が時価簿価比率の高い企業のそれ

よりも有意に大きいことを報告している｡ ま

た､ 時価簿価比率の低い企業の超過収益率が､

アナウンスメント後の期間においても有意に

大きくなることを報告している｡ 我々の結果

は､ Ikenberry et al. (1995) およびZang

(2002) が示したようなアナウンスメントま

での期間において累積超過収益率が有意に下

落するという結果を示してはいないが､ 市場

で過小評価されている企業ほどアナウンスメ

ント効果が大きいという点では概ねシグナリ

ング仮説と整合的である｡

第３に､ Comment and Jarrell (1991)

は自己株式の高い買入れ比率がアナウンス前
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後の高い超過収益率をもたらすことを報告し､

買入れ比率の大きさが経営者の情報の質を表

わしていることを主張している｡ Zang (2002)

もComment and Jarrell (1991) の結果と

同様の結果を報告している｡ 本論文は､

Comment and Jarrell (1991) およびZang

(2002) と同様の結果を報告しており､ 従っ

て､ 2001年10月以降の商法改正がアナウンス

メント効果に対して何らかの影響を及ぼして

いるという仮説は支持されない｡

最後に､ 自己株式の買入れの意向を発表し

た企業は､ 必ずしも計画通り買入れを実施す

るとはかぎらない｡ 自社株買いのアナウンス

メントが企業価値の過小評価を表わす単なる

シグナルであり､ そのシグナルが経営者の予

想通りに市場に反映されるならば､ 企業が自

己株式を実際に購入する動機は存在しない｡

また､ 2001年10月以降の金庫株制度の解禁に

より､ 企業は財務戦略の手段としてだけでな

く､ 投資戦略の手段としても､ 自己株式取得

を利用できるようになった｡ 投資戦略として

の企業経営者の自己株式取得は自己株式投資

仮説とよばれる｡ 企業経営者と投資家の間に

情報の非対称性が存在する場合､ 過小評価さ

れた株式は､ その企業にとっては有益な投資

対象であり､ 株価の下落が生じると自己株式

を実際に購入する動機が発生する｡ それ故､

自己株式取得実施率の高い企業においてアナ

ウンス前後の株価収益率は実施率の低い企業

よりも高くなると考えられる｡ しかしHatakeda

and Isagawa (2004) はアナウンスメント効

果がアナウンス直前後およびそれ以降におい

て､ 実際に自己株式取得実施の有無によって

有意な差が見られないことを報告している｡

本論文でも､ ほぼ同様の実証結果が示されて

おり､ したがって､ 金庫株式制度により､ 自

己株式取得の株価効果に何らかの影響を与え

る－自己株式投資仮説－ことを実証的に見出

すことはできない｡

７. まとめ

本論文では､ 企業による自己株式取得の意

向のアナウンスメントによって､ その前後の

期間において､ その企業の株式超過収益率が

どの程度変化したかを統計的に検証すること

で､ 2001年10月以降の近年における自己株式

取得によるシグナリング仮説についての検証

を行った｡

一連の実証結果と先行研究との比較を通じ

て､ 2001年10月以降の商法改正がアナウンス

メント効果に対して何らかの影響を及ぼして

いるとは言えないと思われる｡ 特に､ 我々が

得た結果としては､ (１) 資産規模の小さい

企業における自己株式取得のアナウンスメン

トによる株価効果は資産規模の大きい企業の

それよりも有意に大きい､ (２) 時価簿価比

率の低い企業におけるアナウンスメント効果

は時価簿価比率が高い企業のそれよりも有意

に大きい､ (３) 自己株式の買入れ比率が高

い企業におけるアナウンスメント効果は買入

れ比率が低い企業のそれよりも有意に大きい､

が挙げられる｡ これらの実証結果は､ 2001年

10月の商法改正以降においても､ 多くの先行

研究の主張と同様に､ 自己株式取得によるシ

グナリング仮説を支持するものである｡

最後に､ 2001年10月以降の金庫株制度の解

禁により可能となった投資戦略の手段として

の自己株式取得－自己株式投資仮説－につい

て検証を行った｡ 自己株式取得を実際に実施

した企業と実施しなかった企業の間に統計的

に有意な差が見られないことから､ 自己株式

投資仮説の存在を見出すことはできなかった｡
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APPENDIX

図１ 自己株式取得の手続き

｢商法210条｣ による自己株式取得の手続き (2001年10月より)注１

注１ ｢商法212条｣ による自己株式取得の手続き (1994年10月から2001年９月末まで) は､ 基本的に ｢商法

210条｣ による自己株式取得の手続き (2001年10月より) と同じであるが､ ①自己株式取得の目的に制約

がないこと②発行済み株式総数に対する取得数量制限が撤廃されたこと③取得原資として､ 法定準備金の

一部を加えることも可能となったこと④取得保有期限規制が排除されたこと (金庫株の解禁) で､ 少なく

とも212条に比べに流動性や利便性に優れていると考えられる｡

注２ ｢消却特例法｣ による自己株式取得の手続き (1997年６月から2002年３月末まで) は､ 下図のとおりで

ある｡

取締役会

自己株式取得に関する方針決定

１. 取得株式の種類

２. 取得株式の総数 (上限)

３. 取得株式の総額 (上限)

４. 買い付け方法 など

株主総会

取締役会決議の承認

取締役会

自己株式買い入れの実施の決定

実施有効期間は次の株主総会開始日まで

取締役会

自己株式取得に関する定款変更に関する方針決定

取得株式の総数 (上限)

株主総会

定款変更の決議

取締役会

自己株式取得の実施の決定

以後, 株主総会による承認なしに取締役会決議によって機動的に実施

上限を変更する場合は, 株主総会の承認が必要
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図２－１ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：TOPIX

図２－２ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数
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図３－１ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：TOPIX

図３－２ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数
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図４－１ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：TOPIX

図４－２ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数
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図５－１ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：TOPIX

図５－２ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数
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図６－１ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：TOPIX

図６－２ 自己株式取得決議日周辺での平均累積超過収益率の推移

推定モデル：マーケット・モデル

マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数
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業種分類
東証１部上
場企業数

210条に基づ
く自己株式取
得実施企業数

産業毎に占める
自己株式取得発
表企業の比率

自己株式取得企
業の全体に占め
る産業毎の比率

１ 水産・農林業 6 5 0.83 0.01
２ 鉱業 8 1 0.13 0.00
３ 建設業 107 39 0.36 0.06
４ 製造業 � 食料品 72 42 0.58 0.06� 繊維製品 50 25 0.50 0.04� パルプ・紙 12 4 0.33 0.01� 化学 114 67 0.59 0.10� 医薬品 35 22 0.63 0.03� 石油・石炭製品 6 3 0.50 0.00� ゴム製品 10 3 0.30 0.00� ガラス・土石製品 26 11 0.42 0.02� 鉄鋼 34 14 0.41 0.02� 非鉄金属 21 8 0.38 0.01� 金属製品 32 17 0.53 0.03� 機械 116 60 0.52 0.09� 電気機器 149 80 0.54 0.12� 輸送用機器 56 26 0.46 0.04� 精密機器 22 11 0.50 0.02� その他製品 45 24 0.53 0.04
５ 電気・ガス業 15 8 0.53 0.01

６ 運輸・
通信業

� 陸運業 33 15 0.45 0.02� 海運業 11 4 0.36 0.01� 空運業 3 2 0.67 0.00� 倉庫・運輸関連業 13 7 0.54 0.01� 情報・通信業 6 4 0.67 0.01

７ 商業
� 卸売業 104 58 0.56 0.09� 小売業 107 48 0.45 0.07

８ 不動産業 28 7 0.25 0.01
９ サービス業 104 52 0.50 0.08

合 計 1345 667 0.50 1.00

表１. 自社株買い企業の構成比率 2001年10月から2002年12月まで

注) 少なくとも当該期間に存続した企業 (途中で上場した企業および途中で上場廃止になった企

業を除く) が対象｡ 但し､ 金融・保険業を除く｡

表２ 記述統計量 標本数＝439

注) 資産合計の単位は100万円｡

平均 中央値 標準偏差
資産合計 (時価ベース) 385438 82513 1081418

時価簿価比率 1.094 0.945 0.522
買入れ比率 (株数ベース) 0.056 0.045 0.046
買入れ比率 (金額ベース) 0.070 0.054 0.064

実施率 (株数ベース) 0.402 0.324 0.372
実施率 (金額ベース) 0.318 0.234 0.310
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表３ 平均累積超過収益率の推移

Time
マーケット・ポートフォリオ：TOPIX マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20 0.063 0.063 0.54 －0.48 0.113 0.113 0.99 －0.13
－19 －0.001 0.061 －0.01 －0.57 0.033 0.146 0.29 －0.51
－18 0.010 0.072 0.09 －0.73 0.031 0.177 0.27 －0.45
－17 －0.060 0.012 －0.52 －0.72 －0.082 0.095 －0.72 －0.83
－16 －0.051 －0.040 －0.44 －0.49 －0.057 0.037 －0.50 －0.52
－15 0.013 －0.027 0.11 －0.72 0.017 0.054 0.15 －0.50
－14 －0.150 －0.176 －1.30 －1.27 －0.122 －0.068 －1.07 －1.11
－13 －0.180 －0.357 －1.56 －0.89 －0.200 －0.268 －1.75 －1.10
－12 －0.031 －0.388 －0.27 －0.15 －0.034 －0.301 －0.30 －0.08
－11 0.028 －0.360 0.24 －0.20 －0.012 －0.314 －0.11 －0.32
－10 －0.042 －0.402 －0.37 －0.35 －0.080 －0.394 －0.70 －0.72
－９ －0.005 －0.407 －0.04 －0.18 －0.035 －0.429 －0.31 －0.25
－８ 0.024 －0.383 0.21 0.11 0.025 －0.404 0.22 0.01
－７ 0.045 －0.338 0.39 0.32 0.028 －0.376 0.24 0.09
－６ －0.032 －0.370 －0.28 0.07 －0.051 －0.427 －0.44 －0.01
－５ 0.036 －0.334 0.31 －0.27 0.090 －0.337 0.79 0.11
－４ 0.067 -0.267 0.58 －0.20 0.127 －0.211 1.11 0.29
－３ 0.119 -0.148 1.03 0.61 0.130 －0.080 1.14 0.67
－２ 0.277 0.129 2.40 * 1.20 0.282 0.202 2.46 * 1.30
－１ 0.479 0.608 4.14 ** 2.04 * 0.492 0.694 4.31 ** 2.08 *

０ 0.995 1.603 8.61 ** 2.88 ** 1.039 1.733 9.09 ** 3.04 **
１ 1.040 2.643 9.01 ** 3.05 ** 1.082 2.815 9.46 ** 3.01 **
２ 0.386 3.029 3.34 ** 1.46 0.365 3.180 3.20 ** 1.23
３ 0.301 3.330 2.60 ** 0.69 0.316 3.496 2.77 ** 0.88
４ 0.066 3.395 0.57 0.29 0.064 3.560 0.56 0.28
５ 0.271 3.666 2.35 * 0.84 0.315 3.875 2.75 ** 0.82
６ 0.035 3.702 0.30 －0.48 0.043 3.918 0.38 －0.41
７ 0.011 3.713 0.09 －0.20 0.018 3.936 0.16 －0.22
８ 0.040 3.752 0.34 －0.54 0.035 3.971 0.31 －0.59
９ －0.177 3.575 －1.53 －1.20 －0.108 3.863 －0.94 －0.82
10 －0.037 3.539 －0.32 －0.35 －0.066 3.796 －0.58 －0.47
11 －0.120 3.419 －1.03 －1.01 －0.106 3.690 －0.93 －0.78
12 －0.040 3.379 －0.35 －0.55 －0.002 3.689 －0.02 －0.38
13 －0.048 3.331 －0.41 －0.48 －0.078 3.610 －0.68 －0.53
14 －0.212 3.119 －1.83 －0.57 －0.210 3.401 －1.83 －0.64
15 0.224 3.343 1.94 0.89 0.142 3.543 1.25 0.46
16 －0.275 3.069 －2.37 * －1.34 －0.380 3.163 －3.32 ** －1.63
17 0.036 3.105 0.31 －0.28 －0.031 3.132 －0.27 －0.37
18 0.030 3.136 0.26 0.02 －0.054 3.078 －0.47 －0.32
19 －0.024 3.111 －0.21 －0.38 －0.083 2.995 －0.72 －0.56
20 0.114 3.225 0.98 0.12 0.059 3.054 0.52 0.00
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Time
マーケット・ポートフォリオ：TOPIX マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数

CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) 0.129 0.26 0.202 0.41
CAR (－１, ＋１) 2.514 12.56 ** 2.613 13.20
CAR (＋２, ＋20) 0.582 1.15 0.239 0.48

注) AR：各時点における平均超過収益率､ CAR：各時点における累積平均超過収益率を表わす｡ J４統計量

は超過収益率分布に関する分布に特定の仮定をしないノンパラメトリック検定統計量 [Campbell and

MacKinlay (1997) を参照] である｡ **､ *は,それぞれ有意水準１％､ ５％を表わす｡

表４－１ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：TOPIX]

Time
資産規模 (時価ベース) が小さい企業 資産規模 (時価ベース) が大きい

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９
－８
－７
－６
－５
－４
－３
－２
－１

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

0.259 0.259 1.25 0.18 0.071 0.071 0.38 －0.48
0.141 0.400 0.68 －0.11 －0.179 －0.108 －0.96 －0.79
0.063 0.463 0.30 －0.41 0.080 －0.028 0.43 －0.24

－0.172 0.292 －0.83 －0.45 －0.048 －0.076 －0.26 －0.61
－0.085 0.207 －0.41 －1.01 0.198 0.122 1.07 0.94

0.089 0.296 0.43 －0.52 －0.045 0.077 －0.24 －0.26
－0.287 0.009 －1.39 －1.11 －0.049 0.027 －0.27 －0.44
－0.052 －0.044 －0.25 －0.40 －0.260 －0.232 －1.40 －0.86
－0.284 －0.328 －1.37 －1.00 0.084 －0.149 0.45 0.25
－0.085 －0.413 －0.41 －0.85 0.256 0.107 1.38 1.00
－0.288 －0.701 －1.39 －0.91 0.141 0.249 0.76 0.45

0.115 －0.586 0.56 －0.13 0.106 0.355 0.57 0.29
－0.185 －0.771 －0.89 －0.71 0.264 0.618 1.42 0.77

0.039 －0.732 0.19 0.11 0.133 0.752 0.72 0.61
－0.078 －0.810 －0.38 －0.42 0.070 0.822 0.38 0.00

0.028 －0.782 0.14 －0.23 －0.221 0.601 －1.19 －1.06
－0.080 －0.862 －0.39 －0.69 0.293 0.893 1.58 0.42

0.185 －0.677 0.89 0.81 －0.021 0.873 －0.11 －0.05
0.484 －0.193 2.34 * 1.63 －0.017 0.855 －0.09 －0.02
0.700 0.507 3.38 ** 1.74 0.440 1.295 2.37 * 1.30
1.358 1.864 6.57 ** 2.72 ** 0.246 1.541 1.33 0.25
1.435 3.299 6.94 ** 3.26 ** 0.406 1.946 2.19 * 0.94
0.465 3.764 2.25 * 1.11 0.303 2.249 1.63 1.08
0.558 4.322 2.70 ** 1.06 0.107 2.356 0.58 －0.22
0.125 4.447 0.61 0.34 0.222 2.578 1.20 0.76
0.536 4.983 2.59 ** 1.00 0.188 2.766 1.01 0.47
0.173 5.156 0.83 －0.03 0.023 2.789 0.12 －0.30
0.003 5.159 0.01 －0.21 0.015 2.804 0.08 －0.14

－0.037 5.122 －0.18 －0.84 0.074 2.877 0.40 －0.22
0.025 5.147 0.12 －0.33 －0.299 2.578 －1.61 －1.64

－0.006 5.141 －0.03 －0.67 －0.052 2.526 －0.28 0.02
0.023 5.164 0.11 －0.31 －0.194 2.332 －1.05 －1.04

－0.008 5.156 －0.04 －0.16 －0.192 2.140 －1.04 －1.01
－0.060 5.096 －0.29 －0.33 0.061 2.201 0.33 －0.02
－0.242 4.854 －1.17 －0.39 －0.252 1.949 －1.36 －0.80

0.243 5.097 1.17 0.23 0.264 2.213 1.42 1.11



茨城大学人文学部紀要 社会科学論集88

16
17
18
19
20

－0.355 4.742 －1.71 －1.20 －0.042 2.171 －0.22 －0.43
－0.007 4.734 －0.04 －0.43 －0.074 2.097 －0.40 －0.51

0.206 4.940 0.99 0.50 0.049 2.147 0.26 0.13
－0.141 4.799 －0.68 －0.85 0.098 2.244 0.52 0.48

0.144 4.943 0.69 －0.02 0.089 2.333 0.48 －0.11

Time
資産規模 (時価ベース) が小さい 資産規模 (時価ベース) が大きい 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) －0.193 －0.21 0.855 1.06 －1.24
CAR (－１, ＋１) 3.492 9.75 ** 1.091 3.40 ** 4.11 **
CAR (＋２, ＋20) 1.644 1.82 0.387 0.48 1.33

表３の脚注を参照｡

表４－２ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数]

Time
資産規模 (時価ベース) が小さい企業 資産規模 (時価ベース) が大きい

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９
－８
－７
－６
－５
－４
－３
－２
－１

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

0.306 0.306 1.47 0.36 0.134 0.134 0.76 －0.31
0.191 0.498 0.92 －0.10 －0.175 －0.041 －1.00 －0.93
0.032 0.530 0.15 －0.42 0.133 0.092 0.76 0.08

－0.222 0.308 －1.06 －0.65 －0.031 0.061 －0.17 －0.62
－0.117 0.191 －0.56 －1.01 0.186 0.248 1.06 0.65

0.083 0.274 0.40 －0.44 －0.026 0.221 －0.15 －0.10
－0.272 0.002 －1.30 －1.13 0.009 0.230 0.05 －0.22
－0.038 －0.036 －0.18 －0.56 －0.286 －0.056 －1.63 －1.06
－0.337 －0.373 －1.61 －1.00 0.156 0.100 0.89 0.36
－0.058 －0.430 －0.28 －0.56 0.174 0.274 0.99 0.61
－0.232 －0.663 －1.11 －0.80 －0.006 0.268 －0.03 －0.48

0.131 －0.532 0.63 －0.09 －0.017 0.251 －0.10 －0.01
－0.190 －0.722 －0.91 －0.80 0.266 0.517 1.52 0.86

0.087 －0.635 0.41 0.26 0.042 0.559 0.24 0.11
－0.052 －0.687 －0.25 －0.39 0.049 0.608 0.28 0.06

0.134 －0.552 0.64 0.23 －0.142 0.466 －0.81 －0.56
0.049 －0.504 0.23 －0.08 0.316 0.782 1.80 0.68
0.180 －0.324 0.86 0.78 －0.079 0.703 －0.45 －0.18
0.539 0.215 2.58 ** 1.65 －0.088 0.616 －0.50 0.01
0.779 0.994 3.73 ** 1.85 0.397 1.012 2.26 * 1.24
1.435 2.429 6.87 ** 2.68 ** 0.268 1.281 1.53 0.46
1.411 3.840 6.75 ** 2.98 ** 0.459 1.740 2.62 ** 1.01
0.460 4.300 2.20 * 1.05 0.256 1.995 1.46 0.68
0.576 4.876 2.76 ** 1.13 0.160 2.155 0.91 －0.03
0.109 4.985 0.52 0.27 0.189 2.344 1.08 0.55
0.595 5.581 2.85 ** 1.27 0.228 2.572 1.30 0.35
0.207 5.788 0.99 0.19 －0.010 2.562 －0.06 －0.55
0.055 5.843 0.27 －0.09 －0.060 2.501 －0.34 －0.46

－0.004 5.840 －0.02 －0.71 0.036 2.537 0.20 －0.40
0.068 5.908 0.32 －0.09 －0.173 2.364 －0.99 －1.20

－0.027 5.881 －0.13 －0.64 －0.031 2.333 －0.18 0.07
－0.005 5.876 －0.02 －0.32 －0.136 2.197 －0.78 －0.64
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

－0.081 5.795 －0.39 －0.41 0.013 2.209 0.07 －0.27
－0.086 5.709 －0.41 －0.17 0.028 2.237 0.16 －0.27
－0.213 5.495 －1.02 －0.45 －0.227 2.011 －1.29 －0.56

0.126 5.622 0.60 －0.27 0.142 2.153 0.81 0.73
－0.498 5.124 －2.38 ** －1.43 －0.115 2.038 －0.65 －0.60
－0.126 4.997 －0.60 －0.83 －0.087 1.950 －0.50 0.02

0.097 5.094 0.46 0.10 0.064 2.014 0.37 0.31
－0.236 4.858 －1.13 －1.20 0.131 2.146 0.74 0.69

0.064 4.922 0.31 －0.16 0.068 2.213 0.39 －0.08

Time
資産規模 (時価ベース) が小さい 資産規模 (時価ベース) が大きい 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) 0.215 0.24 0.616 0.81 －0.49
CAR (－１, ＋１) 3.625 10.02 ** 1.124 3.70 ** 4.34 **
CAR (＋２, ＋20) 1.082 1.19 0.474 0.62 0.66

表３の脚注を参照｡

表５－１ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：TOPIX]

Time
低い時価簿価比率 高い時価簿価比率

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９
－８
－７
－６
－５
－４
－３
－２
－１

０
１
２
３
４
５
６
７

0.132 0.132 0.66 －0.05 －0.032 －0.032 －0.17 －0.54
0.134 0.266 0.67 －0.32 －0.148 －0.180 －0.77 －0.58

－0.156 0.110 －0.78 －1.22 0.110 －0.071 0.57 0.42
－0.141 －0.030 －0.70 －0.48 －0.132 －0.202 －0.69 －0.41
－0.241 －0.271 －1.21 －0.75 －0.032 －0.234 －0.17 0.19

0.099 －0.172 0.50 －0.30 －0.045 －0.279 －0.24 －0.37
－0.298 －0.470 －1.49 －1.39 －0.037 －0.317 －0.19 －0.22
－0.015 －0.485 －0.07 －0.42 －0.126 －0.443 －0.66 －0.12
－0.059 －0.544 －0.30 －0.23 －0.055 －0.498 －0.29 －0.14
－0.169 －0.713 －0.85 －0.88 0.062 －0.436 0.32 0.10

0.015 －0.698 0.08 0.01 0.213 －0.223 1.11 0.76
0.056 －0.643 0.28 －0.45 0.066 －0.158 0.34 0.22

－0.197 －0.840 －0.99 －0.29 0.145 －0.013 0.76 0.42
－0.173 －1.013 －0.87 －0.47 0.201 0.188 1.05 0.49
－0.036 －1.049 －0.18 0.01 －0.073 0.115 －0.38 0.04

0.007 －1.042 0.04 －0.19 －0.096 0.018 －0.50 －0.35
－0.132 －1.174 －0.66 －0.55 0.268 0.286 1.40 0.34

0.277 －0.897 1.39 0.86 －0.023 0.263 －0.12 －0.01
0.682 －0.215 3.42 ** 2.03 * －0.047 0.216 －0.24 0.16
0.496 0.281 2.48 * 1.50 0.238 0.454 1.24 0.63
1.329 1.610 6.66 ** 2.55 * 0.368 0.822 1.92 0.34
1.514 3.124 7.59 ** 2.76 ** 0.528 1.350 2.76 ** 1.40
0.663 3.787 3.32 ** 1.37 0.204 1.554 1.06 0.51
0.721 4.508 3.61 ** 1.46 －0.181 1.373 －0.94 －1.03

－0.117 4.392 －0.58 －0.30 0.215 1.588 1.12 0.51
0.596 4.987 2.98 ** 1.16 0.219 1.807 1.14 0.74
0.132 5.119 0.66 －0.18 －0.178 1.629 －0.93 －0.88

－0.053 5.066 －0.26 －0.36 0.031 1.660 0.16 0.02
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８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.104 5.170 0.52 －0.15 0.058 1.718 0.30 －0.31
－0.182 4.989 －0.91 －0.89 －0.081 1.636 －0.42 －0.44
－0.146 4.843 －0.73 －0.93 －0.040 1.597 －0.21 0.07
－0.180 4.663 －0.90 －0.73 －0.182 1.414 －0.95 －1.11

0.277 4.940 1.39 0.36 －0.234 1.180 －1.22 －0.89
－0.033 4.907 －0.17 －0.15 0.006 1.187 0.03 －0.18
－0.125 4.782 －0.63 0.11 －0.275 0.912 －1.43 －0.68

0.214 4.996 1.07 0.24 0.301 1.213 1.57 1.05
－0.430 4.566 －2.14 * －1.51 －0.294 0.919 －1.53 －0.87
－0.080 4.486 －0.40 －0.45 0.206 1.125 1.07 0.41
－0.076 4.410 －0.38 －0.53 0.148 1.273 0.77 0.48
－0.132 4.279 －0.66 －0.84 0.094 1.366 0.49 0.37

0.427 4.706 2.13 * 0.58 －0.091 1.276 －0.47 －0.54

Time
低い時価簿価比率 高い時価簿価比率 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) －0.215 －0.25 0.216 0.26 －0.51
CAR (－１, ＋１) 3.339 9.66 ** 1.134 3.41 ** 3.85 **
CAR (＋２, ＋20) 1.582 1.81 －0.074 －0.09 1.62

表３の脚注を参照｡

表５－２ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数]

Time
低い時価簿価比率 高い時価簿価比率

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９
－８
－７
－６
－５
－４
－３
－２
－１

０
１
２
３

0.236 0.236 1.18 0.41 －0.033 －0.033 －0.18 －0.53
0.207 0.442 1.03 －0.23 －0.114 －0.147 －0.61 －0.60

－0.157 0.286 －0.78 －1.00 0.140 －0.007 0.75 0.61
－0.174 0.112 －0.87 －0.55 －0.160 －0.167 －0.86 －0.72
－0.215 －0.104 －1.08 －0.57 －0.090 －0.257 －0.48 －0.25

0.061 －0.043 0.30 －0.27 0.014 －0.243 0.08 －0.10
－0.288 －0.331 －1.44 －1.29 －0.017 －0.260 －0.09 －0.27
－0.067 －0.398 －0.33 －0.58 －0.051 －0.311 －0.28 －0.05
－0.167 －0.564 －0.83 －0.60 0.011 －0.300 0.06 －0.14
－0.197 －0.761 －0.98 －0.79 0.001 －0.299 0.01 －0.07

0.057 －0.704 0.28 0.12 0.117 －0.182 0.63 0.19
0.039 －0.665 0.20 －0.48 0.060 －0.122 0.32 0.26

－0.234 －0.899 －1.17 －0.55 0.179 0.056 0.96 0.52
－0.164 －1.063 －0.82 －0.35 0.170 0.226 0.91 0.25
－0.028 －1.091 －0.14 0.15 －0.070 0.156 －0.37 0.13

0.075 －1.015 0.38 0.14 －0.019 0.137 －0.10 －0.04
－0.009 －1.025 －0.05 0.06 0.325 0.462 1.75 0.40

0.270 －0.754 1.35 1.06 －0.002 0.460 －0.01 －0.05
0.640 －0.114 3.19 ** 2.08 * －0.001 0.459 0.00 0.17
0.469 0.354 2.34 * 1.47 0.276 0.736 1.48 0.70
1.387 1.741 6.92 ** 2.59 ** 0.452 1.188 2.43 * 0.82
1.478 3.220 7.37 ** 2.61 ** 0.640 1.828 3.43 ** 1.72
0.562 3.782 2.81 ** 0.98 0.247 2.075 1.33 0.70
0.634 4.416 3.16 ** 1.37 －0.046 2.029 －0.25 －0.60
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４
５
６
７
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９
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11
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16
17
18
19
20

－0.181 4.236 －0.90 －0.47 0.254 2.283 1.36 0.57
0.576 4.811 2.87 ** 1.03 0.325 2.607 1.74 0.89
0.167 4.979 0.84 0.07 －0.203 2.404 －1.09 －1.20

－0.036 4.943 －0.18 －0.24 －0.001 2.403 0.00 －0.26
0.085 5.028 0.42 －0.16 0.088 2.491 0.47 －0.31

－0.116 4.912 －0.58 －0.53 －0.023 2.468 －0.12 －0.41
－0.188 4.724 －0.94 －1.09 －0.078 2.390 －0.42 －0.18
－0.199 4.525 －0.99 －0.72 －0.190 2.200 －1.02 －1.23

0.271 4.796 1.35 0.30 －0.107 2.093 －0.57 －0.54
－0.068 4.728 －0.34 －0.13 0.010 2.103 0.05 －0.19
－0.093 4.635 －0.46 0.09 －0.263 1.840 －1.41 －0.58

0.147 4.782 0.73 0.16 0.132 1.972 0.71 0.42
－0.638 4.144 －3.17 ** －1.86 －0.308 1.664 －1.65 －0.91
－0.156 3.988 －0.78 －0.67 0.108 1.773 0.58 0.41
－0.244 3.744 －1.21 －0.96 0.084 1.857 0.45 0.21
－0.228 3.516 －1.13 －1.03 0.110 1.968 0.59 0.55

0.294 3.810 1.46 0.42 －0.095 1.872 －0.51 －0.30

Time
低い時価簿価比率 高い時価簿価比率 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) －0.114 －0.13 0.459 0.57 －0.70
CAR (－１, ＋１) 3.334 9.60 ** 1.368 4.24 ** 3.48 **
CAR (＋２, ＋20) 0.590 0.68 0.045 0.06 0.55

表３の脚注を参照｡

表６－１ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：TOPIX]

Time
低い買い入れ比率 (株数ベース) 高い買い入れ比率 (株数ベース)

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９
－８
－７
－６
－５
－４
－３
－２
－１

0.279 0.279 1.41 0.27 －0.048 －0.048 －0.24 －1.02
－0.284 －0.005 －1.44 －1.20 0.248 0.200 1.22 0.12

0.029 0.025 0.15 －0.58 0.200 0.400 0.98 －0.07
－0.098 －0.074 －0.50 －0.56 0.013 0.413 0.06 －0.35
－0.181 －0.255 －0.92 －0.76 0.084 0.497 0.41 0.04
－0.163 －0.418 －0.83 －1.14 －0.007 0.490 －0.03 －1.44
－0.008 －0.426 －0.04 －0.38 －0.160 0.329 －0.79 －1.36
－0.240 －0.666 －1.22 －0.73 0.013 0.343 0.06 －0.44

0.015 －0.651 0.08 0.18 －0.067 0.276 －0.33 －0.56
0.035 －0.617 0.18 0.20 －0.015 0.261 －0.07 －0.79
0.274 －0.343 1.39 1.26 －0.349 －0.088 －1.72 －1.75
0.094 －0.249 0.48 0.61 0.071 －0.017 0.35 －0.04

－0.075 －0.324 －0.38 －0.66 0.228 0.211 1.12 1.24
0.028 －0.296 0.14 0.12 0.032 0.244 0.16 0.03
0.141 －0.155 0.71 1.32 －0.221 0.023 －1.08 －1.21
0.100 －0.055 0.50 －0.50 0.134 0.158 0.66 0.26

－0.022 －0.078 －0.11 －0.72 0.070 0.228 0.35 －0.12
0.029 －0.049 0.15 0.49 0.129 0.357 0.64 0.40
0.020 －0.029 0.10 0.46 0.450 0.807 2.21 ** 1.39
0.295 0.267 1.49 1.61 0.802 1.609 3.94 ** 2.93 **
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0.556 0.823 2.81 ** 1.67 1.227 2.836 6.04 ** 3.77
0.810 1.632 4.10 ** 2.93 ** 1.264 4.100 6.22 ** 2.59
0.389 2.021 1.97 * 1.04 0.347 4.447 1.71 1.19

－0.015 2.006 －0.08 －1.03 0.466 4.913 2.29 * 1.61
－0.001 2.005 －0.01 0.65 0.143 5.055 0.70 0.18
－0.041 1.964 －0.21 －0.20 0.501 5.556 2.46 * 1.05

0.088 2.051 0.44 －0.59 －0.028 5.529 －0.14 －0.59
0.175 2.226 0.88 0.86 －0.030 5.499 －0.15 －0.91

－0.268 1.958 －1.36 －1.93 0.225 5.724 1.11 0.03
－0.258 1.700 －1.31 －1.06 －0.159 5.566 －0.78 －1.78

0.104 1.804 0.53 0.70 －0.008 5.558 －0.04 －0.60
－0.245 1.559 －1.24 －1.28 0.008 5.566 0.04 －0.44
－0.046 1.512 －0.23 －0.28 0.112 5.678 0.55 －0.26
－0.056 1.457 －0.28 －0.70 0.025 5.703 0.12 －0.36
－0.043 1.414 －0.22 0.22 －0.362 5.341 －1.78 －1.13

0.159 1.572 0.80 0.69 0.205 5.546 1.00 0.60
－0.338 1.234 －1.70 －1.56 －0.201 5.345 －0.99 －1.05

0.168 1.402 0.85 0.29 －0.107 5.237 －0.52 －0.89
－0.130 1.272 －0.66 －0.78 0.196 5.433 0.96 0.75

0.060 1.331 0.30 0.14 －0.283 5.150 －1.38 －1.50
0.309 1.640 1.56 0.92 0.234 5.384 1.15 0.48

Time
低い買い入れ比率 (株数ベース) 高い買い入れ比率 (株数ベース) 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) －0.029 －0.03 0.807 0.91 －1.02
CAR (－１, ＋１) 1.661 4.85 ** 3.292 9.35 ** －2.85 **
CAR (＋２, ＋20) 0.008 0.01 1.285 1.45 －1.30

表３の脚注を参照｡

表６－２ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数]

Time
低い買い入れ比率 (株数ベース) 高い買い入れ比率 (株数ベース)

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９
－８
－７
－６
－５

0.315 0.315 1.62 0.41 0.052 0.052 0.26 －0.36
－0.223 0.092 －1.15 －1.13 0.278 0.330 1.38 0.12

0.117 0.209 0.61 －0.10 0.149 0.480 0.74 －0.09
－0.061 0.148 －0.32 －0.62 －0.044 0.436 －0.22 －0.80
－0.076 0.072 －0.39 －0.51 －0.034 0.401 －0.17 －0.52
－0.168 －0.096 －0.87 －1.19 0.009 0.410 0.04 －1.16

0.004 －0.092 0.02 －0.23 －0.105 0.305 －0.52 －1.34
－0.218 －0.310 －1.13 －0.91 －0.029 0.276 －0.14 －0.74

0.029 －0.281 0.15 0.36 －0.091 0.185 －0.45 －0.57
－0.017 －0.298 －0.09 －0.19 －0.042 0.143 －0.21 －0.61

0.174 －0.124 0.90 0.48 －0.316 －0.174 －1.57 －1.91
0.057 －0.068 0.29 0.40 0.071 －0.103 0.35 0.22

－0.031 －0.099 －0.16 －0.36 0.223 0.121 1.11 1.14
0.049 －0.049 0.25 0.09 －0.009 0.111 －0.05 －0.20
0.185 0.135 0.95 1.43 －0.221 －0.109 －1.09 －1.03
0.184 0.319 0.95 0.35 0.199 0.090 0.99 0.46
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0.081 0.401 0.42 －0.10 0.093 0.183 0.46 0.21
0.079 0.480 0.41 0.87 0.076 0.259 0.38 0.25
0.038 0.517 0.20 0.72 0.363 0.622 1.80 1.14
0.305 0.822 1.57 1.75 0.845 1.467 4.19 ** 3.60 **
0.626 1.448 3.23 ** 2.07 * 1.280 2.747 6.35 ** 4.42 **
0.813 2.261 4.19 ** 2.71 ** 1.333 4.079 6.61 ** 3.06 **
0.389 2.650 2.01 * 0.70 0.291 4.370 1.44 1.03
0.070 2.720 0.36 －0.57 0.375 4.745 1.86 1.45

－0.019 2.701 －0.10 0.38 0.103 4.848 0.51 0.20
0.001 2.702 0.00 －0.23 0.603 5.452 3.00 ** 1.54
0.112 2.814 0.58 －0.56 －0.009 5.443 －0.04 －0.48
0.133 2.947 0.69 0.41 －0.012 5.431 －0.06 －0.65

－0.270 2.677 －1.39 －2.20 * 0.188 5.619 0.93 －0.20
－0.160 2.517 －0.82 －0.75 －0.135 5.484 －0.67 －1.61

0.096 2.613 0.50 0.47 －0.095 5.389 －0.47 －0.86
－0.228 2.386 －1.17 －1.20 －0.028 5.361 －0.14 －0.41

0.009 2.395 0.05 －0.43 0.111 5.473 0.55 －0.08
－0.094 2.301 －0.48 －0.61 0.029 5.502 0.15 －0.30

0.010 2.311 0.05 0.80 －0.368 5.134 －1.82 －1.66
0.031 2.341 0.16 0.01 0.124 5.259 0.62 0.28

－0.396 1.945 －2.04 * －1.82 －0.385 4.874 －1.90 －1.71
0.117 2.063 0.60 0.30 －0.205 4.670 －1.01 －1.06

－0.235 1.827 －1.21 －1.61 0.080 4.750 0.40 0.36
－0.029 1.799 －0.15 －0.17 －0.341 4.409 －1.69 －1.69

0.247 2.046 1.27 0.77 0.188 4.596 0.93 0.54

Time
低い買い入れ比率 (株数ベース) 高い買い入れ比率 (株数ベース) 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) 0.517 0.61 0.622 0.71 －0.13
CAR (－１, ＋１) 1.743 5.19 ** 3.457 9.90 ** －3.08 **
CAR (＋２, ＋20) －0.215 －0.25 0.517 0.59 －0.77

表３の脚注を参照｡

表７－１ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：TOPIX]]

Time
低い買入れ実施率 (株数ベース) 高い実施率 (株数ベース)

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13
－12
－11
－10
－９

0.019 0.019 0.09 －0.62 0.015 0.015 0.08 －0.64
0.227 0.246 1.13 0.94 －0.153 －0.138 －0.82 －1.06
0.125 0.371 0.62 －0.36 －0.125 －0.263 －0.67 －1.10
0.251 0.621 1.24 0.83 －0.241 －0.504 －1.29 －1.24

－0.222 0.399 －1.10 －0.83 －0.068 －0.572 －0.37 －0.54
－0.154 0.245 －0.77 －1.45 －0.186 －0.757 －1.00 －1.05
－0.202 0.043 －1.01 －1.43 －0.258 －1.015 －1.39 －1.16

0.081 0.123 0.40 0.50 －0.122 －1.137 －0.65 －1.07
－0.074 0.049 －0.37 －0.43 －0.039 －1.176 －0.21 －0.18
－0.089 －0.041 －0.44 －0.46 －0.048 －1.224 －0.26 －0.27
－0.089 －0.130 －0.44 －0.45 －0.080 －1.304 －0.43 0.03
－0.181 －0.310 －0.90 －0.66 0.217 －1.088 1.16 0.54
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0.009 －0.301 0.05 0.26 0.008 －1.080 0.04 －0.13
0.095 －0.205 0.47 0.69 0.185 －0.895 1.00 0.87

－0.041 －0.247 －0.20 －0.25 0.004 －0.891 0.02 0.58
0.091 －0.156 0.45 －0.39 0.066 －0.825 0.36 0.01
0.155 －0.001 0.77 0.01 －0.068 －0.893 －0.37 －0.98
0.054 0.053 0.27 0.18 0.163 －0.730 0.88 0.80
0.270 0.323 1.34 0.55 0.120 －0.610 0.64 1.00
0.408 0.731 2.03 * 1.47 0.684 0.074 3.68 ** 2.70 **
1.117 1.848 5.56 ** 2.71 ** 0.734 0.808 3.95 ** 1.44
1.333 3.181 6.63 ** 2.77 ** 0.816 1.625 4.39 ** 2.58 **
0.258 3.440 1.28 0.82 0.719 2.344 3.87 ** 2.23 *
0.501 3.941 2.49 * 0.85 0.020 2.364 0.11 －0.32
0.312 4.252 1.55 0.89 －0.118 2.246 －0.64 －0.36
0.233 4.485 1.16 0.19 0.299 2.544 1.61 1.04

－0.102 4.384 －0.50 －0.89 －0.022 2.523 －0.12 －0.70
0.055 4.439 0.28 0.00 －0.019 2.504 －0.10 －0.29

－0.200 4.239 －1.00 －1.72 0.177 2.681 0.95 0.33
－0.120 4.118 －0.60 －1.34 －0.179 2.502 －0.96 －0.22
－0.172 3.947 －0.85 －0.63 0.148 2.650 0.80 0.33
－0.031 3.916 －0.15 －0.49 －0.194 2.456 －1.04 －1.14
－0.161 3.755 －0.80 －1.00 0.014 2.470 0.08 －0.07

0.079 3.833 0.39 －0.23 －0.131 2.339 －0.71 －0.44
－0.178 3.655 －0.89 －0.42 －0.124 2.215 －0.67 －0.02

0.313 3.968 1.55 0.98 0.221 2.436 1.19 0.52
－0.194 3.774 －0.96 －0.61 －0.280 2.156 －1.50 －1.30
－0.038 3.737 －0.19 －0.42 0.022 2.178 0.12 －0.18

0.263 3.999 1.30 1.08 －0.103 2.075 －0.55 －0.52
0.013 4.012 0.06 －0.43 －0.138 1.938 －0.74 －0.73
0.149 4.161 0.73 －0.22 0.287 2.225 1.54 0.73

Time
低い買い入れ実施率 (株数ベース) 高い買い入れ実施率 (株数ベース) 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) 0.323 0.37 －0.610 －0.75 1.09
CAR (－１, ＋１) 2.858 8.20 ** 2.235 6.94 ** 0.90
CAR (＋２, ＋20) 0.979 1.11 0.601 0.74 0.39

表３の脚注を参照｡

表７－２ 平均累積超過収益率の推移 [マーケット・ポートフォリオ：業種別株価指数]

Time
低い買入れ実施率 (株数ベース) 高い実施率 (株数ベース)

AR CAR t-値 J４統計量 AR CAR t-値 J４統計量
－20
－19
－18
－17
－16
－15
－14
－13

0.093 0.093 0.47 －0.32 0.123 0.123 0.67 －0.04
0.227 0.321 1.15 0.89 －0.102 0.021 －0.56 －1.04
0.165 0.485 0.83 －0.17 －0.073 －0.051 －0.40 －0.68
0.185 0.670 0.93 0.47 －0.209 －0.260 －1.14 －1.28

－0.212 0.458 －1.07 －0.77 －0.083 －0.344 －0.45 －0.67
－0.201 0.257 －1.01 －1.25 －0.146 －0.489 －0.79 －0.83
－0.240 0.017 －1.21 －1.64 －0.176 －0.665 －0.96 －0.79
－0.009 0.008 －0.05 0.09 －0.093 －0.758 －0.51 －1.01
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－0.070 －0.062 －0.35 －0.24 －0.080 －0.837 －0.43 －0.49
－0.094 －0.156 －0.48 －0.38 －0.111 －0.949 －0.61 －0.59
－0.087 －0.243 －0.44 －0.72 －0.157 －1.105 －0.85 －0.59
－0.228 －0.471 －1.15 －0.52 0.160 －0.945 0.87 0.25
－0.002 －0.473 －0.01 0.17 －0.012 －0.957 －0.06 －0.27

0.065 －0.408 0.33 0.44 0.188 －0.769 1.03 0.75
－0.066 －0.475 －0.33 －0.19 －0.036 －0.804 －0.19 0.44

0.048 －0.427 0.24 －0.30 0.164 －0.640 0.90 0.41
0.150 －0.277 0.76 0.29 0.057 －0.583 0.31 －0.40
0.085 －0.192 0.43 0.28 0.182 －0.401 0.99 0.96
0.265 0.073 1.34 0.50 0.069 －0.332 0.38 0.63
0.425 0.498 2.14 * 1.37 0.676 0.344 3.68 ** 2.85 **
1.184 1.682 5.97 ** 3.11 ** 0.817 1.160 4.45 ** 1.96 *
1.417 3.098 7.14 ** 2.97 ** 0.778 1.938 4.24 ** 2.39 *
0.207 3.305 1.04 0.66 0.728 2.667 3.97 ** 2.21 *
0.460 3.765 2.32 * 1.20 0.098 2.765 0.54 0.12
0.237 4.002 1.20 0.51 －0.062 2.703 －0.34 －0.05
0.278 4.280 1.40 0.07 0.339 3.042 1.85 0.94

－0.138 4.142 －0.70 －0.89 0.029 3.071 0.16 －0.29
0.061 4.202 0.31 0.04 －0.009 3.062 －0.05 －0.56

－0.193 4.010 －0.97 －1.67 0.147 3.209 0.80 0.03
－0.091 3.918 －0.46 －1.11 －0.152 3.057 －0.83 －0.13
－0.197 3.721 －1.00 －0.62 0.136 3.192 0.74 0.13

0.008 3.729 0.04 －0.21 －0.182 3.010 －0.99 －1.27
－0.109 3.621 －0.55 －0.71 0.056 3.066 0.31 －0.05

0.092 3.713 0.47 －0.09 －0.149 2.917 －0.81 －0.55
－0.184 3.529 －0.93 －0.46 －0.093 2.824 －0.50 0.06

0.222 3.751 1.12 0.57 0.157 2.981 0.85 0.05
－0.307 3.444 －1.54 －0.96 －0.366 2.615 －1.99* －1.56
－0.078 3.366 －0.39 －0.26 －0.086 2.529 －0.47 －0.50

0.163 3.529 0.82 0.83 －0.138 2.391 －0.75 －0.88
－0.029 3.499 －0.15 －0.66 －0.178 2.213 －0.97 －0.55

0.067 3.567 0.34 －0.31 0.302 2.514 1.64 0.89

Time
低い買い入れ実施率 (株数ベース) 高い買い入れ実施率 (株数ベース) 差の検定

(t-値)CAR t-値 CAR t-値
CAR (－20, －２) 0.073 0.09 －0.332 －0.42 0.49
CAR (－１, ＋１) 3.025 8.81 ** 2.270 7.14 ** 1.09
CAR (＋２, ＋20) 0.468 0.54 0.576 0.72 －0.12

表３の脚注を参照｡
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Abstract

We consider a simple transition model

where agent of type changes to type

with the probability

at each step of time. Transition

probabilities are specified as non-linear

functions of ,

(1)

We compare expectation of type at

the stationary state, in the sense where

detailed-balanced conditions hold in (1),

and the solution of a resemble

deterministic differential equation,

(2)

Our conclusion is that the expectation

of in (1), denoted by , is always

smaller than the solution of differential

equation (2), denoted by , i.e.,

for

(Theorem 1).

１. Introduction

We consider a simple transition model

where agent of type changes to type

with the probability

at each step of time. Transition

probabilities are specified as non-linear

function of ,

(1)

We compare expectation of type at the

stationary state, in the sense where

detailed-balanced conditions hold in (1)

and the solution of a resemble deterministic

differential equation,

(2)

They have different solutions (Aoki, 2002,

p.40, see also Kendall, 1949). But Aoki

(2002) does not show inequality in general

but only specific evaluation.

We note the expectation of at detailed

balanced situation of (1) as , i.e.,

where means

detailed balanced distribution of . On the

other hand, the solution of the differential

equation (2) is .

We will prove the inequality in

general case,

.

２. Theorem and Lemma

Proposition 1

Detailed-balanced distribution of (1) is

described as

99

非線形確率モデルと決定論的モデルの比較

A Deterministic Analysis of Nonlinear Effects Will Mislead.

石 垣 建 志



where

Proof of Proposition 1

Equation (1) has a detailed balanced

distribution , whose solution is

, where

and is a constant (see Aoki (2002) for

the proof).

The summation of is unit.

Therefore is a rational function of ,

Theorem 1

The expectation of k in (1) satisfying

detailed balanced conditions, , is described

as a function of ,

or more concisely,

, where

, , and

Proof of Theorem 1

(i)

The expectation is a function of

and . We will omit integral interval

(0, ) for simplicity of notation hereafter.

(*)

Especially, we have

(�)
Partially integrating denominator of the

expectation (*),
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We have recursive equations of

with

where

Above equation is rewritten as follows.

By denoting as ,

, the function

is thus defined recursively,

.

(�)
Coefficients of are given as,

Let and ,

then

＝ ＝

,

Let , then

where

Lemma 1

The expectation of in (1) satisfying the

detailed-balanced conditions, , is always

smaller than , the solution of deterministic

differential equation (2), i.e.,

Proof of Lemma 1

(i)

If, then .

(�)
We prove for

by induction

of n and s.

Firstly

…, since

Secondly, by assumption of induction, i.e.,,

石垣：非線形確率モデルと決定論的モデルの比較 101



.

For ,

.

We have shown that

if

.

This completes the induction.

３. Conclusion

Showing specific example, Aoki ( 2002 )

wrote “ (a) deterministic analysis of

nonlinear effects may mislead!”(p.40).

We proved above that the analysis is

misleading in general.
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序 侘美理論の独自性－－岩田弘と侘美光彦

における世界資本主義論の差異－－

一､ 純粋化傾向-模写説と内面化作用・模写

説� 宇野弘蔵の純粋化傾向・模写説と三段

階論� いわゆる模写説の問題性と経済学原理

論の特殊性

(3) 鈴木・岩田の内面化作用-模写説

(4) 侘美光彦による内面化論の再定義

(5) 侘美内面化論における不十分な点

(6) 純粋化論と内面化論の内面的な統合

二､ 岩田＝二段階論にたいする侘美＝新三段

階論

三､ 発展段階間の ｢移行の必然性｣ をめぐっ

て

結語

序 侘美理論の独自性－－岩田弘と侘美光彦

における世界資本主義論の差異－－

侘美光彦は 『世界資本主義』 (日本評論社､

1980年､ 以下､ 侘美 [1980] と略記) を書い

たが､ これは岩田弘の高名な著書 『世界資本

主義』 (未来社､ 1964年､ 以下､ 岩田 [1964]

と略記) とまったく同一タイトルである｡ 東

京大学大学院で鈴木鴻一郎ゼミの先輩にあた

る岩田の向こうを張って､ まったく同じタイ

トルをつけるというのは誰しも不思議な感覚

を覚えるところであろうが､ すくなくとも､

みずからが世界資本主義論を再定義するのだ

という強烈な自負心を抱いていたことだけは

想像に難くない｡

じっさい､ これだけの自負心を露わにして

提起されたのにふさわしく､ 侘美の世界資本

主義論は､ 鈴木鴻一郎や岩田弘のそれとは大

きく内容の異なるものであった｡ それは全体

像から微細な部分にまでいたるものであった｡

そもそも､ マルクスの晩年には､ 『資本論』

のような一般的理論と現実の世界との関係を

どう考えたらよいのかといった問題が自覚さ

れていた｡ その一つは､ ロシアのような後発

国は西欧と同じように資本主義的な発展過程

を必ず経過しなければならないのかどうかと

いう問題だった｡ これは､ ｢ザスーリッチへ

の手紙｣ (1881年３月８日付) で考察されて

いる問題意識で､ マルクスは､ 必ずしもロシ

アは資本主義社会を通過しなくとも社会主義

を開花させることができるのではないかとい

103

侘美理論と世界資本主義論の可能性*1

Takumi Theory and Potentiality of World Capitalism Dogma

新 田 滋

*１ 侘美光彦教授は2004年６月20日にいつもと変わらずルーム・ランナーで一時間ほど汗を流された後､ 突然

の心臓発作で急逝された｡ 1980年代に凋落の一途を辿っていたマルクス経済学や宇野理論にたいして､ もとも

と宇野理論に批判的な見解をもちながら自由貿易帝国主義論や生産様式の接合理論､ 世界システム論などを研

究対象としかけていた筆者が繋留される機縁となったのは､ 何よりも1988年度の東京大学大学院経済学研究科､

侘美ゼミナールにおいて侘美世界資本主義論と遭遇したことによるところが大きい｡ 本稿は侘美教授への哀悼

の意を込めて同年９月に執筆したものである｡



う認識を示していた｡

もう一つは､ イギリスを震源地としてほぼ

十年周期でおこっていた恐慌にかわって､

1870年代になると､ ドイツと米国を震源地と

した ｢大不況｣ とよばれる長期の不況へと変

質したという問題であった｡ これは､ ｢ダニ

エリソンへの手紙｣ (1879年４月10日付およ

び1881年２月19日付) で考察されている問題

意識であるが､ マルクスは､ もう少し恐慌の

過程を観察しないと明確なことはいえないと

していた｡

これらの書簡において､ マルクスは､ それ

までに執筆していた部分の 『資本論』 体系に

おける対象領域が､ 19世紀中葉の西欧に限定

されていることを自覚しつつ､ 地域的､ 時代

的により広い範囲の対象領域へと視野を広げ

つつあったということができよう (侘美

[1980]､ 126-127頁､ 参照)｡

だが､ これらの書簡が公開され､ 注目され

るようになったのはマルクス没後からずっと

後のことであった｡ そのため､ マルクスの後

継者たちは､ こうした現存の 『資本論』 体系

そのものでは十分に解明できない諸問題に対

応するために､ 修正主義論争 (ベルンシュタ

イン､ カウツキー)､ ロシア資本主義論争

(ナロードニキ､ ロシア・マルクス主義派)､

帝国主義論争 (ヒルファディング､ ローザ・

ルクセンブルク､ レーニン)､ 日本資本主義

論争 (講座派､ 労農派)､ さらには､ 毛沢東

『矛盾論』 (1937年) をめぐる中ソ論争から

1960～70年代の第三世界論争 (フランク､ ラ

クラウ､ アミン､ ウォーラーステイン､ アル

チュセール) 等々にいたる数々の論争を繰り

返さなければならなかった｡ 1920～30年代の

ファシズム時代にイタリアの獄中にあったグ

ラムシの思索もまた､ その一つの試みであっ

たということができよう｡

たしかにこのような一連の論争は､ プロレ

タリア革命戦略に直結されているかぎりでは､

もはや博物館に陳列されるべき黴の生えた遺

物にすぎないであろう｡ しかしながら､ グロー

バルな資本主義経済の展開にたいして､ たえ

ず生み出されるさまざまな軋轢をどのように

思考するのかは－－アメリカン・スタンダー

ドの ｢市場経済｣ と ｢自由と民主主義｣ が席

巻し､ それが世界各地でさまざまな葛藤を引

き起こしている今日においても－－依然とし

て古くて新しい問題であり続けている｡ それ

は中心－半周辺－周辺という非対称的な世界

システムの構造の透視 (ウォーラーステイン)

や､ 西洋近代の側によるオリエンタリズムに

たいする批判 (サイード) というかたちに変

奏されて､ 今日でも重要な問題圏をなしてい

る｡ このような問題圏は､ とりわけ近代日本

のように､ 西洋列強の侵略と文化的浸透に脅

えかつ反発もする ｢オリエント｣ でありなが

ら ｢脱オリエント｣ (＝脱亜) に成功し､ 東

方の小帝国として周辺諸地域に植民地支配を

敢行までしながら､ 周期的に西洋近代との落

差に当惑させられ､ たえず ｢脱亜｣ 意識と

｢亜細亜の盟主｣ 意識の二重性に揺れ動くこ

とを運命づけられてきた社会においては避け

て通ることのできないものである｡ このよう

な問題圏に対峙することによってはじめて､

近代日本－－さらにいえば東アジアの冷戦構

造によって問題の複雑性がいっそう重畳され

た戦後日本－－がおかれてきた問題構造自体

が､ じつは世界的な構造的普遍性をもってい

ることが対自化できるのである｡

宇野弘蔵の三段階論は､ これらの論争に共

通する問題構造を洞察し､ それに解決の糸口

を与えるものであった｡ すなわち､ 修正資本

主義論・帝国主義論を ｢段階論｣ 的に再解釈

することによって､ 日本資本主義論を ｢段階

論｣ を前提とする ｢現状分析｣ として位置づ

けようとしたのであった｡ しかしながら､ そ

れはさまざまな点において､ いまだ十分なも

のではなかった｡ そもそも､ 宇野自身は､ 日

本資本主義論争の世代に属しており､ 1960～

70年代の従属資本主義論争はもちろんのこと､
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その時期に注目されたマルクス晩年の書簡な

どを視野に入れていたわけではなかった (侘

美 [1980]､ 126-127頁､ 参照)｡

従属資本主義論争－－それ自体は不等価交

換論など不毛な議論に陥ったが－－をつうじ

て､ 中心部資本主義諸国と周辺部資本主義地

域がたんに経済発展の遅速の順にならんでい

るという単線史観が批判されるようになって

いった｡ その結果､ 1970年代には､ それら相

互の構造的な有機的連関が世界システムとし

て解明される方法論の必要性が確認されるよ

うになっていった｡ こうした当時の新しい理

論動向において､ それに先駆けるものとして

宇野学派の世界資本主義論は展開されていた

のである｡

宇野弘蔵の純粋資本主義社会論にたいして

鈴木鴻一郎・岩田弘によって提起された世界

資本主義論は､ 大きくいって三つの論点から

成っていた｡ すなわち､ ①純粋化傾向-模写

説にたいする内面化作用-模写説､ ②原理論

／段階論／現状分析の三段階論にたいする原

理論=段階論／現状分析の二段階論､ ③各発

展段階の ｢典型国｣ の類型論にたいする ｢中

心国｣ の発展段階間の ｢移行の必然性｣ 論で

ある｡

これら三つの論点のうち､ 侘美は前二者に

ついて､ 鈴木・岩田にたいして異を唱え､ 独

自の世界資本主義論を提起したのであった｡

同じ内面化作用-模写という言葉を使っても､

その意味内容はまったく再定義されたものと

なった｡ また､ 鈴木・岩田が宇野三段階論を

否定して二段階論を唱えていたのに対して､

侘美は三段階論をとった｡ さらに､ 三番目の

発展段階間の ｢移行の必然性｣ に関しても､

『国際通貨体制』 (東京大学出版会､ 1976年､

以下､ 侘美 [1976] と略記)､ 『世界大恐慌』

(御茶の水書房､ 1994年､ 以下､ 侘美 [1994]

と略記) に結実した19世紀後半から20世紀前

半にかけての世界経済・国際金融の実証研究

を踏まえて､ その具体的なとらえ方は全面的

に書き換えられることとなった｡

このように､ 世界資本主義論の主要な三本

柱ともいうべき論点のすべてにわたって侘美

は､ 鈴木・岩田説とは異なる独自の展開方法

を提起したのであった｡

しかしながら､ このような侘美理論の意義

についてはおろか､ 鈴木・岩田による世界資

本主義論の問題提起すらも十分にその意義が

理解されぬままになっていたのが実情であっ

た｡ 1960年代においては､ 宇野学派の内部に

おける論争はもっぱら発展段階間の ｢移行の

必然性｣ は説けるか否かという論点に集中し

ていたし､ 当時の学生政治運動における岩田

理論の影響力は予言者的な危機論の強調とい

う点にこそあった｡ そのような知的背景にお

いて､ 侘美が岩田弘と同一タイトルでもって

まったく内容の異なる世界資本主義論を提起

しようとしたことは､ 残念ながらテクスト的

戦略という観点からみればあきらかな失敗で

あった｡ 侘美世界資本主義論が宇野・大内力

説を批判した鈴木・岩田説をさらに批判､ 精

緻化してどのようなことを主張しているのか

ということは､ 錯綜した学説の枝分かれの中

に埋没しがちとなってしまったからである｡

また､ あまりにも多数の独創的な新見解が既

成の概念・用語をもちいながら展開されてい

たために､ ほとんど理解されることのないま

まになった面もある｡

だが､ 侘美の問題提起は､ 宇野以降のマル

クス経済学の理論的・実証的な蓄積と発展を

踏まえて､ 宇野の方法論的な体系では十分に

説明し得なくなっていたようなさまざまな問

題を受け止め直そうとする試みであった｡ そ

れは煩瑣哲学的な過去の議論として打ち捨て

てすまされるものではなく､ きわめて重要な

意義をもつものであった｡ そこで､ 以下では､

侘美がどのような点で独自の内容を展開し､

宇野理論の方法論的な体系を再構築しようと

していたのかを振り返ってみることにしたい｡
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１ 純粋化傾向-模写説と内面化作用-模写説� 宇野弘蔵の純粋化傾向-模写説と三段

階論

マルクス 『資本論』 の内容は､ 多くの点で

十九世紀中葉のイギリス資本主義社会にしか

あてはまらない｡ そこで､ 『資本論』 は十九

世紀資本主義の歴史理論モデルだと考え､ 現

代資本主義についてはまたべつの歴史理論モ

デルを構成すべきである｡ このような考え方

はごく自然に出てくるものであろう｡

ところが､ 周知のように､ 宇野弘蔵はその

ような考え方を否定した｡ なぜなら､ そのよ

うに考えると､ 十九世紀資本主義と現代資本

主義はそれぞれ別の本質をもつものと考えら

れることになるからである｡ 資本主義社会は､

たとえ変質しても同じ本質 (｢労働力の商品

化｣) をもったものであることを解明するた

めには､ 『資本論』 から一般的に妥当する原

理的な側面を純化して取り出さなくてはなら

ない｡ そこで､ 宇野は 『資本論』 における特

殊歴史的な諸要素を排除して､ あくまでも

『資本論』 は資本主義社会に一般的に妥当す

る原理論として純化すべきだとしたのであっ

た｡

それに対して､ マルクスの時代の資本主義

の特殊歴史的な側面は自由主義段階論によっ

て扱われなくてはならないし､ レーニン､ ヒ

ルファディング以降の時代の資本主義の特殊

歴史的な側面は ｢帝国主義｣ 段階論によって

扱われなくてはならないとした｡ これが段階

論である｡ そして､ 原理論と段階論を分析基

準として､ 各国経済の現状分析が行われるべ

きだとした｡ これが､ 原理論・段階論・現状

分析からなる宇野三段階論の基本的な考え方

であった｡

なお､ 帝国主義という国際政治現象は普遍

的にみられるもので､ 資本主義社会の特定の

発展段階を特徴づけるには不適切な概念であ

るという指摘が､ 今日ではひろくさまざまな

観点からなされている｡ そこで､ 本稿では便

宜的に ｢帝国主義｣ 段階と表記して十九世紀

末から二十世紀初頭の時期を指すことにして

おくものであることをお断りしておく｡

純粋資本主義社会を分析対象とするという

宇野の原理論は､ 研究者が主観的に構成した

モデル､ いうなればマックス・ヴェーバーの

いうような理念型*2にすぎないものなのであ

ろうか｡ 宇野はそうではないということを強

調した｡ 十六世紀以来､ 資本主義社会は共同

体社会を分解しながらそれ自体で純粋化して

いく傾向をもっていた｡ その結果､ 十九世紀

中葉には国家の経済政策はかなりの程度自由

化され (＝自由主義政策)､ 資本主義的生産

は自立的な運動を行うようになり､ イギリス

の社会は資本家・地主・労働者の三大階級か

らなる純粋な資本主義社会に近づいていった｡

もちろん､ 純粋化といい自立化といっても､

不徹底で不完全なものではあった｡ とはいえ､

その程度は過小評価すべきものではなく､ 二

十世紀初頭の第一次大戦までは､ じつは世界

戦争期の総力戦体制と戦後期のケインズ主義

的な福祉国家体制 (＝国家独占資本主義､ フォー

ディズム等々) によって大きく後退したのに

比べて､ はるかにヒト・モノ・カネの自由な

経済活動のグローバルな展開は活発であった｡

二十世紀末以降､ いわゆるグローバリゼーショ

ンの時代と騒がれてきたが､ それでもなお､

さまざまな指標において依然として第一次大

戦前を下回っているほどである*3｡

このように､ 十九世紀中葉までに実在した

純粋化傾向を根拠として､ この傾向を極限化

した状態を想定したものが原理論で対象とす
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*2 Max Weber [1904], Die 》Objektivität 《 sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkentnis.

マックス・ヴェーバー 『社会科学と社会政策にかかわる認識の ｢客観性｣』 岩波文庫､ 富永祐治他訳､ 1998年､

参照｡



る純粋資本主義社会である｡ だから､ 原理論

は歴史自身が純粋化した対象を模写するとこ

ろに成立するのであって､ ヴェーバーの理念

型のように研究者が (共同) 主観的な問題関

心によって構成したたんなるモデルとは異な

る｡ 宇野は､ このようにレーニンの模写説的

な唯物論理解に依拠して､ みずからの方法論

を主張したのであった*4｡� いわゆる模写説の問題性と経済学原理

論の特殊性

ところが､ これに対して､ 鈴木鴻一郎・岩

田弘は､ 純粋化傾向はあくまでも傾向にすぎ

ず､ 実際には十九世紀中葉のイギリス資本主

義は非資本主義的な外部に取り囲まれて存在

していたにすぎない点を強調した｡ したがっ

て､ 実在した不純な資本主義社会から純粋化

傾向の極限状態を想定して原理論の対象だと

することは､ あくまでも研究者の主観的な操

作によるものでしかない｡ ということは､ 宇

野の方法論は結局のところヴェーバーの理念

型論とたいして変わるところはなく､ 客観的

対象の模写というレーニン主義的方法とはまっ

たく異なると批判したのであった｡

｢こうした方法は､ 経済学の理論体系を､

真に対象に即した､ 対象にたいしてなんらの

外的思考操作もくわえない､ 対象自身の内的

関連の叙述として設定するものとはいいがた

いのであって､ そのような方法をとるかぎり､

経済学の理論体系は､ その性質上ひとつのモ

デル設定となり､ ……その体系の内部に主観

的な思考操作の余地をのこす……｡｣ (岩田

[1964]､ 9頁)

もっとも､ このような論点の立て方は､ 今

日からみるといささか滑稽にみえることは否

めない｡ レーニンが 『唯物論と経験批判論』

(1909年) で主張した模写説的な唯物論の理

解は､ マルクスやエンゲルスとはまったく無

縁なレベルのものでしかなかったからである｡

たとえば､ エンゲルスは次のように言ってい

たのである｡

｢人間にたいする外界の諸影響は､ 人間の

頭脳のうちに表現され､ さまざまの感情､ 思

想､ 衝動､ 意志決定として､ 一口で言えば

『観念の流れ』 として反映され､ そしてこう

した形をとって 『観念の力』 となる｡ ところ

で､ こうした人間が一般に 『観念の流れ』 を

追い､ そして 『観念の力』 が自分に影響をあ

たえることを認めるという事情－－そうした

ことが人間を観念論者にするとすれば､ ある

程度正常に発達した人間は､ すべて生まれな

がらの観念論者であって､ そうなると､ およ

そ唯物論者というものがどうして存在するこ

とができよう｡｣ ( 『フォイエルバッハ論』 松

村一人訳､ 岩波文庫､ 45頁)
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*3 第一次大戦前の1901～10年におけるアメリカ合衆国への移入民がしめる国内総人口に対する年平均割合が

1.04％だったのにたいして､ 1991～2000年は0.34％にとどまる (竹野内真樹 ｢移民におけるグローバリゼーショ

ン｣､ 『アソシエ』 第13号､ 御茶の水書房､ 2004年､ 69頁)｡ また､ 貿易のＧＤＰに対する比率を1913年と1990

年の時点で比較してみると､ 世界全体では9.0％から13.0％に上昇しているものの､ 米国では6.1％から8.0％の

微増にとどまり､ 英国の29.8％から20.6％､ 日本の12.5％から8.4％のように依然として下回っていた国もあっ

た (高橋克秀 『グローバル・エコノミー』 東洋経済新報社､ 2001年､ 25頁)｡ 他方､ 世界の直接投資の世界合

計ＧＤＰに対する比率では､ 1914年に17.5％だった水準を回復したのは1980年で17.7％であった｡ しかし､ 1980

～90年代には金融の膨張現象は加速度的であり､ 1995年時点で56.8％にまで激増している (高橋､ 同前､ 30頁)｡
*4 宇野弘蔵 ｢社会科学の客観性－－マックス・ウェーバーの 『理想型』 について｣ ( 『社会科学研究』 東京

大学社会科学研究所､ 第一巻第一号､ 1948年､ 『社会科学の根本問題』 青木書店､ 1966年､ に収録)､ 参照｡



レーニンの模写説的唯物論は､ エンゲルス

のこうした常識的見解を削除したいびつなも

のでしかなかった*5｡ もともと宇野自身は､

当初はヴェーバーの理念型論との相違を際立

たせる意味で､ 原理論の純粋資本主義社会は

歴史的な客観的対象の模写にもとづいている

ということを主張していたにすぎなかった｡

ところが､ しだいに､ レーニンの模写説的唯

物論をこえて真にマルクス主義的な唯物論を

成り立たせるものとして､ 純粋化傾向の模写

を拡大解釈していき､ ついにはたんに対象だ

けではなく対象を認識する方法までをも純粋

化傾向そのものから模写されるという ｢方法

模写説｣ が唱えられるにいたったのであっ

た*6｡

だが､ 重要な論点は､ レーニンのような模

写説的唯物論がヴェーバー的な理念型論に優

越しているというような錯誤的な議論にある

のでもないし､ 方法それ自体を歴史過程が模

写するという自家中毒的な形而上学にあるの

でもない｡ 人間の社会的諸関係が商品・貨幣

の価格関係へと物象化されることによって客

観化され､ その認識は自然科学とおなじよう

に可能となる点で､ 商品経済は通常の社会的

な事象とは種差をもっている｡ したがって､

経済学原理論もまた他の社会科学とは種差を

もっている｡ また､ たんに経済学といっても､

19世紀中葉のイギリス-世界資本主義以外を

対象とするときには､ 価格関係の背後に国家

の経済政策的な価格規制や独占・寡占的な組

織による価格規制や共同体的な諸慣習による

規制がはたらいているために､ 自然科学に準

じた取り扱い方は不可能である｡ そのために

段階論的な異なる次元の理論が必要となる｡

これらのことを明確にする点にだけ､ 純粋化

傾向や内面化作用の模写ということを重視す

ることの意義はあるのである｡

つまり､ 宇野や鈴木・岩田のようにレーニ

ンの模写説を金科玉条のようにして､ 客観主

義や模写説の度合いを競い合うことにはまっ

たく意味がないのであるが､ 社会科学におけ

る経済学､ 経済学における原理論の扱う対象

がもっている擬似自然科学的な特殊性を確定

するという意味では､ 純粋化傾向や内面化作

用のメカニズムにかんして議論することには

重要な意味があるのである｡� 鈴木・岩田の内面化作用-模写説

ところで､ 鈴木・岩田が宇野の純粋化傾向

にもとづく模写説にたいする代案として提起

した内面化作用にもとづく模写説とは､ どの

ようなものであったのであろうか｡ それは､

資本主義的生産は､ 全社会のなかでは部分的

な存在にすぎないのだが､ 外部の非資本主義

的生産の世界とのあいだにも交換関係を取り

結ぶことができる｡ すると､ 外部の非資本主

義的な生産物も交換関係においては商品化さ

れることになり､ 世界市場においては資本主

義的生産による生産物と同様に扱われること

になる｡ 資本主義的世界にとってみれば､ 商

品がいかなる生産関係で生産されたかは問題

ではない｡ こうして､ 資本主義的生産は外部

の世界を商品の価格関係のうちに内面化する

のである｡ このようにして､ 内面化された世

界資本主義は､ あたかも純粋な資本主義社会

のようにあらわれる｡ このような内面化作用

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集108

*5 レーニン 『唯物論と経験批判論』 の否定的評価はありふれたものであるが､ 卑見のかぎり最も容赦なく本

格的かつ理論的にレーニン模写説を批判したのは､ 廣松渉 ｢マルクス主義認識論のために｣ (『マルクス主義の

地平』 [1969年]､ 『廣松渉著作集』 第十巻､ 岩波書店､ 1996年､ 252～275頁､ 所収) である｡
*6 宇野弘蔵は1955年末に公表された ｢帝国主義論の方法について｣ (『思想』 1955年11月号､ 『｢資本論｣ と社

会主義』 に収録)､ ｢経済学における論証と実証｣ (『思想』 1956年､ １月 『マルクス経済学原理論の研究』 に収

録) において､ 方法模写説など哲学的な傾向を強めた方法論を主張するようになった｡



こそを模写説の根拠とすべきである｡ このよ

うに鈴木・岩田は主張したのであった｡

｢資本主義の世界性は､ その一般的基礎を

なす商品経済の種々な社会的生産にたいする

外面性にもとづいており､ またこの外面性は､

商品経済では社会的関係が直接に人間対人間

の関係としてではなく､ 物対物の交換関係と

して､ したがって物的関係のうちに疎外され

物化された人間関係としてとりむすばれてい

るということにもとづいている｡ そして商品

経済をして種々な社会的生産を外部から結合

するのにふさわしい普遍的な世界的形態たら

しめているこのおなじ外面性､ 物的疎外性こ

そが､ 同時にまた､ その商品経済の内部にと

りこまれた社会的生産－－資本主義的生産－－

をして､ 社会の全生産部門ではなくたんにそ

の一部の産業部門をとらえるにすぎぬ部分的

な社会的生産たらしめているのである｡｣ (岩

田 [1964]､ 序､ Ⅰ頁)

商品交換関係において､ 人と人との関係は

物と物との関係へと転移する｡ この転移を人

格の物象化という｡ このとき､ 逆に物象の人

格化､ 擬人化もおこっているが､ たんなる物

がそれ自身に社会的力能をもつかのように立

ち現れるところから､ 物神化ともいう｡ ある

いは人格化・擬人化された物象は商品という

形態であらわれ､ この商品が物神崇拝的性格

をもっていると表現される｡ 岩田がいうよう

に､ ｢商品経済では社会的関係が直接に人間

対人間の関係としてではなく､ 物対物の交換

関係として､ したがって物的関係のうちに疎

外され物化された人間関係としてとりむすば

れている｣｡ 商品交換関係とは､ 社会的人間

関係の自己疎外､ 物象化された形態であり､

商品世界は自己疎外､ 物象化された世界なの

である｡

哲学・社会学の分野で行われる自己疎外､ 物象

化をめぐる議論は､ 大抵の場合､ マルクスの用語

法を恣意的に改釈したものであったことには注意

が必要であろう｡ たとえば､ 人間関係の ｢物象化｣

と､ (そのことと表裏一体であるにしても) たん

なる物象の ｢物神化｣ (いわば擬神化) という正

反対のことすら､ 往々にして混同されている｡ 文

脈は異なるが､ マックス・ヴェーバーも社会的な

人間関係が事務的な官僚制に覆われていくことに

たいして ｢物象化｣ という言葉を使っているが､

この現象はヴェーバーのいう ｢合理化｣ や ｢脱呪

術化｣ と歴史的に相関しながら進行してきたもの

である｡ つまり､ それは呪術宗教的なフェティッ

シュがたんなる物象､ 物件へと脱呪術化されてゆ

く過程に対応しているのである｡ あきらかにマル

クスのばあいは､ そうした近代的な啓蒙過程を推

進する資本主義経済のただ中に存在する商品・貨

幣・資本へのフェティシズムを､ ブルジョアジー

が陥っている呪術化の罠だと嘲弄しようという意

図で用語を選んでいるのである｡ あえていえば､

ヴェーバーが物象化に脱呪術化をみたところに､

マルクスは､ 世襲的身分制によって呪術化されて

いる封建的な人間関係が､ 商品・貨幣や資本の経

済合理的な契約関係へと脱呪術化されゆくと同時

に､ 価格や利子というあたかも自動的に運動して

人間世界を翻弄するかのように現れてくるものに

たいして､ 新たなかたちでの物神化・呪術化が生

み出されることをも解明してみせたのである｡

岩田が ｢内面化｣ を問題とするときには､

この自己疎外､ 物象化された世界への ｢内面

化｣ を問題としている｡ だが､ 岩田内面化論

のユニークなところは､ いったん疎外・物象

化された商品世界は､ ありとあらゆる社会的

諸関係を ｢内面化｣ してしまうと考えたとこ

ろである｡ つまり､ ①いわゆる物象化論者が､

たんに人間と人間の関係の商品関係への物象

化に満足してしまったところで､ ②岩田の内

面化論は物象化された商品世界にさらに非商

品経済的領域の社会的諸関係が内面化される

と考える｡ それだけではない｡ この商品世界
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はたんにみずからの認識の腹蔵に外的世界を

内面化するだけではなく､ ③経済的作用をつ

うじて外的世界に具体的な影響を与え返すと

いうことが指摘されているのである｡� 侘美光彦による内面化論の再定義

ところが､ 侘美光彦は､ 岩田の内面化論に

かんして前記③の点について批判して独自の

再定義を行った｡ すなわち､ 岩田内面化論の

特徴は､ ｢商品経済それ自身の形態的展開に

『内面化』 の根拠そのものが存在するかのご

とくに説明した点にあった｣ (侘美 [1980]､

147-148頁)｡ これに対して､ 侘美はこれでは､

｢資本主義的生産が確立した後の世界市場の

機構と､ それ以前の世界市場の機構｣ とが区

別されることができないと批判したのであっ

た (同前､ 143頁)｡ ようするに､ 具体的にど

のようにして商品世界が外部の世界にたいし

て経済的作用をつうじて具体的な影響を与え

るのかが不明であり､ 神秘的な作用のように

なっているということである｡ このような神

秘主義的な考え方を流通浸透視角という｡

流通浸透視角とは､ 商品経済が共同体社会

にしだいに浸透し､ やがてはそれ自身の力に

よって共同体を分解して ｢労働力｣ の商品化

を推し進め､ 社会的再生産過程を包摂するこ

とによって資本主義社会が形成されるという

考え方である｡

このような考え方が神秘主義的だというの

は､ 商品経済それ自身に共同体社会に浸潤し

たり解体したりする化学的作用のようなもの

を想定しているのはまだしもとしても､ さら

に､ 近代的な資本主義社会までをも化学反応

によって生成する不思議な作用があるかのよ

うに想定していることである｡ しかしながら､

それが具体的にはどのような作用なのかがまっ

たく説明されることはないのである｡ 実際､

流通浸透視角は歴史的な事実に反している｡

資本の原始的蓄積過程は国家権力の媒介がな

くては進行しなかった｡ このことは宇野弘蔵

もつねに強調していた点である*7｡

岩田の内面化論のとらえ方が､ このような

流通浸透視角と表裏一体のものとして主張さ

れていることはみやすい｡ たんなる商品経済

一般の価格関係に外部の生産物や生産関係が

内面化されるということによって､ なぜ資本

主義的生産という原理論の対象を模写するこ

とが可能だと考えられているのかといえば､

それはとりも直さず､ この内面化の過程をつ

うじて外部の生産過程に商品経済そのものが

浸透してゆき､ ひいては資本主義社会そのも

のが生成されてゆくということが想定されて

いるからにほかならない｡

とはいえ､ さすがに岩田弘は凡百の論者と

は異なり､ 単純な流通浸透視角を主張してい

たわけではなかった｡

｢[資本主義的生産の形成過程が－－引用

者] 労働力の商品化をとおして資本主義的生

産の形成に結果するかいなかは､ 宇野教授の

強調されるように､ 中世ヨーロッパの歴史的

過程をとおして発展させられてきた生産力の

歴史的性格にかかわっている｡｣ (岩田､ 22頁)

このように､ 宇野が流通浸透視角を否定し

た所以を十二分に踏まえながら､ なおも岩田

は､ 次のように主張したのであった｡

｢いいかえれば､ 商品経済は､ いかなる要

因をもその価値と使用価値との対立関係のう

ちにとりこみうる関係にあるのであって､ 商

品経済の拡大深化は､ その根本動因がどこか
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らくるものであれ､ つねに価値と使用価値と

の対立関係による商品経済全体の自立的な拡

大深化の過程というかたちをとるのである｡｣

(岩田､ 22頁｡ 傍点は引用者)

｢世界市場的過程は､ 旧社会関係とあらた

な生産力との対立関係を､ 商品経済自体の内

的対立関係－－価値と使用価値との対立関係－－

に転化し集約しつつ､ それ自身に拡大深化し､

その内部にその生産基軸として資本主義的生

産を形成する自立的過程としてあらわれるわ

けである｡｣ (岩田､ 23頁)

岩田は､ 宇野の強調するところを熟知した

うえで､ ｢その根本動因がどこからくるもの

であれ｣､ 商品経済が拡大深化して資本主義

的社会の成立するにいたる過程を商品経済の

側に内面化して模写することは可能だとして

いたわけである｡ つまり､ 外部の ｢根本動因｣

に目をふさいだ内面の世界においてのみ流通

浸透視角は想像的なものとして成り立つもの

であるということが自覚されている｡

また､ 資本主義的生産が確立する以前の世

界市場の機構､ たとえば､ たんなる共同体と

共同体の間の商品交換や原蓄期・重商主義段

階の商人資本的蓄積様式による商品交換のよ

うなものであっても､ そこに非資本主義的な

生産関係が内面化されるというのが岩田内面

化論の考え方である｡ だが､ そうなると､ 内

面化作用にもとづいて模写される原理論の対

象というのは､ 大洪水以前の共同体的な生産

関係なのか､ 原蓄期・重商主義段階の商人資

本的蓄積様式による生産関係なのか､ はたま

た機械制大工業を基盤とする産業資本的蓄積

様式による生産関係なのか､ 識別することが

できなくなってしまうのである｡

侘美による岩田批判の核心はこのような点

にあった｡ これはあきらかに､ 岩田内面化論

の致命的な弱点にほかならなかった｡ そこで､

侘美は､ 内面化論を次のように再定義する｡

｢『内面化』 論の背後には､ 鈴木教授が暗

に－－必ずしも明示的ではなかったが－－指

摘されたような､ 資本主義的生産が 『世界市

場の価格関係を規制しうる』 関係が前提され

ていなければならないのである｡｣ (同前､ 148

頁)

すなわち､ 侘美は－－鈴木鴻一郎の論述に

おける揺らぎを援用するという修辞学的な手

法を用いながらであったが－－､ ｢内面化｣

による対象の模写が成り立つためには経済的

作用をつうじて外部世界の需要・供給と価格

関係が規制されることが前提条件となるとし

たのであった｡

｢現実に 『内面化』 機構が存在するのは､

すでに資本主義的生産が確立した後の時期の､

したがって､ 多かれ少なかれ世界市場として

の統一的な価格機構の存在が確認された時期

の､ 資本主義的生産と世界市場との関連にし

ぼられるべきであり､ それは理論的には､ 資

本主義的世界が規則的かつ周期的な景気循環

にあらわされるようなもっとも自立的な運動

を展開した自由主義段階の世界市場にそくし

て確認され､ それを基礎として 『内面化』 と

いう抽象が試みられるのである｡｣ (同前､ 148

頁)

つまり､ 侘美は､ 十九世紀中葉の ｢規則的

かつ周期的な景気循環にあらわされるような

もっとも自立的な運動を展開した自由主義段

階の世界市場｣ における内面化に着目すれば､

原理論の対象となるものを模写することが可

能となるとするのである｡

岩田がいう内面化とは､ 需要と供給の関係

に生産物が取り込まれることによって､ その

背後にある生産関係もあたかもすべて商品経

済であるかのように翻訳されるということで

あった｡ このような内面化は､ いわば宇野原

論でいう流通論の次元に対応した商品経済の
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機構である｡ 岩田はさらに､ このような商品

経済は外部の非資本主義的な生産関係にたい

して分解作用をもっていると考えていたが､

この点はなんら論証されてはいなかった｡

これに対して､ 侘美が限定する内面化とは､

｢労働力の商品化｣ によって自立的な資本主

義的生産が確立した生産関係を基軸として､

そこに非資本主義的な生産関係も商品の需要・

供給関係をとおして翻訳され､ また外部の非

資本主義的な生産関係をも分解・再編成する

機能をもつということを意味していた｡ この

ような内面化は､ 宇野原論に対応させれば生

産論・分配論の次元に対応した資本主義的商

品経済の機構である｡

このように､ 侘美は､ 内面化の機構につい

て､ 流通形態的な商品経済における需要・供

給と価格関係にとどまるものと､ 生産実体を

包摂した資本主義的商品経済を基軸とする世

界市場におけるそれとを区別することに道筋

をつけたのであった｡ のちに 『世界大恐慌』

などにおいては､ 侘美はこれをヨコへの調整

とタテへの調整として区別している*8｡

これらの区別立ては､ 当面の模写説をめぐ

る議論においては､ 意味のない煩瑣な論議に

みえるが､ じつは金による価値尺度機能が喪

失したといわれる現代資本主義における管理

通貨体制・変動相場制・不換銀行券制度の問

題を考える場合や､ 近代経済学のミクロ理論

における価格理論 (ミクロ理論) やマクロ理

論における財政金融政策について批判的に考

察するときには､ 重要な含意をもってくるこ

とに注意を促しておきたい｡

さて､ 侘美は､ 岩田内面化論が流通形態的

な次元の商品経済にかかわっているが､ 資本

主義的生産が確立した世界市場を前提として

内面化機構はとらえ直されるべきだとした｡

そのことよって､ たとえば､ ｢世界資本主義｣

は ｢大西洋の真中｣ に存在するのであろうか､

といった揶揄的な批判にたいしても､ ｢ 『世

界資本主義』 とは､ まず少なくとも一国にお

いて確立した資本主義的生産が前提され､ し

かもそのうえで､ その資本主義的生産を中軸

とした世界市場の関連の中に､ ひとつの自立

的かつ統一的な運動機構が存在するときにの

み摘出される概念にほかならない｣ (同前､

148頁)､ としたのであった｡

このようにして､ 世界資本主義の概念は､

たんに､ 国際貿易のネットワークからなる世

界市場にとどまるものではなく､ また､ 国民

国家のもとに仕切られた課税と政府統計の単

位にほかならない ｢国民経済｣ の合計でもな

く､ 確立した資本主義的生産を基軸とする自

立的かつ統一的な運動機構をもった世界市場

的ネットワークのこととして､ 明確化された

のであった｡� 侘美内面化論における不十分な点

しかし､ このような侘美内面化論にもいま

だ不十分な点があった｡ それは､ 内面化一般

のなかで､ なぜ十九世紀の世界市場における

内面化だけが特権化されうるのかという点を

めぐる問題である｡ 内面化一般を特殊的に限

定するべく世界市場の価格関係を規制しうる

ように､ 周期的な景気循環をつうじて自立的

な運動が展開されるメカニズムが確立される

というようなことは､ 原理論によって労働市

場､ 金融機構が具体的に分析され､ 資本主義

的生産の総過程が解明された結果あきらかと
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なることである｡ そのような総合的な理論的

認識をあらかじめ内面化論の前提条件にもっ

てくるのでは､ 論件先取のそしりはまぬがれ

ないのではないだろうか｡

これは次のように言い換えるとわかりやす

いであろう｡ 十九世紀には周期的に恐慌が発

生していたが､ この恐慌にたいして当時の主

流の経済学者たちはあくまでも例外的な攪乱

要因によるものと考えていたのであった｡ そ

れに対して､ マルクスが周期的恐慌を資本主

義的生産の必然的なメカニズムであると直観

し､ 宇野がそれを労賃騰貴によって論証し､

さらに鈴木・岩田や侘美は周期的恐慌の発生

こそが資本主義的生産が自立性をもっている

ことの証拠であるという独特の考え方を展開

した｡ このように､ 周期的恐慌の存在自体は､

それが何を意味するかはなんら自明ではなかっ

た｡ 原理論研究の歴史的な展開を前提として､

はじめて鈴木・岩田・侘美のような恐慌観も

主張されうるようになったのである｡

したがって､ 侘美内面化論をもってしても､

依然として､ 資本主義的生産の確立を前提と

する特殊な内面化をとりだすための手続きが

十分に説明されていなかったことは否定でき

ないであろう｡

ここにおいて､ ふたたび宇野弘蔵の提示し

た純粋化傾向論に立ち戻る必要が生じてくる

ように思われる｡ 十九世紀中葉のイギリス資

本主義には資本主義社会が純粋化する傾向が

存在したという事実を前提すれば､ たとえ不

完全・不徹底で部分的なものであっても純粋

資本主義社会への傾向をもった世界市場にお

ける内面化作用を､ 内面化一般のなかで特権

化することは可能となる｡ なぜなら､ 部分的

にのみ存在する純粋資本主義的な生産関係に

外部の不純な非資本主義的生産関係を内面化

すれば､ 原理論で対象とする純粋資本主義世

界が模写されることとなるからである｡

むろん､ すでにみたように､ こうした ｢主

観的操作｣ をいっさい排除しなければならな

いとする鈴木・岩田のモチーフそのものには

まったく意味がなかったのである｡

ただし､ ｢純粋化傾向｣ の存在そのものに

ついて世界資本主義は疑義を呈していたので

あった｡ だが､ 侘美が的確に指摘していたよ

うに､ 宇野のいっていた ｢純粋化傾向｣ には

大きくいって二つの規定が混在していた｡ す

なわち､ 資本家・地主・労働者の三大階級か

らなる社会への ｢三大階級化｣ の傾向と､

｢商品形態のみによって包摂された下部構造

のみが自立的に､ したがって上部構造から相

対的に独立に運動しうるように｣ なってゆく

｢自立化｣ の傾向とである (侘美 [1980]､ 149

頁)｡

前者の ｢三大階級化｣ とは､ イギリスの特

殊な土地所有制度を過度に一般化してはいる

ものの､ 社会の成員がすべて資本､ 土地､ 賃

労働などのなんらかの生産要素の私的所有者

となり､ 社会的諸関係が全面的に商品経済化

するということを含意していたのであった｡

いいかえると商品経済が ｢全面化｣ してゆく

傾向が､ 特殊十九世紀イギリス的なあらわれ

方をしたものであった｡

これに対して､ 後者の経済的下部構造の

｢自立化｣ とは､ 国家の経済介入である経済

政策が縮小され規制緩和､ 自由化がすすめら

れることを意味している｡

たしかに､ この二つの要素を区別すること

は､ ここではあまり意味をもたない｡ しかし

ながら､ 宇野弘蔵が原理論と段階論を分化す

る決定的な根拠としていた ｢純粋化傾向の鈍

化・逆転｣ について考えるときには重要な意

味をもってくる｡ かつて､ 佐藤金三郎 『｢資

本論｣ と宇野経済学』 (新評論､ 1968年､ 244

頁､ 注36) が批判したように､ ｢鈍化｣ する

だけならば傾向そのものは変わらないのだか

ら特別な意味はないことになる｡ したがって､

重要なのは ｢逆転｣ のほうなのである｡ 晩年

に宇野が ｢鈍化・逆転｣ と曖昧な言い方をす

るようになったのは､ 宇野自身は ｢純粋化｣
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として未分化のままにしていたために､ 商品

経済の ｢全面化｣ は不可逆的に進んできたと

いう歴史的事実と､ 経済政策が自由化された

り規制化されたりと反転をくり返してきたと

いう歴史的事実とを明確に区別できなかった

からであった｡ ｢自立化｣ の傾向に焦点をし

ぼることによって､ 十九世紀末におけるその

｢逆転｣ という宇野の方法論的な根拠も妥当

性を維持できるようになるのである｡

この点は､ 侘美自身の理論展開において十

分に生かされているとはいえないが､ 侘美の

指摘によって ｢三大階級化 (＝全面化)｣ と

｢自立化｣ を区別すれば､ ｢鈍化｣ と ｢逆転｣

の不整合も解決できる重要な手がかりが与え

られていたということができるのである*9｡� 純粋化論と内面化論の内面的な統合

このように､ 内面化論と純粋化論のそれぞ

れについて､ 侘美はより精緻化した分析をお

こなうことで､ 単純な折衷ではなく､ 有機的

な統合を可能とする途を拓いたのであった｡

たしかに､ イギリス資本主義は綿花・穀物

を外国から輸入していたが､ 原理論ではそれ

をも純粋資本主義社会で生産されたもののよ

うに考えればよい､ といった宇野の発言をと

り出して､ 純粋化論と内面化論を表層的に折

衷することも可能である｡

しかし､ 侘美は､ 内面化については､ 商品

経済の ｢ヨコへの調整とタテへの調整｣ (筆

者の用語でいえば商品経済の ｢自律性｣ と資

本主義的商品経済の ｢自立性｣) を区別する

ことで内面化の機構についても二つのレベル

を区別した｡ また､ 純粋化については､ ｢三

大階級化｣ (商品経済の ｢全面化｣ の特殊イ

ギリス的なあらわれ方) と ｢自立化｣ を区別

した｡ 侘美は､ この ｢自立化｣ を自立的な景

気循環ととらえることによって､ ｢自立性｣

をもった資本主義的生産の確立した世界市場

において､ 内面化が行われるというように､

内面化論と純粋化論とを内面的かつ有機的に

統合したのであった｡

ただし､ 侘美のように､ 景気循環をもって

ただちに ｢自立性｣ の表現とするのは､ 原理

論的な分析をとおして結論されるべき事柄に

かんして一種の論件先取となってしまうおそ

れがあるのであった｡ そこで､ まずは国家介

入としての経済政策が自由化・規制緩和され

ていった自由主義段階における経済的下部構

造の ｢自立化｣ 傾向に着目すべきなのである｡

中心部イギリスにそのような ｢自立化｣ 傾向

をもった時期の世界市場における ｢内面化｣

機構を特権的にとり出すことによって､ はじ

めて流通論的な流通形態や生産論・分配論的

な社会的再生産の総過程を ｢模写｣ すること

が可能となるのである｡

そうした留意点はあるものの､ 侘美 『世界

資本主義』 の問題提起は､ 純粋化論・内面化

論をめぐる方法論的な理論水準を飛躍的に高

めるものであった｡ だが､ 残念ながら､ 従来

はその画期的意義が十分に理解されてきたと

はいえないように思われるのである｡

２ 岩田＝二段階論にたいする侘美＝新三段

階論

周知のように､ 岩田世界資本主義論の場合

には､ ① ｢世界資本主義の形成・確立・展開

の過程｣ の ｢内的叙述｣､ ② ｢世界資本主義｣

の現実の歴史的運動過程の ｢分析｣､ ③確立

した資本主義の世界市場に対する ｢内的編成｣

の ｢分析｣､ の三つが一体のものとしてとら

えられていた｡

｢いいかえれば､ 経済学の論理展開は､ 同

時にそのうちに資本主義の歴史的な発生､ 確
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立､ 発展の叙説をふくむことになり､ したがっ

て､ 原理論と段階論の区別は､ おなじ歴史的

必然性の叙述様式の相違､ すなわち……具体

的な姿態において叙述するか､ その内的展開

において叙述するかの相違となろう｡ したがっ

てまた､ 段階論と現状分析との区別も､ 歴史

的に生成､ 確立､ 発展する資本主義の世界史

的過程を､ これを主導する中心国の資本主義

的経済過程に焦点をあわせて分析するか､ こ

れによって規制されるその他の諸国の資本主

義の特殊的位置づけとその特殊な内部編成の

解明を主眼にするかという区別､ すなわち､

世界資本主義分析と一国資本主義分析との区

別となり､ 原理論は､ 世界資本主義分析にた

いする原理論だということになろう｡｣ (岩田

[1964]､ 11頁)

このように岩田は､ 歴史的に生成､ 確立､

発展する資本主義の世界史的過程にかんして､

原理論はその機構の ｢内的展開｣ を叙述し､

段階論は具体的な姿態において叙述し､ 現状

分析は原理論・段階論における世界資本主義

分析にたいする各国資本主義分析の三者から

なるものというようにとらえ返した｡ しかも､

この三つの側面は､ ｢経済学の理論体系の……

三位一体性｣ (岩田､ 129頁) をなすものだと

されたのであった｡

しかし､ このようにとらえ返されると､ 宇

野のように想定された純粋資本主義社会を対

象とする原理論と段階論の次元の決定的な相

違はなくなることになる｡ 原理論と段階論と

はただ世界資本主義分析の二つの側面にすぎ

なくなるからである｡ こうして､ 岩田理論は

三位一体論であると同時に､ 事実上､ 三段階

論ではなく､ 世界資本主義の原理論＝段階論

と各国資本主義の現状分析との二段階論となっ

たわけである｡

岩田理論がこのように三位一体論または二

段階論を唱えたのは､ 原理論が宇野のように

｢永久に循環するかのごとく｣ 運動する純粋

資本主義社会を対象とするのではなく､ 商人

資本的な原始的蓄積過程から金融資本的な蓄

積過程までの歴史的な生成変化の過程をも同

時に対象とするということを意味していた｡

これに対して､ 侘美光彦は､ すでにみたよ

うに商品経済一般のもつ内面化作用だけでは

原理論の対象を模写することはできないこと

を明らかにし､ 十九世紀イギリスにおける確

立された資本主義的生産が前提となっていな

ければならないとした｡ そのため､ 商人資本

的な原始的蓄積過程をつうじて産業資本主義

が確立されてくる過程そのものを原理論で扱

うことはできないことを明確にしたのであっ

た｡ つまり､ 侘美は岩田の三位一体論／二段

階論を否定し､ いわば新三段階論の立場をとっ

たのである｡

これは､ 先にみたような資本主義的生産の

確立過程を流通浸透視角によってみる神秘主

義的な発想をしりぞけていることに連動して

いる｡

では､ 侘美は世界資本主義論の立場に立ち

ながら､ どのように原理論と段階論の相違を

とらえたのであろうか｡ まず､ つぎの箇所を

みてみよう｡

｢したがって段階論では､ 労働力の社会的

再生産領域としての現実的条件をもち､ 地理

的にも具体的に確定された諸国家が､ 歴史的

規定をうけて登場するものである限り､ その

こと自体からして､ 段階論が､ 各国の固有名

詞を抽象したような､ たんなる一般的理論と

して展開されるものではないことが明らかで

あろう｡ この意味で､ それは､ 一定の完結性

をもった原理論とは次元の異なる経済学体系

の一部を構成するものとなるのである｡｣ (侘

美 [1980]､ 225頁)

すなわち､ 侘美は､ 各国の固有名詞をもっ

た具体的な分析次元が段階論であり､ そうし

た固有名詞を抽象した分析次元が原理論であ
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るというのである｡ しかし､ これだけでは､

かならずしも鈴木・岩田理論における二段階

論的な発想とのちがいは明確とはいえない｡

むしろ､ 次の点にこそ､ 原理論と段階論との

次元の相違が明瞭に示されているといってよ

い｡

｢換言すれば､ 資本主義的生産の限界ない

しその部分性は､ 原理論と段階論との次元の

差異によって､ 必ずしも原理論のように労働

力商品の部分性およびそれに起因する価格騰

貴に限定されることなく､ 他の諸問題に翻訳

されてあらわれうることもありうるのである｡｣

(同前､ 227頁)

このように､ 侘美は､ 宇野原理論における

｢南無阿弥陀仏｣ とまでいわれた ｢労働力商

品化の無理｣ にもとづく賃金騰貴による恐慌

の論理も､ 段階論のようなより具体的な次元

ではそのままではあらわれない､ そこに原理

論と段階論との次元の差異が明瞭に示される

とするのである｡

これは同時に､ 1960年代以降に進展した十

九世紀の恐慌史研究の研究水準を踏まえると､

宇野が考えたように賃金騰貴を原因として発

生した恐慌などはなかった､ という宇野経済

学にとっての致命的ともいえる難問にたいす

る理論の免疫化の試みでもあった｡ コアとし

ての原理論では純化された条件設定によって

賃金騰貴による恐慌発生の必然性は論証され

るが､ 現実的具体的な世界市場を対象とする

段階論では､ 違うかたちに翻訳されてあらわ

れるというのである｡

｢たとえば､ 再び自由主義段階のイギリス

に例をとると､ その資本主義的生産の部分性

は､ 一面で､ ……直接的に労働力商品の処理

機構における部分性として､ すなわち産業予

備軍の各種の存在､ あるいは零細農業経営・

零細工業経営の分解困難等としてあらわれる

と同時に､ 他面で､ イギリス産業資本が自己

の原料や労働の生活資料の供給のかなりの部

分を外国の非資本主義的生産に依存する､ と

いう産業部門的部分性としてもあらわれた｡

後者はより具体的には､ イギリス綿工業の原

料である棉花の供給は主として米国南部の奴

隷生産に､ また食糧供給の一部がプロシアの

ユンカー生産等の非資本主義的生産にも依存

するというような形での､ イギリス資本主義

的生産の部分性であった｡ このため､ 一方で

のイギリス国内での産業予備軍の豊富さによっ

て､ また他方での非資本主義的生産の供給の

おくれによって､ 好況末期には､ 労賃は相対

的に上昇しないで､ むしろ原料や食料品の価

格が急騰し､ それが産業資本の利潤率や蓄積

に重大な影響をおよぼすものとなったのであ

る｡ このように段階論においては､ 原理論で

は労働力商品に集約して表現される資本主義

的生産の部分性が､ 他の非資本主義的生産と

の分業関係にしめされるような部分性にも転

化してあらわされ､ したがってそれが恐慌発

生の一つの要因となることがありうるのであ

る｡｣ (同前､ 227-228頁)

侘美は､ 宇野恐慌論につきつけられていた

自由主義段階の周期的恐慌にかんする決定的

な実証的困難を､ まさに原理論と段階論の分

化という方法論によって回避したのであった｡

固有名詞をもった国民国家や地理的な領土な

どの具体的な諸条件を捨象した原理論の次元

においては､ 資本蓄積の限界をなすものは

｢労働力商品の無理｣ にしぼりこまれる｡ し

かしながら､ より具体的な諸条件が前提とな

る段階論の次元においては､ 原料や食料品の

供給条件の制約が資本蓄積の限界をもたらす

としたのである｡

いうなれば､ 内面化によって模写される原

理論の対象は内面化の機構そのものによって

濾過され純化されたものであり､ 不純な諸要

素が混合した現実の歴史世界とは異なるもの
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となっている｡ 原理論と段階論とが峻別され

なくてはならないのもそのためである｡ これ

が岩田理論の方法であれば､ 世界資本主義の

周期的恐慌は原理論においては労賃騰貴によっ

て起こるものとして内的に叙述され､ 段階論

においては具体的に中心部イギリスの労賃騰

貴によって起こったものとして叙述されるこ

とにならざるをえないであろう｡

このようにして侘美は､ 岩田理論のように

原理論と段階論を同じもの (世界資本主義の

歴史的過程) の内的論理の叙述と具体的姿態

の叙述として事実上一体化する方法とは明確

に一線を画した｡ それによって､ 侘美は二段

階論ではなく三段階論を堅持したのであった｡

３ 発展段階間の ｢移行の必然性｣ をめぐっ

て

1960年代になると､ 十九世紀中葉から二十

世紀初頭にかけての国際金融・景気循環の実

証研究が蓄積されるようになり､ レーニンや

宇野弘蔵から鈴木鴻一郎・岩田弘まで共通に

抱かれていた自由主義段階から古典的 ｢帝国

主義｣ 段階にかけての像が､ 実際には大きく

異なっていることが明らかとなってきた｡ こ

のことは､ マルクス・宇野経済学にとって根

底的な理論的危機を意味していた｡ なぜなら､

レーニンの時代には ｢帝国主義｣ 論は妥当し

たが､ 第二次大戦後にはもはや妥当しなくなっ

たので､ 新しい現代資本主義論がもとめられ

ている､ といった程度の決まり文句をこえて､

そもそもレーニンの ｢帝国主義｣ 論そのもの

がまったく間違っていたことが少なくとも経

済史学のレベルでは明確になってしまったか

らである｡

侘美自身､ ｢金融資本の形成とイギリス資

本市場｣ (鈴木鴻一郎編 『帝国主義研究』 日

本評論社､ 1964年､ 所収) や 『国際通貨体制』

において､ 十九世紀末から二十世紀初頭にか

けての古典的 ｢帝国主義｣ 段階の国際金融・

景気循環を実証的に分析し､ レーニン以来の

固定観念がまったく事実とは異なることを明

らかにしていった｡

古典的 ｢帝国主義｣ 段階に関しては､ レー

ニン以来､ 金融資本と独占が発達した独占的

資本主義であるという理解がなされてきた｡

そして､ 独占的資本主義が発達した ｢帝国主

義｣ 列強の間では植民地再分割闘争が激化し､

ついにはイギリスとドイツの間で ｢帝国主義｣

戦争にいたったと考えられてきたのであった｡

たとえば､ 岩田弘は ｢金融資本的蓄積様式｣

を次のように規定していた｡

1895～1907年の異常な好況期は､ 重工業な

どにおける集中合併戦や市場シェアの独占的

分割戦によって ｢新鋭生産設備の新設､ 拡張

による生産能力シェアの拡大｣ が強制され､

それがまた ｢いわゆる投資需要を媒介にして

関連産業諸部門の拡張やまたこれをとおす工

業生産一般の量的な拡大を誘発｣ したものだっ

た｡ だが､ ｢集中合併戦と市場の独占的分割

戦は､ その性質上､ 比較的少数の巨大会社に

よる市場の独占的分割支配に帰着し､ これと

ともに戦線は固着してこれら巨大会社相互間

の休戦協定に転化せざるをえ｣ ず､ それとと

もに ｢市場シェア拡張の手段としての生産能

力シェア拡大の動因も消失し､ 全過程の拡張

を支えてきた生産設備の新設､ 拡張は､ 停滞

せざるをえない｣｡ その結果､ ｢現存生産設備

の一部と現存雇用労働人口の一部を過剰化せ

ざるをえない｣ (以上､ 岩田､ 283頁)｡

このように､ 岩田においては､ 独占間の激

烈なシェア獲得競争による異常な好況の出現

を強調する点は宇野以前にはみられない指摘

であったが､ 結局のところ､ それも独占停滞

と慢性失業に帰結したものとして描かれてい

たのである｡

ところが､ 第一次大戦以前においては､ 独

占 (カルテル､ トラスト) の価格や生産にた

いする支配力というのは､ 従来考えられてき

たほど強力なものではなかったのである｡ そ

の結果､ 1907年の世界恐慌もシャープな落ち
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込みのあとＶ字型回復を示し､ 14年の第一次

大戦の勃発までふたたび好況局面にはいった

のであった｡

他方で､ 当時の世界経済は､ 国際金本位制

のもとでポンド為替を決済通貨とする国際金

融・貿易のネットワーク､ すなわちロンドン

を中心とした多角的決済機構が発達し､ 1890

年代から1900年代にかけては順調な経済成長

が展開されていたのであった｡

なお､ 強調しておくべきなのは､ 侘美にお

いては､ 自由主義段階のイギリス一国の金本

位制と､ ｢帝国主義｣ 段階の国際金本位制と

の違いは､ たんに金本位国が複数になったと

いうだけで区別されていたわけではないとい

うことである｡ 侘美は､ 自由主義段階と ｢帝

国主義｣ 段階の共通性と差異をつぎのように

とらえていた｡

すなわち､ イギリス一国が金本位制だった

自由主義段階には､ 綿工業を主軸としたイギ

リスは好況末期に貿易赤字の増大から金流出

が生じてバンク・レートの上昇､ 国内金融収

縮がおこると､ 当時の未発達な交通・運輸を

前提とした商人資本的な投機の破綻によって

商業恐慌､ 産業恐慌へと急速に波及し､ しか

もそれがイギリスの輸入の急減をつうじて諸

外国に波及していくというメカニズムが存在

したのであった｡

これに対して､ 自由主義段階の末期から､

しだいに鉄鉱・石炭産業へと基軸が移動して

いくとイギリスの貿易構造に変化があらわれ､

好況末期に貿易赤字が増大しにくくなった｡

そのうえ､ 交通・運輸の発達による商人資本

的な投機の抑制や､ さらには当座貸越の普及

にともなう手形利用の減少や証券市場の発達

などの金融機構の変化によって､ 手形割引を

直撃するバンク・レートによる国内引き締め

効果も緩和されるようになった｡ それにたい

して､ バンク・レート､ ロンドン市場金利の

上昇は､ 国内経済よりも海外短期資本移動の

ほうにより大きな影響を及ぼすようになって

いった｡

こうして､ 国際金本位制となった ｢帝国主

義｣ 段階においては､ イギリスは好況末期に

なってもバンク・レートの上昇によって､ た

だちに海外から短資を引き揚げることで急激

な金融収縮を回避できるようになり､ 恐慌は

マイルドなものとなった｡ ところが､ そのた

めにかえって産業整理が停滞的になってしまっ

た｡ それがだらだらと続いたイギリスの ｢大

不況｣ という景気循環の形態変化として現象

したのであった｡

これにたいして､ ドイツやアメリカではイ

ギリスへと急激に短資が引き上げられること

により､ 為替相場が下落して金現送点を下回

り､ 急激な金流出がおこって激しい国内金融・

国内産業の収縮がおこった｡ これらの国では

いまだ金融制度が未整備だったため､ 恐慌が

発生してようやく金利が急騰することで､ ふ

たたびロンドン金融市場から短資が流入して

為替相場が金現送点を上回って金流入がおこ

り､ 国内金融の緩和が実現したのであった｡

だが､ このように急激な産業恐慌によって産

業整理の暴力的調整がおこなわれていたこと

がドイツ､ アメリカの荒々しい急成長を可能

とさせていたのであった｡ 1907年の世界恐慌

はこの順調な蓄積メカニズムそのものを示し

たものであった｡ 循環性恐慌こそが自立的な

資本主義的生産の健全性のあらわれだという

のが侘美の基本的な考え方であるが､ 07年恐

慌がその最後のものだとされているわけであ

る｡

自由主義段階には､ バンク・レートの変動

とともに､ イギリスの国内経済自身が膨脹・

収縮することをつうじて､ 輸出入の変動によっ

て諸外国の実体経済に影響を与え､ 周期的恐

慌もそれに対応していた｡ ｢帝国主義｣ 段階

になると､ 短期資本の移動によってイギリス

自身の国内経済は大きな景気の変動を経験す

ることなしに､ 諸外国における実体経済の激

しい変動による基礎的調整をバンク・レート
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が媒介するようになった｡ そこでは､ 景気循

環の形態変化があらわれ恐慌の周期性は攪乱

されるようになったものの､ 依然として循環

性恐慌の性質はのこっていた｡ これが､ 『国

際通貨体制』 において侘美が実証的にあきら

かにしようとしたことであった｡

こうして､ ｢帝国主義｣ 段階には､ 中心国

イギリスの産業発展は停滞的になりはじめた

が､ ドイツ､ アメリカでは旺盛な産業発展を

行っていたこと､ その背後に循環性恐慌に集

約される自立的な資本主義的生産が続いてい

たこと－－価格の硬直化をもたらす独占的資

本主義はまだ微弱だったということでもある－－

､ 各国は貿易・金融の多角的決済機構によっ

て緊密にネットワークを形成しており､ のち

のブロック経済の時代とは異なり保護関税に

よる対立などは例外的なものにとどまってい

たこと､ 等々があきらかにされたのであった｡

このように､ 侘美においては､ ロンドン金

融市場を中心として短期資本と金の国際移動

が媒介されるしくみが形成されたことが､

｢帝国主義｣ 段階の国際金本位制の特徴であっ

て､ たんに金本位制をとる国が複数になり､

多角的決済機構のネットワークが形成された

というだけの問題ではなかった｡ 短期資本と

金準備の国際移動をイングランド銀行のバン

ク・レートが規制し､ それをつうじて世界各

国の資本蓄積が連動させられ､ 世界的な循環

性恐慌が発生するという統一的な運動機構が

存在したことに､ 特徴が認められたのであっ

た｡

このように､ 侘美は､ ｢帝国主義｣ 段階に

いたっても､ 世界資本主義はいまだ自由主義

段階の蓄積メカニズムと根本的な点で差異は

ないことをあきらかにしたのであった｡

だが､ だとするとレーニンの ｢資本主義の

最高の発展段階としての帝国主義｣ という規

定に想を得て展開された､ 宇野の ｢爛熟期の

資本主義としての帝国主義段階｣ という規定

は､ まったく意味をもたないことになってし

まうであろう｡ それでは､ 自由主義段階と

｢帝国主義｣ 段階の断層ということから生み

だされた宇野三段階論は根底的に崩壊してし

まうのではないだろうか｡ まさしく､ 侘美が

宇野理論と鈴木・岩田理論の双方にたいして

おこなった再定義は､ 実証研究によって突き

つけられてきたこのような反証的な歴史的事

実を方法論的に体系を組み立て直すことによっ

て受け止めようとする試みにほかならなかっ

たのである｡ したがってまた､ これらの反照

的事実を ｢例外｣ として黙殺してきた宇野原

理主義派には､ そもそも侘美理論の前提となっ

ているプロブレマティーク (問題設定) その

ものが理解されなかったのも必然的であった｡

このような反証的事実を前にして､ 侘美が

試みた理論の免疫化－－というよりは突然変

異的な ｢進化｣ というべきであろう－－の試

みは､ 次のようなものであった｡

たしかに自由主義段階と ｢帝国主義｣ 段階

とでは､ 循環性恐慌が存在した点では共通の

性格をもっていた｡ しかしながら､ 他方で､

1873年～1894年の ｢大不況｣ をとおして景気

循環の形態変化が起こったことも事実である｡

すなわち､ 恐慌・景気循環に集約してあらわ

れる資本蓄積､ 金融機構に一定の変容があっ

たことも否定できない｡ 交通・通信手段の発

達による投機の抑制､ イギリスの貿易構造や

金融機構が変化して好況末期に急激に貿易赤

字が発生して金流出が引き起こされるという

パターンが緩和されるなどの変化により､ 中

心国イギリスでは急性的な恐慌がおこらなく

なったからである｡ その結果､ 恐慌による資

本の価値破壊も緩和されることになった｡ そ

のことがいわゆる ｢固定資本の巨大化｣ をも

たらしたのであった｡

このように､ ｢固定資本の巨大化｣ から景

気循環の変容がもたらされたのではなく､ 景

気循環の形態変化から ｢固定資本の巨大化｣

がもたらされたとするのが､ 侘美説の要所な

のである｡
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こうして景気循環の形態変化によって ｢固

定資本の巨大化｣ がもたらされると､ それに

対処するものとして巨大産業株式会社の発達・

普及がみられるようになった｡

以上のように､ 侘美は自由主義段階から

｢帝国主義｣ 段階への移行期をとらえ直した

のであった｡ このようにとらえ直したことは､

ヒルファディング 『金融資本論』 (1910年)

以来伝統的な､ 重工業における固定資本の巨

大化→株式会社形式の普及→金融資本の形成

→景気循環の形態変化という因果関連をひっ

くり返すことを意味していた｡ すなわち､ 侘

美においては､ 景気循環の形態変化→ ｢固定

資本の巨大化｣ →株式会社形式の普及→ ｢金

融資本｣ の形成という因果関連でとらえ直さ

れたのである｡ 結果として形成された世界的

な資本蓄積機構が ｢金融資本｣ とよばれるが､

それはもはや伝統的な ｢金融資本｣ の概念と

は似ても似つかない､ 内容的にまったく異な

る概念となっていることは侘美理論を理解す

るうえでの大きな躓きの石となっており､ 最

大限の注意を要するところであろう｡

そして､ ｢金融資本｣ 的蓄積機構において

も､ 形態変化したとはいえ循環性恐慌は存在

していたのだから､ 自由主義段階の ｢産業資

本｣ 的蓄積機構と本質的な相違はない｡ そこ

で､ ｢帝国主義｣ 段階－ ｢金融資本｣ 的蓄積

機構においてもまた､ 自立的な循環性恐慌が

おこっていたので､ 内面化によって原理論の

対象となるとされたのであった｡ 原理論にお

いても､ 段階移行の必然性が説かれるという

侘美の主張は､ じつは､ 侘美によってとらえ

返された ｢帝国主義｣ ｢金融資本｣ 段階が､

本質的には自由主義段階の産業資本主義的な

蓄積メカニズムの延長上にあるものだという

ことによっていたといってよい｡

つまり､ 宇野が自由主義段階と ｢帝国主義｣

段階には決定的な断層があるので､ ｢移行の

必然性｣ を原理的に説くことはできないと考

えたのにたいして､ 侘美は､ 実証研究の進展

を踏まえて､ その断層は決定的なものではな

いので､ ともに原理論の対象範囲であるとい

う認識から､ ｢移行の必然性｣ を説けるもの

としたのであった｡ この点では､ 宇野と同様

に､ 両段階間に決定的な断層を認めながら､

なおも原理論で ｢移行の必然性｣ を説こうと

した鈴木・岩田理論とは､ 侘美理論の観点は

大きく異なっていたことに留意する必要があ

るのである｡

このように､ 侘美は､ 自由主義段階と ｢帝

国主義｣ 段階のメカニズムを連続性のあるも

のととらえることによって､ 原理論と段階論

を対応させたわけである｡ 段階論は景気循環

の形態変化によって段階を画される｡ しかし､

それは依然として原理論の対象範囲内での変

化でしかない｡ だから､ その範囲での ｢段階

間の移行の必然性｣ は原理論でも対象範囲と

なるというのであった｡ それでも､ 原理論と

段階論は峻別される所以については前節で見

たとおりである*10｡

結語

以上のようにみてくると､ 侘美光彦の 『国

際通貨体制』 から 『世界大恐慌』 にいたる浩

瀚な実証研究の意図が､ 徹底してマルクス・

宇野経済学や鈴木・岩田理論の方法論的な再

定義に根ざしていたことがあきらかとなるで

あろう｡ すなわち､ 1960年代から70年代にか

けての研究の蓄積によって､ 宇野弘蔵が体系

化した原理論・段階論・現状分析のすべてに

関わってさまざまな反証的な事実関係が突き

つけられてきたことを踏まえて､ 自由主義段

階論と ｢帝国主義｣ 段階論を全面的に再構成

するとともに､ 段階論と原理論の区別と関連

にかんしても循環性恐慌による自立的な蓄積

運動を基準にして再定義を行った｡

たとえば､ 19世紀においても宇野恐慌論の

いうような賃金騰貴によって発生した恐慌は

現実にはほとんどなかったとか､ 自由貿易帝

国主義論をはじめとする自由主義段階の西洋
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経済史学的な実証研究であるとか､ 侘美自身

があきらかにした､ ｢帝国主義｣ 段階には独

占は未成熟で､ 循環性恐慌にみられる自立的

な蓄積運動がなおもみられ､ 国際金本位制の

もとで黄金時代といわれた大型好況が展開し

ていたという既成の ｢帝国主義｣ 段階像を根

底的に破壊し尽くす研究､ 等々である｡ 侘美

は､ それらを受け止め三段階論を再構成しよ

うと図ったのであった｡ そのような試みが､

そもそも宇野の三段階論の枠組みが無傷のま

まであると信じている論者たちにとって､ 問

題の所在すら理解されなかったのは無理もな

いことであったろう｡ また､ 内在的な批判的

対決を回避してマルクス・宇野経済学ばなれ

をおこなっていった論者たちにとっても事態

は同様であったであろう｡

侘美は､ 宇野三段階論の枠組みをトータル

に再構築する試みを提示したうえで､ さらに､

第一次大戦以降の世界資本主義の変質を現代

資本主義論のための前提的課題として正面に

据えたのであった｡ それが世界大恐慌の研究

として展開されたのであった｡

これほどまでに徹底して方法論的な思考を

貫いた論者は宇野弘蔵以降は岩田弘以外には

みあたらないし､ その方法論的な意図に即し

て､ たんに理論的・方法論的な問題提起にと

どまらず､ あれほどまでに浩瀚な実証研究を

展開した論者はおそらく絶無であろう｡ (2004

年９月11日脱稿､ 05年５月８日一部省略・改

稿)
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*10 なお､ 筆者自身は､ ｢移行の必然性｣ は原理論で説けないことが原理論と段階論を区別する意味だと考え

ている｡ 侘美は19世紀末における景気循環の形態変化といういわば微小な変化をもって ｢段階移行｣ ととらえ

ているが､ そこでは循環性恐慌にみられるような原理論で対象とされるパクス・ブリタニカ期における世界資

本主義の基本的なメカニズムは持続していたのである｡ そのため､ 侘美は､ このような微少な変化をもって原

理論でも段階論でも扱える ｢移行の必然性｣ としたのであった｡ しかし､ 侘美自身が19世紀末～20世紀初頭に

も原理論が対象とする基本的なメカニズムが持続していることを実証的にあきらかにしたということは､ それ

に対応する発展段階の構造的なメカニズムにもあまり変化がなかったというとらえ直しが必要だったことを意

味している｡ 19世紀末の ｢大不況｣ 期ではなく20世紀前半の大恐慌期にこそ､ 段階移行とそれに続く ｢爛熟期｣

の段階は設定されなくてはならない｡ したがって､ 第一次大戦前までのパクス・ブリタニカ期の世界資本主義

を原理論および古典的自由主義段階論の対象とみなし､ その構造的なメカニズムが崩壊していった戦間期を

｢爛熟期の資本主義｣ 段階論の固有の対象とみなさなければならない｡ この点についての詳細は前掲 『段階論

の研究』 第七章､ 参照｡
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茨 城 大 学 人 文 学 部
社 会 科 学 科 彙 報

(2003年10月～2004年９月, 五十音順)

○有泉 哲 (公共政策論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢日本経済の長期停滞と不良債権・過剰債務問題｣ 『茨城大学人文学部紀要 社会科学論集』

39号, 2003年, ９－32頁

｢日本経済の過去､ 現在､ 未来 (国際コンファランス招待報告論文) 『2003年韓国経済研究

学会報告論文集』 2003年, 13－26頁

[学会発表・その他の活動]

日本経済の過去､ 現在､ 未来｣ (招待報告), 2003年11月28日, 韓国経済研究学会, 成均館大

学 (ソウル)

○飯塚 和之 (地域社会論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢判例評釈：少年法61条が禁止している推知報道の判断基準､ および少年犯罪の仮名報道

と名誉・プライバシー侵害成否の有無｣, 『NBL』 第786号, 2004年, 75－82頁

｢判例解説：土呂久事件第１次訴訟｣ 『環境法判例百選』, 2004年, 30－31頁

[著書・翻訳等の出版物について]

｢患者の自己決定権と司法判断―近時の最高裁・説明義務判決をめぐって―｣ 湯沢・宇都

木編 『人の法と医の倫理』, 263－289頁 (信山社, 2004年)

｢イギリスにおける専門家の責任｣ 川井健・塩崎勤編 『新・裁判実務大系８巻 (専門家責

任訴訟法)』, 359－372頁 (青林書院, 2004年)

○井上 拓也 (公共政策論)

[海外出張・海外研修について]

アメリカ, 2004年３月26日～４月５日, ユタ大学, アメリカ消費者学会, ソルトレイクシ

ティー, ワシントンDC, 共同研究の打ち合わせ

韓国期間, 2004年９月２日～９月４日, 韓国消費者保護院, ソウル, 第１回北東アジア消

費者政策会議への出席

[雑誌等に掲載された論文について]

｢消費者・消費者団体・消費者政治�｣, 『茨城大学人文学部紀要社会科学論集』 40号, 2004

年, 17－32頁
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[学会発表・その他の活動]

顧客と市民の間で―消費者団体の政策選好の変化, 2004年５月14日, 早稲田政治学会, 早

稲田大学

○内田 聡 (国際社会論)

[海外出張・海外研修について]

韓国, 2003年10月19日～10月22日, 忠北大学, 忠清北, 日韓比較経済経営国際シンポジュー

ムでの報告, ｢金融システムの変革―プライベート・エクイティ進展の意味｣

[著書・翻訳等の出版物について]

｢未公開株投資｣ 『ベーシック証券市場論』 (福光寛・高橋元編), 東京, 同文舘, 2004年,

203－216頁

[学会発表・その他の活動]

｢銀行はどのようにして設立されるのか―カリフォルニア州にみる地域金融の姿｣, 政治経

済学研究科ジョイントセミナー, 早稲田大学大学院, 2003年10月

｢アメリカにおける銀行新設の実態と意味～地域金融の一側面｣, 中央大学経済研究所, 中

央大学, 2003年10月

｢米銀の再編とリレーションシップバンキング｣, 中央大学経済研究所, 中央大学, 2004年

５月

｢アメリカにおける銀行の統廃合と新設―リレーションシップバンキングの動態―｣, 愛知

大学, 生活経済学会, 2004年６月

｢地域金融の再編とリレーションシップバンキング―米国の経験とわが国への示唆―｣, 日

本郵政公社関東支社, 2004年８月

[新聞掲載]

｢銀行はいかに設立されるのか｣, 『社会人のための経済学・中部経済新聞』, 2003年11月

｢未公開株市場の重要性｣, 『社会人のための経済学・中部経済新聞』, 2004年１月

｢米銀再編への中小企業の評価｣, 『社会人のための経済学・中部経済新聞』, 2004年４月

｢地域金融の再編とリレバン｣, 『社会人のための経済学・中部経済新聞』, 2004年７月

○鎌田 彰仁 (産業・企業論)

[学会発表・その他の活動]

今後の中小企業の支援体制のあり方に関する研究会委員委員長, 日本商工会議所

国民生活金融公庫運営懇話会委員 (北関東・信越地区), 国民生活金融公庫

ものづくり人材育成研究会専門委員, 厚生労働省・三菱総合研究所

中小企業支援機関職員研修部会委員長, 中小企業大学校東京校

茨城県商工労働観光審議会副会長, 茨城県

茨城産業会議企画調整委員会学識委員, 茨城県経済４団体
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○神谷 拓平 (産業・企業論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢パートタイム労働者就業動機の構造｣, 『茨城大学地域総合研究所年報』 37号, 2004年, 43

－60頁

｢ルソーの政治理論―一般意志を中心に｣, 『茨城大学政経学会雑誌』 74号, 2004年, 13～26

頁

○木村 昌孝 (国際社会論)

[海外出張・海外研修について]

フィリピン, ８月５日～８月30日, デ・ラ・サール大学, マニラ, 2004年選挙に関する調

査 (日本学術振興会特定国派遣研究者)

[学会発表・その他の活動]

The Federation of Free Farmers and Its Significance in the History of the Philippine

Peasant Movement, 2004年８月13日, 開催母体：La Salle Institute of Governance,

Yuchengco Center, and Political Science Department, 開催場所：Yuchengco Center

Conference Room, De La Salle University.

○清山 玲 (産業企業論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢ジェンダー平等政策の展開と雇用における 『結果の平等』｣, 『大原社会問題研究所雑誌』,

2004年, １～16頁

｢男女間賃金格差の要因とその改善策について｣ (連続シンポジウム第５回 ｢年収300万円

時代を考える｣) 『経済』 102号, 2004年３月号 (『経済』 編集部編 『仕事と生活が壊れていく』

新日本出版社, 2004年６月所収)

[書評]

木本喜美子著 『女性労働とマネジメント』, 『協う』, 暮らしと協同の研究所, 2004年８月,

１頁, 単

[学会発表・その他の活動]

日本におけるパートタイム労働の現状と政策課題, 2004年５月22日, 社会政策学会第108回

大会, 法政大学

○金 光男 (国際社会論)

[海外出張・海外研修について]

中華人民共和国, 2004年７月14日～７月18日, 延辺大学, 吉林省延吉市, 日中韓国際シンポ

ジウム参加, ｢ノムヒョン大統領弾劾制度｣ に関するコメント

[著書・翻訳等の出版物について]
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｢第６章, 石油・天然ガス｣ 『インドネシアを知るための50章』, 東京, 明石書店, 2004年,

単

○河野 直践 (地域社会論)

[海外出張・海外研修について]

韓国, 2003年10月19日～10月22日, 忠北大学, 清州, 第２回韓日・比較経済経営シンポジウ

ムへの出席・発表, 日本の農業構造問題と農協改革の方向

[科学研究費補助金の受領について]

地域社会型農業の形成展開に関する比較研究, 萌芽, 分担

東海村における原子力防災カリキュラムの開発と地域システムに関する総合研究, 基盤

(Ａ), 分担

[雑誌等に掲載された論文について]

｢電力事業改革と経済民主主義｣, 『茨城大学人文学部紀要社会科学論集』 39号, 2003年, 33

－57頁

[著書・翻訳等の出版物について]

｢農協法とＪＡの課題｣, 東京, 日本経営協会, 2003年, 154頁, 共

[学会発表・その他の活動]

水戸市廃棄物減量化等推進審議会会長, 水戸市, 水戸市役所

協同組合社会を展望する, 2004年９月７日, 生活クラブ生協神奈川, 横浜市

協同組合運動論, 2004年７月６日, 栃木県農協中央会, 宇都宮市

○後藤 玲子 (公共政策論)

[海外出張・海外研修について]

米国, 2004年６月１日～６月10日, 商務省, 行政管理予算局, ワシントン州政府, ニュー

ジャージー州政府, サンカルロス市役所, パロアルト市役所, 米国における電子自治体とIT

産業事情に関する調査

[科学研究費補助金の受領について]

グローバルな規模で進展する情報経済と新たな社会制度デザインに関する研究, 特定領域

研究�, 分担

[雑誌等に掲載された論文について]

｢情報化の雇用へのインパクト｣, 『第18回全国大会研究発表論文集』 ８巻１号, 2003年,

257－262頁

｢情報社会の労働編成モデル－日本企業の人的資源管理に焦点を当てて｣, 『国際会議論文

集 情報経済の確立と社会経済システムの進化』, 2004年, 87－101頁
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｢Human Resource Arrangement in an Age of Flexibility: Rethinking of the

Employment Relations System in Japan｣, 『�������������, ���������������������』
９巻, 2004年, 71－88頁

[著書・翻訳等の出版物について]

｢情報化と雇用・就労｣ 花田達朗・吉見俊哉編 『社会情報学ハンドブック－研究への50の

扉』, 東京, 東京大学出版会, 2004年, 296頁, 共

[学会発表・その他の活動]

情報化の雇用へのインパクト, 2003年10月11日, 日本社会情報学会, 東京工科大学

情報化社会における雇用関係システムの展望：分権化による民主主義の進化, 2003年10月26

日, 社会経済システム学会, 一橋大学

情報社会の公私の連携と機能分担, 2004年１月27日, 科研費特定領域� ｢情報学｣ 総括班,

学術総合センター

○斎藤 義則 (地域社会論)

[海外出張・海外研修について]

プラハ, ウイーン, ブタペスト, ９月13日～９月21日, エネルギー政策と地域システムに

関する資料収集と視察

[科学研究費補助金の受領について]

東海村における原子力防災学習カリキュラムの開発と地域システムに関する総合研究, ��, 代表

[著書・翻訳等の出版物について]

｢21世紀の日本のかたち－生命の網の目社会をはぐくむ｣, 東京, 彰国社, 2004年６月, 155

頁, 共

｢混住社会と地域システム｣, 東京, 彰国社, 2004年６月, 146－141頁, 単

[学会発表・その他の活動]

空間価値を社会基盤とした地域像, 2004年７月９日, 早稲田大学, 東京

市町村合併とまちづくり, 2004年７月15日, 茨城県労農会議, 水戸市

政策とは何か, 2004年１月８日, 茨城県自治研修所, 水戸市

鹿嶋市都市計画審議会会長, 鹿嶋市, 鹿島市役所

石岡市都市計画審議会委員, 石岡市, 石岡市役所

大洗町都市計画審議会会長, 大洗町, 大洗町役場

政策講座アドバイザー, 水戸市, 茨城県自治研修所

いばらきまちづくり実践アカデミーコーディネーター, 下館市, 茨城県都市計画課

新田園空間創造運動推進協議会会長, 茨城県農村環境課

東海村女性がつくる街づくり策定委員会コーディネーター, 東海村企画財政課
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ひたちなか市産業活性化委員会委員長, ひたちなか市役所

県北地域交流拠点整備構想策定委員会, 茨城県地域計画課

砂沼サンビーチ検討委員会, 茨城県開発公社

水戸市中心市街地活性化対策協議会委員, 水戸市役所

連合いばらき総研研究員, 連合茨城

○佐川 泰弘 (公共政策論)

[海外出張・海外研修について]

フランス, 2004年８月31日～９月14日, フランス公文書館他, パリ, ｢計画契約｣ の政策過

程に関する資料収集, 調査

[科学研究費補助金の受領について]

欧州統合と地方分権下のフランスにおける政策過程分析, 若手研究�, 代表

[著書・翻訳等の出版物について]

｢利益誘導政治－国際比較とメカニズム｣, 東京, 芦書房, 2004年, 247頁, 共著

[学会発表・その他の活動]

｢ヨーロッパ統合をめぐる葛藤, 統合への適応：フランスの場合｣, 2003年10月６日, 日本

政治学会, 尚美学園大学

｢『地方システム』 の方法と地方政治・行政：日仏比較のための視点｣, 2004年３月13日,

日仏会館フランス事務所・在日フランス大使館・日仏政治学会, 日仏会館フランス事務所

○渋谷 敦司 (公共政策論)

[著書・翻訳等の出版物について]

｢新版・現代社会論｣, 有斐閣出版, 2004年, 254頁, 共

｢フェミニスト福祉政策原論｣, ミネルヴァ書房, 2004年, 245頁, 共

[学会発表・その他の活動]

暮らしの豊かさと男女平等, 2003年10月４日, 放送大学, 茨城県立図書館

男女共同参画社会の形成という課題の行政内部での位置づけ方, 2003年10月27日, 結城市役

所, 結城市役所

地域社会とジェンダー, いわき明星大学, いわき明星大学, 2004年１月24日

高齢者神話と世代間対立, 茨城県立図書館, 放送大学, 2004年７月17日

○住田 英穂 (地域社会論)

[海外出張・海外研修について]

マレーシア, 2003年10月31日～11月６日, 国際消費者機構・アジア太平洋事務所他, クアラ

ルンプール, 消費者保護法制についての調査
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オーストラリア, 2004年３月13日～３月19日, シドニー大学他, シドニー, 消費者保護法制

についての調査

○帶刀 治 (地域社会論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢茨城における新産業創造と雇用創出対策｣, 『茨城県政の当面の課題と将来像』, 2003年,

31頁

｢NPO (非営利組織) の可能性－茨城のまちづくりNPOを中心に｣, 『茨城大学地域総合研

究所年報』 37号, 2004年, 22頁

[学会発表・その他の活動]

コミュニティ・サーヴィス・ラーニング(Community Service Learning)とNPO, 2003年11

月, 福島大学教育学部

21世紀の地域づくりを誰がどのように担うか－新地方制度改革をふまえて, 2004年１月,

茨城大学地域総合研究所・茨城県地方自治研究センター, 茨城大学

ボランティア活動と高校生, 2004年５月, 茨城県教育委員会, 白浜少年自然の家

塙山がめざす新しいコミュニティ―市民ニーズの多様化, 高次化への対応, 2004年６月,

日立市塙山学区住みよいまちをつくる会, 塙山コミュニティセンター

地域社会の構造転換と社会教育計画, 2004年７月, 茨城大学生涯学習教育研究センター,

茨城大学学生会館

Formation of Commuties with Individual Characteristics and The Role of Citizen－

Role of NPOs striving community revitalization, 2004年８月, JICA留学生セミナー,

JICA筑波センター

地域振興と都市再生－茨城・鹿島の事例, 2004年９月, 茨城大学地域総合研究所, 鹿島研

究センター, 鹿嶋まちづくり市民センター

｢コミュニティ・サーヴィス・ラーニング(Community Service Learning)とNPO｣, 2003

年11月, 福島大学教育学部

｢平成13年度農山村地域における総合的就業機会確保方策調査｣ 委員会 (委員長として最

終報告のとりまとめ, 報告書は2004年３月刊行), 2003年12月, �農村地域工業導入促進セン

ター

○高井 美智明 (産業・企業論)

[学会発表・その他の活動]

模擬授業 ｢会社とは何か―そしてCSR―｣ , 2004年６月30日, 茨城県立鉾田第一高等学校

プレカレッジ講座 ｢会社とは何か―仕組みとそのチェック―｣ , 2004年8月5日, 茨城県教

育庁高等教育課, 茨城県立取手第一高等学校

○館山 豊 (国際社会論)

[学会発表・その他の活動]

世界の中の日本�：中東の国家と社会―イスラムと石油, 2004年７月31日, 東海村中央公
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民館講座, 東海村

世界の中の日本�：中東を取り巻く国際関係―アメリカ, 中東, 日本, 2004年８月21日,

東海村中央公民館講座, 東海村

茨城新聞 ｢郷土紙批評｣, 2004年１月～６月 (月１回, 計６回掲載)

○田中 重博 (地域社会論)

[著書・翻訳等の出版物について]

構造改革と地方財政―分権的税財政システムへの展望, 東京, 自治体研究社, 2004年, 293

頁, 共

○田村 武夫 (社会科学論)

[海外出張・海外研修について]

中国, 2004年７月14日～７月18日, 延辺大学, 中国・朝鮮族自治州延吉市, 東アジア比較法

研究シンポジウム, 現在日本における憲法改正の動向

[雑誌等に掲載された論文について]

｢わが國の捜査・公判の過程における通訳譯制度の現状と課題｣, 『法学研究 (忠北大学校)』

15巻１号, 2004年, 445－488頁

｢野坂滋男教授の人と業績｣, 『茨城大学政経学会雑誌』 74号, 2004年, ５－８頁

[学会発表・その他の活動]

現代日本における憲法改正動向, 2004年７月15日, 延辺大学法学院, 延辺大学

教育基本法の全面改定と憲法への影響, 2004年９月18日, 教科書問題研究会, 教育会館

○寺 洋平 (公共政策論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢フランスにおける 『命令 (制定権)』 の観念の形成 (２・完)｣

『茨城大学人文学部紀要社会科学科論集』 40号, 2004年, 33－55頁

｢戸籍法施行規則60条の戸籍法50条適合性と家庭裁判所の権限｣, 『ジュリスト臨時増刊・

平成15年度重要判例解説』, 2004年, 54－55頁

｢指導要録と自己情報開示請求権の範囲｣, 『法学セミナー』 596号, 2004年, 111頁

[著書・翻訳等の出版物について]

｢コンサイス法律学用語辞典｣, 東京, 三省堂, 2003年, 単・共

｢注釈地方自治法 [全訂]｣ ・追録72～78号, 東京, 第一法規, 2004年, 単・共

[学会発表・その他の活動]

平成15年度中級職員第２部課程研修, 2003年10月８日, 那珂町, 那珂町役場

救済機能充実・強化施策についての有識者からの意見聴取, 人事院, 人事院 (公平審査局

調整課) , 2004年３月５日
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平成16年度地方自治制度講師養成研修, 茨城県自治研修所, 茨城県自治研修所, 2004年５

月26～28日

○中路 敬 (社会科学論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢教養としての経済学教育に関する考察｣, 『大学教育開発センター年報』 (茨城大学) ８号,

2004年, 17－23頁

○中田 潤 (社会科学論)

[海外出張・海外研修について]

ドイツ連邦共和国, 2004年８月17日～９月18日, 国家保安省文書館他, ベルリン, ポツダム,

ソ連軍占領地域の再軍備に関する資料収集

[科学研究費補助金の受領について]

第二次世界大戦終了後のソ連軍占領地域ドイツにおける再軍備政策の展開, 若手研究�,

代表

[雑誌等に掲載された論文について]

｢Der Grenz-und Landesschutz in der Weimarer Republik 1918-1933. Die geheime

Aufr�stung und die deutsche Gesellschaft｣ (書評), 『Milit�rgeschichtliche Zeitschrift』 63

巻１号, 2004年, 221－223頁

○中村 恵 (地域社会論)

[海外出張・海外研修について]

イタリア, 2003年11月２日～11月７日, ヴェネツィア通常裁判所, トリエステ県精神保健局,

トリエステ第1地区 ｢バルコラ｣ 精神保健センター, モンテルーポ・フィオレンティーノ司法

精神病院, フィレンツェ監督裁判所, レビッビア刑務所, ローマ重罪院, ヴェネツィア, ト

リエステ, フィレンツェ, ローマ, イタリアの司法精神医療に関する調査・視察

[著書・翻訳等の出版物について]

｢夫婦の法律相談｣, 東京, 有斐閣, 2004年, 517頁, 共

[学会発表・その他の活動]

アメリカにおける凍結保存胚をめぐる問題, 2004年４月10日, 比較法外国法研究会, 上智

大学

アメリカにおける離婚後の凍結保存胚の処置をめぐる法的問題, 2004年５月22日, いほう

の会, 國學院大學
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○新田 滋 (社会科学論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢支払準備, 貸倒引当, 自己資本について─山口重克 ｢純粋資本主義における信用創造｣

の検討を中心に─｣, 『茨城大学政経学会雑誌』 74号, 2004年, 75－84頁

｢交換過程と価値形態─青木孝平氏の価値形態論をめぐって─｣, 『季刊 経済理論』 創刊

号, 41巻, １号, 2004年, 74～85頁

｢宇野弘蔵と全共闘｣, 『アソシエ』 12号, 2004年, 116～128頁

書評：J.E.スティグリッツ／B.グリーンワルド著 内藤純一・家森信善訳 『新しい金融論

信用と情報の経済学』 東京大学出版会, 『図書新聞』 2668号, 2004年

｢日本資本主義とコミュニタリアニズム｣, 『アソシエ21 ニューズレター』 54号, 2003年

[学会発表・その他の活動]

戦後思想における宇野経済学－マルクス経済学の現在－, 2004年９月18日, Marxism &

Radicalism研究会, 豊島区勤労福祉会館(特別会議室)

○蓮井誠一郎 (国際社会論)

[著書・翻訳等の出版物について]

｢脱 ｢開発｣ へのサブシステンス論｣, 京都, 法律文化社, 2004年, 216頁, 共

[学会発表・その他の活動]

自由論題部会 (｢イスラエルにおける平和運動｣, ｢地球環境政治における ｢南｣ の影響力と

その限界｣) 討論者, 2004年6月27日, 日本平和学会, 北海道東海大学

戦争と平和, 地球環境問題と国際政治, 県立太田第一高校, 茨城県教育委員会教育庁, 2004

年８月７日

○藤本 共一 (国際社会論)

[学会発表・その他の活動]

グローバリゼーションと経済・社会, 2004年８月６日, 茨城県教育委員会教育庁, 県立取

手第一高等学校

グローバル化と米国経済 他, 2004年８月23・24日, 茨城県教育委員会教育庁, 県立波崎柳

川高校

○古屋 等 (国際社会論講座)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢ドイツの連邦忠誠(Bundestreue)にみる協働の原理｣, 『政経学会雑誌』 74号, 2004年,

45～61頁

[学会発表・その他の活動]

高度情報社会における行政と法～電子政府の出現と情報公開・個人情報保護～, 2004年５

月13日, 関東信越税理士会水戸支部, 茨城県産業会館
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○松村 直道 (地域社会論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢介護保険事業評価の構想と現実｣, 『週刊社会保障』 58巻2280号, 2004年, 54－57頁

[著書・翻訳等の出版物について]

｢水戸市介護サービス適正評価調査報告書｣, 水戸市, 水戸市役所, 2004年, 189頁, 単

○村中 知子 (社会科学論)

[雑誌等に掲載された論文について]

｢｢モダニティの社会理論｣ 再考―ベック, ギディンス, ルーマン―｣, 『社会学年報』 特別

号－東北社会学会50周年記念誌－, 2004年, 81－99頁

○山本 博史 (国際社会論)

[海外出張・海外研修について]

タイ, 2004年３月29日～４月10日, タイ工業省その他, 主にバンコク, タイ糖業関係資料の

収集と調査

タイ, 2004年８月５日～９月４日, タイ工業省その他, 主にバンコク, タイ糖業関係資料

の収集と調査

[科学研究費補助金の受領について]

1984年分糖法導入以後のタイ糖業政策, 基盤研究(C2), 代表

砂糖・コーヒー・米に見る20世紀の大衆消費展開とアジア輸出経済の変容, 基盤研究�,

分担

[学会発表・その他の活動]

石井優子氏発表 ｢タイの産業構造の変化とタイ国内地域間格差｣ への討論者, 2003年10月

５日, 日本国際経済学界, 京都大学

｢タイ砂糖産業の展開と現況｣, 東京大学, 東京大学東洋文化研究所 先端地域研究プログ

ラム (SCOR研究会), 2004年７月16日

○兪 和 (公共政策論)

[海外出張・海外研修について]

韓国, 2004年２月19日～２月23日, 韓国地方財政学会, 大邱, 韓国地方財政学会出席と報告,

日本における地方分権と地方税改革

韓国, 2004年８月27日～９月３日, 保健社会研究院他, ソウル, 韓国の社会保障制度改革

に関する調査と資料収集

[科学研究費補助金の受領について]

グローバリゼーションの進展と福祉国家財政の国際比較研究, 基盤研究(B1)), 分担

茨城大学人文学部社会科学科彙報 133



[雑誌等に掲載された論文について]

｢日本における地方分権と地方税改革｣, 『韓国地方財政論集』 ９巻１号, 2004年, 185－198

頁
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