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１. はじめに ｢半日農業論｣ とは何か

日本では1999年に ｢食料・農業・農村基本

法｣ が制定されて以降､ ｢産業｣ としての農

業の強化をめざした政策にさらに拍車がかけ

られている｡ 効率的な大規模経営体を念頭に

置いた少数の担い手に農業政策は絞り込まれ

てきているし､ 株式会社に対する農地法制の

大幅な規制緩和も含めて､ 法人経営が重視さ

れている｡

実際の農業現場でも大規模な法人経営が徐々

に成長してきており､ 建設業者や食品関連業

者などが農業生産に参入する動きも広がって

いる｡ その背景には､ 食の外部化がすすんで

農産物の流通構造が変化してきたこと､ 低成

長経済のなかで企業が農業を新たな利潤獲得

の対象として考えるようになったこと､ 農業

の担い手不足や遊休農地の増加が深刻化する

かたわらで､ ビジネス感覚をもった農業者が

現れてきたことなどがあり､ ｢企業的農業｣

の成長動向を紹介した文献も活発に出版され

ている１)｡

ところが､ 日本農業の将来をめぐっては､

こうした ｢企業化路線｣ とはまったく別の方

向をめざすべきだ､ とする議論もないわけで

はない｡ この点に近年の日本農業論のもう一

つの特徴があるが､ それは後述するように､

｢商品｣ としての農産物生産を念頭においた

｢産業｣ としての農業の確立をめざすのでは

なく､ 自給自足的な農業生産の側面を重視す

べきだという議論である｡ そして､ 担い手に

ついても少数精鋭の方向とは正反対に､ 消費

者などを含めたより多数の人々の参加を促進

していくべきだと述べている｡

考えてみれば､ 農業にはもともと自給自足的

な側面と､ 商品生産的な側面の双方があり､

前者から後者へと比重がシフトしてきたのが

これまでの過程であった｡ したがって､ さら

なる ｢産業化｣ をめざすべきだとする議論は､

従来の流れの延長に日本農業の未来を展望す

るものである｡ それに対して､ 自給的側面の

復権を主張する議論は､ 単線的な農業発展論

に疑義を提出するものといえよう｡

ただ､ 農業の自給自足的な側面を復権せよ

とはいっても､ 社会は農業だけで成り立って

いるわけではないから､ 実際には各種の産業

を含めた産業構造論的な視点や､ それらの産

業にどう従事して暮らすのかといったような､

生活論的な視点が必要になる｡ こうしたなか

で､ 論者たちがほぼ共通に主張しているのが､

｢半日程度は自給的な農業に携わるかたわら

で､ あとの半日程度は各種の産業活動に携わ

る｣ というライフスタイルである｡

議論には多様性があって､ ｢週のうち何日

かを自給的な農業に､ 残りの何日かを産業活

動等に従事する｣ ことを提案している者もあ

るし､ 呼称も ｢半日農業｣ ｢半農半X｣ ｢週休

５日｣ などさまざまである｡ とはいえ､ 論者

たちの主張はおおむね類似したものであるか

ら､ 本論ではこれらを ｢半日農業論｣ と総称

する｡ 日本農業の ｢企業化・産業化｣ が各方

面から叫ばれているなかで､ これらの主張は

日本農業論の主流になっているとはいえない

が､ 本論ではその系譜をたどったうえで､ 現

段階的な特徴把握と課題整理を試みたい２)｡
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２. 前段をなした ｢農・なりわい論｣ (1970

年代)� 近代化へのアンチテーゼとしての ｢農・

なりわい論｣

｢半日農業論｣ を考察するにあたっては､

冒頭にふれた農業の ｢二面的性格｣ を十分に

理解しておくことが不可欠である｡ なぜなら

ば､ 詳しくは後述するように､ 半日農業論の

前提には､ 商品としての農産物を生産する

｢産業｣ としての農業の振興よりも､ 自ら消

費するための農産物を自ら生産するという､

｢自給的な営み｣ としての農業の活性化に重

点が置かれているからである｡

戦後日本における農業の展開過程は､ 自給

自足的な側面が後退するとともに､ 産業的性

格を強くするという流れのなかにあったし､

それこそが日本農業の ｢発展方向｣ であると

考えられてきたといってよい｡ 農業政策の柱

として1961年に制定されたのが農業基本法で

あったが､ 同法の目的は ｢農工間格差の是正｣

におかれ､ その達成手段として採用されたの

が ｢農業の近代化｣ であった３)｡

ところが､ 半日農業論は ｢自給的な営み｣

としての農業の側面を重視するものであるか

ら､ 背後には農業観の根本的な転換があると

いわねばならない｡ そうなると､ 半日農業論

の系譜をたどるには､ 農業観の転換がいつど

のようにして生じたかを押さえておく必要が

出てくるが､ ここにおいて注目すべき一つの

議論がある｡ それは､ 1960年代から進められ

た農業近代化に対するアンチテーゼとして､

｢農・なりわい論｣ という見方が一方に存在

してきたという､ 谷口吉光の指摘である４)｡

谷口によれば､ ｢農・なりわい論｣ の背後

には､ まずは近代工業社会に対する批判があ

り､ さらにはその延長に ｢職業｣ としての農

業に対する批判があるという｡ それは換言す

れば､ ｢農業は工業ではない｣ ｢農業は職業で

はない｣ という二つの命題からなる考え方だ､

と彼は述べている｡

谷口が前者の命題を説明するにあたっては､

自然との関わり方において農業と工業の根本

的な違いを強調した異端の農業経済学者であ

る､ 守田志郎の著作 『農業は農業である』

(農山漁村文化協会､ 1971年) を例にあげて

いる｡ いっぽう､ 後者の命題については星寛

治や山下惣一など農民作家の著作を例にあげ､

生活と仕事が密着した農業の特質を無視して

農民を蔑視しようとする都市住民への､ 農民

の自己主張であると述べている｡ そして､ 農

業・農村を知らない世代が､ 自らの問題とし

て農業や食料について真剣に考えねばならな

い時代が近づいているなかで､ ｢農・なりわ

い論｣ を読み解く作業が重要になってきたと､

問題を提起したのである｡� 1970年代における各種の運動展開

ところで､ このような ｢農・なりわい論｣

が一部の研究者や農民作家の主張として提起

されただけであったならば､ 思想としての研

究対象にとどまっていたであろう｡ だが､ こ

の論文で谷口が､ 秋田県仁賀保町農協の ｢20

万円自給運動｣ を例に挙げたように､ すでに

1970年代において､ 農業の近代化路線とは一

線を画したさまざまな農民の運動 (有機農業

運動､ 農産物自給運動､ イナカ再建運動など)

が､ 各地でスタートしていたのである｡ その

意味では､ これらの運動はまさに､ ｢農・な

りわい論｣ に実体を与えていこうとしたもの

であったともいえるであろう｡

有機農産物といえば､ 今日ではすでに市民

権を得た存在となっているが､ 農業近代化が

絶対善のように思われていた当時にあっては､

有機農業の唱道者はまったくの少数派でしか

なく､ ましてや政策的支援などあるはずもな

かった｡ したがって､ 有機農業への取り組み

は､ 農薬害からの脱出をめざした一部の農民・

消費者・研究者らの ｢運動｣ として始まった｡

彼らによって1971年に日本有機農業研究会が

組織され､ 農薬や化学肥料に頼らない有機農

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集2



業は､ 農民自らの健康のための農産物生産を

出発点にしながら､ その延長線上に生じる余

剰生産物を､ 提携関係を結んだ消費者が引き

取る形態の ｢提携運動｣ として展開された｡

その裏返しとして､ 農産物の商業的な流通に

はあくまでも批判的な姿勢をとり､ 消費者と

生産者との交流や直接的な物流が重視された

点に､ 日本の有機農業運動の特色があった５)｡

｢自給運動｣ は､ 秋田県の仁賀保町農協を

発祥地として､ 各地に広がっていった運動で

ある｡ 仁賀保町農協は､ 地域に工場ができて

農家の兼業化がすすむにつれて､ 農家であっ

ても農産物を商店から購入する暮らしになり

つつあることを､ 批判的にとらえた｡ 自らの

家庭で消費する農産物は自給を心がけてこそ､

農家の ｢真の豊かさ｣ が実現できるはずだと

して､ 自給を行うことを1970年に農協が提唱

したのである｡

この提案は､ すんなりと農家組合員から受

け入れられたわけではなかった｡ しかし､ 74

年には ｢20万円自給運動｣､ 75年には ｢40万

円自給運動｣､ さらに78年からは ｢50万円自

給運動｣ というスローガンを掲げながら､ 運

動は広がっていった｡ また､ 同農協では79年

にその延長線上に有機農業研究会を発足させ､

自給運動のほうもしだいに全国各地の農協に

伝播していった６)｡

｢イナカ再建運動｣ は､ 島根県農協中央会

が､ 1976年に同県の農協大会で推進を決議し

た運動である｡ 決議にあたっては､ あらかじ

め中央会が県連や単協の職員からなる研究会

を組織し､ １年半にわたる準備を行った｡ 78

年には運動普及のための手引書も作られ､ そ

の冒頭には以下のような宣言が掲げられた７)｡

｢イナカ者は､ イナカ者であった方がよ

かったのだと､ われわれは今日考えるよう

になったのである｡ われわれが､ ここ10年

から15年､ 必死になって都会を追っかけて

得たものは､ むなしいものであったことに

気付いたのである｡ ……われわれは今､ 立

止まらねばならぬ地点にきたのではないか｡

このまま走り続けるならば､ イナカは､ ム

ラは､ 百姓は､ 遠からず亡びるだろう｡ ……

われわれが､ この運動を通じて再建しよう

とするものは､ 何よりもムラの心､ 百姓の

根性､ 生き方の再認識､ 再評価であり､ 再

建である｡ われわれは､ ここに当面する現

代の危機を越えて､ 人間が生きのびてゆく

ための新たな強い生活の原理を､ あらたな

文明の原理を見ようとするのである｡｣

同書には､ ① ｢都市先進・イナカ後進｣ の

考え方を放棄すること､ ②ムラと百姓に居直

ること､ ③ムラの再建を目標に置いて百姓の

世直しに取り組むことなど､ ７項目からなる

綱領が掲載された｡ そして､ ①百姓の世界を

つくる､ ②百姓の独立､ ③百姓が百姓で食え

る社会をつくる､ ④人間の取り戻し､ ⑤むら

にあったよいものの取り戻しなど､ 10項目の

運動目標を示した｡ 有機農業運動や自給運動

と比べてみると､ イナカ再建運動の目標が抽

象的で精神論が重視されたこと､ 県農協中央

会が主導する形態をとったことなどの違いが

あるが､ 本質に関しては他の運動と共通する

ところが多かったといえるであろう｡

３. 規範論としての ｢半日農業論｣ (80年代)� 物理学者・槌田敦の提起

さて､ 70年代に提唱され取り組まれた上記

の運動は､ 主として農民自身の暮らし方や価

値観の転換をめざしていた｡ だが80年頃にな

ると､ 単に農家の生活を見直すだけでなく､

都会で暮らす消費者の生活を変革すべきだと

する提起や､ かかる視点に立った都市生活者

の試みが現れるようになる｡ たとえば､ 有機

農業運動では生産者の努力とあわせて､ ｢消

費者の生活の見直し｣ が不可欠とする姿勢が

とられ､ 農村に移住して有機農業を実践する

都市生活者のグループも現れはじめた８)｡

こうした背景のもとで､ 今後はできるだけ

多くの都市住民や消費者が､ 自給的な農業に

河野：｢半日農業論｣ の研究－その系譜と現段階 3



携わる生活をめざすべきだという主張 (全国

民的農業参入論) が､ エコロジー運動のなか

で支持を受けていくようになる｡ そして､ こ

うした方向での具体的な生活として提案され

たのが､ ｢さまざまな職業に就いて半日程度

はそれに従事しながら､ あとの半日程度は自

給的な農業生産などに携わる｣ という暮らし

方だったのである｡

こうしたライフスタイル指向は､ エコロジー

運動の実践者や共鳴者のなかにすでに潜在し

ていたものと思われるが､ それを著書として

世に問い､ 代表的な論客として認知を受ける

ようになった人物がいる｡ 当時､ 理化学研究

所で中堅の研究員として勤務していた､ 物理

学者の槌田敦である｡

槌田は､ 1978年に著書 『石油と原子力に未

来はあるか』 を世に問うた｡ それは､ 石油や

原子力など非更新性の地下資源に依存した現

代文明の短命性を批判するとともに､ 水と土

を基本にした物質循環型社会への転換を主張

するものであった｡ あわせて､ 今日では農業

も自然破壊的になってしまったと述べ､ その

原因は農が ｢業｣ とされるようになり､ 生産

者と消費者が分離されたからだと論じた｡ そ

して､ これからは自然を破壊しないような生

活として､ ｢一日の労働のうち半分を使って

自分の食糧は自分でつくる｡ 残りの半分は工

業や商業や林業や漁業やその他サービス業に

使う｣ ことを提案したのである９)｡

むろん実際には､ 鉄や塩のように地域内自

給の困難なものもあるから､ 交換を完全にな

くすことはできない｡ しかし､ 工業も村の鍛

冶屋のように地域の需要にこたえるものに引

き戻していくならば､ 石油の浪費はなくなる

だろうというのが槌田の提起であった (なお､

半日農業論を含めた氏の社会論は､ 同書では

断片的に述べられていただけであったが､

1980年代の著作では､ より詳しい議論が展開

された10))｡

� 類似の提起とエコロジー運動からの支持

槌田の提起は､ 環境問題に関心をもつ人々

の間で話題になり､ 斬新なライフスタイル論

として支持を得たが､ 経済学者のなかからも

類似の見解を述べる者が現れた｡ 日本の環境

経済研究の草分けである室田武は､ エネルギー

収支分析の視点で原発などの有効性を否定し､

工業社会の限界が資源環境面であらわになっ

てきているとの論陣を張った｡ そして､ 農業

も工業の後追いをするのではなく､ 農業的発

展の新しい試みを行うべきだと述べた｡ 具体

的には､ 大規模専業農家だけを残して小規模

農家や兼業農家を整理するのは､ 工業の論理

ではあっても農業本来の論理ではないから､

逆にできるだけ多くの人々が少しずつでもい

いから農の営みとかかわりを持ち､ 工業社会

の没落に備えることが必要であり､ すぐに農

地が手に入らない人は家庭菜園から始めれば

いいと論じた11)｡

これらの議論は､ 資源・環境問題が重要に

なっていくだろうという見方のもとでの､ 環

境的視点でみた望ましいライフスタイル論と

して提起された点に特徴があった｡ そして､

エコロジー運動に関心を抱く人々の間で支持

を広げていったが､ 農業経済学の側からはまっ

たく相手にされなかったのも､ 特徴的な現象

であった｡ 農業経済学の世界では､ 兼業農家

の存在は生産力の向上にはマイナスであると

いう見方が依然として趨勢であったし､ 農産

物自給運動に対しても､ 農家に過重労働を強

いる時代錯誤の議論だとする否定的見解が少

なくなかった｡ ましてや､ 消費者も含めた半

日農業論だの都市住民の帰農だのといった話

にいたっては､ およそ議論の対象外としてし

か認識されなかったのであろう｡

こうしたなかでの唯一の例外は､ 有機農業

運動における評価であった｡ 系統農協トップ

の出身でありながらも､ 有機農業研究会の重

鎮を務めた一楽照雄は､ ｢なりわい｣ として

の農業の伝統が破壊されて､ 企業的農業になっ
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たことが農業衰退の原因であるとして､ いか

なる時代であっても家族経営による小農が望

ましいとする立場をとった｡ そして､ 日本国

憲法第25条の ｢健康にして文化的な生活を営

む権利｣ を実現するには､ 全国民が１人５アー

ルずつを耕作するのが最良の策であり､ ｢一

億総兼業｣ になれば､ 食料の安定的確保､ 労

働とレジャーの統一､ 耕地の荒廃防止がすべ

て実現できると述べた｡ 一楽は､ その場合の

他産業従事の形態については述べなかったが､

｢一億総兼業｣ というからには､ 所定の勤務

時間内は各種の産業に従事するかたわらで､

それ以外の時間を利用して自給的な農業生産

に携わるような暮らしが想定されていたと考

えられる12)｡

４. 政策論としての ｢半日農業論｣ へ (90年

代)� 農業政策論としての受容過程

ところで､ 上述したように ｢産業｣ として

の農業の側面を重視してきたのが､ 農業経済

学の主流であった｡ したがって､ 守田志郎の

ような存在はその後も異端視され続けたし

(現在もなお正当な評価を受けるに至ってい

ない)､ 今日ではすでに当たり前となってい

る有機農業についても､ 近代化に逆らおうと

する時代錯誤にすぎないとして､ 研究者､ 政

策担当者､ 農協陣営のいずれからも､ ｢勇気

農業｣ などと揶揄される状態が続いた｡ だが､

80年代末から90年代初め頃になると､ 若干の

変化が生じてきた｡

第一は､ 有機農業が社会で市民権を得るよ

うになったことである｡ また､ そのような流

れを受けて､ 有機農業に冷淡だった系統農協

も､ 1988年の全国農協大会決議 ｢21世紀を展

望する農協の基本戦略｣ のなかで有機農業を

評価する姿勢に転じ､ 同年末には全中の主催

で ｢第１回有機農業全国農協交流集会｣ が開

催されるに至った｡ 第二は､ 有機農業運動と

も重なりをもちながら､ ｢田舎暮らし｣ を実

践する都市住民が増えてきたことである｡ 87

年にJICC出版局から刊行された季刊雑誌

『田舎暮らしの本』 が話題になり､ 隔月刊を

経て92年途中から月刊化されたのは､ その端

的な現れである｡

そして､ 以上のような変化と重なりあう形

で､ 農政関係者や農業経済研究者､ そして一

般の経済学者などのなかからも､ 半日農業論

を支持する声が現れるようになったのである｡

しかもそれは､ 80年代に見られたような ｢規

範論｣ としての主張ではなく､ 現実の農業政

策において有効性をもちうるオルタナティブ

な選択肢として､ あるいは近未来において実

際に可能な一つのライフスタイルとして､ 一

定のリアリティをもって語られるようになっ

たのが特徴である｡ その背景には､ 環境問題

に対する地球規模での関心の高まりや､ 日本

における農業政策の行きづまりがあった｡

その典型が､ 中西一郎である｡ 中西は農林

省の局長を務めたのち､ 自民党の参議院議員

に転じたが､ 彼は晩年において､ 農業とは食

べ物を作る産業ではあるが､ それだけの視点

で農をとらえることは問題であり､ エコロジー

に配慮しないと人類は自滅すると批判した｡

そして､ 農林省の高級官僚出身でありながら

も､ 農業の近代化・産業化を依然として推進

する農水省とは正反対の政治活動を展開する

に至った｡

その根幹に置かれたのが､ ｢政府は有機農

業を中心とした農政に舵を切れ｣ とする主張

であった｡ 彼は87年に自ら音頭を取って自民

党内に有機農業議員連盟を設立し､ 翌年には

予算委員会で有機農業についての質問を行う

などしたが､ あわせて彼が示した日本農業の

将来展望が､ ｢一億総兼業｣ であった｡ あと

20～30年も経てば､ 製造業の生産性向上やサー

ビス業における交替制の普及などによって勤

務時間が半減し､ 週のうちの３～４日働けば

よくなるだろう｡ そして残りの時間は､ 人々

が現在の家庭菜園とは様変わりした本格的な
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自給用の農園で､ 有機農法によって自分の食

べ物を作ることに費やす ｢一億総兼業時代｣

になる､ というのが中西の見通しであった13)｡

農業経済研究者のなかでは､ 赤嶋昌夫の

｢全国民的農業参入運動｣ を例に挙げること

ができる｡ 赤嶋は､ 日本農業の再生を図るに

は､ 少数の効率的な担い手で農業生産をカバー

する発想ではなく､ 逆にたくさんの層の厚い

全国民的な担い手で､ 環境保全型の農業を行

うほうが有効だとする主張を展開した｡ その

うえで､ 具体的な方策としては農家が自給農

園に力を入れるだけでなく､ 多くの人々が他

産業に従事しながら農業も行う ｢全国民的農

業参入運動｣ を展開せよと論じた｡ 多就業型

の農業参入は労働時間短縮の流れからみれば

現実的な方向であるし､ 疎外のない労働とい

う見地からみても望ましい就業スタイルだと

いうのが､ 彼の見解であった14)｡� 論者の広がりと実践活動

一般の経済学者のなかで類似の主張を同時

期に行ったのが､ 稲田献一である｡ 理論経済

学者として知られた稲田は､ 農水省がめざし

ている規模拡大の方向は､ 欧米諸国と比べれ

ば格段の差があるから現実的ではないし､ 山

間地の荒廃をもたらす恐れもあるから､ ｢間

違いなく失敗する｣ としたうえで､ 産業とし

ての農業を追求するのはやめにして､ 育児や

料理などと同列な生活の一部として農業を活

性化する道をとれと述べた｡ そして､ いずれ

日本は週休３日になるから､ そのうちの１日

くらいは本当に休養をし､ ２日は農作業をす

るという形で､ ｢国民皆農｣ をめざすのがよ

いと提案した｡

彼によれば､ それは日本国民全体が兼業農

家になり､ 日本農業を零細化していく道であ

るが､ そうすれば補助金を使わなくても農地

は守られるし､ 後継者問題や自給率問題をは

じめとする農政上のほとんどの問題も解決で

きる｡ ただし､ 農地を細分化しても生産効率

を保つ必要はあるから､ 近隣の人々が協力し

て耕作をしたり､ 農業をやりたくない人は会

員制のクラブを作って食糧の自給自足に協力

するしくみも必要になる｡ また､ このような

形の ｢国民皆農｣ を行うには､ たとえばドイ

ツのように一極集中を避けて､ 職場を地方に

分散する国土政策が必要である､ などの指摘

もあわせて行った15)｡

いっぽう､ ｢農的生活｣ という概念を提唱

しつつ､ 自らそれをめざした実践を行ってこ

の時期話題になった人物に､ 大塚勝夫がいる｡

彼は東京で経済学分野の大学教員をしながら

も､ 郷里の山形県高畠町にセミナーハウス

｢屋代村塾｣ を設立して､ 週末にはそこでさ

まざまな人と農作業に携わる生活をし､ 大学

教育の中にも ｢農業体験学習｣ を取り入れる

などのユニークな活動を展開した｡

｢農的生活｣ とは､ こうした大塚自身の活

動を背景に提唱されたもので､ ｢農業生活｣

とも｢農村生活｣とも違って､ ｢日々の生活の

中に少しでも農的要素を取り入れていこうと

するライフスタイル｣ のことである｡ あわせ

て､ 彼は自らの郷里では農業以外の常勤また

は非常勤の仕事をもちつつ､ 余暇を利用して

積極的に農業に携わる生活をしている ｢農的

生活新住民｣ が増えているし､ こうした生き

方に関心を抱く都市住民も着実に増えてきて

いると論じた｡ 大塚自身は ｢半日農業｣ のよ

うな表現は用いなかったが､ 彼が ｢農的生活

新住民｣ として例に挙げた人たちの生活は､

それに近いものがあったことは明白である16)｡

５. ｢半日農業論｣ の現段階� 社会的支持の獲得と活動の広がり

以上見てきたように､ 半日農業論は単なる

規範論としての提起から､ 日本農業の実態を

ふまえた政策論へと成長を遂げてきた｡ あわ

せて､ その提唱者や支持者も一部のエコロジ

ストから､ より広い層に広がってきた｡ その

背後には､ 日本における社会経済の変化や人々
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の価値観の変化､ 農業情勢の変化などがある

と考えられるが､ 大塚が例に挙げたように､

そのような暮らしを単に提唱するだけでなく､

徐々にではあっても実践に移していこうとす

る人々が増えてきたことも大きいと思われる｡

先述した 『田舎暮らしの本』 が､ ｢老後の

田舎暮らし｣ を連載テーマに連載を掲げて発

刊されたことからもわかるように､ それは当

初､ 比較的高い年齢層をターゲットにしてい

た｡ だが近年は､ 子育て世代や若年層を含む

幅広い年齢層へと田舎暮らしの動きが拡大し､

より若い世代からの提起もみられるようになっ

てきた｡

｢半農半X｣ を近年提唱して話題になった

塩見直紀は､ その典型であろう｡ 1965年生ま

れで都会のサラリーマンをしていた塩見は､

33歳のとき (99年) にUターンをして､ 自給

農を営むかたわらでソーシャルビジネスを行

う生活に入った｡ 彼によると､ ｢半農半X｣

とは ｢小さな農業で食べる分だけの食を得て､

ほんとうに必要なものだけを満たす小さな暮

らしをし､ 好きなこと､ やりたいことをして

積極的に社会に関わっていくこと｣ であり､

｢米や野菜などのおもだった農作物を育て､

安全な食材を手に入れる一方で､ 個性を活か

した自営的な仕事にも携わり､ 一定の生活費

を得るバランスのとれた生き方｣ である17)｡

彼も､ 若い世代を含めた周辺の事例を紹介し

ながら､ 地域では実際に多様な ｢半農半X｣

が実践されていると論じている｡ そして､

｢半農半X｣ は ｢定年帰農や兼業農家の次な

る形かもしれない｣ としているが､ なぜ農業

に携わる必要があるのかという点については､

農が ｢生命をつなぐ直接的な営み｣ であり､

｢人間にとって大事な感覚､ 感性の源泉｣ で

あり､ ｢万人の悲願として全人的な生き方｣

が求められるこれからの時代の基礎をなすも

のだという点を強調している18)｡ 単に ｢環境

にやさしい生き方｣ とか ｢のんびりした老後｣

といった次元にとどまらず､ 人間としての生

活の根源に立ち返って､ 農の意味を問い直そ

うとする姿勢が強く打ち出されているのが大

きな特徴である (経済のグローバル化や情報

化が顕著になるなかで､ こうした根源的視点

からの問題提起にまで発展してきていること

も最近の半日農業論の特徴であるが､ それつ

いては後述する)｡

田舎暮らしをめざす世代の拡大は､ すでに

90年代に予兆がみられた｡ たとえば筆者は､

95年に長野県四賀村で､ 同村が開設した滞在

型市民農園の実態調査を行ったが､ その利用

者は3つのタイプに分類された｡ 最も多かっ

たのは30代後半から50代の親が子どもたちと

農作業に従事するタイプ､ その次が60代前後

の世代が夫婦や職場で知り合った仲間と耕作

するタイプ､ そして少数ではあるが､ 30歳前

後の若者が仕事や趣味の仲間とともに楽しむ

タイプが存在した｡ おそらくは､ このような

若い世代の動きが､ 近年しだいに活発になっ

てきているのであろう19)｡

ところで､ 塩見は ｢半農半X｣ のなかの

｢X｣ については､ 自営的な仕事を念頭にお

いているが､ 既存の組織に雇用されて勤務し

つつも､ ｢半日農業｣ 的な生活を可能なかぎ

り追求しようとする試みも広がっているよう

である｡ 各地に開設されるようになった滞在

型市民農園の利用者の一定層はそうした人た

ちと考えられるし､ 個人的に農地を確保して

実践を試みている人も少なくないであろう｡

また､ こうした生活実践をきちんと記録した

うえで､ その可能性を計量的に分析しようと

する例も現れてきた｡

たとえば､ 山梨県に居住する経済学者の深

澤竜人は､ 大学教員を務めるかたわらで､ 自

宅から1.5キロメートルほどのところに５アー

ルの水田と２アールの畑を借り､ 有機農法で

自給用に６年間にわたって耕作を行った結果

を､ エントロピー学会で自己分析した｡ それ

によれば､ 彼は農業に関してはまったくの素

人であったが､ ３人の家族が年間消費する米
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と野菜をほぼ自給することができたという｡

そして､ 彼はざっとした投下労働力や費用計

算を行ったうえで､ このような実践は日常の

中で個人ができる活動であり､ それが普及し

ていけば循環型の社会形成に役立つと総括し

ている20)｡

じつをいうと､ 筆者自身も主として90年代

に類似の試みを行い､ 似たような感触を得た

のでここに付記しておこう｡ 筆者は東京都心

の生まれで農業経験は皆無であったが､ 東京

都と埼玉県に居住していた85年から99年まで

の15年間､ 静岡県沼津市に10アールほどの畑

と家屋を借り､ 友人もまじえて週末耕作を行っ

た｡ 農地は茶畑であったので､ 当初はその管

理と収穫した生葉を利用した紅茶製造が中心

であったが､ 徐々にその半分ほどを抜根して

普通畑に転換した結果､ 途中からは有機栽培

による野菜作がメインになった｡ また､ 当初

は多様なメンバーが数名ずつ訪問していたが､

しだいに筆者と友人Nの２名が中心となって

耕作する形になり､ さらに91年頃からはNの

転勤と筆者の結婚を契機に､ 筆者がときおり

友人を誘いながら､ 主として妻と２人で耕作

する形となった｡ 農薬や化学肥料は使用せず､

近くの雑木林の落葉と購入した米ぬかで作っ

た自家製堆肥を利用した｡

かかる形態に移行して間もなくの93年を例

にとると､ 訪問は合計29回 (うち22回は筆者

と妻､ ２回は筆者単独､ ５回は筆者夫婦に友

人を加えた形態) で､ 投下労働力は合計89.5

人日 (うち13人日は友人で､ あとは筆者と妻)

であった｡ 同年には46種類の野菜と３種類の

果樹､ お茶を栽培した｡ その結果､ セロリ､

にら､ にんにくなど､ ごく一部の種類を除い

て､ 筆者の家庭 (子供が生まれる前であった

ので２名) で消費する野菜の大半は自給でき

た｡ また､ 余剰野菜は耕作に参加した友人に

分配したほか､ 大量にできた紅茶は職場仲間

や知人らに加工賃程度で販売した｡ この活動

は単なる週末耕作にすぎず､ ｢半日農業｣ で

はなかったこと､ 主食の穀類は栽培しなかっ

たこと､ 遠隔地まで自家用車で通ったために

環境的にも経済的にも高コストであったこと

など多くの問題があるが､ 消費者が自給用程

度の野菜をまかなうことの可能性は実証でき

たと筆者は考えている21)｡� 反グローバリズム論との結合

このように､ 半日農業的な生活をめざした

人々の動きは､ 近年活発化しつつある｡ とは

いえ､ 労働時間の短縮がなかなか進まない現

実を直視するならば､ 半日農業が近い将来に

おいて一般化するとまでは考えられないであ

ろう｡ それどころか､ 経済のグローバル化や

規制緩和を背景に､ 企業も労働者もますます

激化する競争にかりたてられ､ 労働現場の管

理強化や経済格差の拡大が進行しているのが

現状のようにもみえる｡

さきにみたように､ 90年代の論者たちのあ

いだには､ 労働時間の短縮に合わせておのず

と半日農業が浸透していくと考える向きがあっ

た｡ だが､ すくなくとも現状を見るかぎりで

は､ こうした楽観的な見通しをとることには

無理がある｡ となると､ 現在の状況を改めて

正確に押さえたうえで､ 半日農業の可能性や

それを実現していくための条件などを検討す

ることが､ 半日農業論の今日的な課題である

といえよう｡

その際には､ いま世界を席捲しているグロー

バリズムの動きを無視してかかるわけにはい

くまい｡ 社会経済の大局をとらえずに､ 単に

環境政策や農業政策の観点で半日農業を論じ

るだけでは､ 現実性をもたないからである｡

グローバリズムの動きをどのように評価し､

それとどのように向き合うのかといった大局

的な見地をふまえて半日農業を論じることが

必要になってきたのである｡

かかるなかで､ 注目すべき議論が近年現れ

た｡ それは､ ｢反グローバリズム｣ の視点を

強く打ち出しながら､ 今日の経済システムに
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対するアンチテーゼとして､ 半日農業の方向

を提起しようとする議論である｡ 以下に紹介

する小貫雅男と伊藤恵子の ｢菜園家族｣ 論が

それであるが､ こうした大局的観点に立った

半日農業論が出現したことに､ 近年の議論の

大きな特徴があると思われるので､ 以下に詳

しく紹介してみよう22)｡

まずは､ ｢これほど大がかりに､ しかも構

造的に人間の尊厳が傷つけられ貶められた時

代も､ ほかになかった｣ というのが､ 現代に

対する小貫らの基本認識である｡ また､ こう

したなかにあっては､ 原初的な生きる力の回

復が必要であるにもかかわらず､ ｢構造改革

なくして景気回復なし｣ といったような安易

で無節操な風潮のもとで､ ｢私たちが今こそ

真剣に考えなければならない､ 一人一人のい

のちのありようや､ 国民の暮らしや社会のあ

り方への真正面な省察は､ 絶えず避けられ､

先延ばしにされてきました｣ と彼らはいう｡

｢世界市場の一体化の動きの中で､ 世界的規

模での市場競争がかえって激化し､ それにと

もなって､ 人間精神の荒廃が世界規模ですす

んでいる｣ とし､ グローバリゼーションは

｢強者が特定の価値観を､ 世界的な規模で弱

者に押し付けようとするもの｣ ｢地球を一つ

の市場という土俵に仕立て､ この一つの土俵

上で横綱も赤ん坊も対等に闘わせようという､

実に血も涙もない無慈悲な思想にもとづく､

無謀極まりない策略｣ ｢『自由貿易』 という名

を借りた戦争｣ だと断罪しているのも､ 大き

な特徴である23)｡

では､ どうすればいいのか｡ 彼らが強く主

張するのが､ ｢家族の再生｣ ということであ

る｡ それによると､ 本来の家族は ｢自然との

接点にあって､ 農という営みを通じ 『もの』

をつくり出す“場”であり､ また､ 人間の

『いのち』 そのものを育む“場”｣ でもあっ

た｡ ところが､ ｢その豊かな機能は失われ､

家族は空洞化し､ 瀕死の状態に陥って｣ いる

のが現状であり､ ｢家族が完全に丸ごと市場

に組み込まれ……大地から遊離し､ たえず不

安の中に暮らさなければならない状況に陥っ

てしまった｣｡

小貫らの主張の特徴は､ 近代化論では人間

を狭隘な世界に閉じ込めるものとして､ しば

しば否定的に扱われてきた ｢家族｣ を､ 肯定

的に捉え直そうとしている点にある｡ そのう

えで彼らは､ ｢家族がまともに生きてゆくた

めには､ まず家族は､ 生きるために必要なも

のは､ 大地から直接､ できるだけ自分たちの

手で作る､ ということを基本に据えなければ

なりません｣ と述べて､ ３世代からなる ｢菜

園家族｣ 構想を提唱するのである24)｡

むろん実際には､ 帰農して自給自足をする

特殊なケースを想定するだけでは不十分であ

る｡ そこで､ 小貫らは社会的に一般性をもつ

ものとして､ ｢菜園家族｣ のみならず､ 多様

な自営業を営む家族小経営セクター (匠商家

族) の再生を構想する｡ そして､ ｢週のうち

２日間だけ“従来型の仕事”つまり民間の企

業や､ 国および地方の公的機関の職場に勤務

し､ 残りの５日間は､ 『菜園』 での栽培や手

作り加工の仕事をして生活するか､ あるいは

商業や手工業､ サービス部門での自営業 (家

族小経営) を営む｣ 暮らしを提案する｡ それ

によって工業生産が縮小をたどることになっ

たとしても､ それは世界全体でみれば好まし

い方向であるし､ ３世代間の仕事分担によっ

て､ 育児､ 教育､ 介護の問題も解決するとい

うのが､ 彼らの見解である25)｡

近世の系譜をひく共同体組織と､ 近代的な

手法を融合させることによって､ 新たな協同

組合的組織体 (なりわいとも) を重層的に組

織していくことも､ あわせて提起されている｡

流通やサービスなど規模の経済が必要な場合

には､ それを生活協同組合が担うなど､ ｢相

互扶助の多種多様な組織が重層的に｣ 形成さ

れることによって､ ｢可能なかぎり自己完結

度の高い､ 自立循環共生型の地域づくりから

国づくりへと､ ゆっくりと熟成させながら積
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み上げてゆく｣ ような､ 新たな社会経済シス

テムを実現しようと彼らは述べる｡ 地理学的

には､ ｢人間の生活空間を､ 過密の平野部か

ら過疎の農山漁村へと､ これまでとは逆に移

行させる道を辿ることによって､“森と海を

結ぶ地域循環型経済圏”の再生をはかる｣｡

それによって､ 中山間地を含めた地方分散・

モザイク型の社会を形成し､ 拡大型の経済に

対置される循環型の社会を実現していこうと

いうのである26)｡

ところで､ この ｢菜園家族構想｣ は､ 1935

年生まれの小貫と1971年生まれの伊藤という､

２世代の共著形態で世に問われている点にも､

一つの特徴がある｡ そこでは高度成長期以前

の日本を原風景としてとらえる視点が共有さ

れており､ これが全体のバックボーンになっ

ている｡ 以下の引用箇所は､ それが端的に現

れている部分である27)｡

｢少なくとも､ 働き盛りを戦後の高度経

済成長期に生きてきた世代のおおくは､ 自

然にとけ込むようにして暮らしてきた幼い

日の記憶を､ 昨日のことのように思い起こ

すことができます｡ しかし､ 大地と共に生

きてきたこのような暮らしは､ いつの間に

か､ 私たちの身近な周囲からは消えてゆき

ました｡｣

｢零細家族経営によって支えられ成り立っ

ていた地域社会は､ 1950年代半ばにはじま

る高度経済成長期以前にあっては､ 『下町』

として実に生き生きと息づいていたのです｡

そしてそれは､ 地域の人間の暮らしを潤し､

循環型社会にふさわしいゆったりとしたリ

ズムの中で､ 人々の心を豊かにし､ 和ませ

てきました｡ ……私たちは､ ないがしろに

され放置されてきた､ こうした零細家族経

営や中小企業が成り立つ､ かつての循環型

の人間味豊かな地域社会を､ 今一度見なお

し､ 巨大企業優先の今日の経済体系に抗し

て､ その再生を図る方向にすすめてゆかな

ければなりません｡｣

高度成長期の直前に視点をおく発想は､ 他

の半日農業論者にも見られた傾向であった｡

たとえば槌田敦は､ 高度成長期以前に比べて

石油の消費は何倍にもなったのに､ 人間の幸

福感はたいして変わっていないと批判した｡

そのうえで彼は､ 贅沢とは無縁であったけれ

ども､ 人々が貧困から脱して自然と共存しな

がら暮らしていた､ 1960年頃の生活に戻るこ

とを目標にすべきだ (その頃の生活であれば

記憶をたどることも可能であるから､ 現実的

な選択肢ともなりうる)､ と主張した28)｡

とはいえ､ 小貫らの主張は昔の共同体に戻

れというものではないし､ 今日の科学技術を

適切なやり方で活用せよとも述べている｡ し

たがって､ 彼らの主張を単なる復古主義とみ

るのは適切ではないであろう｡ ｢21世紀は､

19世紀以来えんえんと続いてきた資本主義超

克の議論と実践の､ まさに仕切り直しの時代｣

であり､ ｢前近代的な伝統の基盤の上に､ 『協

同の思想』 という近代の成果を甦らせ融合さ

せることによって､ 21世紀に向けて新たな

『地域の思想』 を構築しようとする人間的営

為｣ が必要だというのが､ 彼らの見解であ

る29)｡

６. ｢半日農業論｣ の展望と私たちの課題� 時代的な要請の高まり

さて､ ここで改めて現実に立ち返ってみる

ならば､ 世界的な規模での市場経済の深化と

産業化がますます進行しているのが､ 昨今の

情勢といわねばならない｡ それからすると､

半日農業論などしょせんは実現不可能な夢物

語にすぎないから､ 実際上の検討価値はない

とする批判もありうるであろう｡

現に､ ここで紹介してきた論者自身も､ 半

日農業論には以前からユートピア論として語

られてきた面があると述べている｡ たとえば

槌田敦は､ 自説を展開するにあたってクロポ

トキンが､ しばらく前までは農村にも仕事場

があり､ 一方で都市の職人も農耕をしていた
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ことに依拠して､ ｢農｣ と ｢工｣ を結合させ

た社会を提案していたことを引き合いに出し

ている｡ ｢農・なりわい論｣ についても谷口

吉光は､ ｢万人直耕｣ 説を説いた安藤昌益の

思想にさかのぼって論じている30)｡

しかし､ だからといって半日農業論を､ 実

践的な意味のない議論と考えるのは､ いささ

か早計といわねばならない｡ というのも人類

史的なスパンで､ あるいは経済人類学的な視

点で考えるならば､ こうした方向へのシフト

が強く求められているのが現代にほかならな

いともいえるからである｡ その一つにはいう

までもなく､ 資源問題や環境問題の深刻化が

ある｡ 人類の存続を確実にするには､ いまや

成長主義から脱却した ｢定常型社会｣ へと移

行することが､ 不可避の課題になってきたか

らである｡

たとえば広井良典は､ 経済の成熟期に達し

た日本では､ 成長を前提にした政策そのもの

が無効になっているから､ ｢定常型社会｣ を

前提にした政策体系に移行せよと主張してい

る｡ 具体的には､ 環境政策と福祉政策の双方

を視野に入れた価値体系に立脚して､ ワーク

シェアリング､ 知的好奇心の充足､ 民間非営

利組織の活用などを重視した､ 社会民主主義

的な手法をとるべきだとしている31)｡ 高橋伸

彰も､ これ以上人間や環境に負担をかけてま

で成長をめざすことは無意味であるから､ 成

長に依存せずとも人々が人間らしい生活を送

れるような社会の構築が必要だし､ 今の生活

や仕事を続けたいと思う人には成長は無用で

あると述べている｡ したがって､ 構造改革路

線や競争社会のような方向ではなく､ 分配面

を重視して安心と安定を提供する協力社会に

移行する方向で､ 制度や慣習を再構築せよと

いうのである32)｡

筆者がみるかぎり､ 広井や高橋の著作では

農業についてはとりたてて詳しく論じられて

いないが､ ｢定常型社会｣ を提起する議論と

半日農業論との間には､ かなりの親和性が存

在するように思われる｡ 現に､ 経済成長路線

からの脱却を主張している論者の一人に内橋

克人がいるが､ 彼は､ ｢なりわいや営みとし

ての経済｣ を市場が淘汰していく方向は間違

いだと断じ､ 食糧､ エネルギー､ 広い意味で

のケアなどについては､ いわゆる国際化論と

は逆の方向で､ 地域内に自給自足圏を形成す

ることが必要だと述べている33)｡ 方向性にお

いて半日農業論と共通するものがあることは､

明らかであろう｡

第二に､ 経済がグローバル化したり市場経

済が深化すればするほど､ そこからこぼれ落

ちてしまうような価値が再評価されたり､ よ

り人間的な社会のあり方への希求が高まるこ

とも十分に考えられるから､ この点にも配慮

しながら半日農業論の意義や可能性を論じる

必要がある｡ 近年の半日農業論が､ 環境視点

からの提起や農業政策論の次元にとどまらず､

反グローバリズム視点からの根源的・総合的

な未来社会論に発展してきているのは､ その

あらわれとみることもできるであろう｡

こうした動きに関連したものとして､ ｢二

重的な生活様式｣ の復権を主張する議論も存

在する｡ たとえば､ 都会と山村の往復滞在的

な生活をしてきた哲学者の内山節によれば､

山村の人々は完全な自給自足をしてきたわけ

ではなく､ 昔から一面では市場経済とも関わ

りながら暮らしていたという｡ だが同時に､

そこでの市場経済との関わりは自給的な営み

を損なうものではなかったから､ それはいっ

てみれば､ ｢二重的な生活形態｣ であった｡

内山は､ こうした山村の人々の生活にヒント

を得て､ 今後は市場経済にすべてを委ねるの

ではなく､ 共同性や相互性にもとづく各自の

世界との ｢二重的世界｣ を作り出していく必

要があるとの提起を行っている34)｡

たしかに実情に照らしてみれば､ 半日農業

論はきわめてラディカルな主張である｡ しか

し､ だからといってそれを夢物語として片づ

けてしまっては､ 私たちは未来を見誤るであ
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ろう｡ いま我々は､ 少なからぬ人々の間で､

半日農業論が共通の未来社会論になりつつあ

ることを直視し､ それを真に具体化していく

ための道を検討すべき時期にきたのではある

まいか｡ 換言するならば､ それを具体化する

ための方策やシナリオを論じることこそが､

半日農業論の今日的テーマなのではないか

次の項ではかかる視点に立って､ 半日農

業論の課題整理へと進んでみよう｡� これからの課題

すでに述べてきたように､ 半日農業論はラ

ディカルな課題提起であり､ 現在の社会経済

で進行している支配的な動きとは異なるベク

トルのものであるから､ その実現には多くの

困難があると予想される｡ 現にさきの小貫ら

の文献においても､ 半日農業論を提示するだ

けでなく､ それを実現していくための課題や

方策についてさまざまな論及がなされている｡

たとえば､ そこで指摘されているのは以下の

ようなことである｡

・週休５日制によるワークシェアリングの

実現には､ 就業に関する法律を整備した

り､ 住民・企業・自治体による就労協定

を締結していく必要があること

・半日農業を実現させるには､ 長期の年次

計画にもとづいて巨大産業を地方に分割・

分散させ､ 各流域圏内に均衡のとれた産

業を配置する必要があること

・自立的な経済圏を支えるために､ 地域の

金融・通貨システムを作る必要があるこ

と

・外部大資本による郊外大型店は､ 次第に

規制していく必要があること

・こうした方向には大国の干渉や妨害が強

まることが予想されるから､ それに対抗

していく覚悟が人々の間に必要であるこ

と

以上の指摘も参考にしながら整理を試みる

と､ 筆者が第一に必要と考えるのは､ こうし

たライフスタイルを実現しうるような､ 社会

経済システムの全体像を構想することである｡

今日の社会経済システムをそのままにしてお

いて､ 半日農業的な生活がおのずと広がって

いくとは考えにくいからである｡ また､ それ

を可能にする新たな社会経済システムを具体

的に構想するには､ 異端として退けられてき

たような議論や､ これまでは実現に至らなかっ

た各種の提起を､ 再評価することも重要と考

えられる｡

たとえば､ 小貫らが提案している地域社会

の重層的な積み上げ構造は､ 1970年代末から

80年代にかけて､ ｢地域主義｣ の論者たちが

提案していた議論に近いものがある｡ 当時､

地域主義を標榜する論者が強調していたのは､

｢私的セクター｣ でも ｢公的セクター｣ でも

ない､ 人々の協議をベースにした ｢共的組織｣

の活用であり､ それぞれが固有の機能と論理

を持った各種のレベルの地域を想定し､ それ

らを重層的に積み上げていくような､ ｢入れ

子構造｣ 的な社会像であった35)｡ こうした発

想はその後も､ 生命系を重視したエコロジー

派の経済学のなかに継承されている36)｡

産業構造については､ 前出の大塚勝夫が提

出した ｢新農本主義｣ や､ 1980年代に篠原孝

が提唱した ｢農的小日本主義｣ が参考になる

であろう｡ 大塚は経済発展論を専攻していた

から､ ｢農的生活｣ の提唱にあたっては､ あ

らゆる産業の意義を認めた上で､ 農業の重要

性を説く相対主義的な ｢新農本主義｣ の立場

をとった｡ それは､ 農業を基礎に置いてバラ

ンスのとれた産業構造をとるべきだとする主

張であり､ 国内で生産できる農産物は輸入を

禁止して自給する､ ｢ゆるやかな鎖国主義｣

であるとも述べた｡

いっぽうの篠原は､ すでに80年代からエコ

ロジー重視の姿勢を明確にし､ 大工業中心の

消耗型社会から農業中心のリサイクル社会へ

の転換を説いた､ 農水省の若手高級官僚であっ

た｡ そして､ 石橋湛山が戦前に説いた ｢小日
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本主義｣ に倣いつつも､ 石橋が念頭に置いて

いた工業を軸にした海外依存型の産業構造と

は異なり､ 農業を軸に日本が自らの判断で緩

やかに貿易依存度を減らして自立していく

｢農的小日本主義｣ を提唱した｡ そこでは経

済のスケールは縮小するが､ 人々は安定的に

生活できるようになるし､ 日本の経済的・政

治的立場も堅固になると篠原は考えた37)｡ 大

塚は50代の若さで世を去り､ 篠原も官僚から

国会議員に転じたが､ これらの主張に改めて

光を当てていく必要があろう｡

第二の課題は､ こうした方向を促進するた

めに､ 現在の法制度を変革していくことであ

る｡ 就労面では､ 多くの人々が会社に縛りつ

けられて長時間労働を強いられている実態に

は厳しい規制がかけられねばならないし､ 地

域政策の面では外部資本や少数の大規模店舗

が､ 地域の中小企業や自営業者を淘汰してい

く流れをくい止めるべく､ 法制度の転換がは

かられねばならない｡ 国土政策においても､

｢環境容量｣ のような視点で都市の肥大化そ

のものに規制を加え､ 大都市集中から地方分

散型の社会に転換していく必要がある｡

いっぽう､ 半日農業を普及するには､ 多く

の市民が農地にアクセスできるように農地法

を修正すべきだとする指摘もある38)｡ しかし､

それを農地法制の単純な規制緩和論に結びつ

けてはならないであろう｡ 何となれば､ 農地

法制については近年､ 財界の意向を受けて株

式会社に農地の権利取得を認める方向で規制

緩和がなされてきたが､ そこで想定されてい

る農業・農村の未来像と､ 多数の庶民が主体

となって半日農業に携わる未来像とは､ およ

そ正反対のものといわざるをえないからであ

る｡ そうである以上､ 法制度論上においても

両者を同じ枠組みで論じるべきではないと筆

者は考える｡

そもそも近年､ 日本では新自由主義的な主

張に沿って､ 各種の法制度をやみくもに規制

緩和するような政策がとられているが､ こう

したやり方には鋭い批判の矢が放たれねばな

らない｡ また､ 社会経済において大きな位置

を占めるに至った ｢法人｣ への対応について

も､ 根本的な見直しがされねばならない｡ か

つて奥村宏が命名した ｢法人資本主義｣ の病

理がますます露呈し､ 巨大な株式会社による

自然人の圧殺がさらに顕著になってきている

というのに､ 株式会社こそがグローバルスタ

ンダードであるかのように説き､ それにさら

なる力を与えていく方向は､ 明らかに間違っ

ている｡ そもそも法人とは､ 人間が認めるこ

とによってのみ存在しうるのだから､ 法の精

神の根本に立ち返って､ 人間を圧殺するよう

な法人には退場を迫り､ それにかわって人間

の声を反映しやすい協同組合の活用をはかる

など､ 自然人の視点で法人の取捨選択がなさ

れねばならない39)｡

第三の課題は､ 人々がこうした政策の実現

をめざして各種の運動を活発に展開するとと

もに､ 運動間の相互連携をはかっていくこと

である｡ こうした方向はグローバリズムの流

れとは対立するものであるから､ 体制側から

の攻撃が予想される｡ したがって､ 個々の運

動がばらばらに課題を掲げて闘うだけでは､

成果をあげることは難しいであろう｡ 各種の

運動が反グローバリズムの視点を共有し､ 連

携して状況に立ち向かうことが必要であるし､

それには庶民一人ひとりが状況に憶すること

なく､ 理想の未来像を大胆に心に描き､ それ

を声に出して互いにに語りあうことが､ 運動

の出発点として何よりも大切になってくるで

あろう｡

たとえばここに､ 未来の社会をまったく自

由な視点で描いた､ 一冊の本がある｡ それは､

すでに現役をひいた政治学者である､ 河原宏

の手によって書かれた 『素朴への回帰 国

から ｢くに｣ へ』 (人文書院､ 2000年) とい

う本であるが､ そこに描かれている社会は､

半日農業論者たちの描く未来像ときわめて似

ていることに､ 筆者は驚かされた｡ 彼が描く
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未来の日本は､ 人々が参加・協働しあって生

活している､ 人口２～３万人程度からなる小

国の連合体である｡ そして､ この小国の連合

体のなかでそれぞれの人は､ ①サラリーマン

が会社で働くような自己の天職に従事する時

間､ ②それぞれが所属する農園で他者と共働

して食糧を生産する時間､ ③休養､ 娯楽､ 遊

戯などに費やす時間という､ ３つの時間を使

い分けながら､ 日々を生きているのである40)｡

河原は､ このような着想を十数年前からもっ

ていたけれども､ 教職の身にあって発表をた

めらっていたので､ 現役をひいてはじめてこ

れを世に問うたと述べている｡ そのうえで彼

は､ これを一つの ｢夢｣ として論じつつも､

案外にも次々世紀ごろには､ いま日本と呼ば

れている島に住む人々は､ 邪馬台国以前の原

日本風景にもつながる小国の集合体のなかで

暮らしているかもしれないし､ ｢このような

ことは､ 今の日本人なら誰でも感じているこ

とです｣ と言い切っている41)｡ そして､ かか

る主張の背後に貫かれているのは､ ｢現代人

は､ 生活に､ 文化に､ 社会に､ もっと素朴さ

をとり戻さなければ21世紀を生きぬくことは

できない｣ とする､ 彼の強い確信にほかなら

ない42)｡

７. おわりに

さて､ 以上のように筆者は､ このような根

源的ともいえる問題提起にも論及しながら､

半日農業論についての考察を行ってきた｡ だ

が､ 本稿を結ぶにあたって筆者は最後に､ 学

問のあり方それ自体についても､ 若干の付言

をしておくことが必要と感じざるをえない｡

何となれば､ さきの河原の著作のみならず､

小貫らの著書においてもまた､ 今日の学問状

況に対する厳しい批判が述べられているから

である｡

小貫らは､ ｢あまりにも狭隘な保身の意識

が人々の心に深く沈殿し､ それがやがて社会

の意識となって全体を覆い尽くす｣ ようになっ

てきている点に､ 今日の問題があるとしてい

る｡ そして､ かかる状況にあるからこそ､

｢人間の主体的実践によって､ 歴史をつくり

変えてゆく積極的な姿勢｣ が必要であり､

｢自由な発想にもとづく､ 大胆な提案が今､

あらためて求められている｣｡ にもかかわら

ず､ 研究者たちの現状はどうかといえば､

｢成果主義のもと､ 細分化された狭隘な学問

領域で汲々として､ 大局を見失っている｣ と､

彼らは痛烈な批判を投げかけているのであ

る43)｡

ちなみに､ 筆者はこれまで協同組合を一つ

の研究テーマにしてきたが､ この分野では株

式会社との対比で協同組合を論じることが多

い｡ ところが､ 株式会社批判の論客である奥

村宏もまた､ 総合的・体系的な株式会社研究

そのものの不在に強い不満を述べているのが

現状である｡ いまや､ 株式会社の存在こそが

大問題になっているというのに､ それぞれの

学問分野で株式会社に関連した議論がなされ

ているだけで､ 株式会社を真正面に据えて研

究した本も講義もないと､ 彼も苦言を呈して

いる44)｡

たしかに､ 既存のパラダイムのなかで小さ

なパズル解きに専念し､ その積み上げをとお

して知の精緻化に寄与することも､ 研究者の

ひとつの仕事であろう｡ だが､ たとえ多少の

飛躍はあったとしても､ 現状に憶することな

くあるべき方向を指し示し､ 荒削りではあっ

ても未来を大胆に語ることが､ いま研究者に

強く求められているように思う｡ そしてまさ

にこのことが､ 本稿で半日農業論を取り上げ

て論じた所以にほかならない｡
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(注)

１) たとえば､ 金子弘道 『トップが語るアグ

リビジネス最前線』 家の光協会､ 2003年｡

青山浩子 『農が変える食ビジネス』 日本

経済新聞社､ 2004年など｡

２) 消費者を含めた多くの人々の農業参入を

主張する議論については､ 筆者は以前､

｢全国民的農業参入論｣ という枠組みで

系譜を論じた経緯がある (河野直践 『産

消混合型協同組合』 日本経済評論社､

1998年､ ７～15ページ)｡ また､ 河野直

践 『食・農・環境の経済学』 七つ森書館､

2005年､ 第１章でも､ その意義を論じた｡

したがって本論は､ これらの延長に位置

するとともに､ 相互に重なるところをもっ

た考察である｡

３) 農業基本法の精神は前文に端的に示され

ており､ たとえば前文の後段は以下のよ

うな文書からなっていた｡ ｢……近時､

経済の著しい発展に伴なって農業と他産

業との間において生産性及び従事者の生

活水準の格差が拡大しつつある｡ 他方､

農産物の消費構造にも変化が生じ､ また､

他産業への労働力の移動の現象が見られ

る｡ このような事態に対処して､ 農業の

自然的経済的社会的制約による不利を補

正し､ 農業従事者の自由な意志と創意工

夫を尊重しつつ､ 農業の近代化と合理化

を図って､ 農業従事者が他の国民各層と

均衡する健康で文化的な生活を営むこと

ができるようにすることは､ 農業及び農

業従事者の使命にこたえるゆえんのもの

であるとともに､ 公共の福祉を念願する

われら国民の責務に属するものである｡

ここに､ 農業の向うべき新たなみちを明

らかにし､ 農業に関する政策の目標を示

すため､ この法律を制定する｣ (傍線は

引用者｡ なお､ 同法は1999年の ｢食料・

農業・農村基本法｣ 制定によって､ 廃止

された)｡

４) 谷口吉光 ｢農業は産業か､ なりわいか論

争｣ 『別冊宝島145・農業大論争』 宝島社､

1991年｡ なお､ 谷口は ｢農＝業論｣ と表

記し､ これを ｢のう・なりわいろん｣ と

読むとしたが､ 本論では ｢農・なりわい

論｣ と表記する｡

５) こうした考え方は､ 1978年の第４回全国

有機農業大会以来､ 日本有機農業研究会

が掲げてきた ｢生産者と消費者の提携の

方法についての10原則｣ によく現れてい

る｡ 第１原則を例にとれば､ そこでは

｢生産者と消費者の提携の本質は､ 物の

売り買い関係ではなく､ 人と人との友好

的付き合い関係である｡ ……それは生産

者､ 消費者としての生活の見直しに基づ

かねばならない｡｣ と述べられている

(天野慶之ほか編 『新装版・有機農業の

事典』 三省堂､ 2004年､ 266ページ｡ な

お､ 旧版は1985年に発行された)｡

６) 仁賀保町農協の自給運動と有機農業運動

については､ 佐藤喜作 『村と農を考える

仁賀保町農協50万円自給運動の記録』

無明舎出版､ 1982年｡ 荷見武敬ほか編

『有機農業 農協の取り組み』 家の光

協会､ 1998年､ 第Ⅲ章の９｡ 農産物自給

運動の全国展開をふまえた総括的文献と

しては､ 荷見武敬ほか編 『農産物自給運

動』 御茶の水書房､ 1986年がある｡

７) 村田廸雄・乗本吉郎 『イナカ再建運動』

日本経済評論社､ 1978年､ 引用は２～５

ページ｡

８) たとえば､ ｢消費者自給農場｣ の建設を

掲げた ｢たまごの会｣ が､ 茨城県八郷町

で農場びらきをしたのが1974年､ 複数の

家族が和歌山県那智勝浦町に移住して､

帰農グループ ｢耕人舎｣ をスタートさせ

たのが1976年であった｡

９) 槌田敦 『石油と原子力に未来はあるか』

亜紀書房､ 1978年､ 第３部 (引用は223

ページ)｡
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10) 槌田敦 『石油文明の次は何か』 農山漁村

文化協会､ 1981年､ 第２部 (とくに第３

章)｡ なお､ 原発や核融合､ 遺伝子組換

えなどを批判する槌田に対して､ 理化学

研究所はさまざまな弾圧・いやがらせを

執拗に行った｡ 弾圧は長期化し社会問題

化するに至った｡

11) 室田武 『水土の経済学』 紀伊国屋書店､

1982年､ 58～59ページ｡

12) 一楽照雄 『闇夜に種を播く如く』 一楽照

雄伝刊行会､ 1996年､ 49～52ページ (原

論文は1983年)｡ 一楽は､ 経済学ではな

りわいとして農業をするのは遅れた形態

であるかのようにいわれるが､ 農産物を

商品としてみることを前提にするかぎり

食糧・農業問題は解決しないから､ 工業

製品の論理を農業に当てはめることはや

めるべきであり､ ｢願わくば農業や漁業

は経済学の対象外だといって放り出して

くれ｣ とまで述べた (同書､ 115～117ペー

ジ｡ 原論文は1983年)｡

13) 中西一郎 『地球が危ない』 新人物往来社､

1989年､ 129～131ページ｡

14) 赤嶋昌夫 ｢家族農業と農政｣ 日本農業研

究所編 『いえとむらの農政学』 農山漁村

文化協会､ 1993年｡ なお､ 兼業農家をか

ねてからポジティブに評価してきた農業

経済研究者に､ 玉真之介がいる｡ 玉は､

都会のサラリーマンの殺伐とした生活よ

りも､ 自然豊かな農村で他の定職とあわ

せて家族とともに農業を営む兼業農家の

ほうが､ 豊かなライフスタイルを実現し

ているとみる｡ そして､ ヨーロッパでも

兼業農家や農家の多就業をポジティブに

捉える動きが顕著であること､ 農業経営

という狭小な視野を越えて､ 生活の単位

としての農家に内在する論理から議論を

組み立てる必要があること､ 非資本主義

的な部分は市場経済に移行しているので

はなく､ 市場経済に対応しつつも独自な

ものとして再生産されているとの史観に

立つべきこと等を論じているが､ 消費者

も含めた半日農業論への論及はみられな

い (玉真之介 『農家と農地の経済学』 農

山漁村文化協会､ 1994年｡ 玉真之介 『日

本小農論の系譜』 農山漁村文化協会､

1995年)｡

15) 稲田献一 ｢大規模農業は大いなる幻想｣

日本経済新聞社編 『異説・日本経済Part2』

同社発行､ 1993年｡

16) 大塚勝夫 『農的に生きる時代』 家の光協

会､ 1997年､ 引用は３ページ｡ なお､ 大

塚は ｢農的生活｣ という言葉を以前から

も著作の中で部分的に使用していたが､

定義を明確にしたうえで問題提起にまと

めたのは､ 同 『農的生活』 NECクリエ

イティブ､ 1995年､ 以降であり､ 同書に

は大塚の予想を超えた反響があったとい

う｡

17) 塩見直紀 『半農半Ｘという生き方』 ソニー・

マガジンズ､ 2003年､ 引用は２ページ､

18ページ｡

18) 同上書､ 引用は202ページ､ 155～157ペー

ジ｡

19) 全国農業協同組合中央会 『JAを軸とす

る都市農村交流ネットワークの形成・推

進に向けて』 1996年､ 第６章 (筆者が同

会からの委託を受けて95年度に実施・作

成した調査報告書)｡

20) 深澤竜人 ｢生活の一部としての有機農業

と､ その投下労働量｣ 『エントロピー学

会誌』 第59号､ 2007年｡

21) 筆者らは農園の作業日誌をつけたので､

以上はそれから当該年の活動を抜き出し

て簡単に整理したものである (じゃがい

も､ たまねぎ､ キャベツ､ とうもろこし､

大根､ 人参､ 白菜などは複数の品種を栽

培したが､ いずれも１種類として計算し

た)｡ また､ 野菜をどの程度必要とする

かは家庭によって差があると思われるが､
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共働きだった当時の筆者の家庭では､ 朝

食と夕食は原則として手作りで､ 昼食は

筆者が手作りの弁当持参､ 妻は社員食堂

の利用が多かった｡ 芋類やたまねぎなど

年間を通して必要なものは大量に作って

保存したり､ 端境期に向けて野菜を酢づ

けにするなどの工夫もした｡ なお､ この

農場については､ 拙論 ｢“生活者”から

見た農業問題｣ 『窓17』 窓社､ 1993年で､

簡単な中間総括をしたことがある｡

22) この議論は､ 小貫の自家版と思われる

『三世代｢菜園家族｣酔夢譚』 (2000年) に

端を発し､ 小貫雅男 『菜園家族レボリュー

ション』 社会思想社､ 2001年､ 小貫雅男・

伊藤恵子 『森と海を結ぶ菜園家族』 人文

書院､ 2004年､ 小貫雅男・伊藤恵子 『菜

園家族物語』 日本経済評論社､ 2006年と､

内容を徐々に加えていく形で世に問われ

続けているが､ ここでは最後の文献に沿っ

て主張を要約する｡

23) 同上書､ ９､ 10､ 24､ 78～79ページ｡

24) 同上書､ ９､ 26､ 33ページ｡ 筆者は､ 以

下のようにも述べている｡

｢今日の市場競争至上主義のアメリカ型

『拡大経済』 の下で､ 生産手段から乖離

した｢家族｣が､ 根なし草同然の不安の中

でさまよい､ ついには疲弊し､ 人間存在

そのものが否定されようとしている時､

『現代賃金労働者』 が､ 生きるために最

小限必要な土地や生産用具を自らのもと

に取り戻すことによって､ 生産手段との

『再結合』 を果たす｡ このことによって､

家族小経営の基盤を再構築し､ 人間再生

の条件を何よりもまず整え､ 人間の本来

あるべき姿を回復しようとすること､ こ

のこと自体は､ 極めて自然な自衛のため

の行動でもあるのです｣ (同上書､ 206ペー

ジ)｡

25) 同上書､ 34､ 37､ 58ページ｡ 著者の家族

再生論の背後には､ 20世紀における社会

主義の誤りは､ 社会的生産手段の共同所

有を先行させた点にあるとの見方がある｡

その反省の上に立って､ これからは生産

手段を直接に個々の生産者に返していく

とともに､ 家族小経営には人間形成にお

いて優れた面があることを再評価すべき

だ､ というのが小貫らの見解と考えられ

る｡

26) 同上書､ 181､ 183､ 244ページ｡ こうし

た社会経済システムは､ ｢再生された家

族小経営セクター｣ ｢規制・調整された

資本主義セクター｣ ｢公共的セクター｣

の３つからなる複合社会であり､ このう

ちの ｢資本主義セクター｣ は､ 徐々に

｢公共セクター｣ に転化していくと彼ら

は論じている｡

27) 同上書､ 20ページ､ 304～305ページ｡

28) 10) の槌田に同じ､ 132ページ｡

29) 22) の最後の文献に同じ､ ９ページ､ 314

ページ｡

30) 10) の槌田に同じ､ 199ページ｡ ４) の

谷口に同じ､ 137ページ｡ 同様に小貫ら

も､ オウエンや安藤昌益らの思想にふれ

ながら､ こうした議論は ｢人間の根源に

根ざす普遍的な思想であるだけに､ 今日

までたえず繰り返しあらわれてきたし､

これからも繰り返しあらわれてくるに違

いありません｣ と述べている (22) の最

後の文献に同じ､ 第２章｡ 引用は117ペー

ジ)｡

31) 広井良典 『定常型社会』 岩波書店､ 2003

年｡ 同 『生命の政治学』 岩波書店､ 2003

年｡

32) 高橋伸彰 『グローバル化と日本の課題』

岩波書店､ 2005年｡ 同 『優しい経済学』

筑摩書房､ 2003年｡

33) 内橋克人 『もうひとつの日本は可能だ』

光文社､ 2003年｡

34) 内山節 ｢市場経済と自由｣ 内山節ほか編

『市場経済を組み替える』 農山漁村文化
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協会､ 1999年｡

35) 玉野井芳郎 ｢地域主義のために｣､ 増田

四郎 ｢地域主義の展開｣｡ ともに玉野井

芳郎ほか編 『地域主義』 学陽書房､ 1978

年､ に所収｡

36) たとえば､ 地域主義の若手論客の一員で

もあった中村尚司は､ ｢地域主義ブーム｣

が去ったのちも､ その発想を継承しつつ

エコロジー派の経済学者として､ 自らの

論述をまとめている｡ 代表作に､ 中村尚

司 『地域自立の経済学』 日本評論社､

1993年､ がある｡

37) 篠原孝 『新版・農的小日本主義の勧め』

柏書房､ 1987年 (旧版は1985年)｡ 彼は､

第２種兼業農家が最も幸せなライフスタ

イルを享受していると述べたから､ 半日

農業論と共通する視点の多い論者である

(篠原孝 『農的循環社会への道』 創森社､

2000年､ 156～157ページ)｡

38) 22) の最後の文献に同じ､ 262～263ペー

ジ｡

39) 協同組合の今日的意義については､ 河野

直践編著 『協同組合入門』 創森社､ 2006

年､ 第１章､ 第３章で論じたが､ 奥村宏

も､ 農業や医療などの分野に株式会社を

参入させるのは時代錯誤で破壊的な方向

であるから､ それに代えて協同組合など

を活用せよと述べている (奥村宏 『会社

をどう変えるか』 筑摩書房､ 2003年､ 205

～208ページ､ 210～212ページ)｡ なお､

半日農業論の視点で協同組合制度を考え

ると､ 農民・漁民・消費者といった区分

で組合員の資格を制限し､ それぞれ別々

の組織を作ることしか認めてこなかった

日本の現行法制には大きな問題があり､

多様な人々が協同できるような混合型の

協同組合法制に変えていくことが必要で

ある｡ 河野直践 『産消混合型協同組合』

前出は､ この問題を日本農業論の視点で

論じたものだが､ その後の政策の動きを

含めた再論に､ 河野直践 ｢日本の農業政

策と 『産消混合型協同組合』 問題｣ 『協

同組合研究』 第25巻第１号､ 2006年､ が

ある｡

40) 河原宏 『素朴への回帰 国から ｢くに｣

へ』 人文書院､ 2000年､ 121～214ページ｡

41) 同上書､ あとがき､ 引用は219ページ｡

42) 同上書､ ７ページ｡ なお､ 本書には奇想

天外な提案がちりばめられているのも特

徴で､ ｢65歳以上徴兵制｣ などはその典

型といえよう｡ これは､ 高齢者に徴兵制

をしくのが最良の防衛策だという主張で

あり､ 若者のエネルギーを兵役に費やす

のは社会的な浪費であること､ 自分たち

の作ってきた国が守るに値するものなら

ば､ それを身をもって示すことが高齢者

の役割であること､ 65歳以上の高齢者か

らなる軍隊は機動力がないから専守防衛

以外には役立たず､ 侵略につながる恐れ

がないこと､ 兵役に就いた高齢者には年

金支給を止めて給料を支払い､ 軍事費か

ら健康保険を支出すれば､ 高齢化にとも

なう社会保障的な赤字問題も解決するこ

と､ が理由にあげられている (170～180

ページ)｡

43) 22) の最後の文献に同じ､ 引用は順に319､

20､ 124ページ｡

44) 奥村宏 『株式会社に社会的責任はあるか』

岩波書店､ 2006年､ 27ページ｡
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＜はじめに＞

本小論は､ ｢茨城県毎月勤労統計｣ (１) のデー

タを用いて県内の賃金と雇用の動向を明らか

にすることを目的としている｡ その場合､ 茨

城県勤労統計が男女別と並んで就業形態別

(一般労働者､ パートタイマー別) の賃金と

雇用者数を公表していることが重要な前提と

なる｡ というのは､ 後述するように､ 県勤労

統計によって県内諸産業の男女間の賃金格差

や就業形態別の賃金格差が明らかにされるが､

これらの賃金格差を前提する雇用者数の変動､

特にその産業間配分の変動が県全体の賃金水

準､ したがって雇用者所得に大きな影響を与

えていると考えられるからである｡ しかし､

このような基本的問題の解明のためには､ 県

勤労統計は次の問題を有している｡

第１に､ データのカバレッジである｡ 男女

別の賃金と雇用者数に関しては､ 産業大分類

及び中分類別のデータが公表されているが､

就業形態別の賃金と雇用者数に関しては ｢製

造業｣､ ｢商業 (卸・小売)・飲食店業｣､ ｢サー

ビス業｣ の３産業と全産業 (調査産業計) だ

けが公表されているにすぎない｡

第２に､ 男女別データと就業形態別データ

は､ 合計労働者数では等しいが､ 個別データ

はそれぞれ相互に独立であって､ 両者をつな

ぐ ｢男女別且つ就業形態別の労働者数｣､ つ

まりクロス・データが公表されていない｡

それ故､ 本小論では､ 上記の３産業に限定し

てクロス・データを推計することが中心テー

マとなる｡ その場合われわれは次のような方

法を用いる｡

先ず､ 用語を確定しよう｡ 公表データは､

男性労働者､ 女性労働者､ 一般労働者､ パー

トタイマー (２) であり､ これらをそれぞれＬ

ｍ, Ｌｆ, Ｌｇ, Ｌｐで表す｡ われわれが求

めるクロス･データは､ 男性一般労働者､ 男

性パートタイマー､ 女性一般労働者､ 女性パー

トタイマーであり､ これらをそれぞれＬｍｇ,

Ｌｍｐ, Ｌｆｇ, Ｌｆｐで表す｡ また､ デー

タの年次変化は､ ｢⊿｣ を付けて､ ⊿Ｌｍｇ

のように表す｡

クロス･データ推計は公表データのうち､

⊿Ｌｍと⊿Ｌｇ, ⊿Ｌｐとの､ ⊿Ｌｆと⊿Ｌ

ｇ, ⊿Ｌｐとの間の相関係数を求めることか

ら始まる｡ 相関係数の高い組合せからクロス・

データ年次変化が求められる｡ 例えば⊿Ｌｍ

と⊿Ｌｇの相関係数が最高であれば､ 直ちに

⊿Ｌｍｇが求められる｡ 推計方法は以下のよ

うに整理できる｡

①最高の相関係数からデータ間の組合せが決

まると､ もう一つの組合せは自動的に決ま

る｡ 例えば､ 最高の相関係数の組合せが

(⊿Ｌｍ, ⊿Ｌｇ) であれば､ もう一つの

組合せは (⊿Ｌｆ, ⊿Ｌｐ) の組合せであ

る｡ 前者を主セットとすれば､ そこからク

ロス･データ⊿Ｌｍｇが､ 後者を副セット
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とすると､ そこから⊿Ｌｆｐが求められう

ることになる｡

②しかし､ 主セット内での組合せは２通りで

あり､ (⊿Ｌｍｇ､ ⊿Ｌｍ) と (⊿Ｌｍｇ,

⊿Ｌｇ) がありうる｡ 前者からは､ もう一

つのクロス･データ､ ⊿Ｌｍｐが求められ

るし､ 後者からは､ ⊿Ｌｆｇが求められる｡

いずれが規定的であるかは産業の構造的特

性が決めると考えられる｡ 同じことは､ 副

セット内においても言いうる｡ 副セットか

ら求められる⊿Ｌｆｐは⊿Ｌｆとも⊿Ｌｐ

とも組合せを持ちうるのであり､ それは産

業ごとに異なっている｡ いずれにせよ､

(⊿Ｌｆｐ､ ⊿Ｌｆ) からはもう一つのク

ロス･データ､ ⊿Ｌｆｇが､ (⊿Ｌｆｐ, ⊿

Ｌｐ) からは⊿Ｌｍｐがもとめられる｡

③主セット､ 副セット共に２通りの組合せが

あり､ 計４通りの組合せとなるが､ ここに

は規定的関係が確認される｡ 主セット (⊿

Ｌｍｇ, ⊿Ｌｍ) の組合せは副セット (⊿

Ｌｆｐ, ⊿Ｌｐ) の組合せとペアにならな

ければならない｡ また､ 主セット (⊿Ｌｍ

ｇ, ⊿Ｌｇ) の組合せは副セット (⊿Ｌｆ

ｐ, ⊿Ｌｆ) の組合せとペアにならなけれ

ばならない｡ そうでないと公表データの年

変化シリーズと整合しなくなるからである｡

④しかしスタートの①に戻れば､ 主セット､

副セットの決定も産業によって多様である｡

これは､ 製造業や卸小売飲食店業のような

比較的同質的産業では高い相関係数を持つ

セットの選定は容易であるが､ 多様な性格

の諸産業の集合体である ｢サービス業｣ で

は公表データ間の相関係数も0.5未満と低

水準であり､ そこでは主セット､ 副セット､

更には副副セットの存在も考慮されねばな

らない｡ これらのセット相互のペアリング

は理論的には別表のように４通り考えられ

る｡

要約｡ われわれは､ 以上の①～④のやり方

によって上記３産業のクロス･データの推計

を試みる｡ いうまでもなく､ このような方法

はアプリオリに与えられたものでなく､ 公表

データとの間の幾度にもわたる試行錯誤の結

果もたらされたものである｡

第Ⅰ章､ 第Ⅱ章､ 第Ⅲ章はそれぞれ製造業､

卸･小売・飲食店業､ サービス産業における

クロス･データの推計を試みる｡ 各章では､

はじめに公表データの年次変化表によってこ

れらの産業における賃金と雇用の変動とその

関係を概観して固有の課題を摘出した後､ 推

計作業に入る｡ そして推計結果がこれらの課

題に対してどのように答えようとしているの

かを要約する｡

終章＜むすび＞では､ 以上の３産業で推計

されたクロス･データによって明らかにされ

たことが県経済全体にどのような意義を持つ

のかをその問題点と共に整理し､ 締めくくる｡� 製造業における賃金と雇用

§１ 概観と課題

93年における製造業の雇用は､ 男性労働者
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別表 (クロス･データ推計のペアリング)

＜Ｐ・Ｍ型＞

(⊿Ｌｍｇ, ⊿Ｌｍ) と (⊿Ｌｆｐ､ ⊿Ｌｐ)

＜Ｇ・Ｆ型＞

(⊿Ｌｍｇ, ⊿Ｌｇ) と (⊿Ｌｆｐ, ⊿Ｌｆ)

＜Ｇ・Ｍ型＞

(⊿Ｌｆｇ, ⊿Ｌｇ) と (⊿Ｌｍｐ, ⊿Ｌｍ)

＜Ｐ・Ｆ型＞

(⊿Ｌｆｇ, ⊿Ｌｆ) と (⊿Ｌｍｐ, ⊿Ｌｐ)



約21万人､ 女性労働者約11万人で､ 賃金は男

性労働者で43.8万円､ 女性労働者で17.1万円

であった (３)｡ これらの動向を構造と変動の

視点から概観しよう｡ 但し､ データの制約か

ら1993～2004年の12年間が検討期間であり､

また後述されるように2004年は例外的に大幅

な変動を示した年であるから､ 90年代の長期

的傾向を探り出すためには93～03年と04年を

含めた93～04年の２期間を区別する必要があ

る｡ そこで､ 製造業の特質を検討するために

表１を参照されたい｡

①雇用者比率では＜平均＞からパートタイマー・

一般労働者比率 (Ｌｐ／Ｌｇ) が15％と著

しく低いこと､ また男女間比率 (Ｌｆ／Ｌ

ｍ) も50％ほどで後述される第3次産業と

比べるとかなり低い水準であることが分か

る｡

②賃金比率も＜平均＞から男女間賃金比率

(Ｗｆ／Ｗｍ) が40～41％､ つまり女性賃

金の男性賃金に対する割合は僅か4割であ

ること､ 就業形態別賃金比率 (Ｗｐ／Ｗｇ)

では2つの期間を通して僅か27％であるこ

と､ つまりパートタイマー賃金の非常な低

水準が示されている｡

③＜標準偏差＞やこれを＜平均＞で割った＜

変動係数＞はこれらの変数の変化を示して

いる｡ この数字から具体的イメージをつか

むことは難しいが､ 後の2つの第3次産業と

比べると標準偏差も変動係数も相当に低い

数値であり､ (Ｌｐ／Ｌｇ) も (Ｌｆ／Ｌ

ｍ) も安定的であり､ ここでは衰退傾向が

示唆されている｡ 同じことは賃金比率にも

言える｡ (Ｗｐ／Ｗｇ)､ 特に (Ｗｆ／Ｗｍ)

の数値が小さく､ 安定的推移が想定されう

る｡

そこで雇用と賃金の年次変化に注目しよう｡

表２は製造業の賃金と雇用の年次変化の合計

を２つの期間に関して求めたものである｡

ここから次の点を指摘できる｡

①93～03年において労働者の減少が顕著であ

る｡ 即ち､ パートタイマーだけは0.8万人

増加しているが､ 男性労働者は約1万人､

女性労働者は1.6万人､ 一般労働者は実に

4.4万人も減少している｡ これは男性と女

性労働者の合計を上回る一般労働者の減少

で一見不可解にみえるが､ 男性及び女性を

合計した一般労働者は4.4万人減少してい

るが､ 男性パートか女性パートか､ あるい

はその両方の増大があるためである｡

②一方賃金は男性賃金が1.4万円下落し､ 女

性賃金は横這い (531円増)､ 一般労働者賃

金は0.5万円上昇したが､ パートタイマー
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表１ 製造業における賃金比率と労働者比率の平均と変動係数

Ｗｐ／Ｗｇ Ｗｆ／Ｗｍ Ｌｐ／Ｌｇ Ｌｆ／Ｌｍ

＜標準偏差＞

93～03年 1.9 1.2 2.2 2.8

93～04年 1.8 1.5 2.2 4.0

＜平均＞

93～03年 26.6 40.3 14.8 50.2

93～04年 26.6 40.6 14.6 49.3

＜変動係数＞

93～03年 7.0 2.9 15.0 5.6

93～04年 6.6 3.7 15.1 8.0



賃金は1.7万円も増大している｡

③そこで､ 93～03年の製造業の賃金と雇用の

対応する相関係数を計算すると別表の通り

である｡

パートタイマー (Ｌｐ) と彼の賃金とは

かなり強い相関関係が認められる｡ これは､

パートタイマーの採用増大に伴うパート賃

金上昇と考えることが出来る｡ しかし､ 男

性労働者の減少と彼の賃金の大幅な低落は

何故であろうか｡ 他方､ 女性労働者の減少

と彼女の賃金の微増 (もしくは横這い) は

どう考えればよいのだろうか｡ また､ 一般

労働者は4.4万人も減少しているのに一般

労働者賃金は0.5万円上昇しているのもど

う考えるべきであろうか｡ これらの課題に

立ち向かうためには､ 雇用のクロス･デー

タの開発が重要なステップとなると考える｡

④先に進む前に､ 04年の変動に注意しておこ

う｡ 04年を含めた93～04年期においては､

パートタイマーを含めて全般的に雇用減少

が加速されている｡ 特に女性労働者の期間

減少合計は04年を含めたことによって3.2

万人へと倍増しているのである｡ 他方､ 賃

金は全般的に上昇している｡ 03～04年1年

間だけで男性賃金が2.7万円､ 女性賃金が

約2.7万円､ 一般労働者賃金は3.4万円も上

昇している (パート賃金も1.8万円上昇)｡

04年の変動が何故もたらされたのかは別個

の大問題を形成していると思われる｡ ここ

では､ 93～03年と93～04年とに期間を区分

することが90年代の長期傾向を把握するた

めに不可欠であることを確認したい｡

§2 クロス･データ年次変化の推計

はじめに公表された雇用データの年次変化

シリーズを用意するが､ これらは表３に示さ

れている｡

男女別労働者の合計と就業形態別労働者の

合計は等しいから､ 即ち年次変化に関しても､

⊿Ｌｇ＋⊿Ｌｐ＝⊿Ｌｍ＋⊿Ｌｆと言う関係

式が成立するから､ 次の２式のいずれかは必

ず成立する｡

⊿Ｌｇ－⊿Ｌｍ＝⊿Ｌｆ－⊿Ｌｐ … (１)

⊿Ｌｇ－⊿Ｌｆ＝⊿Ｌｍ－⊿Ｌｐ … (２)

いずれの関係式が採用されるべきかは製造

業の雇用者数年次変化相互の相関係数によっ

て判断される｡ これは､ 次の別表に示されて

いる｡
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(別表１)

Ｗｍ Ｗｆ

Ｌｍ

Ｌｆ

0.3305

0.4593

0.4385

－0.1710

(別表２)

Ｗｇ Ｗｐ

Ｌｇ

Ｌｐ

－0.0051

0.4107

－0.4749

0.7635

表２ 製造業における賃金と雇用の年次変化の期間合計

⊿Ｗｍ ⊿Ｗｆ ⊿Ｗｇ ⊿Ｗｐ

94～03年

94～04年

－13,590

13,467

531

27,053

5,427

34,129

16,639

17,901

⊿Ｌｍ ⊿Ｌｆ ⊿Ｌｇ ⊿Ｌｐ

94～03年

94～04年

－19,730

－22,485

－16,020

－31,693

－43,842

－49,293

8,094

－4,885



見られるように製造業では､ ⊿Ｌｍと⊿Ｌ

ｇの相関係数が最高であり､ したがってこの

組合せが主セットとなり､ ⊿Ｌｆと⊿Ｌｐの

組合せが副セットとなる｡ 従って､ 表３は

(２) 式ではなく (１) 式に基づいて編成さ

れているのである｡

主セットから求められるクロス･データ､

⊿Ｌｍｇ (男性一般労働者) は､ 主セットの

2変数のいずれとも組み合わされる｡ 即ち､

(⊿Ｌｍｇ, ⊿Ｌｇ) あるいは (⊿Ｌｍｇ,

⊿Ｌｍ) である｡ 同様に副セットから求めら

れる⊿Ｌｆｐも２通りの組合せ､ (⊿Ｌｆｐ,

⊿Ｌｆ) あるいは (⊿Ｌｆｐ, ⊿Ｌｐ) があ

りうる｡ そして主セット､ 副セットそれぞれ

が持つ２通りの組合せをどのようにペアリン

グされるかが問題であるが､ 製造業では､ 後

述するように主セット (⊿Ｌｍｇ, ⊿Ｌｇ)

と副セット (⊿Ｌｆｐ, ⊿Ｌｆ) とのペアリ

ングと主セット (⊿Ｌｍｇ, ⊿Ｌｇ) と副セッ

ト (⊿Ｌｆｐ, ⊿Ｌｐ) とのペアリングによっ

てクロス･データが決定される｡ われわれは

前者のペアリングを＜Ｇ・Ｆ型＞､ 後者のペ

アリングを＜Ｐ・Ｍ型＞と呼んでいる｡ 表４

は､ 製造業のクロス･データを求めるこのよ

うな方式を解説するために作成された｡

表４の意味はこうである｡ 94年を例にとる

と､ ①表3に示された一般労働者の減少は4,683

人であるが､ それは男性一般労働者の減少

4,351人と女性一般労働者の減少333人からな

り､ ②表３に示された女性労働者の減少は

2,306人になるが､ それは女性パートタイマー

の1,973人の減少と女性一般労働者の減少332

人からなる｡ このとき､ 男性一般労働者の減

少は公表された男性労働者の減少 (表３) に

等しく､ 従って男性パートタイマーの変動は

ゼロである｡ 同様に､ 女性パートタイマーの

減少は表３のパートタイマーの減少に等しく､

従って男性男性パートタイマーの変動はゼロ

である｡ これは＜Ｇ・Ｆ型＞の組合せである

が､ これによって求められたクロス･データ

は表３の公表データと整合的となっているの
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別表 相関係数表 (製造業)

⊿Ｌｆ ⊿Ｌｍ

⊿Ｌｐ

⊿Ｌｇ

0.7933

0.0095

－0.3236

0.9640

表３ 製造業のパートと女性労働者､ 一般と男性労働者の年変化分 (人)

⊿Ｌｇ ⊿Ｌｍ ⊿Ｌｇ－⊿Ｌｍ ⊿Ｌｆ ⊿Ｌｐ ⊿Ｌｆ－⊿Ｌｐ

94年 －4,683 －4,351 －332 －2,306 －1,973 －333

95年 －2,560 －1,479 －1,081 -686 396 －1,082

96年 －21,117 －10,520 －10,597 －3,655 6,940 －10,595

97年 －1,060 －3,794 2,734 666 －2,067 2,733

98年 2,696 2,716 －20 4,592 4,612 －20

99年 22,371 23,266 －895 －3,652 －2,757 －895

00年 －8,590 －5,395 －3,195 －2,046 1,148 －3,194

01年 －4,311 －1,593 －2,718 －4,501 －1,782 －2,719

02年 －21,289 －17,426 －3,863 1,117 4,979 －3,862

03年 －5,299 －1,154 －4,145 －5,549 －1,402 －4,147

04年 －5,451 －2,755 －2,696 －15,673 －12,979 －2,694



である｡

表４の右端に示されているように､ 茨城県

の製造業では､ 94､ 95､ 01, 02, 03, 04年の

６ヵ年が＜Ｇ・Ｆ型＞によって､ 96, 97, 98,

99, 00年の５ヵ年が＜Ｐ・Ｍ型＞の組合せに

よって雇用者のクロス･データを導出するこ

とが出来る｡ 表４に示されたようなやり方で

求めた雇用者クロス･データを集約したのが

表５である｡

ここから次の点が指摘できる｡

①先ず､ 表５に掲げられた推計データの期間

合計と表に掲げられた雇用変化の期間合計

とを対比しよう｡ すると､ 前者と後者の間

では､ ⊿Ｌｆｇ＋⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ, ⊿Ｌ

ｍｐ＋⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ, ⊿Ｌｆｇ＋⊿Ｌ

ｍｇ＝⊿Ｌｇ, ⊿Ｌｆｐ＋⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌ

ｇが両期間を通して成り立つことが確認さ

れる｡ この点も推計データの有効性を確認

させる｡

②そこで､ 表５から94～03年では男性パート

タイマーは1.2万人増大しているが､ 一般

労働者は顕著に減少している｡ 即ち､ 女性

一般労働者は1.2万人減少し､ 男性一般労

働者は実に3.2万人も減少している｡ 確か

に女性パートタイマーも0.4万人減少して

いるが､ 男性では一般職の削減とパート職
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表４ 解説表 (製造業のクロス･データの作成)

94年 ①⊿Ｌｇ (－4,683) ＝⊿Ｌｍｇ (－4,351) ＋⊿Ｌｆｇ (－333) ＜Ｇ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｆ (－2,306) ＝⊿Ｌｆｐ (－1,973) ＋⊿Ｌｆｇ (－332)

95年 ①⊿Ｌｇ (－2,560) ＝⊿Ｌｍｇ (－1,479) ＋⊿Ｌｆｇ (－1,081) 同上

②⊿Ｌｆ (－686) ＝⊿Ｌｆｐ (396) ＋⊿Ｌｆｇ (－1082)

96年 ①⊿Ｌｍ (－10,520) ＝⊿Ｌｍｇ (－21,117) ＋⊿Ｌｍｐ (10,597) ＜Ｐ・Ｍ型＞

②⊿Ｌｐ (6,940) ＝⊿Ｌｆｐ (－3,655) ＋⊿Ｌｍｐ (－10,595)

97年 ①⊿Ｌｍ (－3,794) ＝⊿Ｌｍｇ (－1,060) ＋⊿Ｌmp (－2,734) 同上

②⊿Ｌｐ (－2,067) ＝⊿Ｌｆｐ (666) ＋⊿Ｌｍｐ (－2,733)

98年 ①⊿Ｌｍ (2,716) ＝⊿Ｌｍｇ (2,696) ＋⊿Ｌｍｐ (20) ： 同上

②⊿Ｌｐ (4,612) ＝⊿Ｌｆｐ (4,592) ＋⊿Ｌｍｐ (20)

99年 ①⊿Ｌｍ (23,266) ＝⊿Ｌｍｇ (22,371) ＋⊿Ｌｍｐ (895) 同上

②⊿Ｌｐ (－2,757) ＝⊿Ｌｆｐ (－3,652) ＋⊿Ｌｍｐ (895)

00年 ①⊿Ｌｍ (－5,395) ＝⊿Ｌｍｇ (－8,590) ＋⊿Ｌｍｐ (3,195) 同上

②⊿Ｌｐ (1,148) ＝⊿Ｌｆｐ (－2,046) ＋⊿Ｌｍｐ (3,194)

01年 ①⊿Ｌｇ (－4,311) ＝⊿Ｌｍｇ (－1,593) ＋⊿Ｌｆｇ (－2,718) ＜Ｇ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｆ (－4,501) ＝⊿Ｌｆｇ (－2,718) ＋⊿Ｌｆｐ (－1,782)

02年 ①⊿Ｌｇ (－21,289) ＝⊿Ｌｍｇ (－17,426) ＋⊿Ｌｆｇ (－3,863) 同上

②⊿Ｌｆ (1,117) ＝⊿Ｌｆｐ (4,979) ＋⊿Ｌｆｇ (－3,862)

03年 ①⊿Ｌｇ (－5,299) ＝⊿Ｌｍｇ (－1,154) ＋⊿Ｌｆｇ (－4,145) 同上

②⊿Ｌｆ (－5,549) ＝⊿Ｌｆｇ (－4,145) ＋⊿Ｌｆｐ (－1,402) ：

04年 ①⊿Ｌｇ (－5,451) ＝⊿Ｌｍｇ (－2,755) ＋⊿Ｌｆｇ (－2,696) 同上

②⊿Ｌｆ (－15,673) ＝⊿Ｌｆｇ (－2,696) ＋⊿ｆｐ (－12,979)



への切替えがはっきりと確認される｡ 94～

04年期間では男性･女性一般職の減少が更

に進行するとともに､ 女性パートタイマー

の減少は1.7万人に達している｡

③では､ 前節で確認した製造業の課題はわれ

われの推計データによってどのように解決

されるのであろうか｡ (１) 表2では94～03

年では男性労働者賃金 (Ｗｍ) が1.4万円

も減少しているが､ これは男性一般労働者

の3.2万人の減少と男性パートタイマーの

1.2万人の増大によってもたらされたと判

断される｡ というのは､ 男性一般労働者の

減少が高齢中間管理職を含むものであるな

らば賃金コストの削減に､ つまり男性賃金

の低落に直結するし､ これに加えて男性パー

トタイマーの増大は賃金比率僅か27％の集

団の増大であるから男性賃金全体の低落を

もたらすと考えられるからである (同時に

男性パートタイマーの増大はパート賃金

(Ｗｐ) の増大を伴っている)｡ また､ (２)

女性賃金 (Ｗｆ) の531円の微増／停滞に

関しては､ 女性一般職の1.2人の減少と女

性パート職の0.4万人の減少によってもた

らされたと判断される｡ というのは女性賃

金の横這いは､ 女性パートの減少による女

性賃金上昇圧力と女性一般職の減少による

女性賃金下落圧力のバランスの結果である

と判断されるからである｡ (３) 他方､ 表

２では一般労働者賃金が0.5万円増大して

いるが､ その根拠は不明である｡ 調査票の

公表によるクロス・データの開発が望まれ

るところであるが､ 次のような想定は可能

である｡ 即ち､ 男性一般職の減少が高齢者

や中間管理職という高賃金集団である場合

は一般職賃金 (Ｗｇ) の押下げ要因となる

が､ 男性一般職の減少が相対的に低賃金の

階層集団へと波及したり､ 女性一般職の減

少が一般事務職など相対的に低賃金集団の

減少である場合には､ 低賃金集団のウエー

トが低落し､ 逆に一般職賃金の押し上げ要
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表５ 製造業の一般・パート別の男性労働者及び女性労働者の年変化

⊿Ｌｆｐ ⊿Ｌｍｐ ⊿Ｌｆｇ ⊿Ｌｍｇ 備考

94年 －1,973 0 －332 －4,351 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｐ

95年 396 0 －1,082 －1,479 同上

96年 －3,655 10,597 0 －21,117 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ

97年 666 －2,733 0 －1,060 同上

98年 4,592 20 0 2,696 同上

99年 －3,652 895 0 22,371 同上

00年 －2,045 3,194 0 －8,590 同上

01年 －1,782 0 －2,718 －1,593 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｐ

02年 4,979 0 －3,863 －17,426 同上

03年 －1,402 0 －4,145 －1,154 同上

04年 －12,979 0 －2,696 －2,755 同上

＜期間合計＞

94～03年 －3,876 11,973 －12,140 －31,703

94～04年 －16,855 11,973 －14,836 －34,458



因になると考えられるから､ その両要因の

バランスが後者に優位に展開されて一般職

賃金を上昇させたと考えられる｡� 卸小売・飲食店業における賃金と雇用

§１ 概観と課題

93年における卸小売･飲食店業の雇用は､

製造業31万人を大幅に下回る約14万人であっ

たが､ 男性労働者6.5万人､ 女性労働者７万

人と既に女性が男性を上回っていた｡ 賃金も

製造業男性賃金約44万円､ 女性賃金17万円に

対し､ ここでは男性賃金約35万円､ 女性賃金

約15万円と男女共に大幅な低水準である｡ 次

の表６は､ これらの動向の構造的特質とその

変化を示している｡

①94～03年と94～04年の＜平均＞から雇用比

率を見ると､ 両期間を通して (Ｌｐ／Ｌｇ)

が８割を超え､ (Ｌｆ／Ｌｍ) は既に120％

に達しようとしている｡ これは､ 表1の製

造業の比率 (それぞれ15％､ 50％) と比べ

ると著しく対照的である｡ 卸小売飲食店業

における女性雇用水準の高さ､ そしてその

中の ｢女性パートタイマー｣ の大量雇用が

示唆されている｡

②賃金比率も平均でみて (Ｗｆ／Ｗｍ) は４

割未満であり､ (Ｗｐ／Ｗｇ) は同様に平

均で見て25％未満､ つまり1/4未満である｡

製造業ではそれぞれ40～41％､ 27％であっ

たから､ 卸小売飲食店業の女性やパートタ

イマーの賃金はこれをも下回る低水準に置

かれていることが示されている｡

③＜標準偏差＞や＜変動係数＞においては､

賃金比率は (Ｗｆ／Ｗｍ)､ (Ｗｐ／Ｗｇ)

共に製造業と同様に低水準であり賃金比率

の安定的な推移を示唆しているが､ 雇用比

率では (Ｌｆ／Ｌｍ)､ 特に (Ｌｐ／Ｌｇ)

はそれぞれ両期間平均で38～39ポイント､

45～47ポイントと高い数値を示している

(製造業ではそれぞれ２ポイント､ 15ポイ

ントであった)｡ これは､ 男性に対する女

性の､ 一般職に対するパート職の大幅な変

動があったことを示唆している｡

ここで雇用と賃金の年次変化を検討しよう｡

表７は､ 卸小売飲食店業の賃金と雇用の年次

変化を２つの期間に関して合計したものであ

る｡

ここから次の点を指摘できる｡

①女性労働者と更にそれ以上にパートタイマー

の増大が著しい｡ 女性労働者は93～03年に

おいて約4.5万人が､ パートタイマーは同
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表６ 卸小売･飲食店業の賃金比率と労働者比率：平均と変動係数

Ｗｐ／Ｗｇ Ｗｆ／Ｗｍ Ｌｐ／Ｌｇ Ｌｆ／Ｌｍ

＜標準偏差＞

93～03年 1.1 2.1 39.2 23.0

93～04年 2.2 2.5 37.5 21.9

＜平均＞

93～03年 24.7 39.0 82.7 119.0

93～04年 24.2 38.6 83.7 118.7

＜変動係数＞

93～03年 4.6 5.3 47.4 19.3

93～04年 9.3 6.4 44.8 18.5



じ期間に6.7万人も増加したが､ 04年を考

慮すると増加幅はそれぞれ４万人､ 約5.5

万人に縮小している｡ 他方､ 賃金は女性労

働者賃金 (Ｗｆ) とパートタイマー賃金と

では対照的な変動を示している｡ 93～03年

において女性労働者賃金は約3.6万円も減

少しているが､ パート賃金は0.8万円増大

している｡ しかし､ 04年を考慮すると､ 女

性賃金は04年に2.2万円上昇し､ 他方パー

ト賃金は0.9万円低落している｡ 04年を除

外すれば､ 93～03年において女性労働者の

大幅増大と女性賃金の大幅低落が対応し､

パートタイマーの著しい増大にはパート賃

金の小幅な上昇が対応している｡ 反対に､

04年にはこの傾向は逆転し､ 女性労働者の

減少には女性賃金の大幅上昇 (2.2万円)

が対応し､ パートタイマーの減少にはパー

ト賃金の低落 (0.9万円) が対応している｡

要するに､ 04年で事態は転換するが､ 全期

間を通して女性労働者数と賃金は逆相関し

(相関係数－0.7312)､ パートタイマー数と

パート賃金とは弱順相関していること (相

関係数0.4097) が確認される｡

②04年を除外した93～03年で見ると､ 男性労

働者は小幅な増大 (0.4万人) であるが､

一般労働者 (Ｌｇ) は約1.9万人減少して

いる｡ ところが､ 04年には男性労働者で2.7

万人､ 一般労働者では約3.6万人と大幅増

大している｡ 一方､ 賃金の動向は､ 93～03

年においては低落傾向が顕著である｡ 一般

労働者賃金 (Ｗｇ) は1.5万円低落し､ 男

性労働者賃金は実に7万円も低落している｡

ところが04年になると､ 大幅な上昇が確認

される｡ 即ち､ 一般労働者賃金で1.5万円､

男性労働者賃金で1.1万円上昇している｡

ここでも､ 04年における変動が著しいが､

93～03年における男性労働者数と男性賃金

の弱い逆相関関係 (相関係数－0.2872)､

全期間を通しての一般労働者数とその賃金

の順相関関係 (相関係数0.5455) が確認さ

れる｡

そこで問題は次のように立てられる｡ 一般

労働者とその賃金の順相関､ パートタイマー

とその賃金のかなり明確な順相関関係は彼ら

に対する (特にパートタイマーに対する) 需

要増大に伴う現象として理解可能であるが､

男性労働者や女性労働者の場合､ 彼らの賃金

が93～03年におけるように大幅に低落してい

るにもかかわらず雇用者数が小規模 (男性労

働者の場合)､ あるいは大規模に (女性労働

者の場合) 増大しているのは何故か｡ その場

合､ 93～03年における一般労働者とその賃金

の並行的な減少に対し､ パートタイマーは小

幅な賃金上昇に対して著しく大幅に増加して

いる (＋6.7万人) のは何故か｡ この就業形

態別の賃金と雇用の関係は､ 男女別の賃金と

雇用の関係と如何に関係するのであろうか｡

これらの問題に立ち向かうためには結局､ 就

業形態別雇用と男女別雇用を結びつけるクロ

ス・データの推計が行われなければならない
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表７ 卸小売･飲食店業における賃金と雇用の年次変化の期間合計

⊿Ｗｇ ⊿Ｗｍ ⊿Ｗｇ－⊿Ｗｍ ⊿Ｗｆ ⊿Ｗｐ ⊿Ｗｆ－⊿Ｗｐ

94～03年 －14,607 －70,314 55,707 －35,637 7,879 －43,516

94～04年 89,330 41,885 47,445 －13,627 －1,232 －12,395

⊿Ｌｇ ⊿Ｌｍ ⊿Ｌｇ－⊿Ｌｍ ⊿Ｌｆ ⊿Ｌｐ ⊿Ｌｆ－⊿Ｌｐ

94～03年 －18,590 4,193 －22,783 44,522 67,306 －22,784

94～04年 17,152 31,292 －14,140 40,331 54,473 －14,142



のである｡

§2 クロス･データ年次変化の推計

先ず､ 公表データの期間平均ではなく年次

変化シリーズそのものを掲げると表８の通り

である｡

クロス･データの推計方式については＜は

じめに＞と第Ⅰ章§２製造業に関して触れて

いる｡ それを踏まえて表８の４変数の対応す

る相関係数を計算すると別表の通りである｡

見られるように､ 男性労働者年変化 (⊿Ｌ

ｍ) と一般労働者年変化 (⊿Ｌｇ) の相関係

数が最高であり､ 女性労働者年変化 (⊿Ｌｆ)

とパートタイマー (⊿Ｌｐ) の相関係数もこ

れに次ぐ高さである｡ このため､ 主セットは

(⊿Ｌｍ, ⊿Ｌｇ)､ 副セットは (⊿Ｌｆ, ⊿

Ｌｇ) である｡ これは､ 製造業と同じパター

ンである｡ 当然のことながら､ 表８はこれに

基づいて編成されている｡ 従って､ 卸小売飲

食店業における雇用者クロス･データの推計

も製造業と同じく＜Ｇ・Ｆ型＞と＜Ｐ・Ｍ型

＞によって行われることになる｡ これの説明

を兼ねてクロス･データを推計したものが表

９である｡

表９を94年について説明すると､ 一般労働

者5,243人の増大は､ 男性一般の増大1,824人

と女性一般の増大3,419人からなり､ 女性労

働者5,142人の減少は女性パートの減少8,560

人と女性一般の増加3,419人の合計である｡

その結果､ 男性一般労働者数は男性一般と等

しく､ 女性パートタイマーは女性労働者と等

しくなり､ 男性パートタイマーの変動はゼロ

である｡ これが＜Ｇ・Ｆ型＞であるのは､ 主

セットが① (⊿Ｌｇ, ⊿Ｌｍｇ) の組合せで

あり､ 副セットが②の (⊿Ｌｆ, ⊿Ｌｆｐ)

の組合せで､ 両者のペアリングによってクロ

ス・データが与えられているからである｡ ＜

Ｇ・Ｆ型＞によって94,95,96,97年と01,02,03,

04年の８ヵ年のクロスデータが与えられ､ ＜

Ｐ・Ｍ型＞によって98,99,00年の３ヵ年のク

ロス・データが与えられている｡ 製造業の場
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別表 相関係数表 (製造業)

⊿Ｌｆ ⊿Ｌｍ

⊿Ｌｐ

⊿Ｌｇ

0.8986

0.2710

0.2297

0.9282

表８ 卸し小売･飲食店業における雇用４変数の年次変化

⊿Ｌｇ ⊿Ｌｍ ⊿Ｌｇ－⊿Ｌｍ ⊿Ｌｆ ⊿Ｌｐ ⊿Ｌｆ－⊿Ｌｐ

94年 5,243 1,824 3,419 －5,142 －8,560 3,418

95年 510 444 66 －1,223 －1,289 66

96年 －13,717 365 －14,082 －2,626 11,456 －14,082

97年 －1,212 －4,626 3,414 3,076 －339 3,415

98年 －7,598 －9,181 1,583 6,058 4,477 1,581

99年 29,060 32,677 －3,617 37,310 40,926 －3,616

00年 －11,587 －925 －10,662 4,204 14,867 －10,663

01年 11,523 7,001 4,522 －6,086 －10,608 4,522

02年 －15,714 －13,484 －2,230 4,948 7,178 －2,230

03年 －15,098 －9,902 －5,196 4,003 9,198 －5,195

04年 35,742 27,099 8,643 －4,191 －12,833 8,642



合と比べると､ 共に90年代後半に＜Ｐ・Ｍ型

＞､ 90年代前半と2001年以降では＜Ｇ・Ｆ型

＞が見られる点は共通であり､ 雇用変動にお

ける構造的類似性という興味ある論点を提供

している (問題はその中味であるが)｡

表９で求めたクロス･データを整理したも

のが表10である｡

表10から次の点が指摘される｡

①製造業と同じく表10の推計データの有効性

を確かめよう｡ 表７における公表データの

年次変化の期間合計と表10における年次変

化推計データの期間合計の対応する和との

間には､ ⊿Ｌｆｐ＋⊿Ｌｍｐ＝⊿Ｌｐ, ⊿

Ｌｆｐ＋⊿Ｌｆｇ＝⊿Ｌｆ, ⊿Ｌｍｐ＋⊿

Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ､ ⊿Ｌｆｇ＋⊿Ｌｍｇ＝⊿

Ｌｇの関係は94～03年においても94～04年

においても確認される｡ このことは､ 表10

の推計値の有効性を示していると考えられ

る｡

②そこで表10の94～03年における年次変化の

合計から､ 一般職労働者の減少とその反対

にパートタイマー労働者の増大がはっきり

と確認される｡ これは､ 男女共に生じてい

るが､ 変動幅は男性よりも女性労働者にお

いて著しい｡ 即ち､ 男性一般職の0.9万人

の減少と男性パートの1.3万人の増大に対
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表９ 説明表 (卸小売・飲食店業)

94年 ①⊿Ｌｇ (5,243) ＝⊿Ｌｍｇ (1,824) ＋⊿Ｌｆｇ (3,419) ＜Ｇ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｆ (－5,142) ＝⊿Ｌｆｐ (－8,560) ＋⊿Ｌｆｇ (3,419)

95年 ①⊿Ｌｇ (510) ＝⊿Ｌｍｇ (444) ＋⊿Ｌｆｇ (66) 同上

②⊿Ｌｆ (－1,223) ＝⊿Ｌｆｐ (－1,289) ＋⊿Ｌｆｇ (66)

96年 ①⊿Ｌｇ (－13,717) ＝⊿Ｌｍｇ (365) ＋⊿Ｌｆｇ (－14,082) 同上

②⊿Ｌｆ (－2,626) ＝⊿Ｌｆｐ (11,456) ＋⊿Ｌｆｇ (－14,082)

97年 ①⊿Ｌｇ (－1,212) ＝⊿Ｌｍｇ (－4,626) ＋⊿Ｌｆｇ (3,414) 同上

②⊿Ｌｆ (3,076) ＝⊿Ｌｆｐ (－339) ＋⊿Ｌｆｇ (3,415)

98年 ①⊿Ｌｍ (－9,181) ＝⊿Ｌｍｇ (－7,598) ＋⊿Ｌｍｐ (－1,583) ＜Ｐ・Ｍ型＞

②⊿Ｌｐ (4,477) ＝⊿Ｌｆｐ (6,058) ＋⊿Ｌｍｐ (－1,583)

99年 ①⊿Ｌｍ (32,677) ＝⊿Ｌｍｇ (29,060) ＋⊿Ｌｍｐ (3,617) 同上

②⊿Ｌｐ (40,926) ＝⊿Ｌｍｐ (3,617) ＋⊿Ｌｆｐ (37,310)

00年 ①⊿Ｌｍ (－925) ＝⊿Ｌｍｇ (－11,587) ＋⊿Ｌｍｐ (10,662) 同上

②⊿Ｌｐ (14,867) ＝⊿Ｌｆｐ (4,204) ＋⊿Ｌｍｐ (10,663)

01年 ①⊿Ｌｇ (11,523) ＝⊿Ｌｍｇ (7,001) ＋⊿Ｌｆｇ (4,522) ＜Ｇ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｆ (－6,086) ＝⊿Ｌｆｐ (－10,608) ＋⊿Ｌｆｇ (4,522)

02年 ①⊿Ｌｇ (－15,714) ＝⊿Ｌｍｇ (－13,484) ＋⊿Ｌｆｇ (－2,230) 同上

②⊿Ｌｆ (4,948) ＝⊿Ｌｆｐ (7,178) ＋⊿Ｌｆｇ (－2,230)

03年 ①⊿Ｌｇ (－15,098) ＝⊿Ｌｍｇ (－9,902) ＋⊿Ｌｆｇ (－5,196) 同上

②⊿Ｌｆ (4,003) ＝⊿Ｌｆｐ (9,198) ＋⊿Ｌｆｇ (－5,195)

04年 ①⊿Ｌｇ (35,742) ＝⊿Ｌｍｇ (27,099) ＋⊿Ｌｆｇ (8,643) 同上

②⊿Ｌｆ (－4,191) ＝⊿Ｌｆｐ (－12,833) ＋⊿Ｌｆｇ (8,642)



して､ 女性一般職は1万人減少し､ 女性パー

トは実に5.5万人も増大しているのである｡

表６で見た (Ｌｆ／Ｌｍ) と (Ｌｐ／Ｌｇ)

の＜標準偏差＞と＜変動係数＞の高水準が

改めて想起される｡ ところが04年になると

この傾向は逆転される｡ 即ち､ 女性パート

は1.3万人減少し､ その反対に女性一般職

は約0.9万人増大し､ 男性一般職は一挙に2.

7万人も増大しているのである｡

③04年の事情は別個に検討されるべき問題

であるが､ ここでは94～03年に関して前節

と表8において設定したこの産業固有の課

題に対して推計データがどのように答えて

いるのかを検討する｡ 先ず､ 男性一般職の

0.9万人の減少と男性パートタイマーの1.3

万人の増大が男性賃金 (Ｗｍ) のこの期間

における大幅下落 (7万円の下落) をもた

らしている｡ 即ち､ 男性一般職の減少が高

齢者や中間管理職の解雇その他による減少

であれば直ちに男性平均賃金の低下となる

し､ 男性パートタイマーの増大は平均賃金

比率１／４未満の比重の増大であるから男

性賃金押し下げ圧力となることは明らかで

ある｡ 他方､ 男性パートと女性パートの増

大は､ 彼らの採用増大のためのパートタイ

マー賃金の増大 (0.8万円の増大) を伴っ

ていたと考えられる｡ しかし､ 女性パート

の増大 (5.5万人) は女性一般職の減少

(１万人の減少) とともに女性賃金 (Ｗｆ)

のこの期間における低落 (3.6万円の低落)

をもたらしていると考えられる｡ その理由

は､ 男性賃金の場合と基本的に同じである｡

即ち､ 賃金比率 (Ｗｐ／Ｗｇ) の大幅格差

を前提とする女性一般職の減少と女性パー

トの増大は共に女性賃金の押し下げ要因と

なっていると考えられる｡ 最後に､ 一般職

賃金 (Ｗｇ) のこの期間における低落 (1.5

万円の低落) は､ 男性一般職や女性一般職

の減少が高齢者や中間管理職などの高賃金

層を中心とする雇用減少であるとするなら
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表10 卸小売･飲食店業の就業形態別の男性・女性労働者の年変化

⊿Ｌｆｐ ⊿Ｌｍｐ ⊿Ｌｆｇ ⊿Ｌｍｇ 備考

94年 －8,560 0 3,419 1,824 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ

95年 －1,289 0 66 444 同上

96年 11,456 0 －14,082 365 同上

97年 －339 0 3,414 －4,626 同上

98年 6,058 －1,583 0 －7,598 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｇ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ

99年 37,310 3,617 0 29,060 同上

00年 4,204 10,663 0 －11,587 同上

01年 －10,608 0 4,522 7,001 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ

02年 7,178 0 －2,230 －13,484 同上

03年 9,198 0 －5,195 －9,902 同上

04年 －12,833 0 8,643 27,099 同上

＜期間合計＞

94～03年 54,608 12,697 －10,086 －8,503

94～04年 41,775 12,697 －1,443 18,596



ば､ それによって一般職における相対的に

低賃金集団のウエートを高めたことによっ

てもたらされたと考えることが出来よう｡� サービス業における賃金と雇用

§１ 概観と課題

93年におけるサービス業の雇用者総数は約

21万人で､ 製造業の31万人よりかなり小さい

が､ 卸小売飲食店業の約14万人に比べると遥

かに大きい規模である｡ その内､ 男性労働者

約11万人､ 女性労働者10万人でほぼ均衡して

いる｡ 同じく93年における賃金は､ 男性労働

者で48.7万円､ 女性労働者で26.9万円であり､

他の２産業に比してかなり高い水準を示して

いる｡ 因みに男性賃金及び女性賃金は､ 製造

業ではそれぞれ43.9万円､ 17.1万円であるが､

卸小売･飲食店業ではそれぞれ34.5万円､ 14.5

万円にすぎない｡ 次の表11はこれの動向の構

造的特質とその変化を示している｡

ここでは次の点が示されている｡

①4～03年と94～04年の＜平均＞から雇用比

率を見ると､ 男女間比率 (Ｌｆ／Ｌｍ) は

ほぼ100％の状態であるが､ 就業形態別比

率 (Ｌｐ／Ｌｇ) では２割台そこそこで､

製造業の15％と比べるとこれより若干高い

が､ 卸小売飲食業の８割台に比べると遥か

に低い水準である｡ 第３次産業の中でも卸

小売飲食店業のパートタイマー比率は突出

しているのである (表７)｡

②賃金比率では､ 男女間比率 (Ｗｆ／Ｗｍ)

は56％であり､ 製造業の40～41％､ 卸小売

飲食店業の39％と比べると大幅に高い水準

である｡ サービス業にはソフト開発､ 事業

コンサルテイングや医療､ 介護､ 研究､ 教

育などの知識集約型産業などが含まれ専門

性に基づく賃金体系が確立されているから

であると考えられる｡ 他方､ 就業形態別比

率 (Ｗｐ／Ｗｇ) は僅か23％で､ 製造業の

27％､ 卸小売飲食店業の24～25％に比して

も低水準であることが分かる (表１及び表

６)｡ ここでは､ ３産業を通じてパートタ

イマー賃金の構造的低水準が示唆されてい

る｡

③＜標準偏差＞と＜変動係数＞では (Ｌｐ／

Ｌｇ) も (Ｌｆ／Ｌｍ) も卸小売飲食店業

ほど大きくはないが､ 製造業に比べるとか

なり大きく､ 男性労働者に対する女性労働

者の､ 一般労働者に対するパートタイマー

のかなり大きな変動が示唆されている｡

ここで雇用と賃金の年次変化の期間合計
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表11 サービス業の賃金比率と労働者比率と変動係数

Ｗｐ／Ｗｇ Ｗｆ／Ｗｍ Ｌｐ／Ｌｇ Ｌｆ／Ｌｍ

＜標準偏差＞

93～03年 2.4 4.6 4.3 14.5

93～04年 2.4 4.4 5.3 13.9

＜平均＞

93～03年 23.4 56.3 21.7 98.8

93～04年 23.2 56.3 22.7 98.3

＜変動係数＞

93～03年 10.2 8.1 19.9 14.7

93～04年 10.5 7.8 23.5 14.2



を検討しよう｡ 表12がそれである｡

ここから次の点を指摘できる｡

①94～03年において雇用は４変数全てで増大

している｡ 即ち､ 女性労働者６万人､ 男性

労働者4.5万人､ 一般労働者約６万人､ パー

トタイマー4.5万人と増大している｡ 他方､

同じ期間における賃金は全般的に低落して

いるが､ 男性賃金は3.7万円､ 女性賃金は

1.9万円と大幅に低落しているのに対し､

パートタイマー賃金は0.5万円､ 一般労働

者賃金は0.3万円の低落にとどまっている｡

要するに､ 男性労働者､ 女性労働者は､ 賃

金と雇用者数では明確に逆相関関係があり､

男性労働者では相関係数が (－0.8494)､

女性労働者では (－0.4817) となる｡ また､

就業形態別の賃金と雇用の相関係数は､ 一

般労働者では (－0.8224) と強い逆相関関

係が確認されるが､ パートタイマーでは

(0.2195) と弱い順相関関係である｡

②04年における大幅な変動も確認される｡ 即

ち､ 女性労働者は0.9万人減少する一方､

男性労働者は0.9万人増大し､ 他方､ パー

トタイマーは約0.5万人増大したが､ 一般

労働者は約0.4万人減少している｡ 一方､

女性賃金は0.3万円上昇するが､ 男性賃金

は微増 (634円) であり､ 他方､ パート賃

金は1.1万円低落するが､ 一般労働者賃金

は実に２万円も上昇している｡ ここでも04

年は別個に考察されるべき重要な問題を提

起している｡

要約｡ 93～03年において男性及び女性労働

者の賃金がかなり大幅に低落しているにもか

かわらず､ 雇用数は大幅に増大していること

は､ 卸小売･飲食店業にも共通して見られた

点であり､ 同時に製造業とは逆の関係になっ

ていることは興味深い注目点である｡ また､

卸小売･飲食店業と異なり､ 一般労働者の場

合にも､ 雇用増加と賃金減少という明確な逆

相関関係が確認された｡ これらの傾向をどの

ように理解すべきであろうか｡ ここでもわれ

われは､ 男女別及び就業形態別雇用をつなぐ

クロス･データの推計が問題の突破口を提供

すると考える｡

§２ クロス･データ年次変化の推計

先ず､ 年変化シリーズそのものを掲げる

と表13の通りである｡

表13に掲げられた公表データをベースにし

て雇用のクロス･データを推計するわけであ

るが､ 今まで検討してきたように各種労働者

の年次変化の対応する相関係数を計算するこ

とから始めなければならない｡ 年次データの

相関係数は次の別表に示されている｡
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別表 (サービス業の雇用の相関係数)

⊿Ｌｆ ⊿Ｌｍ

⊿Ｌｐ

⊿Ｌｇ

0.4519

0.3826

－0.2090

0.4175

表12 サービス業における賃金と雇用の年次変化の期間合計

⊿Ｗｇ ⊿Ｗｍ ⊿Ｗｇ－⊿Ｗｍ ⊿Ｗｆ ⊿Ｗｐ ⊿Ｗｆ－⊿Ｗｐ

94～03年 －2,569 －37,059 34,490 －18,519 －5,395 －13,124

94～04年 17,468 －36,425 53,893 －15,428 －16,796 1,368

⊿Ｌｇ ⊿Ｌｍ ⊿Ｌｇ－⊿Ｌｍ ⊿Ｌｆ ⊿Ｌｐ ⊿Ｌｆ－⊿Ｌｐ

94～03年 59,744 45,067 14,677 60,092 45,416 14,676

94～04年 56,001 54,462 1,539 51,639 50,099 1,540



見られるようにサービス業においては相関

係数は全て0.5未満であり､ 全体的に高いレ

ベルとはいえない｡ ここには､ 製造業や卸小

売･飲食店業とは異なり多様な諸産業を集合

したサービス業としての性格が反映されてい

ると考えられる (４)｡ そのため､ 公表データ

の年次変化の対応する組合せは､ 主セット

(⊿Ｌｐ, ⊿Ｌｆ) と副セット (⊿Ｌｇ, ⊿

Ｌｍ) だけでなく､ もう一つの組合せ､ 主セッ

ト (⊿Ｌｇ, ⊿Ｌｆ) と副セット (⊿Ｌｐ,

⊿Ｌｍ) も考慮しなければならない｡ そして

公表データのそれぞれの組合せは､ 理論的に

は､ それぞれがまた２つのペアリングを持つ

ことになる｡ 別表はこれを要約している｡

茨城県のサービス業においてはクロス･デー

タを決定するためには３通りのペアリングが

考えられねばならない｡ 第１のペアリングは

＜Ｐ・Ｍ型＞であり､ 第２のペアリングは＜

Ｇ・Ｆ型＞であり､ 第３のペアリングは＜Ｐ・

Ｆ型＞である｡ 表14はこれを示している｡

特定年による説明は不要であろう｡ ここで

は､ サービス業における雇用のクロス･デー

タの導出が３つの＜型＞によって行われてい

ることが強調されねばならない｡ 即ち､ 第１

は＜Ｐ・Ｍ型＞であるが､ これは94年だけの

クロス･データの算出に用いられる｡ 第２は

＜Ｐ・Ｆ型＞であるが､ 95､ 96, 97, 98年と

03年の５ヵ年に適用され､ 第３は＜Ｇ・Ｆ

型＞であり､ これは99, 00, 01, 02､ そして

04年の５ヵ年のクロスデータ算出に用いられ
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表13 サービス業における男女別､ 就業形態別の労働者数の年次変化 (人)

⊿Ｌｇ ⊿Ｌｍ ⊿Ｌｇ－⊿Ｌｍ ⊿Ｌｆ ⊿Ｌｐ ⊿Ｌｆ－⊿Ｌｐ

94年 7,966 13,209 －5,243 －1,461 3,782 －5,243

95年 －5,052 －1,131 －3,921 1,850 5,770 －3,920

96年 －2,730 －23,385 20,655 24,735 4,081 20,654

97年 8,051 9,114 －1,063 －3,895 －2,833 －1,062

98年 3,778 18,642 －14,864 －19,033 －4,170 －14,863

99年 32,031 10,623 21,408 32,057 10,652 21,405

00年 6,389 3,738 2,651 6,039 3,386 2,653

01年 3,319 5,589 －2,270 12,218 14,489 －2,271

02年 19,053 6,803 12,250 5,336 －6,914 12,250

03年 －13,061 1,865 －14,926 2,246 17,173 －14,927

04年 －3,743 9,395 －13,138 －8,453 4,683 －13,136

別表 サービス業のクロスデータ算出の型

＜公表データの組合せ＞ ＜ペアリング＞

① (⊿Ｌｆ, ⊿Ｌｐ) と (⊿Ｌｍ, ⊿Ｌｇ) (ａ) ＜Ｐ・Ｍ型＞

(ｂ) ＜Ｇ・Ｆ型＞

② (⊿Ｌｆ, ⊿Ｌｇ) と (⊿Ｌｍ, ⊿Ｌｐ) (ｃ) ＜Ｐ・Ｆ型＞

(ｄ) ＜Ｇ・Ｍ型＞



る｡ こうして求められた雇用クロス･データ

をまとめたものが表15である｡

表15について次の点を指摘できる｡

①前２回と同様に､ 公表データ (ここでは表

12の雇用者年次変化) の期間合計と表15の

期間合計の対応する変数の和とを対比させ

ることによって表15のクロスデータの有効

性が確かめられる｡ 具体的に繰り返す必要

はないであろう｡

②そこで表15のクロス･データの94～03年に

おける期間合計に注目すると全般的に雇用

が増大していることが分かる｡ 即ち､ 女性

パートタイマーは3.3万人増加､ 男性一般

労働者も3.3万人増加し､ 女性一般労働者

も2.7万人増加とこれに続き､ 最後に男性

パートタイマーが1.3万人増大している｡

04年においては引き続いて男性一般労働者

が0.9万人増大し､ 女性パートも0.5万人増

大しているが､ 女性一般労働者は03年に引

き続き1.3万人減少している｡

③では､ 以上のクロス･データの期間変動合

計によって前節で設定された諸問題はどの

ように答えられるのであろうか｡ まず､

(１) 表12では男性賃金が男性雇用増とは

反対に94～03年に3.7万円も低落したこと

を見たが､ この男性雇用増4.5万人は男性
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表14 説明表 (サービス業)

94年 ①⊿Ｌｐ (3,782) ＝⊿Ｌｆｐ (－1,461) ＋⊿Ｌｍｐ (5,243) ＜Ｐ・Ｍ型＞

②⊿Ｌｍ (13,209) ＝⊿Ｌｍｇ (7,966) ＋⊿Ｌｍｐ (5,243)

95年 ①⊿Ｌｆ (1,850) ＝⊿Ｌｆｇ (－5,052) ＋⊿Ｌｆｐ (6,902) ＜Ｐ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｐ (5,770) ＝⊿Ｌｍｐ (－1,130) ＋⊿Ｌｆｐ (6,901)

96年 ①⊿Ｌｆ (24,735) ＝⊿Ｌｆｇ (－2,730) ＋⊿Ｌｆｐ (27,466) 同上

②⊿Ｌｐ (4,080) ＝⊿Ｌｍｐ (－23,385) ＋⊿Ｌｆｐ (27,466)

97年 ①⊿Ｌｆ (－3,894) ＝⊿Ｌｆｇ (8,051) ＋⊿Ｌｆｐ (－11,947) 同上

②⊿Ｌｐ (－2,833) ＝⊿Ｌｍｐ (9,114) ＋⊿Ｌｆｐ (－11,947)

98年 ①⊿Ｌｆ (－19,033) ＝⊿Ｌｆｇ (3,778) ＋⊿Ｌｆｐ (－22,811) 同上

②⊿Ｌｐ (－4,170) ＝⊿Ｌｍｐ (18,642) ＋⊿Ｌｆｐ (－22,812)

99年 ①⊿Ｌｆ (32,057) ＝⊿Ｌｆｇ (21,405) ＋⊿Ｌｆｐ (10,652) ＜Ｇ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｇ (32,031) ＝⊿Ｌｍｇ (10,623) ＋⊿Ｌｆｇ (21,408)

00年 ①⊿Ｌｆ (6,039) ＝⊿Ｌｆｇ (2,653) ＋⊿Ｌｆｐ (3,386) 同上

②⊿Ｌｇ (6,389) ＝⊿Ｌｍｇ (3,738) ＋⊿Ｌｆｇ (2,651)

01年 ①⊿Ｌｐ (14,489) ＝⊿Ｌｆｐ (12,218) ＋⊿Ｌｍｐ (2,271) 同上

②⊿Ｌｍ (5,589) ＝⊿Ｌｍｇ (3,319) ＋⊿Ｌｍｐ (2,270)

02年 ①⊿Ｌｆ (5,336) ＝⊿Ｌｆｇ (12,250) ＋⊿Ｌｆｐ (－6,914) 同上

②⊿Ｌｇ (19,053) ＝⊿Ｌｍｇ (6,803) ＋⊿Ｌｆｇ (12,250)

03年 ①⊿Ｌｆ (2,246) ＝⊿Ｌｆｇ (－13,061) ＋⊿Ｌｆｐ (15,307) ＜Ｐ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｐ (17,173) ＝⊿Ｌｍｐ (1,865) ＋⊿Ｌｆｐ (15,308)

04年 ①⊿Ｌｆ (－8,453) ＝⊿Ｌｆｇ (－13,136) ＋⊿Ｌｆｐ (4,683) ＜Ｇ・Ｆ型＞

②⊿Ｌｇ (－3,743) ＝⊿Ｌｍｇ (9,395) ＋⊿Ｌｆｇ (－13,138)



一般労働者3.3万人増と男性パートタイマー

1.3万人増であることが明らかになったか

ら次のように想定することが可能となる｡

まず､ 男性パートの増加は直接に男性賃金

(Ｗｍ) を押下げる要因となることは明ら

かである｡ 加えて､ 男性一般労働者3.3万

人の増大が学卒などの若年労働者の大量採

用であれば男性一般労働者における相対的

な低賃金層のウエートを高めて男性賃金

(Ｗｍ) を押下げる要因となると考えられ

るからでる｡ (２) 同様に表13では女性労

働者の６万人の増大と女性賃金 (Ｗｆ) の

1.8万円の低落が示されたが､ 女性労働者

の増大が､ 女性パートタイマー3.3万人増､

女性一般労働者の増加2.7万人であること

が明らかとなったから次のように想定する

ことが可能になる｡ 即ち､ 先ず､ 女性パー

トタイマーの大幅増大 (3.3万人) が直接

に女性賃金を押下げる要因になることは明

らかである｡ 加えて､ 女性一般労働者の増

大が同様に学卒などの若年層中心であるな

らば女性一般労働者における低賃金層のウ

エートを高め女性賃金 (Ｗｆ) を押下げる

要因となると考えられるからである｡ (３)

さて､ 表12では一般職5.9万人の増大と一

般職賃金 (Ｗｇ) の0.3万円の低落が示さ

れたが､ 表15で一般労働者の増大が男性一

般労働者3.3万人増加と女性一般労働者2.7

万人の増大からなることが明らかになった

ため､ 次のように想定することが可能とな

る｡ 即ち､ 上記 (１)､ (２) で想定した事

情､ 男性及び女性一般労働者が若年層を中

心とするものだという事情を前提すれば､

若年一般労働者の増大が一般労働者賃金の

平均水準を押下げることが容易に想定でき

る｡ (４) 最後に表12はパートタイマー4.5

万人の増加とパート賃金 (Ｗｐ) の0.5万

円の低落を示していたが､ このような期間

合計の対立関係よりも両変数の相関係数が

94～03年において順相関係数 (0.2194) で
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表15 サービス業の労働者クロス･データの年次変化

⊿Ｌｆｐ ⊿Ｌｍｐ ⊿Ｌｆｇ ⊿Ｌｍｇ 備考

94年 －1,461 5,243 0 7,966 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌg:⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ

95年 6,902 －1,130 －5,052 0 ⊿Ｌｍｐ＝⊿Ｌｍ:⊿Ｌｆｇ＝⊿Ｌｇ

96年 27,465 －23,385 －2,730 0 同上

97年 －11,947 9,114 8,051 0 同上

98年 －22,811 18,642 3,778 0 同上

99年 10,652 0 21,405 10,623 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｐ

00年 3,385 0 2,653 3,738 同上

01年 12,218 2,271 0 3,319 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌg:⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｆ

02年 －6,914 0 12,250 6,803 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｐ

03年 15,307 1,865 －13,061 0 ⊿Ｌｍｐ＝⊿Ｌｍ:⊿Ｌｆｇ＝⊿Ｌｇ

04年 4,683 0 －13,136 9,395 ⊿Ｌｍｇ＝⊿Ｌｍ：⊿Ｌｆｐ＝⊿Ｌｐ

＜期間合計＞

94～03年 32,796 12,620 27,294 32,449

94～04年 37,479 12,620 14,158 41,844



あったことに注目したい｡ パートタイマー

の増加は男性パート1.3万人増､ 女性パー

ト3.3万人増からなるが､ パート賃金はこ

れに相関して上昇したと考えたいのである｡

これは､ 年次変化の相関係数と期間合計と

の食い違いの問題である｡

以上の推論､ 想定に関してはこれを確定す

るための更なる実証研究が必要であることは

言うまでもないであろう｡

＜むすび＞

われわれは今まで３産業の雇用のクロス･

データの算出を行ってきた｡ 最後に､ ３産業

のクロスデータを合計し､ それを ｢調査産業

計｣ の動向に関連させてその意義を明らかに

したい｡

｢茨城県毎月勤労統計｣ は常用労働者５人

以上の事業所の賃金と雇用に関する調査デー

タを ｢調査産業計｣ として公表している｡ こ

れは､ 第１次産業と公務員一般職を除く全産

業をカバーするものであり､ これから ｢全産

業｣ の動向を類推することが可能となる｡

３産業全体の ｢調査産業計｣ に占める雇用

者数の比率は､ 90年～04年を通して80～83％

を占めており､ ３産業の動向は ｢調査産業計｣

の基本的動向を規定するほどの意義を持って

いる｡ 図１は､ ３産業それぞれの雇用者が調

査産業計の雇用者に占めるシェアを示してい

るが､ ３産業の比重はここからも明らかであ

る｡

図１からは､ 雇用者の３産業間における構

成が90年代中葉以降大幅に変化していること

が伺える｡ これこそ､ われわれが今まで検討

してきた雇用クロス・データの動向に基づい

ているのである｡ そこで､ ３産業の雇用クロ

ス･データを合計すると､ 表16に示すとおり

である｡

＜期間合計＞に見られるように､ 94～03年

における雇用増大は､ パートタイマーが中心

であり､ 一般労働者は反対にマイナス値となっ

ている｡ 即ち､ 女性パートの8.4万人増加を

先頭に男性パートが3.7万人増加と続き､ パー

トタイマー計の12.1万人増大となっている｡

しかし､ 一般労働者は､ 女性一般労働者の0.5

万人増に対して､ 男性一般労働者の減少はこ

れを上回る0.8万人であり､ 一般労働者合計

では0.3万人の純減となっている｡ この動向

を図示すると次の図２､ 図３の通りである｡

図２から､ 女性パートタイマーは96年､ 99

年､ 02年に３つのピークを持つ大幅増大となっ

ており､ 男性パートタイマーは98年､ 00年に

ピークを持ってかなり大幅に増大しているこ

とが分かる｡

図３からは､ 一般労働者の増大は､ 男性も
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図１ ３産業の雇用者シェア (％)
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表16 ３産業の雇用クロス・データ年次変化の合計 (人)

⊿Ｌｆｐ ⊿Ｌｍｐ ⊿Ｌｆｇ ⊿Ｌｍｇ 合計

94年 －11,994 5,243 3,087 5,439 1,775

95年 6,009 －1,130 －6,068 －1,035 －2,224

96年 35,266 －12,788 －16,812 －20,752 －15,086

97年 －11,620 6,381 11,465 －5,686 540

98年 －12,161 17,079 3,778 －4,902 3,794

99年 44,310 4,512 21,405 62,054 132,281

00年 5,544 13,857 2,653 －16,439 5,615

01年 －172 2,271 1,804 8,727 12,630

02年 5,243 0 6,157 －24,107 －12,707

03年 23,103 1,865 －22,401 －11,056 －8,489

04年 －21,129 0 －7,189 33,739 5,421

＜期間合計＞

94～03年 83,528 37,290 5,068 －7,757 118,129

94～04年 62,399 37,290 -2,121 25,982 123,550

 

図２ パートタイム労働者数の年次変化 (人)

図３ 一般労働者数の年次変化 (人)



女性も殆ど99年の一つのピークに限定されて

おり､ それ以前の90年代中葉や2000～03年に

おいては減少していることが示されている｡

図４は､ 図２, ３を合わせたもの､ つまり

パートタイマーと一般労働者の合計を示して

いる｡

見られるように､ ３産業計の雇用者は99年

に突如13万人も増大しているが､ その後01年

にかけて漸くプラス増大を維持しているので

ある｡ 但し､ 図３に示されたように､ 99年の

突発的増大に限り男性及び女性一般職の急増

が大きな役割を果たしていることは要注意で

ある｡

｢県毎月勤労統計｣ が与える ｢調査産業計｣

の賃金と雇用者数及び賃金所得 (＝賃金と雇

用者の積) に注目しよう｡ 図５は調査産業計

の賃金と雇用者数に関して90年を100とする

指数を図示している｡

ここから次の点を指摘できる｡

① ｢賃金所得｣ (＝賃金＊雇用者数) は99年

に大幅に増大し99～01年にかけて高原状態

を維持している｡ それは､ 賃金指数が99年

以降減少傾向に向かい始めているのもかか

わらず､ 99年から雇用者指数が急激且つ大

幅に増大し､ 99～01年にかけて高原状態を

維持しているためである｡ ここには､ 図３

に示されたように､ ３大産業の99年におけ

る雇用の急増と99～01年にかけてのプラス

成長の維持が大きな役割を果たしているの

である｡

②しかし､ ３産業の雇用増大はその構成が大

きく変動しており､ 99年の雇用急増の主役

は一般労働者 (特に男性一般労働者の) 8.3

万人の増大であったが､ 一般労働者は､ そ

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集38

 

 

図４ ３産業の常用労働者合計の年次変化 (人)

図５ ｢調査産業計｣ の賃金所得 (1990年＝100)



の後00～03年にかけて急減し (図３)､ 同

期間においてはパートタイマーの増大が雇

用増の主役となっているのである (図２)｡

この､ 雇用増加における主役の交代こそ賃

金指数 (Ｗ指数) の01～03年における明確

な低落をもたらし､ その結果､ 同時期の

｢賃金所得｣ も雇用者指数の停滞と相まっ

て明確に減少しているのである (図５)｡

結論｡ 茨城県における21世紀初頭における

賃金と賃金所得の低迷は雇用者構成が一般労

働者からパートタイマーに切り替わったため

である｡

最後に以上の検討の問題点を要約して締め

くくる｡

①上来検討してきた雇用のクロス・データの

推計はあくまで ｢年次変化｣ に関しての推

計であり､ ｢年次データ｣ そのものではな

い｡ もしも年次シリーズのクロス･データ

が設定されうるならば､ それを用いて３産

業全体の各種賃金変動との繋がりを数量的

に実証することが可能となるであろう｡ こ

のためには､ ｢毎月勤労統計｣ の ｢調査票｣

ストックの公表が不可欠である｡

②また､ クロス･データの推計方法は産業別

に賃金と雇用者数の年次変化の相関係数を

計算することからスタートし､ ２つの主セッ

ト､ 副セットからのペアリングを選択する

と言うやり方である｡ ＜はじめに＞で示し

たようにペアリングは理論的には４通り考

えられるが､ そのうちのどの＜型＞が選択

されるべきかは産業ごとに多様である｡ こ

れは､ 雇用変動と産業構造の関係として更

に探求されるべき課題である｡

③上記の検討によって開発された雇用クロス

データの年次変化シリーズは､ 各産業部門

の各種賃金変動の根拠について説明可能性

を与えている｡ だが､ それはあくまでも一

つの ｢可能な説明｣ であり､ 現段階では

｢想定｣ にとどまっている｡ 例えば､ 賃金

制度の改変に加え､ パートタイマーの増大

やパートタイマー賃金などの変動をもたら

す制度的､ 社会的背景がこれから究明され

なければならない課題なのである｡

④本小論は､ 県内３産業の ｢賃金所得｣ に焦

点が当てられているが､ これは県経済にお

ける ｢所得分配｣ という､ より大きなテー

マのごく小さな一部でしかない｡ ここから､

｢所得分配｣ までの道程は著しく遠いし､

ここを歩むためには統計資料の整備､ 収集

など課題は山積している｡

＜注＞

(１) ＜参考文献＞①から｡ これは ｢茨城県

毎月勤労統計｣ とも呼ばれている｡

(２) ｢県毎月勤労統計｣ の雇用者数データ

は全て ｢常用労働者｣ に関するデータ

である｡

即ち､ 男女別､ 就業形態別の労働者

は全て ｢常用労働者｣ である｡ 但し､

就業形態別労働者の定義は､ ｢一般労

働者｣ と ｢パートタイム労働者｣ であ

るが､ これらは次のように定義されて

いる｡ ｢常用労働者 (一般労働者)｣ は､

①期間を定めずに雇用されている者､

②１ヶ月を越える期間を定めて雇用さ

れている者､ または③日々もしくは１

ヶ月以内の期間に限って雇用されてい

る者のうち､ 前２ヶ月間にそれぞれ18

日以上雇用されていた者である｡ ｢パー

トタイム労働者｣ とは､ １日の所定労

働時間が一般労働者より短い者､ また

は､ １日の所定労働時間が一般労働者

と同じで１週の所定労働日が一般労働

者より少ない者である｡

(３) 本稿の本文や図表に用いられる賃金と

雇用の数値は全て＜参考文献＞①に依

拠している｡ 煩雑さを避けるため､ そ

の都度の出典を示すことはしない｡

(４) ｢サービス業｣ には､ 旅館､ (映画を除
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く) 娯楽､ 協同組合､ 医療､ 社会保険･

社会福祉､ 教育､ 学術研究機関､ (そ

の他) 一括産業が含まれる｡

＜参考文献＞

① 『茨城県における賃金･労働時間･雇用の動

き』 (茨城県､ 平成４年､ ８年､ 12年､ 16

年)
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� 問題の所在

米国では､ 1999年11月のグラム・リーチ・

ブライリー法 (GLB法) によって､ 金融相

互参入が認められる一方､ 異業種 (一般事業)

による銀行業への参入は既得権を除き禁止さ

れた1)｡ しかし､ いくつかの州で認められる

勤労者貸付会社 (ILC) を通じた異業種から

の参入は可能であり､ 事実､ ドイツ自動車メー

カーBMWは､ GLB法の成立を見越したよう

に､ 99年９月にユタ州でインターネット銀行､

BMW・バンク・オブ・ノース・アメリカを

設立し､ 預貸・保険ブローカー業務などを開

始した｡ また､ 世界最大の流通業者であるウォ

ルマート・ストアーズは､ 05年７月にユタ州

でILCの設立申請を行ったが､ 同社にとって

これは４回目の銀行業参入の試みである｡ と

ころが､ 銀行業界ばかりでなく消費者団体や

地域団体からも反対にあって事態は紛糾した

ため､ ウォルマートは07年３月に申請を取り

下げた｡ 一方､ 同社は同年６月に (銀行を保

有せず) プリペイドカードを使った決済業務

への参入を表明し､ 08年末までに1,000店舗

で提供するとしている｡

歴史を振り返ってみると､ 参入の部分的禁

止､ 抜け穴を通じた参入､ (部分的な) 抜け

穴の封じ込めが展開され､ 90年代には銀行業

と一般事業の相互参入を容認する法案が何度

となく連邦議会に提出され広く審議された｡

その時々で､ 一般事業会社､ 銀行業界､ 政府､

規制当局､ 協会などの思惑・対応は様々であ

る｡ ILCは州法レベルで認められる銀行類似

の金融機関だが､ 1982年ガーン・セイントジャー

メイン預金金融機関法 (1982年法) で連邦預

金保険の対象となり､ ノンバンク・バンクの

抜け穴を封じた1987年競争均等銀行法 (1987

年法) で非銀行業による保有が可能になった｡

メリルリンチはILCの仕組みを通じて､ 銀

行・証券相互参入の連邦法改正前の88年に､

メリルリンチバンクUSAをユタ州に設立し､

同行は06年末に総資産額全米24位に成長して

いる｡ ウォルマートの参入計画は､ GLB法

で銀行業・一般事業の分離が確立された後で

あるばかりでなく､ 巨大企業による抜け穴の

利用として大きな論議を呼んだ｡

本稿ではILC問題の性格を明らかにすると

ともに､ ウォルマートやホームデポ (全米第

２位の流通業者) 参入問題上の特徴を考察す

る｡ 以下Ⅱでは異業種参入問題に限定せず､

銀行業と一般事業の結合・分離問題を歴史的

側面から明らかにした後､ Ⅲでは代表的な見

解を紹介する｡ ⅣではILCによる異業種参入

を整理したうえで､ ウォルマートの参入問題

を述べる｡ 最後にⅤではこれまでの議論を踏

まえて､ 特に地域金融との関係で異業種参入

を考える｡

あらかじめ結論を述べれば､ ILCは連邦法

と州法からなる二元銀行制度がもたらすユニー

クな仕組みで考察に値するが､ 一連の論議の

核心は､ ILCそのものではなく､ ウォルマー

トなどの巨大資本の銀行業への参入問題にあ

ると考える｡ そして､ この問題は､ 従来の結

合・分離についての論点を踏まえながらも､

巨大資本と地元資本 (地域金融) といった構
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図を色濃く持っている点に特徴がある｡� 結合・分離の歴史的概観２)

１ 1970年以前� 1956年前後

1933年銀行法は､ 銀行の議決権付株式の50

％を超えて､ 直接あるいは間接に支配する会

社を､ 銀行持株会社 (BHC) と定義して､

連邦準備局 (FRB) への登録を義務づけた｡

しかし､ 同法はFRB加盟銀行を傘下に持つ

BHCのみを対象とし､ 非銀行企業への投資

を禁止してはいなかった｡

54年末に存在した114のBHCのうち､ 18が

登録BHCだったが､ それらの従事した非銀

行業務の多くは銀行業へ密接に関連する業務

であった｡ Trust Company of Georgiaと､

Transamerica Corporationが一般事業会社

を所有し ､ 前者は製造業 (Coca Cola

Bottling Corp.) の株式を所有していた｡

Transamericaは､ Bank of Americaなど６

つの銀行を所有し､ 同時に一般事業会社を含

む広範な非銀行業務に従事し､ 23の非銀行子

会社を所有していた｡

一方､ 未登録のBHCにおける非銀行業務

の全体像は明らかでないが､ 一般事業会社を

所有するBHCも存在した｡ ただし､ 一般事

業に従事するBHCの多くは､ １つの銀行の

みを所有する小規模な単一銀行持株会社

(OBHC) であったようだ3)｡

1956年銀行持株会社法は､ ２つ以上の銀行

の議決権付株式のそれぞれ25％を越えて､ 直

接あるいは間接に支配する会社をBHCと定

義した｡ MBHCは､ 連邦準備制度理事会

(FRB) に登録を要し､ 非銀行業務をFRBが

認定する業務へ制限された｡� 1960年代後半

OBHCは1956年法の規制対象外で､ 引き続

き一般事業を含む非銀行業務へ従事できたが､

68年７月にはシティバンクの前身であるファー

スト・ナショナル・シティ・バンクのOBHC

計画が発表されて以降､ 70年末までに690の

OBHCが形成された｡ これらの多くは､ 一般

にコンジェネリックと呼ばれる非銀行業務へ

従事するものだった｡

FRBの統計によると4)､ 70年末に1,318の

OBHCが存在し､ それらの所有した非銀行業

務子会社の多くは金融関連であった｡ 65年か

ら70年の間に､ OBHCが参入した非銀行業務

のうち､ 金融関連の業務が69％弱を占める一

方､ 一般事業へも残りの31％強が参入してい

る｡ 50年～59年と60年～64年の２期間と比べ､

65年～70年の期間における一般事業への参入

比率はいくぶん低下している (表１)｡

1970年銀行持株会社改正法で､ OBHCも規

制の対象となり､ ＭBHCと同様に非銀行業

務を制限された｡

２ 1970・80年代

1970年改正法で銀行と一般事業会社の結合

は沈静化したようにみえたが､ 80年代へ入り

新たな展開を迎えた｡ 一般事業会社を含む非
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表１ 1970年末に存在したOBHCの非銀行業務への参入状況 (年代別)

年 －1929 30－39 40－49 50－59 60－64 65－70 70年末(合計)

全件数

金融業(シェア)

非金融業(シェア)

43

58.1%

41.9%

34

55.9%

44.1%

58

74.1%

25.9%

290

66.6%

33.4%

503

67.2%

32.8%

2,571

68.7%

31.3%

3,499

68.1%

31.9%

(出所) FRB(1972), �����������������������December, A99より作成｡



銀行企業は､ 貯蓄金融機関の買収や､ ノンバ

ンク・バンクの設立によって事実上､ 銀行業

へ参入し始めた｡� 貯蓄金融機関の買収

1968年貯蓄貸付持株会社法は､ ２つ以上の

貯蓄貸付組合 (S＆L) を所有する複数持株

会社の非銀行業務を制限した｡ しかし､ １つ

のS＆Lのみを所有する持株会社 (Unitary

Thrift Holding Companies＝UTHC) は､

同法の適用対象外であり､ 一般事業を含む非

銀行業務へ従事できた｡

1980年預金金融機関規制緩和および通貨量

管理法 (1980年法) は､ すべての預金金融機

関へNOW勘定 (小切手類似の譲渡可能支払

指図書が振り出せる貯蓄預金) の提供を認め

ると共に､ 貯蓄金融機関の (貸付) 業務範囲

を拡大した｡ また､ 1982年法は､ 貯蓄金融機

関の業務範囲を一層拡大し､ S＆Lと相互貯

蓄銀行 (MSB) の株式組織への転換を認め

た5)｡ 非銀行企業は貯蓄金融機関の買収で､

付保預金を含む､ 多くの銀行業への参入が事

実上可能となった6)｡

異業種による貯蓄金融機関持株会社

(THC) として､ 68年に大手流通業者のSears

RoebuckがAllstateを買収したケースがよく

知られているが､ 実際にTHCが普及したの

は80年代､ とくに82年以降である7)｡ 80年代

のTHCの全体像は明らかでないが､ 多くは

単一持株会社であり､ そのうち１割強が多角

持株会社である｡ これらのなかには､ 金融サー

ビス､ マーチャンダイジング､ 製造業､ 運輸

業など､ 一般事業を含む広範な非銀行業に従

事する持株会社も存在している (表２)｡

GLB法でこの抜け穴は塞がれたが､ それ

以前に行われた貯蓄金融機関の買収は既得権

として認められている｡ 同法成立前に､ 既得

権を目指して貯蓄金融機関を買収する非銀行

企業 (とくに保険会社) の動きがみられた｡� ノンバンク・バンクの設立

ノンバンク・バンクとは､ ｢銀行法では銀

行であるが､ BHC法では銀行でない｣ 企業

形態である｡ 1970年改正法の第２条 (c) は､

｢銀行｣ を､ ①要求払預金を受け入れ､ かつ

②商工業貸付を実行する機関と定義している｡

①か②のいずれかを行わない機関は､ BHC

法では ｢銀行｣ とみなされず､ 同法の規制に
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表２ THCにおける非銀行業務(NBA)の重要性 (1997年８月末)

非銀行業務 当該業務に従事
する持株会社数

調査対象の
持株会社数

NBA収入
(100億ドル)

NBA収入/
持株会社総収入

不動産関連サービス

保険関連サービス

投資
ファンド・マネージメントと他の投
資サービス
ブローカー・ディラー

マネージメント・サービス

ホテル所有・運営・開発

ウッド・プロダクト

その他

47

25

9

9

7

5

6

5

24

23

12

5

4

4

3

3

4

15

2,262

17,669

29,786

193

1,670

22

14

2,756

7,709

14%

48%

85%

11%

30%

3%

3%

72%

74%

(注) 持株会社は１つ以上の業務に従事できる｡
(出所) OTS(1998).



従う必要はない｡

1980年法で､ 銀行にもNOW勘定の提供が

認められたので､ ノンバンク・バンクは要求

払預金を放棄しても､ 決済機能の提供が可能

であった｡ また､ コマーシャル・ペーパー

(CP) の発達により､ 商工業貸付を放棄して

も､ 企業のCPを購入することで資金需要に

応えられた｡ 80年代､ 異業種を合む非銀行企

業が､ このループホールを利用して銀行業に

参入した8)｡

銀行も自らをノンバンク・バンクヘ変更し､

その持株会社を通じて一般事業を含む非銀行

業務に従事できた9)｡ 実際は､ 非銀行企業に

よるノンバンク・バンクの所有形態が多く存

在したため､ BHCとノンバンク・バンク持

株会社の競争条件が不平等化した｡ しかし､

1978年法は､ BHC法の銀行の定義を､ ｢連邦

預金保険制度に加盟する銀行｣ へ改正し､ 同

年３月５日以前の既得権を除き､ ノンバンク・

バンクの抜け穴を封じた｡

銀行持株会社協会 (ABHC) は､ 85年から

金融サービス持株会社 (FSHC) の構想を練っ

ていた｡ ABHCはノンバンク・バンク持株会

社と競争条件を平等化するため､ FSHCが従

事できる ｢金融的性格を有する｣ 業務に､ 一

般事業を含めるべきかどうかを検討してい

た10)｡ しかし､ 上述の通りノンバンク・バン

クの抜け穴が塞がれたこともあり､ FSHC構

想に一般事業会社は含まれなかった｡

３ 1990年代� 1991年の財務省法案

91年に財務省から報告書が示され､ これを

ベースとした､ いわゆる財務省法案が議会に

提出された｡ 同法案は､ FSHC構想に加え､

銀行と一般事業会社の結合､ 具体的には多角

持株会社 (DHC) を通じる､ 一般事業会社

によるFSHCの所有をも容認するものであっ

た (図１)｡

80年代後半､ 銀行は不良債権問題へ直面し､

実際に銀行破綻が増大し､ また連邦預金保険

基金の枯渇が起こっていた｡ 金融システム不

安を解消する１つの策として､ 一般事業会社

から銀行への資本注入が取り上げられた｡� 結合法案からGLB法ヘ

95年・96年の金融制度改革法案の一部で､

結合が提示されたが､ 主要な争点とはならな

かった｡ 97年・98年の制度改革審議では､ 銀

行・証券・保険の相互参入ヘ一定の合意が関

係者間でできたため､ 結合が焦点の１つとし

て浮上してきた｡

97年６月に下院銀行委員会を通過した､ 金

融サービス競争法案で､ 適格銀行持株会社

(Qualifying Bank Holding Companies＝

QBHC) は､ それの総収入の15％を越えない

範囲で一般事業会社を所有できる｡ 逆に､ 一

般事業会社はQBHCを通じて､ １つの銀行所

有が認められる｡

一方､ 97年11月に下院商業委員会で可決さ

れた法案では､ 上述の総収入の上限が５％と

されるなど制限的な内容となった (図２)｡

銀行と一般事業会社の結合の理由は､ 銀行

の競争力強化､ 国際的な制度間競争への対応

などであり､ 銀行から一般事業会社への参入

と､その逆という双方の形態を規定している｡

法案は98年５月に下院本会議を一票差で通

過した｡ しかし､ 結合は禁止され､ 証券・保
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図１ 多角持株会社の概念図

(出所) 筆者作成｡

銀行 証券会社 保険会社

FSHC 一般事業会社

DHC



険会社が銀行と兄弟会社になる場合のみ､ 一

般事業会社の所有が10年間認められる｡ ただ

し､ 一般事業会社からの収入が持株会社の総

収入の15％を超えてはならない｡ 法案は98年

９月に上院銀行委員会を通過したものの､ 同

年10月に事実上廃案となった｡

99年・00年の制度改革法案では､ 上下両院

ともに原則的に結合を認めていない｡ 制度改

革前にシティグループというFHCが誕生し

たため､ 金融業際問題への対応が前面に出て､

99年11月にGLB法が成立し､ FHC傘下での

銀行・証券・保険の兼業認可が認められる一

方､ UTHCの向け穴が既得権を除き禁止され

た｡ � 結合への賛否

１ 一般事業会社による銀行の所有

ニューヨーク連銀総裁 ( 当時 ) の

E.G. Corriganは､ 91年４月に財務省法案に

ついて 『銀行業・商工業論争』 というテーマ

で議会証言をした｡

彼は以下の理由で､ 一般事業会社による銀

行の所有へ反対した｡ ①ファイアウォールは

最も必要なときに機能しない可能性がある｡

②少なくとも監督体制のある部分は (それが

セイフティ・ネットでないとしても)､ 銀行

を所有する一般事業会社へ拡張されるのは不

可避である｡ ③経済資源・支配力の集中のリ

スクは大きい｡ ④銀行と一般事業会社の結合

から生ずるかもしれない潜在的な効果は､ 少

なくとも現在の環境下では､ 最良でも僅かな

ものであり､ 最悪は幻想である｡

このなかで彼は､ 一般事業会社によるセイ

フティ・ネットヘの､ 直接・間接のアクセス

をとくに問題視している｡ 諸外国では銀行と

一般事業会社の関連が米国より緩やかな国も

存在するが､ セイフティ･ネットヘアクセス

できる銀行を､ 一般事業会社が所有している

のは極めて例外的であるという｡

一般事業会社が銀行を所有する理由として､

①銀行への投資収益率は他の投資より高い｡

②銀行への投資は､ キャッシュ・フローない

し収益を分散させる良い手段である｡ ③本業

と銀行業にシナジーが存在する｡ ④セイフティ・

ネットヘ間接的にアクセスできるを､ 彼は挙

げる｡ 現状で認められている銀行への一定の
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図２ 適格銀行持株会社の概念図

注) QBHCが一般事業会社を所有する場合､銀行委員
会案では､一般事業会社からの収入がQBHCの総
収入の15%を越えてはならない｡ ただし､ 当該一
般事業会社の総資産は７億５千万ドル以下でなけ
ればならない｡商業委員会案では､ 同５%か５億ド
ルの小さい方を越えてはならない｡ ただし､ 当該
一般事業会社の総資産は７億５千万ドル未満でな
ければならない｡

銀行 証券会社 保険会社 一般事業会社

QBHC

銀行 証券会社 保険会社

QBHC一般事業会社

一般事業会社

(出所) 筆者作成｡

注) 一般事業会社がQBHCを通じて銀行を所有する
場合､銀行委員会案では､ 銀行数は一行に限定さ
れ､当該銀行は５年以上の業務実績を有し､ かつ
総資産が5億ドル以下でなければならない｡ 商業
委員会案では､ 一般事業会社が所有する銀行は預
金の受け入れができない｡



投資で､ ①と②の目的が達成可能であること

を考えると､ 真の理由は③・④であり､ これ

は利益相反､ 不公正な競争､ 資源の集中､ セ

イフティ・ネットの拡大を伴うという｡

２ 銀行と一般事業会社の結合� GAOのリポート

97年３月､ 会計検査院 (GAO) は 『銀行

業と商工業の分離』 というレポートを､ 制度

改革法案へ関連し議会に提出した11)｡ このな

かで､ 銀行と一般事業会社の結合における費

用対効果を分析している｡ 結論から言えば､

費用に対し､ 効果は全般的に実証されておら

ず､ また他の手段でも同様な効果が得られる

とし､ 結合に反対の立場をとっている｡

潜在的な費用12):

① セイフティ・ネットの潜在的な拡大

銀行と一般事業会社の結合を認めると､ セ

イフティ・ネットとそれに付帯する補助金が

一般事業会社の運営へ移転し､ 不適切なリス

ク・テイク､ 望ましくない資源配分､ 他産業

との競争条件の不平等化をもたらしかねない｡

これらのリスクヘ､ ファイアウォールが十分

に機能するかどうか疑問である13)｡ 機能する

には厳格な適用が必要だが､ これは結合から

期待される潜在的な効果の実現を拒むかもし

れない｡

② 増大する利益相反の可能性

結合は利益相反を増大させる可能性があり､

銀行が反競争的ないし不適切な行動をとるか

もしれない｡ たとえば､ 銀行は系列にある一

般事業会社 (系列会社) を援助するため､ そ

の競争相手への信用を制限する恐れがあり､

また系列会社の製品販売と信用供与を抱き合

わせるかもしれない14)｡ 銀行は他企業ならば

信用供与しない場合でも､ 系列会社には行う

だろう15)｡

そのような行為は､ 銀行のモニタリング機

能を低下させるかもしれない｡ 銀行が企業

(活動) の信用度について､ 信頼性・客観性

のある評価を行っているとみなされる限りに

おいて､ 銀行による信用供与の決定が､ 企業

(活動) の健全性に関し､ 市場価値のある情

報となりうる｡

③ 増大する伝染効果の可能性

もし系列会社がなんらかの財務上のストレ

スを銀行に拡張すれば､ 結合は預金保険基金

と納税者へのリスクを増大させるかもしれな

い｡ たとえファイアウォールがリスクの波及

を遮断できるとしても､ 預金者は系列会社が

財務危機に直面していると考え､ 銀行の健全

性に疑問を抱き､ 銀行から資金を引き出す可

能性がある｡ 多くの預金者が行動すれば､ 銀

行と系列会社の双方が存続の危機に追い込ま

れるだろう｡

④ 増大しうる経済力の集中

結合は､ たいへん大きな経済力のある､ 大

規模コングロマリットの形成を促すであろう｡

そのような企業が銀行業と一般事業の双方で

市場支配力を行使すれば､ 経済の効率的運営

に悪影響を与え､ 消費者を価格高騰のリスク

に晒すかもしれない｡ このリスクは､ 新型の

コングロマリットがセイフティ・ネットに存

在する補助金へ実際にアクセスし､ 競争相手

への優位を獲得するに応じて増大しうる｡

潜在的な効果：

① 拡大する規模の経済

結合は銀行に業務規模の拡張を認め､ 一単

位当たりの生産コストを低下させ､ 米国銀行

産業へ効果を与えるという見解がある｡ いく

つかの初期の研究は､ 銀行業における大きな

規模の経済性を指摘している一方で16)､ 最近

の研究結果は一様でない17)｡ 銀行業に規模の

経済が存在し､ 重要なものであるならば､ 銀

行はそれを銀行合併によって得るべきだろう｡

銀行は規模の経済を追求するために､ 一般事

業会社と結合する必要はない｡

② 一層のリスク分散

結合は多くの生産ラインを通じて一層のリ

スク分散をもたらし､ 企業収益の変動を低下
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させるので､ 結合は有益だという見解がある｡

この分散の効果は､ それぞれの企業収益の相

関が低い場合に得られるため､ 一般事業会社

の収益が銀行のそれと独立に変動するという

仮定に依存している｡ しかし､ 銀行と一般事

業会社の株式リターンをもちいた､ 結合のシ

ミュレーション分析では､ 分散の効果につい

て､ 研究により結論が異なっている18)｡

銀行は結合で､ 収益の変動を低下させる必

要はない｡ たとえば､ 銀行はローン・ポート

フォリオと他の投資を通じて資産を分散でき､

また地理的進出の機会も開かれている｡

③ シナジー

結合にはシナジーが存在するという見解が

ある｡ シナジーは､ 範囲の経済と情報効率性

の２つの源泉からもたらされる｡ しかし､ 範

囲の経済は銀行業では取るに足りないと､ 研

究結果が示しており19)､ また銀行業と一般事

業の潜在的な範囲の経済を支持する研究をし

らない｡

他のありうるシナジーは､ 結合企業内にお

ける情報フローの活用からもたらされるかも

しれない｡ たとえば､ 結合で､ 銀行は系列会

社の活動についてより良い情報を得る可能性

があり､ 銀行はそれをデフォルト率の低下に

もちいれるだろう｡ 加えて､ 一般事業会社は

低い利率で銀行貸付を得られるかもしれない｡

しかし､ 増大する情報フローは､ よりリスク

の高い貸付を行う誘因を銀行にあたえる可能

性がある20)｡ これらの潜在的効果を定量化す

る研究を知らない｡

④ その他の論拠

多角化の制限は､ 資本や経営資源の自由な

流れを阻止し､ 非効率をもたらすという見解

がある21)｡ 資源の流れが止まると､ あるケー

スでは非効率が生ずるかもしれないが､ その

ような非効率が銀行業に存在するかどうか明

らかでない｡

経営資源の流れの阻止に伴う非効率は､ 経

営能力やコスト感覚を低下させる｡ しかし､

優良な銀行が不良な銀行を買収する限り､ 非

効率は存在しにくい｡� 財務省のリポート

97年の財務省リポートは､ 結合に対する賛

否の論点を紹介している｡ 反対の論拠は

Corrigan(l99l)､ GAO(1997)とほぼ同じな

ので､ ここでは結合を認める見解を以下に整

理するが22)､ その内容はリスクに対する反論

と金融環境の変化である｡ すなわち､ リスク

を押さえ込める以上､ 結合を容認すべきであ

り､ 禁止することも困難だというものである｡

さまざまな安全策を施せば､ 銀行が非銀行

業務から生じるリスクを遮断できるように､

一般事業との関係も分断できる｡ また､ 融資

市場が競争的であれば､ 顧客にとってはいつ

でも代替手段が得られ､ 特定の偏見をもった

銀行から不利益な扱いを受けることはないし,

またそのような取り扱いを銀行が実施するの

も不可能なことである｡

金融業と一般事業の区別が困難である｡ あ

らゆる情報提供を業としているものは金融業

であろうか｡ それとも一般事業であろうか｡

明確な線引きをしようと試みても､ 過去確実

に拡大してきた ｢銀行へ密接に関する業務｣

と ｢銀行同一業務｣ を定義しようとした過去

の試みと同様に､ 意味のないものである｡

UTHCの制度で､ すでに多くの一般事業会

社あるいはノンバンク金融会社が預金業務ヘ

進出しているが､ その結果にこれまで指摘さ

れてきたような危険性はいっさいない｡

３ 銀行による一般事業会社の株式保有

銀行と一般事業会社の結合､ より正確には

一般事業会社によるFSHCを通じた銀行の所

有､ およびFSHC傘下での銀行と一般事業会

社の結合における､ 潜在的な費用対効果を１

と２で取り上げた｡ これに加え､ 制度改革法

案には存在しないが､ 銀行による一般事業会

社の株式保有について､ Mester(l992)に従い
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整理しておく23)｡

潜在的な効果：

銀行の株式保有は､ 一般事業会社の資金調

達コストを低下させ､ 一層の投資と経済成長

により社会へ利益を与えるだろう｡ もし銀行

が融資先企業の株式を所有していれば､ 企業

が一時的に財務危機に直面したとき､ 企業を

倒産させにくいようだ｡ というのも､ 当該企

業が将来好転すれば､ 株式所有者である銀行

は収益の分配を享受できるからである｡ 企業

破綻の可能性が低くなるので､ 企業の債権者

は低いリスク・プレミアムを課し､ 企業は資

金調達を低いコストで行えるだろう｡

株式保有は銀行をインサイダーにし､ アウ

トサイダーの貸手よりも内情に通じさせるで

あろう｡ このことは銀行の企業モニターを容

易にし､ コストの節約分のいくらかを､ 低い

貸付レートという形で企業へもたらす可能性

がある｡ また､ 銀行もインサイダーとなり､

企業経営により大きな発言権を持つだろう｡

企業が倒産したときには､ 企業資産の所有者

変更の必要がないので､ 実際の倒産コストは

低くなるであろう｡

潜在的な費用：

銀行の株式保有の危険性は､ 貸付よりも出

資がリスキーな投資であることから生ずる｡

リスクの高いものを含んだ容認業務の拡張は､

銀行が過度のリスクを取る機会を増大させる｡

また､ 銀行が株式を所有する企業のビジネ

スになんらかの専門性を持ってなければ､ イ

ンサイダーであることは､ 有益でないかもし

れない｡� 巨大資本の参入問題

１ ILCによる異業種参入� ILCとは

勤労者貸付会社 (ILC) あるいは勤労者銀

行 (IB) は州と連邦預金保険公社 (FDIC)

によって監督される州法の金融機関であり､

ILC本体は他の州法銀行と同様な規制・監督

下にある｡ ILC免許は1910年から存在し､ バー

ジニア州にモーリスが最初に設立したことか

ら､ モーリス式銀行とも呼ばれる｡ 無産の勤

労大衆が不幸な出来事で必要とする資金を貸

し出すことを目的とし､ 10年後には103行に

なった24)｡

ILCが注目を浴びるようになったのは80年

代になってからである｡ 1982年法で連邦預金

保険制度の対象となりFDICの監督下に入り､

1987年法で一定の条件を満たしたILCを保有

する持株会社はBHC法の対象外になった｡

一定の条件とは､ ①ILCが当座預金を受け入

れない､ ②ILCの総資産が１億ドル未満であ

る､ ③1987年８月10日までの既得権のいずれ

か１つを満たすことである｡ ILC持株会社は

FRBや貯蓄金融機関監督庁 (OTS) の監督

下になく､ 証券会社・保険会社や異業種によ

るILCの保有が可能になった｡ ただし､ 異業

種によるILCの保有の可否は州により異なり､

後述のカリフォルニア州ではウォルマートの

参入計画に関連して02年に禁止された｡

州際支店設置については､ ILCはFDIC加

入州法銀行と同様に､ 州際の銀行買収を当該

州が明確に禁止していなければ､ 銀行の買収

によって支店をもてる｡ また､ 州際の支店新

設については､ 当該州が明確に容認していな

ければできず､ 17州が認めている｡ ユタ州銀

行監督者によれば､ ILCはいくつかの州では

互恵ベースで支店施設ができる｡ ただし､ 多

くは本店だけあるいは州内での数店舗の本支

店での営業が実態である25)｡

以下で述べるように､ ユタ州のILCが合計

数と合計資産額でILC全体の大半を占めるた

め､ 同州の事例をUDFI (Utah Department

of Financial Institutions) に基づきいくぶ

ん詳しく説明する｡ (同州では04年３月から

ILCの名称をIBに変更したが､ 本稿ではILC

と記す｡) ILCは､ ユタ州免許の商業銀行と
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同一の規制・監督下の金融機関である｡ ユタ

州に限らないが､ ILCはあらゆる種類の消費

者・事業向貸出ができ､ 付保預金を受け入れ

られ､ 総資産が１億ドル未満のILCであれば

当座預金を取り扱える｡ １億ドル以上でも

NOW勘定などで部分的な決済勘定の提供は

できる｡ ユタ州にILCが多いのは､ 異業種に

よるILCの保有が認められ､ また州がILCの

設立・保有を歓迎していることによる｡

ILCの設立にはUDFIとFDICに申請を行う

必要があり､ 設立者と本体経営者の適正､ 親

会社からの経営の独立性などが問われる｡

ILCはアームズ・レングス・ルールに加え､

系列会社への貸出が禁止される｡ UDFIによ

るILCの毎年の検査は通常､ FDICと一緒に

行われる｡� ILCの現状� 全体26)

ILCは07年３月末に､ インディアナ､ カリ
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表３ ILCの上位行 (2007年３月末｡ 金融データは06年末で単位は100万ドル｡)

(出所) U.S. Congress(2007).

Cert Insured Institution Total
Assets

Total
Deposits State Parent

27374 10/31/1988 MERRILL LYNCHBANK USA 67,234.70 54,805.30 UT Merrill Lynch

57565 9/15/2003 UBS BANK USA 22,009.10 19,269.60 UT UBS AG

27471 3/20/1989 AMERICAN EXPRESS
CENTURION BANK 21,096.80 4,446.20 UT American Express

32992 5/25/1990 MORGAN STANLEY
BANK 21,019.80 16,555.40 UT Morgan Stanley

57803 8/2/2004 GMAC BANK 19,937.00 9,910.40 UT Cerberus/GMAC

25653 9/24/1984 FREMONTINVESTMENT & LOAN 12,915.10 10,089.50 CA Fermont General
Corporation

57485 7/6/2004 GOLDMAN SACHS
BANK USA 12,648.90 11,019.60 UT Goldman Sachs

34351 9/27/1996 USAA SAVINGS BANK 5,825.60 314.2 NV USAA Life
Company

57529 4/1/2003 CAPMARK BANK 3,773.90 2,880.30 UT Capmark Financial
Group/GMAC

58009 8/24/2005 LEHMAN BRO.
COMMERCIAL BANK 3,224.70 2,633.50 UT Lehman Brothers

Holdings Inc.

35575 10/20/2000 CIT BANK 2,829.50 2,312.10 UT CIT Group

35141 11/12/1999 BMW BANK OF NORTHAMERICA 2,219.80 1,591.00 UT BMW Group

33778 2/12/1993 GE CAPITAL
FINANCIAL INC 1,991.80 218.3 UT GE (General

Electric)

33535 12/16/1991 ADVANTA BANKCORP 1,958.20 1,374.30 UT Advanta

57833 8/2/2004 BEAL SAVINGS BANK 1,916.20 81.6 NV Beal Financial
Corporation

25667 10/5/1984 FIRESIDE BANK 1,382.40 1,162.70 CA Unitrin, Inc.

34519 9/22/1997 MERRICK BANK 1,032.40 813.3 UT CardWorks, LP

34697 6/1/1998 WRIGHT EXPRESS
FINL SERVICES 815.6 622 UT Wright Express



フォルニア､ コロラド､ ハワイ､ ネヴァダ､

ミネソタ､ ユタの７州に53存在し48がユタと

カリフォルニアにある｡ 親持株会社が金融サー

ビスが６､ 異業種が15､ 独立などが37である

(表３)｡

業界の合計資産額は95年末には120億ドル

だったが､ 06年末には約2,130億ドルに成長

した (図３)｡ 上位５行が70％以上を占め､

独立・金融関連の傘下が85％程度を占め､ ユ

タ州が90％近くを占める｡ 合計資産額は､ 00

年頃から急速に増えているが､ これはキャッ

シュ・マネージメント・アカウント (CMA)
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図３ ILCの合計資産額の推移

(出所) U.S. Congress(2007).

(出所) U.S. Congress(2006)より作成｡

(注) 資料では貸出の合計は71％だが､ ４つの内訳の％は小数点が四捨五入で表示されているため合計で72％になる｡
本図は72％で作成したので､ ｢その他｣ が19％から18％に減少している｡

図４ ILCの合計資産額の構成比(06年３月末)
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で保有する資金をILCの預金保険勘定へ移行

できるサービスを､ 証券会社が提供した結果

である｡ 一方で業界の合計資産額は､ 加入預

金金融機関全体の1.8％ (06年末) にすぎず､

行数では同１％未満 (07年３月末) である｡

データの制約から､ ILCの06年３月末の合

計資産額の項目をみると (図４)､ 貸出が72

％を占め､ 全銀行のそれの61％より高い｡ そ

の内訳は､ C＆I貸出・27％､ クレジットカー

ド貸出・18％､ 他の消費者貸出・14％､ 住宅

貸出・13％になっている｡ ILCは業務の重点

によって４つのタイプに分けられる｡ ①消費

者と中小企業への貸出を中心とするコミュニ

ティフォーカス型｡ ②リース・ファクタリン

グ・動産担保融資に重点を置くもので､ メリ

ルリンチバンクUSAなど｡ ③非金融大規模

会社の金融サービス部門の一部を担う形態で､

クレジットカードなどを通じて顧客への貸出

などを行うもの｡ GMの子会社など｡ ④親会

社の顧客による親会社の商品購入のファイナ

ンスを行うもので､ トヨタやフォルクスワー

ゲンなどがある｡� ユタ州ソルトレイクシティ

先に触れたように､ ユタ州はILCの誘致に

熱心である｡ これは多くのILCが既存の金融

機関と競合しない一方で､ 州内に雇用と税収

をもたらすからである27)｡

06年６月末の市内合計預金額は10年前の10

倍近くに､ 同期間に単体の銀行・貯蓄金融機

関数は1.6倍強になったが､ 本支店数は1.2倍

弱に留まっている｡ ユタ州に本店を持つ地元

銀行をみると96年末に､ 50行だったが､ 06年

末に69へと増大し､そのうち31がILCである｡

UDFIのホームページには以下の記述がある｡

｢ILC免許の柔軟性は大規模・有名企業にとっ

てILCを魅力あるものにしてきた｡ ILCは

BHC法やGS法の規制に服せない､ あるいは

それを望まない企業にとって､ 多目的に利用

できる預金金融機関免許を提供する｡ … (中

略) … ユタは建設的な規制環境という名声

を確立してきた｡｣

ソルトレイクシティでは､ 06年６月末の市

内合計預金額は10年前の17倍強に､ 同期間に

銀行・貯蓄金融機関数は1.8倍近くになった

が､ 本支店数は２つだけ増えて178である｡

地元銀行をみると､ 96年末に17だったが９が

買収等でなくなる一方でILCが新設され､ 06

年末には31へ増大しうち19がILCである (表

４)｡ 最大手のメリルリンチバンクUSAは87

年の法改正の翌年に設立され､ 06年末に総資

産額全米24位になっている｡ BMW・バンク・

オブ・ノース・アメリカは自動車販売に関連

する銀行業務をインターネットで全国展開す

るもので､ GLB法の成立と同時期に設立さ

れた｡ 銀行の誘致を狙う州の思惑と情報技術

の進展から､ 連邦法とは別のところで生じた

参入と言える｡

２ ウォルマートの参入問題

これまでILCはさほど目立った存在ではな

く､ 注目を浴びるようになったのはウォルマー

トによる参入申請がきっかけである｡ 表５に

あるように､ 流通大手ホームデポによる既存

ILCの買収申請などもあるが､ 以下ではウォ

ルマートを中心にみていく｡� 経緯

全米に3,900店舗を有するウォルマートが

(06年１月末)､ 銀行業へ参入しようとしたの

はILCの申請が最初ではない｡ 顧客のデビッ

トカード利用に伴って､ 同社が銀行へ支払う

手数料の節約などを目的に､ 何度となく参入

を試みている (表６)｡ 銀行業界はもちろん

のこと消費者団体や地域団体からの強い反発

に合い､ これまでのところ実現していない｡

ウォルマートは､ GLB法が成立する直前

の99年６月､ 既得権を狙って､ オクラホマ州

の貯蓄金融機関の買収 (UTHCの仕組み) を

通じた参入を申請したが､ 判断が決まる前に
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同法が成立して参入は阻止された｡ 01年９月

には､ カナダ大手銀行のトロントドミニオン

の米国子会社・TD Bank USAと資本関係

を持たず業務提携だけを行う (ウォルマート

のレジで同社の従業員が預金業務を扱う) 申

請を同行に行わせたが､ OTSは01年11月に申

請を差し戻した28)｡

ウォルマートはILCの買収へと戦略を変え､

02年６月にカリフォルニア州の ILC・

Franklin Bankの買収を申請したが､ 同州議

会は異業種によるILCの買収を禁止する法律

を02年８月に成立させたため､ 三度実現しな

かった｡

一方､ 連邦議会では第108議会の03年に､

ILCの業務を拡大する項目を含む２つの法案

(H.R. 758とH.R. 1375) が提出された｡ 前

者はILCに法人顧客向けの当座預金の取り扱

いと付利を認めるもので､ 同年４月に下院本
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表４ ソルトレイクシティの地元銀行 (06年末)

(注)１ Nは国法銀行､ SMは加盟州法銀行､ NMは非加盟州法銀行､ SAは貯蓄貸付組合｡
(注)２ 網掛けが州法ILC｡
(出所) FDIC, ��������������������, and UDFI, Home Page より作成｡

Cert Institution Name Claass１) Total Assets($000)
27374 Merrill Lynch Bank USA NM 67,234,664
33891 Washington Mutual Bank FSB SA 38,298,732
57565 UBS Bank USA NM 22,009,139
27471 American Express Centurion Bank NM 21,096,810
35328 American Express Bank, FSB. SA 19,817,382
2270 Zions First National Bank N 14,849,100
57485 Goldman Sachs Bank USA NM 12,648,880
27314 GE Money Bank SA 12,595,722
58009 Lehman Brothers Commercial Bank NM 3,224,704
35575 CIT Bank NM 2,829,528
35141 BMW Bank of North America NM 2,219,777
33778 GE Capital Financial Inc. NM 1,991,805
34697 Wright Express Financial Services Corporation NM 815,617
57225 Volkswagen Bank USA NM 665,342
34599 The Pitney Bowes Bank, Inc. NM 644,038
58001 Magnet Bank NM 458,699
57408 Exante Bank, Inc. NM 391,308
57449 Medallion Bank NM 309,489
22738 First Utah Bank SM 284,653
57570 World Financial Capital Bank NM 193,427
22578 Brighton Bank NM 166,441
57293 EnerBank USA NM 147,265
22087 Franklin Templeton Bank and Trust, F.S.B. SA 138,088
26798 Home Savings Bank NM 110,871
57056 Celtic Bank NM 95,490
57571 Continental Bank NM 73,186
21448 Holladay Bank & Trust NM 45,709
34404 WebBank NM 15,942
26816 Liberty Bank, Inc. NM 15,787
57769 Target Bank NM 14,213
35495 Volvo Commercial Credit Corp of Utah NM 2,871



会議を通過した｡ 後者はILCに州際の支店の

新設を認めるものだったが､ 一定の要件 (既

得件と､ 親会社の異業種の収入が総収入の15

％以下) を満たすILCに､ 州際支店業務を認

めるものへと変更され､ 04年３月に下院本会

議を通過した｡ 両法案とも上院では取り上げ

られず､ 実現には至らなかった｡ こうした法

案は､ 地元にILCを抱えるユタ州やネヴァダ

州などの選出議員によって支持され､ ウォル

マートがこの動きを後押ししているとの指摘

も多いが29)､ 審議過程で緩和の適用は実質的

に異業種の親会社傘下にないILCに限定され

るものへ変更された｡ また､ 03年７月には

FDICのシンポジュウムでILCを含む結合問

題が取り上げられた｡

05年・06年の第109議会でも､ いずれも実

現には至っていないが､ 異業種の親会社傘下

にあるILCの業務を制限する､ あるいは結合

を禁止する法案などが提出された｡ H.R.

1224は既述の一定要件を満たさないILCには

預金勘定の付利を禁止する｡ H.R.3505は一

定要件を満たすILCにのみ州際の支店新設を

認める｡ 前者は05年５月に､ 後者は06年３月

に下院本会議を通過した｡

一方で､ ウォルマートは05年３月にマサチュー

セッツ州に州内44店舗での手形現金化業務を
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表５ ILCの新設・変更の申請状況 (2006年3月末､ 金額は100万ドル)

(出所) U.S. Congress(2007).

新 設

Insured Institution Total
Assets

Total
Deposits State Parent

NA COMDATA BANK NA NA UT Ceridian Corporation

NA DAIMLERCHRYSLER
BANK US NA NA UT DaimlerChrysler

NA CAPITALSOURCE BANK NA NA UT CapitalSource, Inc.

NA WAL-MART BANK NA NA UT Wal-Mart

NA MARLIN BUSINESS BANK NA NA UT Marlin Business
Services, Corp.

NA AMERICAN PIONEER NA NA UT City Financial

NA HEALTHCARE BANK NA NA UT Blue Cross/Blue Shield

NA BERKSHIRE HATHAWAY
BANK NA NA UT Berkshire Hathaway

NA FIFTH STREET BANK NA NA NV Security National Master
Holding Company

所有者変更

8/2/2004 GMAC AUTOMOTIVE
BANK 3,060.6 2,573.1 UT Cerberus

9/22/1997 MERRICK BANK 736.2 551.8 UT Compu-Credit

8/26/1988 SIL VERGATE BANK 412.4 180.5 CA WESCOM Credit Union

6/3/2002 ENERBANK 91.3 77.7 UT The Home Depot

5/1/2000 VOL VO COML CREDIT
CORP OF UTAH 2.8 0.5 UT NHB Holdings, Inc.



申請し､ 05年７月にはユタ州でILCの設立を

申請したため､ 議論は一気に熱を帯びてきた｡

というのは､ 後者のユタ州ではカリフォルニ

ア州とは異なり､ ILCの設立や買収を親持株

会社が金融業であるか否かを問わず歓迎して

いるからである｡ 買収の判断はFDICへ委ね

られる形となったが､ FDICが05年９月に公

募したパブリックコメントに対して多くの反

対意見が提出されたため､ 06年４月に２回の

ヒアリングを開き､ 同年７月にはウォルマー

トを合むILCの買収などの判断や申請を半年

間凍結した｡

議会では05年９月にILCを保有する持株会

社をFHCとする法案 (H.R.3882) が提出さ

れた｡ また06年７月にもILC持株会社の設立

と一定要件以外での結合を規制する法案

(H.R.5746) が提出され､ 下院金融サービス

委員会小委員会でILC関連のヒアリングが開

かれた｡

一部の下院議員は07年１月からの第110議

会でILCの規制を議論するため､ FDICに判

断・申請の凍結期間延長を求めていたが30)､
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1999年６月 W－M､ UTHCで参入申請

99年11月 GLB法成立でUTHC禁止

2001年９月 W－M､ TD Bank USA との業務提携申請

01年11月 OTSが申請を差し戻し

2002年６月 W－M､ カリフォルニア州のILC買収申請

02年８月 同州はILC買収禁止の法改正

2003年～2004年 ILCの業務拡大を含む諸法案が連邦議会に提出され下院を通過したが一部抑制
的な内容に

03年７月 ILCを含む結合問題のFDICシンポジュウム開催

2005年～2006年 ILCの規制を含む諸法案提出され下院を通過

05年３月 W－M､ マサチューセッツ州に州内44店舗での手形現金化業務の申請

05年７月 W－M､ ユタ州でILC設立の申請

05年９月 FDICが意見を公募し､ 多くの反対意見が寄せられる

ILC規制法案が提出される

GAOのレポート下院へ提出

2006年４月 FDICヒアリング実施

06年７月～07年１月 FDICがILCの承認凍結

06年７月 ILC規制法案が提出される

下院金融サービス委員会小委員会でILC関連のヒアリング開催

2007年１月 FDIC承認凍結１年延長

ILC規制法案提出､ ４月に同上委員会でヒアリング､ 同年５月に下院通過

07年３月 W－M､ 申請取下げ

07年５月 結合問題をテーマの１つにシカゴ連銀のカンファランス開催

07年６月 W－M､ プリペイドカードを通じた決済業務への参入計画を公表

表６ ウォルマート(W－M)の銀行業参入申請への経過

(出所) 筆者作成｡



１月末にFDICは異業種による申請について

凍結期間の１年延長を決めた｡ FDIC議長の

S.C. Bairは ｢凍結期間は議会にこの問題を

立法的に扱う機会を与えるものだ｣ と述べる

一方､ UDFIは１月末のニュースリリースで､

｢FDICがILC申請凍結を06年７月28日に公表

した時にDFIは失望したが､ 商業所有・支配

主体について凍結期間を１年間延長するとい

うFDICの決定にいっそう失望した…｣ との

コメントを掲載した｡

議会では同年１月に､ 前議会のH.R.5746

と同様な､ ILCの規制法案 (H.R.698) が下

院に提出されたが､ 州レベルでは既にILCの

拡大を禁止する州法が成立している｡ 06年に

はメリーランドなど５州が可決し､ 07年１月

にはテキサスなど５州でILCの新規出店を禁

止する法案が提出された31)｡

この延長期間中に連邦レベルでの法改正の

可能性も出てきていたところ､ 同年３月にウォ

ルマートは申請を取り下げ､ 他にも同様の動

きが生じた｡ 議会では規制法案に関連し､ ４

月に下院金融サービス委員会でILC関連のヒ

アリングが開かれ､ 同委員会のフランク委員

長などが､ カード決済などの後方業務に特化

したILCの設立を認める容認姿勢を示した｡

こうした背景にはウォルマートの申請取下げ

で規制を厳しくする必要性が遠のいたことが

あるが32)､ ５月に同委員会・下院本会議を通

過した段階ではこうした項目は盛り込まれて

いない｡ 一方､ ウォルマートは､ 同年６月に

プリペイドカードを通じた決済業務への参入

計画を公表し､ 08年末までに1,000店舗で提

供するとしている｡

なお､ 毎年５月に行われるシカゴ連銀のカ

ンファランス (銀行構造と競争) の07年のメ

インテーマの１つは銀行業と一般事業の結合

である｡� 計画

ウォルマートが05年７月にUDFIとFDIC

へ 提 出 し た ILC の 設 立 計 画 書 の “ 1.

Overview (a)”によれば､ 本店をユタ州ソル

トレイクシティに置くが､ この銀行は公衆

(一般の顧客) に開かれず､ 支店の設置も予

定していない｡ 銀行の主要な業務は､ ウォル

マートとその子会社の小売に伴う電子決済シ

ステムに従事することであり､ 他の小売業者

に同様なサービスを提供することはない｡

銀行は５人の取締役によって運営されるが､

取締役の多数は､ ウォルマートと直接・間接

の雇用や他の関係を持たないユタ州の住民に

なる｡ すべての執行役員は銀行に専任として

雇用され､ ソルトレイクシティ・オグデン

(SLC) MSA (都市) に居住する｡

計画書は以下､ 2. Management, 3. Capital,

4. Convenience and Needs of the Community,

5. Premises and Fixed Assets, 6. Information

Systems, 7. Other Informationからなるが､

４�のCRA関連を要約する｡
この銀行は､ 12 CFR 345. 11��に定め

る特別目的銀行 (special purpose bank) に

なるため､ CRAの対象外である｡ しかし､

これにかかわらず､ 銀行はSLC都市を評価地

区として取り扱うこと､ また評価地区とこれ

を超えるウォルマートが従事するより広いコ

ミュニティに､ 便益をもたらす諸活動に従事

することを提案する｡ たとえば､ 銀行は､ ウォ

ルマートが開発し採用した金融教育プログラ

ムに参加することで､ SLC都市のunbanked

( 銀 行 サ ー ビ ス を 受 け ら れ な い ) や

underbanked (銀行サービスを十分に受けら

れない) 住民のニーズに奉仕する｡ 加えて､

銀行はFDICのMoney Smart Programを地

元住民に配布するために､ 他の機関ともパー

トナーになる｡ また､ 銀行は､ ウォルマート

が営業するSLC都市以外の地域で､ 同社と一

緒になってFDICプログラムの材料を配布し

サポートを提供するだろう｡
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� 見解� GAOのレポート

GAOは05年にILC関連のレポートを下院に

提出した｡

このなかで､ ①ILCと他の預金保険加入預

金金融機関の成長と容認業務､ ②FDICの

ILCへの監督権限とBHCの統合された監督体

制との比較､ ③銀行業と一般事業を結合する

ILC親会社の力量について記述している｡ 結

論として､ 議会はILCの規制監督の強化を考

える一方で､ ILCや他の銀行と一般事業会社

による結合の費用対効果をより広く検討すべ

きとしている｡ レポートの原稿へのコメント

で､ FRBは事実関係と議会が考慮すべき問

題について同意したが､ FDICは事実関係に

は同意したものの監督体制の変更は概して必

要ないと主張した｡� ヒアリング

先に触れたように､ 06年７月と07年４月に

下院金融サービス委員会小委員会および同委

員会で､ ILC関連のヒアリングが開かれた｡

以下では､ ウォルマートの申請取下げ前の､

前者のヒアリングについて､ 当局などの見解

を要約して記述する｡

FRB：

ILCはセイフティ・ネットも含めて通常の

銀行に近い組織であるが､ その持株会社は連

邦当局の監督を受けていない｡ 87年当時､

ILCのほとんどは州法下で限られた預金と貸

出だけを行う小さな地元所有の金融機関であっ

たが､ 今日では大規模な異業者が預金保険加

入の銀行を買収してセイフティ・ネットにア

クセスする手段として使われている｡

ILCの近年と潜在的な一層の成長は､ 議会

によって確立された２つの重要な政策を侵食

する恐れがあると､ FRBは懸念している｡

すなわち､ １つは銀行業と一般事業の分離で､

近年のGLB法の趣旨に反する｡ もう１つは､

FDIC加入銀行を所有する会社の適切な監督

の仕組みである｡ FRBはILC本体を統治する

監督の仕組みの適正については懸念を抱いて

いないが､ その持株会社については別であり､

FRBの監督下にあるBHCやFHCとの間にギャッ

プが生じている｡ これは外国の銀行がILCを

保有することにも当てはまる｡

FRBは､議会がこうした懸念を封じ込める

決定をすると信じている｡

FDIC :

ILCは銀行産業のごく僅かなシェアを形成

しているに過ぎず､ 行数で１％未満､ 総資産

で1.4％である｡ 06年３月末に61存在し48は

ユタ州とカリフォルニア州にある｡ 18のILC

が非金融会社に所有されているが､ ILCの合

計資産・預金の約 10％である ｡ GMAC

Commercial Mortgage Bankが異業種傘下

にある最大ILCで､ ILC業界の合計資産の2.6

％・合計預金の2.9％に相当する｡ 業界の資

産額は87年から37倍近くになったが､ この成

長の60％以上は金融会社所有のILCによるも

のである｡

ILCは今日まで良好な安全性と健全性を示

している｡ 全体として､ FDICのILCへの検

査の経験は､ 大多数の預金保険加入銀行のそ

れと類似であるし､ 問題ILCにある原因と傾

向は他の金融機関のそれらと似たものである｡

FDICの有するILCの監督権限は､ 現在のILC

の規模と種類に対して十分である｡

ILC業界のダイナミックな変化を前にして､

追加的な権限が健全性と安全性の確保に有効

であるか否かをFDICは検討している｡ ILC

は州法非加盟銀行と同等に､ 系列会社取引の

制限を合めて､ FDICの監督・規制に服して

いる｡ 最大の違いは親持株会社の監督である

が､ FRBとOTSは当該機関の持株会社に明

確な監督権限をもつ一方､ FDICは親持株会

社などを合めて､ ILCの関連会社を検査する

権限がある｡

UDFI：

二元銀行制度は米国銀行システムの根幹で
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あり､ ILCの存在は同制度が正しく適切に機

能していることを示している｡ ユタ州は､

FDCIとのパートナーシップの下に､ ILCの

監督モデルを作り上げ､ 20年間破綻は生じて

いない｡ 法律改正の必要性を感じない｡

ILCは他の銀行と同じ監督規制下にあり､

すべての親・系列会社取引を綿密に規制する

レギュレーションWと連邦法第23条Ａ・Ｂに

監督の重点がある｡ また､ ユタ州は４つの

ILCのために､ 大銀行監督プロブラムに

FDICと一緒に参加している｡

銀行業と一般事業の分離は議論上の概念で

あって､ 現実ではない｡ 一般事業が銀行と提

携する手段は常に存在してきたし､ 規制当局

が潜在的な乱用を阻止する能力も持ち合わせ

てきた｡ 持株会社の危機や破綻が最悪のシナ

リオだが､ これらを既に経験し切り抜けてき

た｡

最近の議論の中でほとんど注目されていな

いが､ ILCの監督は連邦規制当局者による持

株会社の監視によって補われている｡ SECと

OTSは多くのILC持株会社の監視を行い､ ユ

タのILC資産の75％を監視下においている｡

FRBの監督も加えればその数字は90％に上

る｡

ABA (米国銀行協会) ：

３つのポイントについて指摘する｡

第１は､今日のILC産業は87年当時のそれ

とは似ても似つかないものになっている｡

第２は､ 現行のシステムは銀行業と一般事

業の分離政策と相容れない｡ ABAは分離政

策を支持し､ 議会がILCのループホールを塞

ぐよう期待している｡

第３は､ 異業種によるILCのさらなる所有

を禁止し､ 親持株会社は金融的性格を有する

ものに限定すべきである｡ また､ これまでの

分離政策の立法化に当たり､ 既得権を認めて

きたが､ あらゆる既得権益の機関を連邦銀行

監督者の権限内に置くべきである｡

ICBA (米国独立コミュニティ・バンカー

ズ協会)：

ウォルマートなどによるILCへの新規申請

の洪水は､ 銀行業と一般事業の歴史的な分離

を終焉させ､ 持株会社の監督システムを侵食

し､ 消費者に害を与え､ 金融システムの安定

性を脅かしそうだ｡ エンロンやワールドコム

がILCを保有していたらと想像して欲しい｡

自社の銀行を通じて決済を処理するウォル

マートの計画は､ 国家の決済システムの機能

を侵食する｡ その計画は数千億ドルの決済を

処理するもので､ 市場支配力とシステミック

リスクをはらむ一方で､ ごく僅かな資本にし

かバックアップされていない｡ また自社の決

済システムを容易に他社に拡張できるだろう｡

さらに､ ウォルマートは容易にビジネスプラ

ンを変更して､ 自社の店舗網を通じてリテー

ル業務を開始しうる｡ 同社は､ 地元の競争相

手をマーケットから排除するような､ 略奪的

な価格付けを提示するための規模と資源を持っ

ている｡

ホームデポ (全米第２位の流通業者､ 全国

に2,000店舗以上を展開) の申請は明らかな

利益相反を示している｡ 同銀行は顧客に貸出

を行うがゆえに､ 顧客はホームデポの店舗で

商品を購入しうる｡ これは金融システムの明

確な強さを侵食する｡ 信用の偏在である｡

地元コミュニティと中小企業にサービスを

提供する､ 金融システムの安全性と健全性､

清廉さ､ および能力が､ 大きなリスクにさら

されている｡ 議会は早急にILCのループホー

ルを防ぐ立法措置とるべきである｡

Ｖ 結論

１ 問題の性格

FDICが異業種によるILCの買収申請など

の決定凍結を１年間延期したため､ ウォルマー

トは申請を取り下げた｡ これが他の申請の取
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り扱いや制度問題にどのような影響を与える

のかは定かでないが､ 以下でILC問題の性格

を整理したうえで､ ２でILCの抜け穴問題に

ついて､ ３で巨大資本参入と地域金融ついて

言及し本稿を閉じる｡

ILC自体はユニークな仕組みで､ 連邦法と

州法からなる二元銀行制度のなせる業である｡

これまで考察してきた一連の論議は､ ILC自

体が問題というよりは､ ウォルマートなどの

巨大資本の参入計画が､ ILCというビークル

を通じて､ 銀行業と一般事業の分離・結合問

題､ 地域金融との競合懸念を再燃させたと理

解できるだろう｡

２ ILCの抜け穴問題

ILCにはメリルリンチバンクUSAのような

大規模なものも存在するが､ 多くは小規模で､

業界全体の規模も大きくなく､ また異業種か

らの参入も限定的であるため､ これまで大き

な問題になることはなかった｡ しかし､ ウォ

ルマートの設立申請によって､ 異業種参入の

是非や監督体制などの論点が再浮上した｡

ILCによる異業種参入について､ これまでの

経験などから問題なしとするものと､ 連邦法

と齟齬をきたしている抜け穴を封じるべきと

するものに見解が分かれている｡ 後者には２

つの方法がある (Blair (2004))｡ ILCの持

株会社は金融系でもFRBの監督下にはない

ため､ ILC持株会社をBHC法の対象に加える

方法 (top-down approach) が考えられる｡

あるいは､ ILC持株会社をBHC法の例外とし

ながらも､ 異業種による保有を禁止する方法

(bank-up approach) がある｡ FDICは異業

種参入について態度を保留しているが､ ILC

持株会社についてはILC本体を監督する現行

の規制方式で十分であるという考え方を取っ

ている｡

筆者は､ ILCが地域振興策として機能する

か否かは別にしても､ 金融システムを不安定

化させるのでなければ､ 州独自の仕組みが存

在してもよいのではないかと考えている｡ 想

定外に巨大資本がILCを利用しようとしたこ

とで問題が生じたため､ 親会社の資産規模に

歯止めをかけるのも１つだろう｡

３ 巨大資本の参入と地域金融

一般に流通業の銀行業の参入目的には､ グ

ループとしての収益機会の確保 (業務多角化)､

デビットカードなどの手数料の削減､ 顧客利

便の追及などがあり､ ウォルマートの計画は

主に２番目と３番目を追求するものであろう｡

前出のヒアリングでICBAが主張するように､

決済システムにおける支配・システミックリ

スクなどの懸念がないわけではないが､

ICBAなどの地域金融にとって最大の脅威は､

ウォルマートが全米の3,900を超える店舗網

を利用してリテール銀行業全般に進出するこ

とだろう33)｡ 北米に2,000店舗を有するホーム

デポのILC買収計画には､ 貸出業務も含まれ

ている｡

ILCの利用に限らず､ ウォルマートの参入

が大きな問題になるのは､ その費用が地域あ

るいは地域金融のシステム全般に及ぶのに対

し､ 効果は個別企業に帰属するという図式が

(少なくとも政治的に) 広く受け入れられる

からだろう｡ その費用対効果は､ 従来の結合

論議を踏まえながらも､ 巨大資本と地元資本

という構図を色濃く持っている点に特徴があ

る｡

金融業際問題や地理的規制問題では､ 銀行

業界内のウォールストリート (巨大資本) と

メインストリート (地元資本) で見解が分か

れたが､ 国際競争への対応､ 金融技術の進展､

顧客利便の促進から規制が緩和された｡ 特に

後者の ｢参入｣ 規制の緩和・撤廃は地域金融

に大きなインパクトを与える一方､ リレーショ

ンシップバンキングなどへのコミュニティの

ニーズに､ 地域金融機関が自律的に対応して

いった｡ さらに､ 地域再投資法 (CRA) の

対象が中小企業向貸出や地域開発貸出へ拡大
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され､ Ｓコーポレーション (株主数や株式の

種類は制限されるものの連邦法人所得税のか

からない株式会社) 銀行が容認されるなど､

これらが地域金融を下支えしている｡ つまり､

参入を容認したうえで､ 地域金融が自律的・

制度的に継続しうる仕組みの組み替えが行わ

れたのである34)｡

ウォルマートなどの巨大資本の参入につい

ては､ 銀行業界内の利害は反対で一致してお

り､ 消費者団体や地域団体も軌を一にしてい

るため､ 参入規制が維持される公算が高い｡

一方で､ ウォルマートが05年のILC申請時や

07年６月のプリペイドカードを通じた決済業

務参入計画のなかで､ unbanked customers

への口座提供なども掲げ35)､ 銀行業界の未充

足地を突いている点には注意がいる36)｡ ウォ

ルマートに限定された話ではないが､ 異業種

の参入規制の論議が､ 銀行業界や地域金融の

利益擁護に終始すれば事態は変化しうる｡ 金

融技術の進展などの環境変化のなかで､ 市場

論理とは異なる参入規制を維持していくこと

の意味が､ 地域や顧客の要請と乖離していな

いことが一層重要となる｡

＊ 本稿は科学研究費補助金 (若手研究B,

No.17730199) の成果の一部である｡ 本稿

の作成に際し､ 07年８月に､ 米国ユタ州の

ソルトレイクシティとケイズビルで､ 同州

銀行協会､ 銀行､ ILC､ クレジットユニオ

ンの調査を行った｡ すべての方のお名前は

挙げられないが､ ユタ州銀行協会プレジデ

ントのHoward Headlee氏をはじめ､ イン

タビューに応じてくださった方々に､ この

場を借りて感謝申し上げる｡

注

１) 以下で ｢異業種｣ とは一般事業 (会社) を意味

し､ 銀行業への一方方向の参入にもちいる｡ また､

原典で ｢商工業(commerce)｣ や ｢非金融業(non-

financial)｣ と表現される場合も､ 本稿では一般

事業で統一する｡

２) ⅡとⅢの記述は､ 内田 (1999) に依拠している｡

３) 末登録のBHCで､ 後述する1956年銀行持株会

社法によって､ 一般事業会社の分割を命じられた

例は見当たらない｡

４) FRB(1972),�����������������������December.
A 99.

５) 1982年法以前から､ 州法S＆Lと州法MSBの株

式会社組織を認める州も存在したが､ 同法はS＆

LとMSBの株式会社組織への転換を､ 州法の規定

に係わりなく､ 連邦と州レベルで認めた｡

６) 当然のことながら､ BHCが１つの貯蓄金融機関

のみを所有する場合でも､ BHC法が適用されるの

で､ 非銀行業務は制限される｡

７) 1983年末の統計から､ S&L持株会社に貯蓄銀行

(SB) 持株会社が加わるため､ 両者を併せて貯蓄

金融機関持株会社と呼ぶ｡ これは1982年法でS＆

Lと (Ｍ) SBの相互転換が認められ､ Citicorpや

Sears Roebuckなどが傘下のS＆LをSBへ転換し

たことによる｡

８) 1980年にGulf & Western Industriesが､ カリ

フォルニア州コンコードのFidelity National

Bankを買収し商工業貸付を放棄したのが､ 最初

のノンバンク・バンクである｡

９) BHCもレギュレーションＹで､ ノンバンク・バ

ンクの所有を認められたが､ BHCである限り非銀

行業務は制限されるため､ ノンバンク・バンクは

BHCにとって州際業務のための組織と考えられる｡

ただし､ この形態は現実には定着しなかった｡

10) U.S. Congress(l988), pp. 83-87.

11) これに先立つレポートでも､ 結合に言及してい

る (GAO(1995), pp. 7-8)｡

12) 以下の費用対効果の記述は､ 筆者による要約で

ある｡

13) GAO (1988). 以下､ 注21まで､ GAO (1997)

の脚注をそのまま記載する｡

14) Saunders (l994).
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15) GAO (1994).

16) Benston, Hanweck, and Humphrey (l982).

17) Mester (1987), Shaffer (l988).

18) Saunders and Yourougou (l990), Isimbabi

(l994).

19) Mester (1987).

20) John, John, and Saunders (l994).

21) Saunders (l994).

22) U.S. Treasury (l997), pp. 96-97, 訳書, 153-

154頁. なお､ 本稿では ｢一般商業｣ を｢一般事業｣､

｢銀行密接関連業務｣ を ｢銀行業へ密接に関連す

る業務｣ としている｡

23) Mester (l992) も結合の費用対効果の分析を行

い､ 結合に反対の立場をとっている｡ その内容は

Corrigan (l99l), GAO (l997)のそれと重複点が

多いため､ 本稿では割愛する｡

24) U.S. Congress (2006), pp. 149-152､ および

高木 (2006), 79頁｡

25) GAO (2005).

26) U.S. Congress (2006) (2007) に依拠してい

る｡

27) ユタ州銀行協会でのインタビュー｡

28) 宮村 (2003), 90-92頁などを参照｡

29) 新形 (2005)｡

30) 日経金融新聞 (2007)､ １月18日｡

31) 日経金融新聞 (2007)､ ３月２日｡

32) 日経金融新聞 (2007)､ ５月１日｡

33) ウォルマートの店舗数を全米上位５行の本支店

数 (06年末) と単純に比べると､ バンクオブアメ

リカ・5,836､ JPモルガンチェイ･ 3,104､ シティ

バンク・946､ ワコビアバンク・3,189､ ウエルズ

ファーゴバンク・3,233で､ ウォルマ－トが巨大

な店舗網を抱えることがわかる｡ ILCは銀行と同

様に州際の支店新設はこれを容認する州を除き展

開できないが､ 可能性としては､ ウォルマート内

にある他銀行のインストアブランチの買収も考え

られた｡

34) 内田 (2007) を参照｡

35) 個々の取り組み具合はさまざまだが､ 地域金融

機関は地域に金融教育などを提供している場合が

多い｡ 一方で､ 金融機関だけの問題ではないが､

全米の10数％の国民は銀行口座を持っていない｡

ウォルマートの顧客に限定すると､ この比率は20

％に及ぶ｡

36) 銀行業に限らず､ 巨大資本が地域に展開する際

に､ この種の地域貢献のアピールは必ずしも珍し

いものではないことも併せて理解すべきだろう｡
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踏み込むことは稀であった*2）。90 年代に入

ると、低コストの新業態の参入と小売店間の

競争の激化を背景に、大手スーパー、大手量

販店、ディスカウントストアの実売価格が希

望小売仮価格を大幅に下回るようになった。

その結果、メーカーのリベート支払いが増大

し、メーカー側はオープン価格化と同時にリ

ベートの廃止を含む流通慣行を見直す「本格

的なオープン価格制」導入が進んだ*3）。

他方、オープン価格制と対置される取引価

格制度が伝統的な建値制である。この制度の

下では、流通チャネルの主導権を保持してい

るメーカーがまず希望小売価格を定め、それ

1 はじめに

近年、家電製品や食品、自動車用品などの

幅広い分野において、希望小売価格を提示

しないオープン価格制が広がっている*1）。

オープン価格制は既に生産が中止された製品

や、発売からかなりの時間が経過した製品を

中心に 1970 年代に始まった。当時、これら

の製品の希望小売価格と実売価格の間には大

きな乖離が生じ（二重価格問題）、その是正

を求める判断を公正取引委員会が下したこと

がオープン価格化の契機となったのである。

80 年代までは値崩れした商品のメーカー希

望小売価格を末端の段階で撤廃する「形式的

オープン価格制」が中心で、メーカー側がリ

ベートを含む流通システムの見直しにまで

63��������������������
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＊１) 選択的チャネルにおいては､ 独占的なメーカーと小売業者がそれぞれマージンを付加しようとするので､

小売価格が高騰して販売数量が減少し､ 消費者にとってはもちろん､ メーカーと小売業者の全体にとっ

ても最適ではなくなってしまうという ｢継起的独占における２重マージン問題｣ が発生する｡ このよう

な状況ではメーカー希望小売価格が上限価格規制として機能するのである｡ 小本 (2005) は希望小売価

格の他の機能として､ �製品が有する品質・価値を示すシグナルとなるという品質表示機能､ �実売
価格との対比によって安売りをアピールする販売促進機能､ �市場環境の変動に柔軟に対応するという
取引弾力化機能､ を挙げている｡

＊２) 小本 (2005) に従い､ 希望小売価格を廃止してオープン価格にするという小売りレベルでのみ実施され

るオープン価格制を ｢形式的オープン価格制｣､ リベート等の流通慣行の見直しの一環としてオープン

価格制を導入するというケースを ｢本格的オープン価格制｣ と呼ぶことにする｡

＊３) オープン価格制の進展は､ 希望小売価格の機能の低下の反映である｡ 小本 (2005) は希望小売価格の機

能低下の要因として､ �商品サイクルの短期化､ �小売業者のPB消費の普及にみられるようなストア
ロイヤルティの高まり､ �販売商品の成熟化と品質・価格情報伝達の迅速化､ �小売業界の競争激化､
を挙げている｡

をもとに希望卸売価格、出荷価格（生産者販

売価格）を設定する。希望小売価格や希望卸

売価格通りに実際に取引が行われる建値制
*4
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化された複占市場において、各系列の単一の

小売業者が Bertrand的価格競争（ブランド間

競争）を行う状況下では、成生・岡本（2006）

と同様に、生産者が小売業者からフランチャ

イズ料を徴収できない場合には建値制の方

が生産者にとっては期待利潤が高くなること

を証明している。したがって、生産者が流通

チャネルの主導権を握っている場合には建値

制が採用されるのである。しかし、流通チャ

ネルの主導権の一部が小売業者に移転するな

かで、生産者が建値制を維持しようとするな

らば、オープン価格制に移行したならば小売

業者が得られるであろう追加的利潤をリベー

トとして小売業者に補填する必要が生じる。

両論文においては、このようなリベートの支

払いを考慮に入れると、生産者にとっては必

ずしも建値制が有利とはならないことが論じ

られている*6）。

しかし、これらの先行研究では完全建値制

からオープン価格制への移行に焦点が当て

られ、より現実的な修正建値制が分析対象と

なっていない*7）。そこで本論文では、需要

に不確実性が存在する場合における修正建値

制からオープン価格制への移行条件を検討す

る。次節ではブランド間競争（チャネル間競

争）が存在しない単一チャネル（1 生産者・

1小売業者モデル）において取引価格制度の

相互比較を行い、移行条件を検討する。第 3

節では、製品差別化を前提としたブランド間

競争（チャネル環境）の状況下において取引

崩れが進行し、それが卸売り段階まで波及す

ると、小売業者と卸売業者のマージンが減少

し、メーカー側は小売業者と卸売業者のマー

ジンの減少をリベートの提供によって補填せ

ざるを得なくなる。このように、小売（卸売）

段階における実売価格と希望小売（卸売）価

格の差をリベートで補填する建値制を「修正

建値制」と呼ぶことにする*5）。

完全建値制はメーカーの意向によって流通

経路の販売価格が設定されるという点でメー

カー主導の流通システムであるが、修正建値

制はメーカー主導で市場環境の変化に事後的

に対応しようとするシステムである。「本格

的な」オープン価格制は流通経路における販

売価格の主導権を卸売業者、小売業者に委ね

たシステムであると言うことができる。

それでは建値制からオープン価格制への移

行は理論的にはどのように説明できるのであ

ろうか。成生・岡本（2006）は、生産者と小

売業者の 2社からなる単一チャネルの下で小

売業者の販売促進活動と不確実性が小売市場

での需要に影響を与える状況を設定し、建値

制とオープン価格制とを比較して、生産者が

小売業者からフランチャイズ料を徴収できな

い場合には建値制の方が生産者にとっては期

待利潤が高くなることを証明している。長谷

川・成生（2006）は、需要不確実性下の差別

を「完全建値制」と呼ぶことにする*4）。と

ころが、小売店間の競争が激化する状況下

では、特に需要の低迷期には小売り段階の値
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＊４) 完全建値制と修正建値制の概念は小本 (2005) を参照｡ 修正建値制と形式的なオープン価格制との間に

は､ 上限値としてのメーカー希望小売価格の提示の有無以外には本質的な差異は無い｡

＊５) (完全) 建値制は特約店制､ 専売店制に代表される選択的チャネルに対応する取引価格制度であり､ 修

正建値制およびオープン価格制はブランド内競争を前提とした開放的チャネルに対応する取引制度とみ

なすこともできる｡

＊６) Utaka (2003) は成生・岡本 (2006) と同様の仮定の下で､ 小売業者の販売促進活動が需要に与える影

響が大きい場合や小売業者のマージンが大きい場合にはオープン価格制へ移行することを論じている｡



れる。

max
p

E(π) = p · E(q) = p(a − βp) (2)

極大化条件により、小売価格、生産者の生産

量（販売量）、期待利潤は、

pI = a/(2β) (3)

qI = a/2 + x (4)

E(πI) = a2/(4β) (5)

となる*10）。このケースでは生産者が小売価

格を需要状態の不確実性にかかわらず一定水

準に固定するので完全建値制と同一視するこ

とができる*11）。

次に、生産者が小売業者を垂直的に分離し

てオープン価格制を導入するケースを考え

る。この場合には、小売業者は生産者の出荷

価格 rを所与として、需要状態を観察しなが

ら自己の利潤 yが最大となるように小売価格

を設定する。したがって、小売業者の意思決

定問題、

max
p
y = (p − r)q = (p − r)(a + x − βp) (6)

の 1階の条件より、小売価格と需要量（販売

量）は出荷価格の関数として以下の式で与え

られる。

p =
a + x + βr

2β

q =
a + x − βr

2

他方、需要状態を観察できない生産者は、

このような小売業者の行動を考慮に入れて自

己の期待利潤が最大となるように出荷価格 r

価格制度の相互比較を行い、移行条件を導出

する。

2 単一チャネルモデル

単純化のために、卸売業者の存在を捨象

し、財が生産者から小売業者を経て消費者へ

と流通する単一独占的なチャネルを想定し、

需要における不確実性を導入する*8）。

小売市場の需要関数を、

q = a + x − βp (1)

とする。ここで、qと pは当該財に対する需

要量と小売価格を表わし、aおよび βは正の

パラメータである。また、xは当該財の需要

の状態（不確実性）を表わす確率変数であり、

平均と分散がそれぞれ、

E(x) = 0, Var(x) = σ2

で与えられる確率分布に従うと仮定する*9）。

ただし、確率変数 xの実現値に関しては小売

業者は観察可能であるが、生産者は観察でき

ないものとする。また、単純化のために、生

産者と小売業者はともにリスク中立的で、限

界（平均）生産費をゼロと仮定する。

2.1 完全建値制とオープン価格制

まず、生産者が小売業者を垂直統合して、

需要状態を観察せずに消費者に直接的に財

を販売するケースを考える。この場合には、

生産者の意志決定基準は以下の式で与えら

れる。
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＊７) 修正建値制という概念を導入した小本 (2005) において単純化されたモデル分析が行われているが､ そ

こでは需要の不確実性の取り扱いが恣意的である｡

＊８) このような分析例としてはUtaka (2003)､ 成生・岡本 (2004)､ 小本 (2005) がある｡

＊９) 確率変数x には需要量 (生産量) が負にならないような下限値が存在すると以下では仮定されている｡

＊10) 各変数の上付きの添え字 (I) は垂直統合の均衡値を表している｡



は、事前に示された希望小売価格（および希

望出荷価格）は上限値としての役割を果たし

ていることになる。

修正建値制においては小売業者は上限とな

る希望小売価格内で実質出荷価格 rを所与と

して自己の利潤を最大にするように小売価格

を決定するから、その意志決定問題は（6）式

で表される*13）。

他方、生産者は小売業者からのリベートの

要求を介して需要の状態を間接的に観察可能

であるため、（期待利潤ではなく）利潤が最

大になるように実質出荷価格を（事後的に）

設定する。したがって、生産者の意思決定問

題は以下の式で表される。

max
r
π = rq = r · a + x − βr

2
(13)

の 1階の条件より、均衡出荷価格、

rT =
a + x
2β

(14)

が求められる。さらに均衡における小売価

格、生産量（販売量）、小売業者および生産者

の期待利潤は、

pT =
3(a + x)

4β
(15)

qT =
a + x

4
(16)

E(yT ) =
a2 + σ2

16β
(17)

E(πT ) =
a2 + σ2

8β
(18)

と計算される*14）。

2.3 建値制とオープン価格制

＊11) 垂直統合では出荷価格が小売価格と同一視されるので､ 小売業者の利潤 (マージン) はゼロとなるが､

この点は本質的な問題ではない｡ 小売業者の正常利潤は生産者の費用とみなすことができるからである｡

＊12) 各変数の上付きの添え字 (O) はオープン価格制の均衡値を表している｡

＊13) 以下のモデルは小本 (2005) モデルおける需要の不確実性の取り扱いをより一般化したものである｡

＊14) 各変数の上付きの添え字 (T) は修正建値制の均衡値を表している｡

2.2 修正建値制

修正建値制の下では、小売業者が消費者に

販売した後に、販売状況（需要状態）に応じ

てメーカーからリベートが支払われる。し

たがって、出荷段階で決められた当初の希望

出荷価格は、生産者が需要状態に関する情報

を得た後でリベート供与によって修正され

ることになる。販売後に支払われるリベート

によって修正された出荷価格を「実質出荷価

格」と呼ぶことにすれば、生産者は事後的に

は実質出荷価格を需要状態を観察しながら

設定することができるのである。この場合に

を決定する。生産者の意思決定問題、

max
r

E(π) = r · E(q) = r · a − βr
2

(7)

の 1階の条件より、均衡出荷価格、

rO = a/(2β) (8)

が求められる。さらに均衡における小売価

格、生産量（販売量）、小売業者および生産者

の期待利潤は、

pO =
3a + 2x

4β
(9)

qO =
a + 2x

4
(10)

E(yO) =
a2 + 4σ2

16β
(11)

E(πO) =
a2

8β
(12)

と計算される*12）。

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集66



すなわち、チャネル全体の期待利潤が大きい

方が選択されることになる。この条件は、

σ2 > a2/4 (19)

表 1: 単一チャネルモデルにおける小売業者、生産者、チャネル全体の期待利潤

小売業者 生産者 チャネル全体

E(y) E(π) E(y) + E(π)

完全建値制（I） 0 a2

4β
a2

4β

修正建値制（T） a2+σ2

16β
a2+σ2

8β
3(a2+σ2)

16β

オープン価格制（O） a2+4σ2

16β
a2

8β
3a2+4σ2

16β

であり、需要の不確実性が大きい場合である

と解釈することができる。

同様にして、修正建値制からオープン価格

制への移行条件を求めると以下を得る。

E(πT ) − [E(yO) − E(yT )
]
< E(πO)

⇔ E(πT ) + E(yT ) < E(πO) + E(yO)

⇔ σ2 > 0

すなわち、修正建値制の下で、小売業者側が

さらなるリベートを求めてきた場合には、需

要に不確実性が存在する限り、生産者側は

オープン価格制へ移行した方が有利であると

解釈することができる。

3 製品差別化を含むチャネル間競争
モデル

以下では、修正建値制とオープン価格制と

いう２つの流通チャネルの選択を複数生産者

2.3 建値制とオープン価格制

表 1 より、単一チャネルモデルにおいて

は、小売業者にとってはオープン価格制が最

も望ましいが、逆に生産者にとっては需要の

不確実性が極端に大きくない限り（σ2 < a2）

完全建値制が最も望ましいことがわかる*15）。

まず、完全建値制が採用されている中で、流

通チャネルの主導権の一部が生産者側から

小売業者側へ移転して、小売業者側がより高

い利潤が得られるオープン価格制への移行

を要求している状況を考える。生産者側が完

全建値制を維持しようとするならば、オープ

ン価格制に移行したならば得られる追加的

な利潤 E(yO)を小売業者に保証、補填する必

要がある。この補填額を控除すれば、生産者

側が完全建値制を維持した場合の期待利潤は

E(πI)−E(yO)となる。したがって、このよう

な状況下で生産者側がオープン価格制に移行

を認める条件は以下の通りである。

E(πI) − E(yO) < E(πO)

⇔ E(πI) < E(πO) + E(yO)
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＊15) 需要の不確実性が存在しない場合 (σ2=０) にはチャネル全体の利潤は完全建値制よりもオープン価格

制の方が小さくなる｡ これは､ 垂直的取引関係における継起的独占､ あるいは二重マージンとして知ら

れている問題である｡ また､ 修正建値制とオープン価格制を比較すると､ 小売業者にとってはオープン

価格制が望ましく､ 生産者にとっては修正建値制が望ましいことがわかる｡ したがって､ 生産者側が流

通チャネルの主導権を保持している場合には完全建値制が採用されるが､ 主導権が小売業者に移転して

いくにつれて､ 修正建値制､ オープン価格制へと移行していくことが予想される｡



段階の均衡出荷価格を求める。最後に各流通

チャネルにおける生産者と小売業者の利潤を

利得表に纏めて第１段階の流通チャネル選択

の均衡を求める。

3.1 オープン価格制

オープン価格制においては、第 i財の小売

業者は第 i財の生産者の出荷価格 ri と第 j財

の小売価格 p j を所与として、需要状態を観

察しながら自己の利潤 yi が最大となるよう

に小売価格を設定する。したがって、小売業

者の意思決定問題、

max
pi

yi = (pi − ri)qi (21)

の 1階の条件より、第 i財の小売業者の反応

関数がえられる。

pi =
a + x + ri + bp j

2
(22)

したがって、Bertrand-Nash 均衡における小

売価格と需要量（販売量）は出荷価格の関数

として以下の式で与えられる。

pi =
(2 + b)(a + x) + 2ri + br j

4 − b2
(23)

qi =
(2 + b)(a + x) − (2 − b2)ri + br j

4 − b2
(24)

他方、需要状態を観察できない生産者は、

このような小売業者の行動を考慮に入れて自

己の期待利潤が最大となるように出荷価格 ri

を決定する。生産者の意思決定問題、

max
ri

E(πi) = ri · E(qi) (25)

の 1階の条件より、出荷価格に関する反応関

数が以下のように得られる。

間の競争という視点から分析する*16）。

2生産者（i = 1, 2）が差別化された財を生

産し、それぞれが小売市場において以下の対

称的な需要曲線に直面していると仮定する。

qi = a + x − pi + bp j, (20)

(i = 1, 2, i � j)

ここで、qi と pi は第 i 財に対する需要量と

小売価格を表わし、aは正のパラメータであ

る。bは製品差別化の程度を表すパラメータ

であり、0 ≤ b < 1 を満たすと仮定される。

その値が 1に近ければ近いほど他の財と同質

的であり、ゼロに近ければ近いほど差別化の

程度が大きいと解釈される。また、前節と同

様に、x は当該財の需要の状態（不確実性）

を表わす確率変数であり、平均と分散がそれ

ぞれ、

E(x) = 0, Var(x) = σ2

で与えられる確率分布に従うと仮定する*17）。

ただし、確率変数 xの実現値に関しては小売

業者は観察可能であるが、生産者は観察でき

ないものとする。さらに、ここでも、単純化

のために、生産者と小売業者はともにリスク

中立的で、限界（平均）生産費をゼロと仮定

する。

このような状況下で、まず第１段階で各生

産者が流通チャネルを選択し、第２段階で生

産者が出荷価格を設定し、第３段階で各小売

業者が小売価格を決定するという３段階の

ゲームを想定する。そこで、まず第１段階で

選択された流通チャネルに基づいて第３段

階の均衡小売価格を求め、それに応じた第２
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＊16) 以下の分析は長谷川・成生 (2006) に修正建値制の概念を新たに導入したモデルである｡ ただし､ フラ

ンチャイズ料の徴収は非現実的であるため､ モデルから除外した｡

＊17) 前節と同様に需要量 (販売量) が負にならないように､ x には適切な下限値が存在すると仮定されてい

る｡



で表される。

max
ri

πi = ri · qi (35)

1階の条件より、出荷価格に関する反応関数

が以下のように得られる。

ri =
(2 + b)(a + x) + br j

2(2 − b2)
(36)

したがって、Bertrand-Nash 均衡における均

衡出荷価格は、

rT
i =

(2 + b)(a + x)
4 − b − 2b2

で与えられる。さらに均衡における小売価

格、生産量（販売量）、小売業者および生産者

の期待利潤は、

pT
i = 2µa + 2µx (37)

qT
i = γa + γx (38)

E(yTi ) = γ2a2 + γ2σ2 (39)

E(πT
i ) = θa2 + θσ2 (40)

6
と計算される。

3.3 非対称的なケース

第 1財のチャネルでは修正建値制、第 2財

のチャネルではオープン価格制が採用されて

いる非対称的なケースを考える。

両チャネルの小売業者の意思決定問題は、

自チャネルの出荷価格（あるいは実質出荷

価格）と他チャネルの小売価格を所与として

（21）式で表される。したがって、小売市場

の Bertrand-Nash均衡における小売価格と需

要量（販売量）は出荷価格の関数としてそれ

ぞれ（23）式と（24）式で与えられる。

他方、各チャネルの生産者の意思決定問題

は以下の式で表される*18）。

ri =
(2 + b)a + br j

2(2 − b2)

したがって、Bertrand-Nash 均衡における均

衡出荷価格は、

rO
i =

(2 + b)a
4 − b − 2b2

(26)

で与えられる。さらに均衡における小売価

格、生産量（販売量）、小売業者および生産者

の期待利潤は、

pO
i = 2µa + φx (27)

qO
i = γa + φx (28)

E(yOi ) = γ2a2 + φ2σ2　 (29)

E(πO
i ) = θa2 (30)

と計算される。ここで、

µ =
(3 − b2)

(2 − b)(4 − b − 2b2)
(31)

φ =
1

2 − b
(32)

γ =
(2 − b2)

(2 − b)(4 − b − 2b2)
(33)

θ =
2 + b

4 − b − 2b2
γ (34)

である。

3.2 修正建値制

修正建値制の下でも、小売業者の意思決定

問題は、（21）式で表される。ただし、ri は確

率変数であり、販売後に支払われるリベート

や販売促進費を考慮に入れた実質出荷価格で

ある。

他方、生産者は小売業者からのリベートの

要求を介して需要の状態を間接的に観察可能

であるため、（期待利潤ではなく）利潤が最

大になるように実質出荷価格を設定する。し

たがって、生産者の意思決定問題は以下の式
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＊18) ��は修正建値制が採用されている第１財の実質出荷価格であり､ 需要状態に依存する確率変数である｡



max
r1

π1 = r1 · q1

max
r2

E(π2) = r2 · E(q2)

1階の条件より、出荷価格に関する反応関数

が以下のように得られる。

r1 =
(2 + b)(a + x) + br2

2(2 − b2)
(41)

r2 =
(2 + b)a + b E(r1)

2(2 − b2)
(42)

これらの式を E(r1) と r2 について解けば、

Bertrand-Nash 均衡における各チャネルの出

荷価格が得られる*19）。

rTO
1 =

(2 + b)a
4 − b − 2b2

+
2 + b

2(2 − b2)
x (43)

rTO
2 =

(2 + b)a
4 − b − 2b2

(44)

さらに均衡における小売価格、生産量（販売

量）、小売業者および生産者の期待利潤は、

pTO
1 = 2µa + µx (45)

pTO
2 = 2µa + ηx (46)

qTO
1 = γa + λx (47)

qTO
2 = γa + ηx (48)

2

E(yTO
1 ) = γ2a2 + λ2σ2 (49)

E(yTO
2 ) = γ2a2 + η2σ2 (50)

E(πTO
1 ) = θa2 + δσ2 (51)

E(πTO
2 ) = θa2 (52)

と計算される。ここで、

λ =
1

2(2 − b)
(53)

η =
4 + b − 2b2

2(2 − b)(2 − b2)
(54)

δ =
2 + b

4(2 − b)(2 − b2)
(55)

である。

3.4 流通チャネル選択の均衡

以上の分析をもとに、各ケースにおける生

産者の期待利潤をまとめると表 2の利得表が

得られる。この利得表より、生産者にとって

は、他の生産者が修正建値制とオープン価格

制のいずれを選択しているかにかかわらず、

修正建値制を選択する方が有利であることが

わかる。すなわち、生産者にとって修正建値

制は支配戦略である*20）。
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＊19) 各変数の上付の添え字 (TO) は第１財の流通チャネルでは修正建値制､ 第２財の流通チャネルではオー

プン価格制が採用されている場合の均衡値を表している｡

＊20) E(π��) と E(π��
1 ) に関しては､

E(π��) － E(π��
1 ) ＝ (θ－δ)σ2

が成立し､ さらに､ 0 ≦ �＜ 1 において､
θ－δ＝

�(２+�)(－4�2－�+８)
4(２－�)(２－�2)(４－�－2�2)2

であるから､ E(π��) ＞ E(π��
1 ) であることがわかる｡

次に、小売業者の期待利潤を利得表にまと

めたのが図 3である。小売業者に関しても対

称的であるから、E(yTi )と E(yTO
2 )、E(yTO

1 )と

E(yOi )のそれぞれの大小関係を検討すればよ

い。E(yTi )と E(yTO
2 )に関しては、

E(yTO
2 ) − E(yTi ) = (η − γ)(η + γ)σ2 (56)



E(yOi ) > E(yTO
1 ) (61)

であることが分かる。したがって、小売業者

にとっては、ライバルの小売業者が修正建値

制とオープン価格制のいずれで販売活動を

していようとも、自己の流通チャネルでオー

プン価格制が採用されている方がより高い利

潤を得ることができることがわかる。すなわ

ち、小売業者にとってはオープン価格制が支

配戦略である*21）。

3.5 修正建値制からオープン価格制への移

行条件

以上で考察したように、小売業者は修正建

値制からオープン価格制へ移行することに

よってより高い利潤を得ることができるか

であり、0 � b < 1においては、

η − γ =
2b4 − 9b2 + 8

2(2 − b)(2 − b2)(4 − b − 2b2)
> 0 (57)

が成立するから、

E(yTO
2 ) > E(yTi ) (58)

であることが分かる。

また、E(yTO
1 )と E(yOi )に関しては、

E(yOi ) − E(yTO
1 ) = (φ − λ)(φ + λ)σ2 (59)

であり、0 � b < 1においては、

φ − λ = 1
2(2 − b)

> 0 (60)

が成立するから、

表 2: 流通チャネル選択の利得表

生産者 A

修正建値制 オープン価格制

生産者 B

修正建値制 (θa2 + θσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πT
i )

, θa2 + θσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πT
i )

) (θa2 + δσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πTO
1 )

, θa2
︸︷︷︸
E(πTO

2 )

)

オープン価格制 ( θa2
︸︷︷︸
E(πTO

2 )

, θa2 + δσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πTO
1 )

) ( θa2
︸︷︷︸
E(πO

i )

, θa2
︸︷︷︸
E(πO

i )

)

表 3: 流通チャネル選択の利得表

小売業者 A

修正建値制 オープン価格制

小売業者 B

修正建値制 (γ2a2 + γ2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yTi )

, γ2a2 + γ2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yTi )

) (γ2a2 + λ2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yTO

1 )

, γ2a2 + η2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yTO

2 )

)

オープン価格制 (γ2a2 + η2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yTO

2 )

, γ2a2 + λ2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yTO

1 )

) (γ2a2 + φ2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yOi )

, γ2a2 + φ2σ2

︸���������︷︷���������︸
E(yOi )

)
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＊21) 0 ≦ �＜ 1 においてはγ－λ＞０､ η－φ＞０であるから､ E(���) ＞ E(���1 )､ E(���2 ) ＞ E(���) が成立
する｡



である。この条件は、財の差別化の程度を表

すパラメータ bの値に関する条件、

0 � b < b∗, (b∗ � 0.77051) (62)

として表すことができる（図 1参照）。

次に、一方の流通チャネルでは修正建値

制、他方の流通チャネルではオープン価格制

が採用されていると仮定する。このとき、修

正建値制が採用されている流通チャネルの生

産者がオープン価格制への移行を選択する条

件は、

E(πTO
1 ) − [E(yOi ) − E(yTO

1 )
]
< E(πO

i )

⇔ E(πTO
1 ) + E(yTO

1 ) < E(πO
i ) + E(yOi )

⇔ φ2 > δ + λ2

であり、この条件は 0 � b < 1において満た

される。

ら、流通チャネルの主導権を握っている生産

者が修正建値制を維持しようとするならば、

オープン価格制に移行したならば得られる追

加的な利潤を小売業者に保証、補填する必要

がある。生産者にとって、修正建値制の利潤

からこの補填額を控除した金額がオープン価

格制のもとでの利潤より小さくなってしまう

ならば、オープン価格制への移行を選択する

はずである。

まず、どちらの財の流通チャネルにおいて

も修正建値制が採用されていると仮定する。

このとき、生産者がオープン価格制への移行

を選択する条件は、

E(πT
i ) − [E(yTO

2 ) − E(yTi )
]
< E(πTO

2 )

⇔ E(πT
i ) + E(yTi ) < E(πTO

2 ) + E(yTO
2 )

⇔ η2 > θ + γ2

図 1: η2 > θ + γ2 の条件

O 1

1

2

3

4 θ + γ2

η2

b
b∗

(0.77051)
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う追加的利潤を小売業者に保証する必要があ

る。この場合には、生産者はチャネル全体の

期待利潤がより大きいオープン価格制を選択

した方が有利なのである。

先行研究では完全建値制からオープン価

格制への移行が主題であったので、その条件

として需要の不確実性が大きいということ

が求められていたが、本論文では修正建値制

からオープン価格制への移行が検討され、そ

の条件としては「需要の不確実性が存在する

こと」という結論が得られた。不確実性が存

在すればよいのであって、必ずしも不確実性

以上の考察より、製品差別化を含むチャネ

ル間競争モデルにおいてオープン価格制が採

用される条件は、

0 � b < b∗, (b∗ � 0.77051) (63)

で与えられることになる。

4 おわりに

ブランド間競争を排除した第 2 節の単一

チャネルモデルでは、不確実性が極端に大き

くない限り、生産者が小売業者を垂直統合し

た場合に相当する完全建値制において生産者

の利潤が最も大きい。完全建値制においては

生産者がチャネル全体の利潤を独占すること

ができるからである。しかし、完全建値制で

は需要の状態にかかわらず小売価格が硬直的

であるため、不確実性が大きい場合には、完

全建値制はチャネル全体の利潤という視点か

らは望ましいものではなくなってしまう。こ

の場合には、需要の状態に応じて小売価格を

変動させる修正建値制、オープン価格制の方

が望ましい*22）。需要の不確実性の問題が深

刻化する状況下で修正建値制が採用されてい

たのは、チャネルの主導権を保持していた生

産者にとって、オープン価格制よりも期待利

潤が高かったからである。

他方、小売業者にとっては修正建値制より

が大きい必要はないのである*23）。したがっ

て、修正建値制からオープン価格制への移行

は、チャネルの主導権が次第に生産者から小

売業者へ移行していくなかで、小売業者から

のリベート要求が生産者にとっては重い負担

となってきたからであると推測できる。

次に第 3 節では、チャネル間で差別化さ

れた製品に関する価格競争が行われる場合の

修正建値制からオープン価格制への移行条件

が検討された。このモデルにおいても、小売

業者にとってはオープン価格制の方が期待利

潤が大きいが、生産者にとっては常に修正建

値制の方が期待利潤が大きいため、生産者が

チャネルの主導権を保持している限り、修正

建値制が採用されるという結論が得られた。

また、両チャネルで生産される財の同質性

が高くない限り、チャネル全体の期待利潤は

オープン価格制の方がより大きいため、生産

者は修正建値制を維持するために小売業者に

オープン価格制に移行したならば得られるで

あろう追加的利潤を保証するよりも、オープ

もオープン価格制の方が期待利潤が大きい。

したがって、生産者が小売業者の同意を得て

修正建値制を維持しようとするならば、オー

プン価格制に移行したならば得られるであろ
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＊22) 需要の不確実性下においてチャネル全体の利潤を最大にする小売価格はmax π = �－ �の極大化条件
より､ �= (���)/(2β) と求められる｡ 修正建値制およびオープン価格制の下での小売価格がこの水準
よりも高いのは２重マージン問題が発生しているからである｡

＊23) 需要の不確実性が大きい場合に対する対処は､ 完全建値制から修正建値制への移行によってすでに完了

していると解釈できる｡



補論：完全建値制を含むチャネル間
競争モデル

以下では、第 3節の製品差別化を含むチャ

ネル間競争モデルでは明示的に扱わなかった

ケース、すなわち、少なくとも一方のチャネ

ルにおいて生産者が小売業者を垂直統合して

完全建値制が採用されている場合の均衡状態

における期待利潤を導出する。

まず、両チャネルの生産者が小売業者を垂

直統合して、需要状態を観察せずに消費者に

直接的に財を販売する場合を考える。この場

合には第 i財の生産者は第 j財の小売価格を

所与として期待利潤を最大化しようとする。

max
pi

E(πi) = pi · E(qi) (64)

上式の極大化条件により、以下の反応関数が

あろう追加的利潤を保証するよりも、オープ

ン価格制への移行を選択するという結論が得

られた。ここでも、オープン価格制への移行

条件に不確実性の大きさは含まれていない。

チャネル間競争モデルでは、財の同質性が

高い b > b∗ 場合にはチャネル全体の期待利

潤がオープン価格制よりも修正建値制の方

が大きいため、生産者はオープン価格制への

移行を選択しないという結論が得られてい

る*24）。この結論は、例えば家電製品等では

差別化が困難な低価格品からオープン価格制

が導入された事実と一見矛盾するように思わ

れる。しかし、低価格品ほど大手量販店を中

心に小売価格の値崩れが常態化し、生産者に

よる補填的なリベート支払いが増加し、その

リベートがさらなる値引きの原資となってい

たことを考慮すれば、修正建値制におけるリ

ベートの大きさがオープン価格制に移行した

ならば小売業者が得られるであろう追加的利

潤を超過していたと推測することもできる。

本稿の修正建値モデルで導入されたリベー

トは需要の不確実性に事後的に対処するこ

とを目的としたものである。実際には仕入・

販売促進等を含む多種多様な目的を持ったリ

ベートが存在している*25）。オープン価格制

への移行は生産者によるリベート支払いの増

大に起因するという本稿の結論が妥当なもの

であるか否かを確認するためには、さらに多

種多様なリベートを変数として含むモデル分

析を行う必要がある。この点に関しては今後

の課題としたい。

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集74

＊24) パラメータ�の値が１に近いほど両チャネルの財が同質的であり､ �の値がゼロに近いほど差別化の程
度が大きいことを意味している｡ 最も差別化の程度が高い�=０ケースは第２節のモデルと同一である｡

＊25) 根本 (2004) は､ 卸業者向け補完的価格制度 (リベート) として､ マージン・コストを補填する販売手

数料､ 仕入・販売を促進する販売代理機能リベート､ 取引コスト削減割引等を挙げている｡ 小売業向け

には量販店向けリベートが卸売業に対するものと同様に制度化されているが､ その他の一般小売店に対

するリベートは支払額も大きくなく､ 問題になる度合いも低いとしている｡

得られる。

pi =
a + bp j

2
, (i = 1, 2, i � j) (65)

したがって、Bertrand-Nash 均衡における小

売価格、生産者の生産量（販売量）、期待利

潤は、

pI
i = φa (66)

qI
i = φa + x (67)

E(πI
i ) = φ

2a2 (68)

となる。

次に、第 1 財のチャネルでは完全建値制、

第 2財のチャネルではオープン価格制が採用

されている非対称的なケースを考える。完全



建値制を採用している第 1財の生産者は、需

要状態を観察できないので、第 2財の小売価

格を所与として自らの期待利潤を最大化しよ

うとする。したがって、その意思決定問題、

max
p1

E(π1) = p1 · E(q1)

= p1
[
a − p1 + b E(p2)

] (69)

1の 1階の条件より、第 1財の生産者の反応関

数が以下のように得られる*26）。

p1 =
a + b E(p2)

2
　 (70)

他方、オープン価格制が採用されている第

2財の小売業者の意思決定問題は、自チャネ

ルの出荷価格と他チャネルの小売価格を所

与として（21）式で表される。したがって、

第 2財の小売業者の反応関数は以下の通りで

ある。

p2 =
a + x + r2 + bp1

2
(71)

E(p2) =
a + r2 + bp1

2
(72)

したがって、均衡における小売価格は第 2

財の出荷価格の関数として以下のように表さ

の 1階の条件より、

rIO
2 =

(2 + b)a
2(2 − b2)

(76)

と求められる。さらに均衡における小売価

格、生産量（販売量）、小売業者および生産者

の期待利潤は以下のように計算される。

pIO
1 = ηa (77)

pIO
2 = µa +

x
2

(78)

qIO
1 = ηa (79)

qIO
2 = λa +

x
2

(80)

E(πIO
1 ) = η2a2 (81)

E(yIO
2 ) = λ2a2 +

σ2

4
(82)

E(πIO
2 ) = δa2 (83)

最後に、第 1 財のチャネルでは完全建値

制、第 2 財のチャネルでは修正建値制が採

用されている非対称的なケースを考える。完

全建値制を採用している第 1 財の生産者の

反応関数は前節と同様に（70）式で与えられ

る。他方、修正建値制が採用されている第 2

財の小売業者の意思決定問題は、自チャネル

の実質出荷価格と他チャネルの小売価格を所

与として（21）式で表される。したがって、

第 2財の小売業者の反応関数は以下の通りで

ある。

p2 =
a + x + r2 + bp1

2
(84)

E(p2) =
a + E(r2) + bp1

2
(85)

＊26) ここで､ 完全建値制を採用している第１財の小売価格は需要の状態に影響を受けないが､ オープン価格

制を採用している第２財の小売価格は需要の状態に影響を受ける確率変数であることに注意する｡

れる。

p1 =
(2 + b)a + br2

4 − b2
(73)

p2 =
2(2 − b)a + (4 − b2)x + 4r2

2(4 − b2)
(74)

オープン価格制を採用している第 2財の生産

者はこのような小売価格の決定過程を考慮に

入れながら自らの利潤を最大化するように出

荷価格を設定する。したがって、均衡におけ

る第 2財の出荷価格は、

max
r2

E(π2) = r2 · E(q2) (75)
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したがって、均衡における小売価格は第 2財

の実質出荷価格（およびその期待値）の関数

として以下のように表される。

p1 =
a

2 − b
+

b E(r2)
4 − b2

(86)

2



16

E(πIT
2 ) = 2ψ2a2 +

σ2

8
(95)

ここで、

ψ =
2 + b

8 − 3b2
(96)

ε =
4 + 3b
8 − 3b2

(97)

である。

0 � b < 1において、

φ2 > δ (98)

φ2 > 2ψ2 (99)

2 が成立する。さらに、

0 � b < 0.93091 =⇒ η2 > θ (100)

0 � b < 0.70781 =⇒ φ2 > θ (101)

0 � b < 0.92593 =⇒ ε2 > θ (102)

である*27）。

以上の結果より、不確実性が存在しない場

合においても生産者の流通チャネル選択にお

いて完全建値制が支配戦略であるとは限らな

2 4

p2 =
a

2 − b
+

x
2
+

r2

2
+

b2 E(r2)
2(4 − b2)

(87)

修正建値制を採用している第 2 財の生産者

はこのような小売価格の決定過程を考慮に入

れ、（自ら決定する実質出荷価格の期待値を

所与として）自らの利潤を最大化するように

実質出荷価格を設定する。したがって、均衡

における第 2財の出荷価格は、

rIT
2 =

2(2 + b)a
8 − 3b2

+
x
2

(88)

と求められる。さらに均衡における小売業者

および生産者の期待利潤は以下のように計算

される。

pIT
1 = εa (89)

pIT
2 = 3ψa +

3x
4

(90)

qIT
1 = εa +

(4 + 3b)x
4

(91)

qIT
2 = εa +

x
4

(92)

E(πIT
1 ) = ε2a2 (93)

E(yIT
2 ) = ψ2a2 +

σ2

16
(94)

2
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＊27) (100) 式と (101) 式については長谷川・成生 (2006) 参照｡ (102) 式に関しては図２を参照｡

表 4: 流通チャネル選択の利得表

生産者 A

完全建値制 修正建値制 オープン価格制

生産者 B

完全建値制 ( φ2a2

︸︷︷︸
E(πI

i )

, φ2a2

︸︷︷︸
E(πI

i )

) ( ε2a2
︸︷︷︸
E(πIT

1 )

, 2ψ2a2 + σ2/8
︸�����������︷︷�����������︸

E(πIT
2 )

) ( η2a2

︸︷︷︸
E(πIO

1 )

, δa2
︸︷︷︸
E(πIO

2 )

)

修正建値制 (2ψ2a2 + σ2/8
︸�����������︷︷�����������︸

E(πIT
2 )

, ε2a2
︸︷︷︸
E(πIT

1 )

) (θa2 + θσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πT
i )

, θa2 + θσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πT
i )

) (θa2 + δσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πTO
1 )

, θa2
︸︷︷︸
E(πTO

2 )

)

オープン価格制 ( δa2
︸︷︷︸
E(πIO

2 )

, η2a2

︸︷︷︸
E(πIO

1 )

) ( θa2
︸︷︷︸
E(πTO

2 )

, θa2 + δσ2
︸�����︷︷�����︸

E(πTO
1 )

) ( θa2
︸︷︷︸
E(πO

i )

, θa2
︸︷︷︸
E(πO

i )

)



図 2: ε2 > θの条件

O 1

1

2

3
θ

ε2

b
b∗∗

(0.92593)

いこと、需要の不確実性が大きく財の同質性

が高い場合には修正建値制が生産者にとって

は最も望ましくなる可能性があることが示唆

されている（表 4参照）。
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Ⅰ はじめに

Ⅱ １つの思考実験とKauffmanのＮＫブー

ル型ネットワーク･モデル

Ⅲ 人間の合理性と秩序の起源

(以上､ 本号)

Ⅳ 思考実験の意味と ｢偏り
バイアス

｣ の基礎にあ

るもの

Ⅴ Ｋ＝２と市場の意味

Ⅵ おわりに� はじめに

人間の社会経済システムは､ 非常に多数の

構成要素 (主体) の相互作用からなる複雑な

システムである｡ このようなシステムを特徴

付けるものは ｢部分と全体の相補的関係(1)｣

である｡ すなわち､ 個々の要素の局所的な相

互作用が全体としてのパターンを創り出し､

その全体的パターンが個々の要素の役割を動

的に規定するという関係である(2)｡ Arthur

(1999) から引用しておこう｡

すべての複雑性研究に共通するものは多

数の要素からなるシステムであり､ これら

の要素は､ それらが作り上げるパターンに

適応し､ あるいは反応している｡ これらの

要素はセル・オートマトンのセルかもしれ

ないし､ スピングラスのイオンかもしれな

い､ あるいは免疫システムにおける細胞か

もしれない｡ それらは､ 近隣のセルの状態

に､ 局所的な磁気モーメントに､ あるいは

B細胞とT細胞の濃度に反応する “要

素”とそれらの反応する“パターン”は文

脈ごとに異なっている｡ しかし､ 要素は､

それらが共同して作り上げる世界 集計

的パターン に対して適応する(3)｡

なお､ 自然界においてこのようなシステム

に生ずる秩序の典型は､ 生命系に見られる秩

序である｡

このようなシステムに生ずる秩序の起源は

何に求めることができるだろうか｡

多数の要素の局所的相互作用から成るシス

テムの数学モデルとしてはセル・オートマト

ンがある｡ Wolfram (1984a, 1984b) はセル・

オートマトンの振舞いについて4つのクラス

を同定した｡ すなわち､ クラスⅠ:一様状態､

クラスⅡ:周期パターン､ クラスⅢ:カオス的

非周期パターン､ およびクラスⅣ:複雑な局

所構造から成るパターンである｡ これに対し

て､ Langton (1990, 1991) は後述するＰと

定性的に類似のパラメータλを用いて､ パラ

メータ空間上で秩序領域 (Wolframのクラ

スⅠ､ クラスⅡ) と無秩序領域 (クラスⅢ)

の間に相転移の生ずること､ そして､

WolframのクラスⅣはこの相転移点の近傍

に位置し､ そこにおいて最も複雑な振舞いの

見出されることを示している｡

ところで､ 一般にセル･オートマトンでは

個々のセルは近隣のセルと相互作用し､ かつ､

その相互作用のルールはすべてのセルに共通

79��������������������������������������������������������
Socio-economic System as a Complex System and Its Order (1) :
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とされる (この共通ルールが１つのセル･オー

トマトンを定義する)｡ しかし､ 生命系のよ

うな複雑なシステムを考えるとき､ 個々の要

素は同一という訳ではない｡ 例えば遺伝子調

節機構を考えれば､ 人間の場合であれば約３

万の異なった遺伝子がシステムを構成する｡

そこでは当然に､ 個々の遺伝子ごとに異なっ

た反応ルールを持つ｡ 加えて､ 遺伝子間の相

互作用は近隣のものに限られるという訳では

ないし､ 遺伝子AがBの発現に影響を及ぼす

ときに､ BもAに影響を及ぼすとは限らない｡

こうして､ 生命系のモデルは構成要素の多

様性・異質性を認めたモデルでなければなら

ない｡ そして､ この点は､ 人間の社会経済シ

ステムについても全く同様である｡

経済学は長く人間の社会経済システムを平

衡系として説こうとしてきた｡ しかし､ 現実

の社会経済システムは非平衡開放系である(4)｡

自然界において非平衡開放系に自己組織化し

た秩序の典型は､ 生命系に見られる秩序であ

る｡ 本稿では､ 生命系に範を求めたとき､ 人

間の社会経済システムにおける秩序について

何が言えるのか､ KauffmanのNKブール型

ネットワーク・モデル(5) を援用してその含意

を検討してみたい｡� １つの思考実験とKauffmanのNKブール

型ネットワーク･モデル

人間の社会経済システムに生ずる秩序を考

える出発点として､ 次のような思考実験を考

えてみよう(6)｡ いま､ 人と人との抽象的な社

会関係を考える｡ 原始社会のバンドの規模は

30-100人位だと言われている｡ もっとはるか

に大きな人数で考えても良いのだが､ とりあ

えずその程度の数の諸個人の集まったシステ

ムを念頭に置く｡ ここで､ そこに集まった諸

個人は共通の過去を持たず､ 人と人との関係

についてそれぞれに独自の行動ルールを持つ､

制度自由な個人であったとするならば､ この

システムはどのように振舞うだろうか｡ なお､

ここで制度自由とは､ 各人に内面化されたも

のであれ､ 外的なサンクションによるもので

あれ､ 人と人との相互作用において社会的に

共有される行動ルールを持たないという意で

ある｡

明らかとなるように､ このシステムはカオ

ス的な振舞いを示す｡ そして､ そこから出発

して､ システムに秩序が形成されるための条

件を問うという思考実験である｡

システムはN人から成るものとする｡ 具体

的な文脈に依存しない抽象度で考えるため､

各個人の採りうる行動を０と１の記号で表す

こととする｡ そして､ 各個人の採りうる行動

(状態) はこの２つに限られると仮定しよう｡

人と人との関係には多くの次元があり､ かつ､

可能な選択肢は多様でありうる｡ しかし､ そ

の多次元性､ 多様性のすべてを同時にモデル

化することは不可能である｡ そこで､ 基本的

な論点を明示するため､ このような簡単化の

仮定をおく｡

いま､ ランダムに２人を取り出して両者間

に相互作用をさせてみる｡ このとき､ 個人A

について見れば､ Bの採る行動が０であれ１

であれ関わりなく自分は０という反応､ 逆に

Bの行動に関わりなく１という反応､ Bが０

であれば自分も０､ Bが１であれば自分も１

という反応､ そして､ Bが０であれば自分は

１､ Bが１であれば自分は０という反応とい

う４通りの反応 (行動) ルールがある｡ これ

はBについても同様である｡ このとき､ それ

ぞれに独自の行動ルールを持つ制度自由な個

人ということは､ 自分の行動に対して相手が

どう反応するか全く分からないということを

意味している｡

人と人との関係は２者間に限られる訳では

ない｡ ３者間の相互作用を考えれば､ 個人A

はBとCの行動を見て自分の行動を決める｡

BとCについても同様である｡ このとき､ 各
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個人に可能な反応は表１のブール関数で示す

ことができる｡ いまCの立場で考えたとき､

他者A､ Bの採りうる行動の組合せは表の左

２列に示されるように４通りである｡ この４

通りの組合せに対して､ 例えばF１のAND関

数は､ A､ Bともに１のときのみ自分も１を

選択するという行動ルールを示している｡ ま

たF３のA関数は､ CはBがどう行動しようと

Aと同じ行動を選択するという行動ルールを

示している｡ 更に､ F７のOR関数は､ 少なく

ともA､ Bどちらか一方が１のとき､ 自分も

１を選択するという行動ルールを示している｡

ここでは､ このようなルールは16通り存在し

ている｡

そして､ 各人が人と人との関係について独

自の行動ルールを持つということは､ A､ B､

CそれぞれはF０からF15までのどれか１つのブー

ル関数を行動原理としている､ しかし､ ３者

はそれぞれ独自のルールに従っており､ ルー

ル間に必ずしも ｢相関｣ はない､ ということ

を意味している(7)｡

さて､ 相互作用が繰り返されるとき､ この

システムはN＝２のとき単純である｡ 両者の

行動は速やかに定常状態に落ち着くか､ 短周

期のサイクルを繰り返す｡ N＝３のときもま

だまだ単純である｡ しかし､ N＝20ともなれ

ばすでに十分に複雑である｡

こ の ようなシステムの振舞いは ､

Kauffman (1993) がNKブール型ネットワー

ク･モデルによって検討したところである｡

KauffmanのNKブール型ネットワーク･モ

デルは､ 個体発生における受精卵の細胞分化

を､ 遺伝子ネットワークに創発する自生的秩

序として説くモデルである｡ その意味では､

これは､ 直接には遺伝子調節機構のモデル化

である｡ しかし､ これは､ 彼自身が述べるよ

うに､ 極めて一般性の高いモデルである｡ す

なわち､ 非常に多数の要素間の相互作用が論

理スイッチングで理想化できるようなシステ

ムの振舞いを説く､ 一般的なモデルであ

る(8) (9)｡

遺伝子ネットワークの場合であれば､ これ

は､ ある遺伝子の発現によって生成される蛋

白質が他の遺伝子の発現を誘発する､ あるい

は抑制するという相互作用によって構成され

ている｡ これは､ しばしば ｢遺伝子のスイッ

チのオン・オフ｣ と表現されるように､ 論理

スイッチングによって理想化できるシステム

である｡ しかし､ このネットワークにおいて､

１つの遺伝子の発現に複数の遺伝子が関与し

ており､ あるものはその発現を促し､ あるも

のはそれを抑制する｡ そして､ この発現を誘

発する／抑制する遺伝子の発現自体が他の複

数の遺伝子によって調節されているという複

雑なシステムである｡

Kauffmanがこのモデルで問うたことは､

このような複雑な相互作用から成るシステム

に秩序が自己組織化するための条件であり､

かつ､ その秩序が進化可能であるための条件

である(10)｡

モデルの詳細に立ち入る前に､ カウフマン

(1999) の刺激的な文章を引用しておこう｡

秩序はネットワークの集団的なダイナミ
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A B F０ F１ F２ F３ F４ F５ F６ F７ F８ F９ F10 F11 F12 F13 F14 F15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

表１ ブール関数 (K＝２)



クス-----から､ 何とかして自発的に生まれ

なければならない｡ ----- 驚くほど簡単な

ルールや制限が存在しさえすれば､ 思いが

けない秩序､ 深遠な動的秩序が自発的に創

発することが保証される(11)｡

以下に､ このモデルを一般的な形で述べて

おこう｡

いま､ N個の要素の相互作用から成るシス

テムを考える｡ 各要素は０と１の２つの状態

を採りうるものとする (遺伝子ネットワーク

であれば非発現と発現)｡ １つの要素につき

２つの状態であるから､ システムを構成する

各要素の採りうる状態の可能な組合せは2Ｎ通

りとなる｡ このとき､ システムの状態は2Ｎ個

から成る状態空間上の点で示される｡ なお､

この状態空間は､ N＝100ですでに2100＝1030と

超天文学的な大きさとなる｡

このシステムにおいて､ 個々の要素はラン

ダムに選ばれたK個の他の要素の作用を受け

るものとする｡ 遺伝子ネットワークであれば､

各遺伝子の発現･非発現は､ それに影響を及

ぼすK個の遺伝子が発現・非発現の状態のど

のような組合せにあるかによって決まること

となる｡ こうして､ ある１つの要素の状態が

０であるか１であるかは､ K個の要素の０と

１との組合せによって決まることとなるから､

この関係はブール関数で示すことができる｡

なお､ ブール関数は２の2Ｋ乗個ある(12)｡

モデルの目的は､ このようなシステムの振

舞いの一般的な性質を明らかとするところに

あることから､ N個の要素のそれぞれに２の

2Ｋ乗個のブール関数からランダムに１つを選

んで割り当てることとする｡ なお､ ブール関

数をランダムに割り当てるということは､ 先

の思考実験に即して言えば､ 各個人が独自の

行動ルールを持つことに対応する｡

モデルは､ NとKおよびブール関数の偏り
バイアス

を示す指標 (後述) をパラメータとする離散

力学系である｡ システムの状態間の遷移につ

いて各要素間の同期化を仮定する｡ このとき､

各要素のt+1期の状態は､ t期におけるK個の

要素の状態の組合せと割り当てられたブール

関数によって決まることとなる｡

このシステムの時間発展を考えたとき､ シ

ステムの状態数2Ｎは有限であるので､ システ

ムは遅かれ早かれすでに経過した状態のどれ

かに再び遭遇することとなる｡ そして､ それ

以降はその状態サイクルを繰り返すこととな

る｡ このサイクルの長さ (１サイクル上の状

態数) は､ １ (定常状態) から2Ｎ (状態空間

の全体を隈無く経過する) までの範囲をとり

うる｡

この状態サイクルをKauffmanはアトラク

ターと呼んでおり､ 本稿もそれに従う｡ それ

ぞれのアトラクターは状態空間上にベイスン

(引き込み領域) を持っており､ システムは

与えられた初期状態に応じてどれか１つのア

トラクターに引き込まれることとなる｡ 但し､

後述のように､ ここで言うアトラクターには

摂動に対する安定性という意は含まれていな

い｡

Kauffmanがこのモデルで行っていること

は､ パラメータ値を同一に揃えたシステムの

集 団
アンサンブル

を考え､ 集 団
アンサンブル

に属する多数のシステ

ムの振舞いについて数値シミュレーションを

行い､ それによって､ 集 団
アンサンブル

に生ずる平均的

な構造的特性・振舞いの特性を調べるという

ものである｡

この含意を遺伝子調節機構の例で述べれば､

調節機構の膨大な相互作用のうちで具体的な

発現／抑制の機構の明らかとされているもの

はごく僅かであり､ 典型的には遺伝子調節機

構の詳細について我々は無知である｡ また､

仮に個々の遺伝子の発現／抑制機構を特定で

きたとしても､ N (遺伝子数) の大きさと､

入り組んだ相互作用の複雑さを考えれば､ そ

れらを列挙して記述したところでシステムに

巨視的秩序を生ずる原理を明らかとすること

はできないであろう｡ これに対して､ ここで
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行われていることは､ ブール型ネットワ－ク

によってモデル化されるクラスのシステムに

ついて､ 具体的な相互作用の詳細に依存する

ことなく､ パラメータの値域に応じたシステ

ムの巨視的振舞いの定性的な特性を明らかに

しようというものであり､ そのことによって､

このようなシステムに秩序を生ずる構成要件

を探ろうというものである(13)｡

さて､ ブール型ネットワークは３つの領域

を示す｡ すなわち､ 秩序領域､ カオス領域お

よび複雑領域 (“カオスの縁”) である｡ 研

究の主要な結論は､ Ｋを制御パラメータとし

て表２に示される｡

先のカウフマン (1999) からの引用に即し

て言えば､ ここでの中心的な結論は､ K＝N

から始めてKの値を減少させていったとき､

K＝２でカオスから秩序への相転移が生ずる

という点にある｡ K＞２のときシステムはカ

オス的に振舞い､ K＝２においてシステムに

秩序が創発する｡ 同様のことは､ 後述のパラ

メータPについても言える｡ Kの値に応じて

臨界値Pcが存在し､ P＜PＣのときシステムは

カオス領域にある｡ P＞PＣのシステムは秩序

領域にある｡ そして､ 相転移点P＝PＣにおい

てシステムは“カオスの縁”にある｡

具体的に見てみよう｡ まず､ K＝Nの場合

について｡ このとき､ システムは､ ランダム

に割り振られたブール関数に従ってすべての

要素がすべての要素と相互作用するという､

最も入り組んだものとなる｡

このとき､ 状態サイクルの長さの中位値は

2Ｎ/2のオーダーとなる｡ これをN＝200のあま

り大きくないシステムで考えたときでも､ こ

の長さは2100＝1030と途方もない数となる｡ 仮

に状態間の遷移に要する時間を１マイクロ秒

(10－6秒) としても､ このサイクルを１巡す

るのに1024秒を要する｡ これは宇宙の年齢の1

00万倍の時間である｡ このとき､ システムが

アトラクター上にあるといっても､ その振舞

いは本質的に予測不可能となる｡ システムは

状態サイクルに示される規則に従って振舞っ

ていても､ その規則性を確認することはでき

ない｡

表 ２ は ､ 更 に ､ K＝N の 場 合 に は

恒 常 的
ホメオスタティック

な安定性は低く､ かつ､ 摂動後の

サイクル間の到達性の高いことを示している｡

ここで ｢恒 常 的
ホメオスタティック

な安定性｣ とは ｢最小の

摂動に対する安定性｣ として言及されている

ものであり､ 状態サイクル上において､ N個

の要素のうちの任意の１つの要素の状態を反

転させたとき､ システムが元の状態サイクル

に復帰する性質を持つことを言う (連続力学

系における漸近安定性に対応)｡ また､ ｢摂動

後のサイクル間の到達性｣ とは､ 上の摂動に
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(注) １. 状態サイクル長は状態サイクル上の状態数の中位値｡
２. PＫはＫ個のインプットをもつブール関数全体の平均内的同質性｡
３. 恒常的安定性は最小摂動に対して元のサイクルへ戻る性質｡
４. 到達性は最小摂動によって到達しうる他の状態サイクル数｡

(出所) Kauffman (1993) 5.1表及び本文より作成｡

表２ 異なるＫの値によるランダム･ブール型ネットワークの性質

状態サイクルの
長さ

状態サイクル・
アトラクター数 恒常的安定性 摂動後のサイク

ル間の到達性

Ｋ＝Ｎ 0.5×2Ｎ/2 N/e 低 高

Ｋ≧５ 0.5×BN

Ｂ= PＫ－1/2
Ｎの線形 低 高

Ｋ＝２ N1/2 N1/2 高 低



よって他の状態サイクルのベイスンに入り込

む場合､ １つの状態サイクルからいくつの状

態サイクルへの移行が可能かを示すものであ

る｡ これが低いということは､ 状態空間が大

きなベイスンによって区分けされていること

を意味しており､ これが高いということは､

状態空間が迷宮のように絡み合ったベイスン

によって組み立てられていることを意味して

いる｡

したがって､ K＝Nにおいて恒 常 的
ホメオスタティック

安

定性が低いということは､ 僅か１つの要素の

状態が反転したとき､ その変化がシステム内

に雪崩のように波及して､ システムが他の状

態サイクルに落ち込むことを意味している｡

また､ 到達性が高いということは､ K＝Nに

おいてN/e個ある状態サイクルのうちの１つ

から､ 最小の摂動によって他のすべての状態

サイクルへ移行可能であることを意味してい

る｡ このとき､ 僅かな摂動によって､ システ

ムが何処へ移行することとなるかも予測不可

能となる｡

Kauffmanは､ このようなNの増大ととも

にサイクルの長さが指数関数的に増大するア

トラクターをカオス的と呼び､ 恒 常 的
ホメオスタティック

安

定性が低く､ 摂動後のサイクル間の到達性の

高いことを初期条件への敏感な依存性と呼ん

でいる｡ 但し､ これは､ 連続力学系において

生ずるカオスとは異なったものである｡ 例え

ば､ デバニー (1997) は次のようなカオス力

学系の定義を与えている｡

定義 力学系Ｆは以下の条件を満たすとき

カオス的である｡

１. Ｆの周期点は稠密である｡

２. Ｆは推移的である｡

３. Ｆは初期条件に敏感に依存す

る(14)｡

離散力学系であり､ 状態数が有限であるこ

のシステムには､ このように定義されたカオ

スは生じない｡ しかし､ Ｋ＝Ｎのシステムは

上に見てきた意味で無秩序である｡ そして､

Kauffmanの述べる意味でカオス領域にある｡

ところで､ 本稿の問題意識から重要となる

点は､ Ｋ≧５においてシステムはＫ＝Ｎと定

性的に同様なカオス領域にあることである｡

Ｋ＝５のとき､ 表２中のＢは1.3246となり､

Ｎ＝200でサイクル長は1024のオーダーとなる｡

先と同様に状態間の遷移に要する時間を仮に

１マイクロ秒としても､ このサイクルを1巡

するのに宇宙の年齢と同程度の時間を要する

こととなる｡ また､ 恒 常 的
ホメオスタティック

安定性は低く､

サイクル間の到達性は高い｡ こうして､ この

システムの振舞いもまた予測不可能となる｡

加えて､ 数値シミュレーションは､ Ｋ＝３､

Ｋ＝４も同様のカオス領域にあることを示し

ている｡

さて､ このようなカオス領域から出発して

Ｋの値を小さくしていったとき､ ｢秩序はＫ＝

２のネットワークにおいて突然に生じ､ われ

われを驚かせる(15) ｣ ｡ Ｋ＝２についての

Kauffmanの数値シミュレーションの主な結

果は次のようなものである｡

１つに､ 状態サイクルの長さの中位値はお

よそＮ1/2である｡ これは､ 先のＮ＝200のケー

スであれば14個の状態からなるサイクルであ

る｡ Ｎ＝200のとき状態空間の大きさは2200

＝1060とすでに途方もない大きさとなってい

るが､ Ｋ＝２に生ずるアトラクターは､ これ

を僅か14個程度の状態からなる極く小さな空

間に縮約する｡ つまり､ Ｋ＝２のとき､ シス

テムは縮約された小空間内で規則的に振舞う

自生的秩序の生成｡

２つに､ 状態サイクル・アトラクターの数

もおよそＮ1/2である｡ ３つに､ 状態サイクル

上の各状態について､ それぞれの要素に最小

の摂動を加えたとき､ 80-90％の場合にシス

テムは元のサイクルへ復帰する｡ したがって､

システムは任意の初期状態から出発してＮ1/2

個のアトラクターのどれか１つに落ち着いた
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後､ ほとんどの場合､ 安定的にそこに留まる｡

４つに､ 上の摂動によって他の状態サイク

ルへの移行が生ずる場合も､ 多くの場合､ 同

一の他のアトラクターへの移行となる｡ した

がって､ 摂動によって他のアトラクターへの

移行が生ずる場合も､ カオス領域とは異なり､

限られた範囲への移行となる｡

５つに､ Ｎ個の要素のうち大きな割合 (70

％以上) を占める部分は､ アトラクター上に

おいてその状態は０か１に固定され､ サイク

ルは残りの部分の要素の０と１の転換によっ

て形成される｡ ６つに､ システムから１つの

要素を取り去ったり､ １つの要素のブール関

数を変えたりしても､ 典型的にはアトラクター

には僅かな変化しか生じない｡

ここでの結論をKauffman自身の言葉で記

しておこう｡

秩序の構成要件について----- ｡ 注意深

い構成は必要ではない｡ 念入りな作業は必

要ではない｡ われわれが必要とするのは､

相互作用しあう要素のきわめて複雑な織物

内の結合､ これがまばらであることだけな

のである(16)｡

まばらに結合したネットワークは､ 本質

的な秩序を示す｡ 密に結合しているネット

ワークはカオスへと向かう(17)｡

では､ このとき秩序を生ずる原理は何であ

ろうか｡

Kauffmanは異なる３つの原理を提示して

いる｡ このうち１つは､ Ｋ=２という点のみ

に関わっている｡ 他の２つはブール関数の

偏り
バイアス

に関わるものである｡ ここでは､ Ｋ＝２

に生ずる秩序の内部構造を見ることによって､

ブール関数の偏り
バイアス

に関わる原理を述べておこ

う｡

まず､ Kauffmanの議論を視覚化するため

に各要素を点 (node) として､ Ｎ個の要素

それぞれにＫ個の要素から線 (edge) を引

き､ システム全体の ｢配線図｣ を描いてみる｡

あるいは､ より簡単化して､ 各要素を２次元

(あるいは３次元) 格子上の格子点として､

隣接のＫ個の要素から作用を受けるシステム

を考える｡

Ｋ＝２の秩序状態にあるとき､ システム上

には､ それぞれ０または１に ｢凍結｣ した要

素の ｢連結した巨大なクラスター｣ が形成さ

れ､ これがシステム全体に浸透することによっ

て､ ０と１の間で ｢点滅する島々｣ を隔離す

る｡ このとき､ システムに加わった摂動は､

｢点滅する島々｣ の内部を伝わることはでき

るが､ ｢凍結した壁｣ を越えてシステムの全

体へ波及することはできない (正確に言えば､

80-90％の場合できない)｡ このことが､ シス

テムが恒 常 的
ホメオスタティック

安定性を示すことの理由で

あり､ 初期条件への敏感な依存性の欠けるこ

との理由である｡

これに対して､ カオス領域においては､ 逆

に､ ｢点滅｣ する要素の ｢連結した巨大なク

ラスター｣ がシステムの全体へ浸透し､ ｢凍

結した島々｣ を隔離することとなる｡ このと

き､ 小さな摂動がシステム全体へ波及するこ

とによって､ システムの振舞いを大きく変え

ることとなる｡

Kauffman (1993) から引用しておこう｡

浸透する凍結した核によって機能的に隔

離された島々の形成は､ ブール型ネットワー

クに秩序を生ずる十分条件となる｡ 逆に､

凍結した核が浸透して機能的に隔離された

島々を形成することがなければ､ それはカ

オスの十分条件となる｡ 凍結した核が丁度

浸透しつつあり､ そしてより重要なことに､

凍結していない地 域
リージョン

が丁度凍結していな

い島々へと分解する境界領域が､ 秩序とカ

オスの間の相転移である(18)｡

Kauffmanは､ このような ｢浸透する凍結
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した核｣ をもたらす､ ブール関数の２種類の

偏り
バイアス

を挙げている｡ １つは､ ｢方向付け関数｣

(canalyzing function) と呼ばれるものであ

る｡ 例えば表１のＯＲ関数 (F７) をとれば､

これは､ Ａ､ Ｂどちらか１つが１の値をとる

ことが､ 他方の値に関係なくＣが１をとるこ

とを保証している｡ このように､ Ｋ個のイン

プット側の要素のうち１つが特定の値をとる

ことが､ アウトプット側の要素のとる値を決

めてしまうようなブール関数を ｢方向付け関

数｣ と呼ぶ｡ そして､ 詳細は省略するが､ Ｎ

個の要素に割り振られるブール関数に占める

｢方向付け関数｣ の比率が非常に高いとき､

システム内には ｢強制構造｣ (forcing struc-

ture) と呼ばれる ｢凍結したクラスター｣ が

形成されることとなる｡

この原理から見たとき､ Ｋ＝２に生ずる秩

序は２の2Ｋ乗個のブール関数に占める ｢方向

付け関数｣ の比率がＫ＝２において最大とな

ることから説明される｡ 実際､ 表１のF０

(FALSE関数) やF15 (TRUE関数) といった

自明なケースを含めれば､ 16個のうち14個が

｢方向付け関数｣ である｡ そして､ この比率

はＫの増大とともに急速に低下し､ Ｋ＝４で

５％を下回ることとなる｡

なお､ 既知の遺伝子のほとんどすべてが

｢方向付け関数｣ によって調節されているこ

とから､ Kauffmanの遺伝子ネットワーク･

モデルにおいてはＫ>２とはいえ比較的小さ

なＫの値の下で､ ブール関数がこの偏り
バイアス

をも

つことが､ そこに生ずる秩序を説明する原理

となる｡

これに対して､ 本稿の問題意識からはもう

ひとつの偏り
バイアス

､ すなわちブール関数の ｢内的

同質性｣ (internal homogeneity) の尺度Ｐ

が重要である｡ ここでＰは､ ブール関数の応

答において０が半分､ １が半分という応答か

らの偏り
バイアス

を測るパラメータであり､ ０であれ

１であれ､ より多く生ずる応答の割合を示す｡

表１の例で言えば､ F０のFALSE関数はＰ＝

1.0 ､ F７ の OR 関 数 は Ｐ ＝0.75 ､ F６ の

EXCLUSIVE OR関数はＰ＝0.5となる｡ そ

して､ この３つのブール関数のみをランダム

に割り振ったとすれば､ 平均Ｐは0.75となる｡

この偏り
バイアス

の意味はＰ＝1.0の極端なケース

を考えたとき明らかであろう｡ Ｋの値が何で

あれ､ FALSE関数とTRUE関数のみを割り

振ったこのシステムは､ 前者を割り振られた

要素は０､ 後者は１をとる定常状態に即座に

落ち着く｡ これは“化石化した秩序”であり､

進化可能性のない秩序である｡ これに対して､

Ｐ＝0.5のシステムはカオス的に振舞う｡ ｢点

滅｣ する要素の ｢連結したクラスター｣ がネッ

トワークの全体に浸透し､ ｢凍結した島々｣

を隔離する｡ 状態サイクルの長さはＮの指数

関数で増大し､ 僅かな摂動がシステム全体に

波及して､ その振舞いを大きく変える｡

ここで重要なことは､ Ｐを制御パラメータ

としたとき､ ｢どんなネットワークに対して

も､ ネットワークがカオス的状況から規則的

状況に転換するような臨界的なＰの値が存在

する(19)｣ ことである｡ より正確には､ ｢大き

なネットワークにおいて､ Ｋの値が例えば4

から20程度と大き過ぎない範囲にとどまると

き､ 十分に高い内的同質性Ｐが､ ブール型ネッ

トワークを小さなアトラクターと安定的な動

的振舞いを持つものへと導く(20)｣｡ つまり､

Ｋの値が大き過ぎないという条件の下で､ 臨

界的なＰの値PＣが存在する(21)｡

このとき､ Ｐ>PＣとなるようにブール関数

に偏り
バイアス

を与えたシステムで､ ＰがPＣを大き

くは上回らないとき､ ネットワークはＫ＝２

と同様の秩序を生ずる｡ すなわち､ ｢凍結｣

した要素の ｢連結したクラスター｣ がネット

ワークに浸透して､ ｢点滅する島々｣ を隔離

する｡ 状態サイクルの長さは適度のものとな

り､ 恒 常 的
ホメオスタティック

安定性は高い(22)｡

逆に､ Ｐ< PＣの場合は､ システムはＰ＝

0.5と定性的に同一のカオス領域にある｡ そ

して､ Ｐ＝PＣは秩序とカオスの相転移点で
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ある｡ このとき､ ｢凍結したクラスター｣ は

丁度融解し始め､ ｢点滅する島々｣ が薄く連

結し始める｡ ここでは､ １つの要素の状態を

反転させる摂動は､ システム内に多様な波及

の仕方をする｡ 多くは ｢凍結した壁｣ に阻ま

れてシステムの極く小部分にのみ影響を及ぼ

す｡ しかし､ 薄く連結し始めた ｢点滅する島々｣

を伝って､ システムの全体に波及することも

生じうる｡ 相転移点であるここでは､ このよ

うな波及の大きさは羃乗則 (power law) に

従って分布することとなる｡

最後に､ Kauffmanの議論の中心となる仮

説について述べておこう｡ ここでも､

Kauffman自身の言葉を引用しておきたい｡

大胆な仮説：生命系はカオスの縁近くの固

体領域に存在する｡ そして､

自然選択がそのような釣り合っ

た状態を達成し､ 維持す

る(23)｡

｢ゲノムのシステムは､ カオスへ相転移

する直前の秩序状態にある｣ という考え方

は魅力的であり､ それを支持するかなりの

データもある｡ もし凍結した秩序状態に系

が深くはまりすぎてしまうと､ 柔軟性が足

りなくなって､ 成長に必要な遺伝的活動の

複雑な連鎖が調和的には働かなくなる｡ 逆

に､ もし気体的なカオス状態に系が深くは

まりすぎてしまうと､ 十分に秩序化するこ

とができないであろう｡ カオスの縁 秩

序と意外性の妥協点 の近辺にあるネッ

トワークが､ 複雑な諸活動を最も調和的に

働かせることができるし､ また､ 進化する

能力を最も兼ね備えているのである｡ そし

て､ 調節のきいた遺伝子のネットワークを

カオスの縁付近に位置づけたのが自然淘汰

であるという仮説は､ とても魅力的であ

る(24)｡

おそらく､ こうした座標軸上の位置

秩序をもち､ 安定で､ それでいて柔軟性を

備えている は､ 生物学やそれ以外に現

れる複雑適応系の､ ある種の普遍的な特徴

として現れてくるであろう(25)｡

これは大変魅力的な仮説である 但し､

仮説に止まっている｡ また､ 秩序の生成に焦

点を当てる本稿の議論の次元においては､ パ

ラメータ空間上の適応歩行を通じて自然選択

が“カオスの縁”近傍へとＫやＰの値を調節

するという､ 彼の仮説に立ち入ることはでき

ない(26)｡ ここでは､ “カオスの縁”近傍の秩

序領域にあるとき､ システムは最も高い進化

能力を持つという点の確認にとどめよう｡

深い秩序領域にあるシステムは“化石化し

た秩序”に陥り､ 進化能力に欠ける｡ カオス

領域においてはシステムは著しく不安定であ

り､ 進化すべき秩序が存在しない｡ そして､

“カオスの縁”においては摂動の波及範囲は

羃乗則に従う｡ この点は ｢最小の摂動｣ のケー

スのみでなく､ ネットワーク内の１つの要素

のブール関数の変更や ｢配線図｣ の１本の変

更といった ｢構造的摂動｣ のケースについて

も同様である｡ こうして､ “カオスの縁”近

傍の秩序領域にあるシステムは､ 秩序領域に

とどまりながら､ システムの振舞いの極く僅

かな変化からシステムの振舞いの全面的な変

化まで､ 多様な進化能力を持つこととなる｡

言い換えれば､ 離れた時間や離れた場所での

要素の振舞いの調和によって､ 多様なアトラ

クターへ移行する能力を持つ｡� 人間の合理性と秩序の起源

先の思考実験に立ち返ってみよう｡ このと

き､ Kauffmanのモデルから導かれる含意の

大方はすでに明らかと思われる｡

但し､ ここではArthur (1999) の次の指
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摘を考えておかなければならない｡

局所的な磁場に対して常に単純な様式で

反応するスピングラスのイオンと違って､

経済的な“要素” 人間主体 は､ 彼

らの行動から帰結する諸結果を考慮するこ

とによって､ 戦略と予見を持って反応する｡

このことが､ 自然科学においては経験され

ることのない複雑さの層を経済学に付け加

える(27)｡

すなわち､ Kauffmanの遺伝子と異なり､ 諸

個人は彼らの相互作用の結果を予測して自ら

の行動を決定する 人間の合理性 とい

う点を考えておかなければならない｡

そこで､ この点をより明示化して､ いくつ

かの含意を導いてみよう｡

30-100人からなる諸個人の集合があって､

各自はバラバラの行動ルールを持ち､ 他者の

行動に反応して自らの行動を決定する｡

第１に､ この程度の集団の規模でも､ 各人

が4-5人以上の人々の行動を見て自らの行動

選択を行うようであると､ 集団全体としては

カオス状態となる｡ 自分が直接に相互作用す

る4-5人のそれぞれが､ １部は重複するだろ

うが異なる4-5人の行動を見てそれぞれの行

動を選択し､ その4-5人が更に異なる4-5人の

行動を見て-----という訳だから､ カオス領域

においては､ 全体の行動パターンはもちろん､

自分の着目する4-5人の行動も次にどうなる

ということは予測できない｡ もちろん､ ラプ

ラスの魔物のような存在であれば､ カオス領

域であっても状態サイクルを１巡するのに要

する時間が宇宙の年齢の1/2を超えなければ､

そこに規則性を見出すことは容易であろう｡

しかし､ 限定合理的である人間にとって､ こ

こで述べている比較的小さな規模のシステム

でも､ 上の点は予測できなくなる｡ ここでは､

カオスの中で､ 諸個人は常に変化する他者の

行動に細心の注意を払って自らの行動を選択

しなければならない｡ 依拠すべき秩序は存在

しない｡

第２に､ 秩序の起源は行動ルールの偏り
バイアス

に

ある｡ 正確に言えば､ 直接に相互作用する相

手の数が大き過ぎない下で､ 社会的行動にお

いて諸個人の持つ行動ルールの偏り
バイアス

にある｡

KauffmanのモデルによればＫ＝２のとき

秩序を生ずる｡ Ｋ＝２については後に論ずる

こととして､ ここで最も重要なことは､ Ｐ＞

PＣにおいても同様の秩序を生ずる点である

(ＰがPＣを大きくは上回らないとき)｡ 先に

引用したカウフマン (1999) の文章を真似て

述べれば次のようになる｡

秩序の構成要件について----- ｡ 注意深

い構成は必要ではない｡ 意図的な設計は必

要ではない｡ われわれが必要とするのは､

相互作用する諸個人の持つ行動ルール､ こ

れに偏り
バイアス

があることだけなのである｡

これを先の思考実験の文脈に即して言い直せ

ば､ 仮に､ それぞれ独自の行動ルールを持つ

制度自由な諸個人が集まって“社会”を形成

したとしても､ それらの行動ルールにＰ＞

PＣで示される偏り
バイアス

があれば､ そこには自ず

と秩序が生成することとなる｡

ここで､ 予測という点を導入してみよう｡

システムは状態空間の極く小部分を占めるア

トラクターに落ち着くこととなる｡ すなわち､

依拠すべき秩序が存在する｡ システムが小さ

なアトラクターに落ちれば､ 諸個人の行動に

目に見える規則性を生ずる｡ 各人は自分と直

接に相互作用する4-5人 (あるいはもっと多

くの人々) の行動のうちにはっきりとしたパ

ターンを認識できるようになる｡ このとき､

各人はいちいち4-5人 (あるいはもっと多く

の人々) の行動を観察してから自らの行動を

選択するのではなく､ 他者の行動の規則性を

予測して､ 自らもルーティン化された行動を

採るようになる｡
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この点を先の ｢視覚化｣ した議論で見てお

こう｡ Ｐ＞PＣでＰがPＣを大きくは上回らな

いとき､ それぞれ０または１に ｢凍結｣ した

要素の ｢連結したクラスター｣ がシステム全

体に浸透し､ ｢点滅する島々｣ を隔離する｡

このとき､ クラスター内部にいる諸個人にとっ

て､ 自分の着目する4-5人 (あるいはもっと

多くの人々) の行動が､ それぞれ０または１

に固定されるという規則性が存在する｡

いま簡単のため､ Ｋ＝２である表１を例に

とって述べれば､ クラスター内部にいるＡ､

Ｂ､ Ｃについて､ 例えばＡはつねに０､ Ｂは

常に１という規則性を生ずる｡ ＣはＦ７のＯ

Ｒ関数を行動ルールとしているものとしよう｡

システムがアトラクターに落ちる前には､ Ｃ

は常にＡ､ Ｂの行動を注視し､ (0,0) ならば

０､ (0,1) ならば１といった具合に､ 自らの

行動を注意深く決定しなければならなかった｡

しかし､ システムがアトラクターに落ち､

｢凍結したクラスター｣ が形成されれば､ Ｃ

はＡ､ Ｂの行動の組合せを常に (0,1) と予

測するようになる｡ このとき､ Ｃはいちいち

行動ルールに立ち返って (0,0) のときどう

する､ (0,1) のときは-----と考えることなく､

自分は常に１を採ることとなる｡ こうして､

Ａ､ Ｂ､ Ｃ３者間の社会関係において自分は

常に１だというルールが､ Ｃにとってのルー

ティン化された行動ルールとなる(28)｡

このとき､ このルールの偏り
バイアス

を背後にもつ､

ルーティン化された行動ルールの集合が､ 制

度の原 型
プロトタイプ

となる｡ また､ このとき､ システ

ムに生ずる秩序は制度化された秩序とな

る(29)｡

なお､ ここで制度とは､ 人と人との相互作

用 (社会関係) において相互に整合的な行動

を採ることを可能とする慣習・慣行・ルール

を言う｡ 慣習･慣行とは社会関係においてルー

ティン化された行動様式である｡ また､ ここ

で言うルールは社会化されたルールである｡

｢社会化｣ とは各人に内面化されたものであ

れ､ 外的サンクションによるものであれ､ 社

会的に共有されるという意である｡ これらは

予想のコーディネーションをもたらす｡

これは制度の理論的定義ではなく､ １つの

現象的叙述である｡ 類似の叙述をWitt

(2003) から引用しておこう｡

当面の目的のために､ 経済制度とは､ あ

る環境の下で経済における幾人かのまたは

すべての諸個人間の調和のとれたあるいは

“秩序だった”相互作用が繰り返し生ずる

ことと､ 抽象的な様式で定義しても良いだ

ろう｡ そのような秩序は自生的に創発し､

相互作用過程によって実効化
エンフォース

されるかもし

れない (インフォーマルな制度)｡ -----文

化的発展の後の段階において､ 秩序だった

社会現象の繰り返しの生起は､ 何らかの権

威によって意識的に作られ､ フォーマルに

表明された規則によっても誘発されるであ

ろう (フォーマルな制度)｡ -----すべての

ケースにおいて､ 制度は個人の行動の規則

性を引き起こす｡ これらの規則性は､ 相互

作用の進路についての個々の主体の多面的

な予想を安定化させる(30)｡

制度をめぐっては多くの論点があり､ 本稿

の抽象度においてそれらの全体に立ち入るこ

とはできない｡ ここに登場したものは､ 社会

的相互作用において予想の調和をもたらすルー

ティン化された行動ルールという意味での制

度の原 型
プロトタイプ

にとどまる｡ しかし､ 制度を考え

る際の中心的な論点の１つについては､ 本稿

の抽象度のレベルで触れておく必要がある｡

それは､ 制度は ｢部分と全体との相補的関係｣

の中でシステム全体の秩序と一体のものとし

て生成したという点である｡ 先に制度に言及

して ｢相互に整合的な行動｣ と述べたが､ 複

雑に絡み合った相互作用の網の目の中で､

｢相互に整合的｣ とはシステム全体に生ずる

秩序を前提としてはじめて意味を持つ性質で
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ある｡ これは､ システムに生ずる巨視的秩序

を離れては意味を持たない｡

このことは､ 制度の起源を還元論的に解く

ことはできないということを意味している｡

この点は､ 次に述べる第３の含意と密接に関

連している｡

だが､ 第３の論点に入る前に１点論じてお

けば､ このように述べることは､ 個別具体的

な制度の生成・存続について､ ゲーム理論の

適用はしばしば明快な論理を提供するという

点を否定するものではない｡ 例えば､ Greif

(2006) は非常に優れた研究である｡

但し､ 青木 (2003) も指摘するように､ ゲー

ムのルールには歴史的／論理的に先行する諸

制度が体現されている｡ ゲームの均衡として

制度を説くためには､ ゲームのルールは与件

とされなければならない｡ しかし､ なぜその

ようなルールが存在するのかと問えば､ これ

はまた歴史的／論理的に先行するゲームから

説かなければならない｡ こうして､ 無限後退

(infinite regress) が生ずる｡ このとき､ 制

度の起源を還元論的に説くことはできなくな

る｡ なお､ この点はField (1984) 及び

Hodgson (1998) の中心的な論点である｡

類似のことは次の点においても生ずる｡

North (1990) は ｢制度は､ 日々の生活に構

造を与えることによって不確実性を削減す

る(31)｣ と述べているが､ 日々の生活に構造を

与えているものは決して１つの制度のみでは

ない｡ あるいは､ 複数の制度が相互に独立に

存在している訳ではない｡ そこでは数多くの

制度･慣行が相互作用･相互依存の関係にある｡

このとき､ 青木も述べるように ｢すべての可

能な制度を同時に内生化するモデルを構築す

ることは不可能である(32)｣｡

さて､ 第３に､ 秩序の根源にあるものは人

間の合理的推論という訳ではない｡ すでにＰ

＞PＣのうちに秩序が存在している｡

秩序の起源 (従ってまた制度の起源) を還

元論的に説くためには､ 人間の演繹的合理性

に依拠してこれを説かなければならない｡ 先

のシステムにおいて演繹的推論によって相互

に整合的な行動を採るためには､ つまり､

｢凍結したクラスター｣ をもつ秩序アトラク

ターへと一気にジャンプするためには､ １つ

に､ 諸個人は他者の行動ルールを知っており､

かつ､ すべての個人が他者の行動ルールを知っ

ているということをすべての個人が知ってお

り､ かつ､ そのことを-----という共有知識の

仮定が成り立たなければならない｡ ２つに､

それらの行動ルールの相互作用のうちにアト

ラクターを見出すという膨大な計算能力を仮

定しなければならない｡ そして３つに､ 多数

のアトラクターのうちどれを選ぶのかという

点での予想の一致が存在しなければならない

(誰が秩序の核となる ｢凍結したクラスター｣

に所属し､ 誰が縁辺部にとどまるかという点

も､ この問題に含まれる)｡

仮に､ 人間の合理性に限界があるというこ

とを考慮の外に置いて､ 行動ルールについて

の共有知識の仮定を外した下で､ 各人が何と

かして他者の行動ルールを推測し､ 秩序アト

ラクターを計算しようとすれば､ 問題は次の

ようになる｡

１個人は自分と直接に相互作用する4-5人

の行動ルールを推測する (Ｋ個の推測)｡ そ

のルールの結果としての彼らの行動の組合せ

を予測するためには､ 更に彼らのそれぞれが

その着目する4-5人の行動ルールをどう推測

しているかを推測しなければならないし

(K2個の推測の推測)､ 更にその4-5人のそれ

ぞれが次の4-5人の行動ルールをどう推測し

ているかの推測の推測を行わなければならず

(K3個の推測の推測の推測)｡ 更に-----という

具合に“推測の推測”の無限後退が生ずる｡

このとき､ このシステムの秩序アトラクター

を計算できるためには､ すべての個人につい

て､ その“推測の推測”の無限の環のうちに

登場する諸個人の行動ルールが､ 現実の諸個

人の行動ルールに等しくなければならない｡
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演繹的推論のうちにこのような一致を保証す

る論理機構は存在しない｡

そして､ 言うまでもなく､ 限定合理性とは､

そもそもこのような無限の推論能力を人間は

持たない､ ということを意味している｡

これに対して､ Arthur (1994) は ､

Holland et al. (1986) に習って帰納的推論

の重要性を指摘する｡ すなわち､

複雑な問題のうちに我々はパターンを探

す｡ そして､ 問題に対処するための一時的

な内部モデルあるいは仮説あるいはシェー

マを構成するのにこれらのパターンを用い

ることによって､ 問題を単純化する｡ 我々

は現時点の仮説に基づいて局所的な演繹を

行い､ その上で行動する｡ 環境からのフィー

ドバックが生ずるにつれ､ 我々は現在の仮

説に対する確信を強めたり弱めたりするだ

ろう｡ そして､ 機能しなくなった仮説を捨

て去り､ 必要に応じて新たな仮説と取り替

えるだろう｡ 言い換えれば､ 我々が十全な

推論を行うことのできないとき､ あるいは

問題の十全な定義に欠けるとき､ 我々の理

解の欠損
ギャップ

を埋めるために､ 我々は単純なモ

デルを用いる｡ そのような振舞い
ビヘイビア

は帰納的

である(33)｡

Arthur (1994) 及びArthur et al. (1997)

の２つのモデルは､ 異質な個人による独立の

意思決定の相互作用からなるシステムという

点では本稿のモデル (思考実験) と同様のも

のであるが､ 次の２点においてこれと異なっ

ている｡ １つに､ “El Farol Bar Problem”

モデルも“人口株式市場”モデルも､ システ

ムを構成する諸個人が集計量を見て反応する

モデルである｡ 言い換えれば､ 局所的相互作

用のモデルではなく､ 平均場との相互作用モ

デルである｡ ２つに､ ｢内部モデル｣､ ｢仮説｣､

｢主観的予想モデル｣ といった語で語られる､

人間が外部世界に規則性を見出し､ そこから

各人の行動決定を導くために心の中に構成す

る外部世界のモデル＝仮説を ｢メンタル･モ

デル｣ の語で代表させれば､ Arthurの２つ

のモデルは､ メンタル･モデルの“生態系”

における共進化モデルである｡

“El Farol Bar Problem”は､ Ｎ人の人々

が馴染みのバーへ行くか行かないかを独立に

決定する｡ バーの客が60％を超えると予想す

れば､ 混雑を嫌って彼は行かない｡ これを下

回ると予想すれば行く｡ 各個人は過去の客数

の時系列を見てメンタル･モデルを構成し､

行くか行かないかを決めることとなる｡ この

とき､ バーの客数の時系列は､ それらのメン

タル･モデルの相互作用の結果として生ずる

こととなる｡ “人口株式市場”も同様である｡

投資家たちはt期までの株価と配当の時系列

を見てメンタル･モデルを構成し､ t+1期の株

価と配当を予測する｡ この予想が各投資家の

t+1期の売り注文と買い注文を決め､ t+1期の

市場清算価格が決まる｡ このとき､ 株価の時

系列は､ 投資家たちのもつメンタル･モデル

の相互作用の結果として生ずるものとなる｡

なお､ このモデルのファンダメンタルズを構

成する配当は外生的にＡＲ(1)過程から生成

されるが､ 投資家たちはその確率過程を知ら

ないものとする｡

具体的内容に立ち入ることなく両モデルの

概要を述べておくと､ すでに述べたように､

システムを構成する諸個人の行動の相互作用

は集計量の時系列を作り出す｡ 各人は､ その

時系列のうちに規則性を見出そうとして､ そ

れぞれに複数のメンタル･モデルを構成する｡

そして､ 現時点までで最も適応度の高いモデ

ルを用いて､ 自らの行動を決定する｡ 諸個人

の行動の相互作用 (その背後にある諸個人の

メンタル･モデルの“生態系”) は新たな時

系列を生成する｡ このとき､ ｢諸主体の予想

は､ 彼らが予想しようと試みている世界を作

り出す(34)｣｡ この新たな時系列に照らして､

各人は､ 上の引用にあるように､ その適応度
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に応じてメンタル･モデルの取捨選択を行う

(“生態系”内におけるメンタル･モデルの共

進化)｡ なお､ 人口株式市場モデルにおいて

は､ メンタル・モデルの組換えによる変異

(ジェネティック･アルゴリズムの作用) も導

入される｡

このとき､ 諸個人のもつメンタル･モデル

が“生態系”内において相互に整合的なもの

へと収束するならば､ 集計量の時系列は定常

解あるいはファンダメンタルズの近傍へと収

束する｡ すなわち､ 秩序が自己組織化する｡

メンタル･モデルがそのような収束を示さな

ければ､ システムは秩序に落ち着くことはな

い｡ 時系列はファンダメンタルズから乖離し

た動きを示し､ メンタル・モデルは絶えず進

化し続ける｡

コンピュータ・シミュレーションの結果は

次の点を示している｡ １つに､ “El Farol

Bar Problem”について言えば､ メンタル･

モデルは相互に整合的なものへと収束し､ 集

計量は定常解の近傍に収束する｡ ここに秩序

が創発することの根拠は､ １つに､ モデルの

構造のうちにすでに定常解が存在しているこ

と､ ２つに､ このモデルの構造の下で､ 適応

度に応じたメンタル･モデルの取捨選択とい

うルールが､ 定常解を言わば ｢漸近安定｣ な

ものとしている点にある｡

２つに､ “人口株式市場”モデルの場合は､

メンタル･モデルがそのような収束を示すか

どうかは､ メンタル･モデルの変異と選択に

関するパラメータ値に依存する｡ ジェネティッ

ク・アルゴリズムの作用頻度が低く､ かつ､

メンタル･モデルに作用する選択圧の小さい

とき､ 言い換えれば､ メンタル･モデルの進

化がゆっくりと進むとき､ メンタル･モデル

は相互に整合的なものへと収束し､ 時系列は

ファンダメンタルズを反映した変動を示す｡

逆に､ メンタル･モデルの変異･選択がより早

く進むようになれば､ システムに相転移が生

ずる｡ メンタル･モデルは収束することなく

絶えず進化し続けることとなり､ 時系列はファ

ンダメンタルズから乖離した変動を示すこと

となる｡

“人口株式市場”モデルのシミュレーショ

ン結果には興味深いものがあり､ “市場の秩

序”を考える際に重要な論点を提示するもの

である｡ しかし､ 本稿の問題関心はその点に

ある訳ではない｡ ここで重要なことは､ メン

タル・モデルが相互に整合的なものへと収束

するかどうかは問題の構造とパラメータに依

存するという点である｡ システム内の住人は

相互に整合的なメンタル･モデルを帰納的推

論によって発見しなければならない｡ しかし､

それを発見できるかどうかは､ モデルの構造

とパラメータに依存する｡ その意味では､ 秩

序が生ずるとすれば､ それはすでに問題の構

造とパラメータのうちに存在している(35)｡ 人

間の ｢帰納的合理性(36)｣ について言えば､ そ

の役割はすでに存在している秩序を“発見”

することにある｡

この点は､ 本稿のモデルの場合はより直截

である｡ 秩序を生ずるためには諸個人の行動

ルールに偏り
バイアス

があればよい (Ｐ＞PＣ)｡ シス

テムがアトラクターに落ちれば､ 諸個人の行

動に規則性を生ずる｡ 各人はこの規則性のう

ちに秩序を“発見”して､ 制度化された行動

をとる｡ そこでは､ 秩序は“発見”される前

に存在している｡

以上を要するに､ 演繹的推論であれ帰納的

推論であれ､ 秩序の根源にあるものは人間の

合理的推論という訳ではない｡ 秩序は､ 限定

合理的な人間によって帰納的に“発見”され

なければならない｡

なお､ １点補足しておけば､ 現実の社会経

済システムのうちには､ 演繹的に設計された

制度／組織が数多く存在する｡ 例えば､ 教育

制度や社会保障制度は見易い例であるが､

Hayek (1973) の指摘するように､ そもそも

政府は ｢設計主義的
コンストラクティヴィスト

合理主義｣ による組織

である｡ 純粋に経済的な領域について見れば､
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言うまでもなく企業組織はそのような産物で

ある｡ ここでの議論はこれらの点を否定する

ものではない｡

しかし､ ここで確認しておくべき点は､ 先

のArthur (1994) からの引用にある言葉を

真似て言えば､ これらは ｢大域的演繹｣ では

なく ｢局所的演繹｣ であるという点であ

る(37)｡ １つに､ 全体としての社会経済システ

ムの秩序は､ 決して演繹的に設計されたもの

ではない｡ ２つに､ 失敗した社会主義の実験

のケースを除けば､ 設計の対象となるものは､

青木 (2003) の言葉を借りて言えば､ 特定の

｢ドメイン｣ 内の制度／組織である｡ あるい

は部分システムにおける制度／組織である｡

このとき､ 制度／組織を設計するに当たっ

て設計者が前提として依拠する人々の行動様

式は､ 何らかの第１原理から演繹的に導かれ

たものではない｡ それは､ すでに存在する社

会経済システムの秩序を体化した行動様式で

ある｡ すなわち､ 制度化された行動様式であ

り､ そこで前提とされる個人は ｢制度化され

た個人(38)｣ である｡

このとき､ 演繹は２つの意味で局所的とな

る｡ １つに､ 制度化された個人､ 制度化され

た行動様式を前提とするというとき､ そこで

の制度・慣行は設計に先立って歴史的に進化

してきたものである (歴史的・時間的局所性)｡

２つに､ 設計は､ 全体から切り離して特定の

ドメインあるいは部分システムのみを見て行

われる (制度空間における空間的局所性)｡

しかし､ 意識に上らないものを含め人々の

｢日々の生活に構造を与える｣ 数多くの制度･

慣行は相互に独立に存在しているものではな

い｡ 全体としての社会経済システムの中で､

それらは相互作用・相互依存の関係にある｡

このとき､ この相互作用･相互依存の複雑さ

の中で､ 設計者はその設計する部分システム

の振舞いの全体を見､ これを正しく予測する

ことはできなくなる｡

新たに設計された制度は､ 他の制度・慣行

との間に整合性を得ることができず､ 制度と

して確立できないかもしれない｡ あるいは､

他の制度･慣行との相互作用の中で､ 両者の

部分的な変容を伴いつつ､ 相互の整合性を確

保するに至るかもしれない｡ 一般的には､ 新

たな制度／秩序は､ すでに存在する社会経済

システムの全体としての秩序を出発点として､

そこから進化的に生成してくるものである｡

そのとき､ ｢日々の生活に構造を与える｣ 多

くのフォーマル･インフォーマルな制度･慣行

のうち､ あるものは存続し､ あるものは変容

することとなる｡ そして､ それらが全体とし

て新たなアトラクターに落ち着くとき､ 新た

な制度／秩序が生成することとなる｡

ここでは､ 関連して､ Smith (2003) の指

摘を引用しておこう｡

設 計 主 義
コンストラクティヴィズム

は人間の知性の至上の功績

の１つであるが､ しかし､ 人間の諸制度と

ほとんどの意思決定は､ 第１義的に設計主

義によって導かれているという訳ではない｡

この事実に対して敏感であることは重要で

ある｡ 出現する取り決め
アレンジメント

は､ 例えその形式

において当初は設計主義的なものであって

も､ それらは､ 我々のモデル化努力に対し

て不可視の機会費用や環境の挑戦に照らし

て存続しうる､ という特性を持っていなけ

ればならない(39)｡

設計主義的ルールは ､ 究極的には

生態学的
エ コ ロ ジ カ ル

合理性の適応度のテストに合格し

なければならない｡ インフォーマル･ルー

ルと両立できないフォーマル･ルールは修

正されるか､ 排除されるであろう｡ そして､

両立可能なものは存続するであろう(40)｡

こうして､ ｢設計主義は人間の知性の至上

の功績の１つ｣ であるが､ それは決して第１

原理からの演繹ではない｡ それは､ すでに存

在する社会経済システムにおける秩序を前提
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とした ｢局所的演繹｣ である｡ また､ その局

所性の故に､ システムに生ずる自生的秩序と

の間に整合性を生ずるときにのみ､ 新たな制

度は存続しうるものとなる｡

以上､ 秩序の根源にあるものは人間の合理

的推論という訳ではない｡ 秩序は限定合理的

な人間によって“発見”されなければならな

い｡ 秩序が創発するためには､ 社会的相互作

用において諸個人のもつ行動ルールにＰ＞

PＣで示される偏り
バイアス

があればよい｡ 言い換え

れば､ システムがパラメータ空間内の構造安

定な秩序領域にあることが､ 秩序の生成を保

証する｡

(続く)

注

(１) 金子(2003) 33ページ｡

(２) これを塩沢(1999)は ｢ミクロ･マクロ･

ループ｣ と呼んでいる｡

(３) Arthur(1999) p.107.

(４) 有泉(2006)｡

(５) Kauffman(1984)はこれを“random

cellular automata”と呼んでいる｡ な

お､ 彼のもう１つのＮＫモデルすなわち

ＮＫ適応地形モデルから導かれる含意に

ついては､ 別稿を準備して論ずる予定で

ある｡

(６) 人間の経済がそれが埋め込まれた社会

から切り離されて相対的に自律的なサブ

システムとして確立するのは､ 人類史か

ら見れば最近のことである｡ したがって､

ここでは､ ｢社会経済システムに生ずる

秩序｣ といっても社会の秩序を考えるこ

ととなる｡

(７) 正確に言えば､ N＝３のときはまだ

｢相関｣ (正しくは ｢偏り
バイアス

｣) があるのだ

が､ その点は後述する｡

(８) 要素の反応がS字型カーブで示される

ような非線形性を持つとき､ これは論理

スイッチングによって理想化できる｡

(９) Kauffman(1993)は､ そのようなシス

テムとして遺伝子ネットワークに加えて､

免疫システム､ ニューラル･ネットワー

ク､ 器官システム､ 生態系を挙げている｡

また､ カウフマン(1999)は､“集合的に

自己触媒作用を行う有機分子から成る系”

として誕生した生命が､ 秩序を保ち､ 進

化可能であることを説くモデルとしても､

このモデルを用いている｡ なお､ ｢生命

は全体として創発し､ 常に全体として存

在してきた｣ (カウフマン1999､ 52ペー

ジ) とする彼の生命誕生の仮説は､ 実に

興味深いものである｡

(10) これを本稿の文脈で言えば､ Bowles

(2004)の次の問いに答えることである｡

すなわち ｢大きな人口において､ 意識的

な設計が存在しない下で､ どのようにし

て相互作用の永続的な構造が進化するの

であろうか？｣ (Bowles2004, p.57)｡

(11) カウフマン(1999) 138ページ｡

(12) K個の０､ １の組合せは2Ｋ個ある｡ そ

の各々に０と１を振り分けるパターンは

２の2Ｋ乗個ある｡

(13) Kauffman(1993)は､ これを ｢新たな

種類の統計力学｣ と呼んでいるが､ これ

は金子(2003)の ｢構成的方法｣ につなが

るものである｡

(14) デバニー(1997) 125ページ｡

(15) カウフマン(1999) 154ページ｡

(16) カウフマン(1999) 156ページ｡ なお､

原著中の“requirements”を ｢構成要

件｣ と訳し変えた｡

(17) カウフマン(1999) 158ページ｡

(18) Kauffman(1993) p.203.

(19) Kauffman(1993) p.158.

(20) Kauffman(1993) p.477.

(21) この臨界値PＣは､ 大きなネットワー

クでＫ＝４のとき0.72であるが､ その値

はＫの増大とともに上昇する｡
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(22) Kauffmanはこのとき形成される ｢連

結したクラスター｣ を ｢内的同質性クラ

スター｣ と呼んでいる｡

(23) Kauffman(1993) p.232. なお､ ｢固

体領域｣ とは秩序領域を指す｡

(24) カウフマン(1999) 56ページ｡

(25) カウフマン(1999) 171ページ｡

(26) この仮説は､ ＮＫブール型ネットワー

ク・モデルと､ 本稿ではまだ取り上げな

いＮＫ適応地形モデルとの､ 両者の上に

提起された仮説である｡

(27) Arthur(1999) p.107.

(28) ルーティン化とは認知資源の節約を指

す｡ Ｋの値が大きいほどこの節約は大き

くなる｡ なお､ この ｢ルーティン化され

た行動ルール｣ は､ ゲーム論のアナロジー

で言えばナッシュ均衡戦略のルーティン

化に対応する｡ すなわち､ クラスター内

の諸個人の行動がそれぞれ０または１に

固定されることが､ 各個人が０または１

を固定的に選択することを相互に保証し

ている｡ もちろん､ 本稿の議論は利得関

数を特定することのない抽象度のもので

あって､ ゲームではない｡ また､ 対応が

成立するのはクラスターの内部に限られ

る｡

(29) ｢凍結したクラスター｣ は制度化され

た秩序の核の部分をなし､ ｢点滅する島々｣

は制度の縁辺部をなす｡ 言うまでもなく､

ここに制度化された秩序は多数のアトラ

クターのうちの１つである｡ なお､ 制度

化された秩序において諸個人の役割が非

対称となるケースで論じたが､ ｢凍結し

たクラスター｣ 内ですべての個人が揃っ

て０を採る､ あるいは揃って１を採るケー

スの方が､ イメージしやすいかも知れな

い｡

(30) Witt(2003) p.18.

(31) North(1990) p.3.

(32) 青木 (2003) 20ページ｡

(33) Arthur(1994) p.p.406-407.

(34) Arthur et al.(1997) p.37.

(35) これを力学系の言葉で言えば､ システ

ムがパラメータ空間内の構造安定的な秩

序領域にあることが､ システムに秩序を

生ずることを保証している｡

(36) Arthur et al.(1997) p.22. なお､

これはSmith(2003)の言う“ecological

rationality”に対応する｡

(37) ここでの論点は､ 先に触れた ｢無限後

退問題｣ 及び ｢相互依存問題｣ と重なる｡

(38) Hodgson(1998).

(39) Smith(2003) p.468.

(40) Smith(2003) p.484.
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１. はじめに

―サービスの基本特性と需給問題―

サービス (サービス財：service goods)

は､ 本質的に場・空間や人・装置・設備の行

為・活動・パフォーマンスの利用であるので､

物財のように物理的な意味での在庫ができな

い｡ サービス提供のための場・空間､ 装置・

設備や人員は予め準備でき､ 待機させること

ができるが､ 生み出されるサービスそのもの

は､ 活動・パフォーマンスであるが故に予め

生産しておくことはできない｡ これは従来､

サービスの ｢消滅性 (perishability)｣ と表

現されてきたことがらである｡

物財の場合は予め生産をしておき在庫を準

備することで､ 需要の変化にそれなりに対処

できる｡ しかしながら､ サービスではこのよ

うなことが不可能であり､ 需要と供給能力を

いかにして適合させるかが､ 物財以上に困難

となる｡ 加えて､ サービス需要 (service

demand) とサービス供給能力 (service

capacity) には､ 以下のような基本特性の乖

離がある｡

①サービス需要の変動性

サービスに対する需要は､ 経時的に見た

場合､ 大きく変動するのが通常である｡

②サービス供給能力の固定性

サービスの供給能力は､ 固定化されてい

る要素が多く､ サービス需要の変動に対

して十分に可変的ではない｡

サービス需要は大きく変動するが､ それに

応じるべきサービスの供給能力は固定化傾向

が強い｡ このことは､ サービス提供を的確に

行なうことを困難なものとするだろう｡ とり

わけ､ サービスの４つのカテゴリー１) のうち､

｢人を対象とするサービス｣､ ｢メンタルな刺

激を与えるサービス｣ では､ サービスを受け

る対象が生身の人間であることからこの傾向

が顕著となる｡ 生身の人間の持つ需要 (の変

動) はそう簡単にはタイミングをずらしたり､

平準化させたりすることはできない｡ もちろ

ん､ ｢所有物を対象とするサービス｣ でも問

題の基本は共通である｡ 但し､ ｢所有物を対

象とするサービス｣ の場合は､ サービスを受

ける対象である所有物が物財であれば､ ある

程度は待機させることが可能である｡ 物財で

あれば､ タイミングをずらしたり待ったりす

ることは､ 生身の人間よりも ｢苦｣ ではない

だろう｡

本稿では､ ｢人を対象とするサービス｣ や

｢メンタルな刺激を与えるサービス｣ を念頭

に置き､ サービスの需給問題について検討・

整理し､ 併せて､ サービス需要の変動性緩和

策としての ｢サービス需要マネジメント｣ に

ついて若干の考察を行なうこととする｡

２. サービスの需要と供給能力� 需要の変動性と供給能力の固定性

サービス需要には変動性があり､ 経時的に

大きく増減するのが通常である｡ 例えば､ シー

ズン・スポーツや旅行などにおいては､ 季節

や月単位での需要変動が大きい｡ 特定の時期

やイベントの際に特定のサービスに対する需

要が高まることもある｡ 例えば､ 卒業式のシー

ズンにはホテルなどでのパーティ需要が高ま
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るし (例えば､ 卒業記念パーティを開く私立

大学なども多い)､ クリスマスの時期には高

級レストランでのディナーの需要が高まるだ

ろう｡

外食業においては､ １日の中でサービス需

要が大きく変動する｡ レストランでは､ 昼の

ランチには短い時間の間に需要が集中し､ 夜

のディナーには昼ほど短い時間ではないがや

はり需要が集中する｡ それ以外の時間帯では

需要はさほど期待できない｡ 同様に公共交通

機関では､ 朝夕のラッシュの時間帯に需要が

非常に集中し､ それ以外の時間帯はすいてい

ることが多い｡

サービス需要の変動には､ 繰り返されるも

のも多い｡ その意味でサービス需要は ｢需要

サイクル (demand cycle)｣ を形成している｡

例えば､ シーズン・スポーツや旅行需要は毎

年特定の時期に高まりをみせる｡ レストラン

の一日の需要の増減も毎日の繰り返しである｡

一方､ サービスの供給能力の方は､ 固定化さ

れていることが多い｡ 例えば､ ホテルの客室

数や宴会場の収容能力､ 旅客機の乗客数､ レ

ストランのテーブル・客席数は､ 需要の変動

に応じて柔軟に増やしたり減らしたりするこ

とは (時に非常に) 難しい｡ この種のサービ

ス提供の場・空間や装置・設備は一旦､ 設置

されれば簡単には動かせなくなる｡ 一方､ 人

(サービス従業員) の要素は比較的可変的で

ある｡ 但し､ 需要の変動に合わせて柔軟に人

の要素を動かそうとするとフルタイムの雇用

形態を維持することはしばしば困難になる｡

こうしたサービス需要と供給能力の基本特性

の乖離は､ サービス・マネジメントに特徴的

な課題―サービスの需給問題―を生み出して

いる｡ すなわち―｡

①需要ピーク時に十分に対応できるよう供

給能力を備えるとオフピーク時に供給能

力が余りにも過剰となる｡

②と言って､ 供給能力をオフピーク時に合

わせるとピーク時需要に全く対応できな

い｡

③結局は､ 供給能力をそれなりに備えるこ

とになるが､ これは需要ピーク時には十

分に対応しきれず､ オフピーク時には供

給能力が十分に稼働しないまま待機する

結果となる｡

④こうして需要ピーク時には､ 顧客の需要

に応じきれず､ 或いは混雑の中､ 顧客に

労苦を強いることになる｡ サービス従業

員も懸命に働くが供給能力を超えて殺到

する需要は満たされないままである｡ こ

れでは顧客のサービス・エクスペリエン

スは劣悪なものとなるだろう｡ 一方､ オ

フピーク時は供給能力の過剰感がぬぐえ

ない｡ サービス従業員も一転､ 時間をも

てあますようになる｡ 供給能力の過剰は

サービス提供側にとって大きなコスト負

担になる｡

上記の状況はそのまま放置されるべきでは

ないだろう｡ サービスの需要マネジメント

(及び供給能力マネジメント) は､ この状況

を (完全な解決はできないが) 緩和する上で

有効である｡� 供給能力に対するサービス需要の変動

ここで､ サービス供給能力が固定化されて

いる一方で､ サービス需要の方は変動する状

況について整理しよう｡ 需要ピーク時にはサー

ビス需要が過剰であり､ オフピーク時にはサー

ビス供給能力が過剰である｡ これは更に､ 図

表１のように区分することができる｡

図表１に見るように､ 固定化されたサービ

ス供給能力に対しサービス需要が変動すると

き､ 以下の４つの状況が区分されることにな

る２)｡

①サービス需要の過剰の状況

サ ー ビ ス 需 要 が 最 大 供 給 能 力

(maximum capacity) を超えてしまう

状況である｡ サービスを受けられない顧

客を失望させることになる｡ 顧客は出直
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すか､ サービスそのものを諦めるか､ 同

様のサービスを提供する他のサービス企

業・組織を探索することになる｡ 或いは､

状況が改善されるまで辛抱して待つ場合

もある (例えば､ ｢行列｣ に並ぶ)｡ この

状況は､ サービス提供側にとっては直接

には機会損失であり､ 時に顧客を永遠に

失うことにも繋がる｡ 顧客もこうした状

況に直面すれば､ それなりに学習するこ

とになるからである｡ 例えば､ ｢どうせ

混んでいるからもう行かない｣､ ｢あんな

に待たされるなら二度と行かない｣ といっ

た事態となる｡

②サービス需要が最適供給能力域を上回る

状況

サービスの最適供給能力域とは､ サービ

ス供給能力が十分に稼働し､ かつ顧客に

とってゆとりのあるサービス提供が行な

われている状況を言う｡ 最大供給能力は､

旅客機､ レストラン､ コンサート会場､

教室などの座席数のように一定の数量値

によって決められている場合が多い (法

令により定められていることもある)｡

一方､ 最適供給能力 (optimum capacity)

は範囲 (域) として把握されるものであ

る｡ サービスには､ 最大供給能力以下で

あっても最適供給能力域を超えて稼働す

ると顧客の感じるサービス・エクスペリ

エンスのクオリティが低下するものが多

い｡ 例えば､ 旅客機のエコノミー・クラ

スでは満席であるよりも空席がそれなり

にある方が顧客 (乗客) にとっては快適

に感じるだろう｡ これは一つには､ 対人

距離 (interpersonal distance) におけ

る ｢親密距離｣ ないし ｢個体距離｣ を互

いに保つことができるからである｡ 満席

に近づくにつれて､ 顧客は狭く窮屈に感

じ､ 不快感を覚えるようになる｡ 満席状

況で顧客が互いに感じる不快感は､ 親密

距離ないし個体距離を互いに赤の他人と

して侵害しあうためでもある (旅客機の

旅では長時間その状態を我慢せねばなら

ない)｡ 一方､ 客室従業員も忙しく立ち

働き個々の顧客に十分に目配りができな

くなる｡ 同様のことが､ レストランや教

室､ 映画館､ 公共交通機関でも見出され
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図表１ サービス供給能力に対するサービス需要の変動

出所：筆者作成｡ 但し､ Lovelock and Wright [2001] p.289. Figure 13.1に依拠している｡



るだろう｡

③サービス需要が最適供給能力域に合致す

る状況

サービス需要が最適供給能力域内にある

状況である｡ サービス供給能力が十分に

稼働し､ かつ顧客にとってゆとりのある

サービス提供が行なわれる｡ サービス従

業員もゆとりを持って個々の顧客に応対

できる｡ 顧客の感じるサービス・エクス

ペリエンスは満足いく心地よいものとな

る｡ 最適供給能力域には上限と下限とが

ある｡ サービス需要が最適供給能力域の

上限を超えると､ 顧客は次第に混雑や窮

屈さ､ 不快さを感じるようになる｡ 従業

員も仕事が忙しくなる｡ 顧客の感じるサー

ビス・エクスペリエンスのクオリティは

徐々に低下していく｡ 最大供給能力へと

近づいていくにつれて､ この状況はます

ます悪くなるだろう｡ 一方､ サービス需

要が最適供給能力域の下限を下回ると今

度は別の意味でのクオリティの低下が始

まる｡ サービスには賑わいや他の顧客

(顧客達) とのインタラクションが構成

要素となっているものも多いからである｡

例えば､ 閑散としたテーマパークや遊園

地で十分に楽しめるだろうか｡ ディナー

の時間帯なのに空席だらけのレストラン

はどうだろうか｡ また､ 顧客は個々の気

配りも求めているが､ 同時に ｢放ってお

いてもらいたい｣ ものでもある｡ 顧客の

数が少ないとサービス従業員の気配りが､

顧客にとっては煩わしく思えてくること

もある｡ 従業員にいつも見られている

(監視されている) ように感じたり､ 多

数の顧客の中に埋没する心地よさや匿名

性が剥ぎ取られていくようにも感じたり

する｡

④サービス供給能力の過剰の状況

サービス需要が最適供給能力域の下限を

下回るとサービス供給能力は低稼働域へ

と入る｡ 低稼働域ではサービス供給能力

の過剰感が感じられてくる｡ 更にサービ

ス需要が少なくなると供給能力は殆ど稼

働しなくなる｡ 究極には顧客が誰もいな

い状態となる｡ 低稼働域では､ サービス

従業員は何か仕事を見つけてなるべく立

ち動くようにすることも多い｡ しかし､

閑散とした (或いは顧客が誰もいない)

状態は､ 顧客に疑念を生じさせる｡ 例え

ば､ ディナーの時間帯なのに誰もお客の

いないレストランはどうだろうか｡ ｢妥

当な値段で美味しい食事｣ を期待できる

だろうか｡ この状況では､ お客のいない

状態が再生産されるばかりである｡ もち

ろん､ サービス供給能力の過剰の状況に

なるのは､ 需要サイクル上で低需要の時

期・時間帯であるのかもしれない｡ サー

ビス提供側にとっては､ 低需要に合わせ

てサービス供給能力を絞りたいところで

ある｡ しかし､ 供給能力には固定化され

ている要素も多いことは既に見たとおり

である｡

上記において､ サービス供給能力の最大供

給能力と最適供給能力域とを区別することが

必要である｡ 需要と供給能力とを合致させて

最大供給能力でいつでも稼働させようとする

ことは､ 現実には顧客のサービス・エクスペ

リエンスからみて必ずしも妥当ではない｡ 最

大供給能力では､ サービス・エクスペリエン

スのクオリティが低下することは日常的にも

感じられるだろう｡ 例えば､ 満席のエコノミー・

クラス､ 満席のレストラン､ 満席の教室では

ゆとりがなく窮屈に感じることがある｡ サー

ビス従業員の目もなかなか行き届かない｡ 最

大供給能力で稼働しているということは､ サー

ビスを受けられない顧客はいないが､ ｢顧客

全員がサービス・エクスペリエンスのクオリ

ティ低下を感じつつそれなりに我慢している｣

状態であると考えるべきである｡

一方､ 旅客機のファースト・クラスでは満
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席でもそれほどはクオリティ低下を感じない｡

高級レストランの中にはたとえ満席でもゆっ

たりとしていささかもサービス・エクスペリ

エンスのクオリティを損なわないものもある｡

こうした場合には､ ｢サービス需要が最大供

給能力を超えてしまう状況｣ (図表１の①)

はあっても､ ｢サービス需要が最適供給能力

域を上回る状況｣ (図表１の②) は存在しな

いことになる｡ サービスの最大供給能力がそ

のまま最適供給能力域の上限を形成している

わけである (図表２参照)｡

結局のところ､ 最大供給能力と最適供給能

力域とが乖離しているのは､ サービス提供側

に課せられているコスト圧力によるものであ

る｡ 客単価ではなく､ 顧客の数と回転数によっ

て必要な売上高を得ようとする (得ざるを得

ない) とき､ ｢サービス需要が最大供給能力

を超えないが最適供給能力域を上回る状況｣

が存在することになる｡ つまり､ このサービ

ス・システム・デザインにおいては､ 最大供

給能力が本来の水準よりも ｢水増し｣ されて

設定されていることを意味する｡ こうしたサー

ビス・システム・デザイン (図表１の状況)

は､ さまざまなサービスで見出され､ 普通の

人々に安価なサービスを同時に提供すること

を前提とすれば､ むしろ一般的であると言え

るだろう｡ しかし､ コスト圧力故にたとえ最

大供給能力と最適供給能力域の乖離の状況を

解消できないにしても､ 自身の採用するサー

ビス・システム・デザインにおいては､ 最大

供給能力が ｢水増し｣ 設定されていることは

明確に意識されるべきである｡

一方､ 最大供給能力が最適供給能力域の上

限を形成する場合 (図表２の状況) において

は､ 顧客ターゲットを絞り込み､ 客単価を非

常に高く設定することで､ 少ない人数の顧客

でゆったりとサービス・システムが稼働する

ようにデザインされていることがある｡ 例え

ば､ １日限定何組というように顧客数を少な

く絞り込んだ高級旅館があるが､ これは最大

供給能力がそのまま最適供給能力となるよう

にデザインがなされていることになる｡ また､

別のケースとしてコンサートやスポーツ・イ

ベントの中には､ 図表２の状況が望ましいも

のもあるだろう｡ ロック・コンサートや音楽

ライブなどは満席 (最大供給能力) の方が出
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図表２ サービスの最大供給能力が最適供給能力域の上限を形成するケース

出所：筆者作成｡ 但し､ Lovelock and Wright [2001] p.289. Figure 13.1に着想を得ている｡



演者の ｢テンション｣ が上がり､ 観客も一体

となって盛り上がることができる｡ 熱狂的な

一体感が会場全体を支配し､ 観客 (と出演者)

の満足を大いに高めることになる｡ 熱狂的な

一体感を求めてこの種のイベントに足を運ぶ

顧客も多いだろう｡ しかしながら､ 一体感と

熱狂が会場全体を支配することが求められる

ようなサービスはそれほど種類が多いわけで

はない｡

図表１はシンプルであるが､ 需給問題の観

点からサービス・システム・デザインを考え

る有用な枠組みとなっている｡ 殆どのサービ

ス企業・組織が図表１のままにサービス・シ

ステムをデザインしているが､ ｢最大供給能

力と最適供給能力域との乖離｣ をいかにして

解消して ｢最大供給能力が最適供給能力域の

上限を形成する｣ (図表２の状況への転換)

にはどうしたらよいかが､ より追求されてし

かるべきである｡

３. サービス需要の理解と需要マネジメント� サービス需給問題への取り組み

サービスの需要と供給能力には上述のよう

に基本特性上の大きな乖離がある｡ サービス

需給問題への取り組みは､ 両者の乖離をなる

べく近づけるよう努力し需給マッチングを図

ることに他ならない｡ これには､ 基本的に２

つの側面がある｡

①サービスの需要マネジメント

サービスの需要マネジメントは､ サービ

ス需要をあるがままに放置せず､ コント

ロールすべき対象として考えることであ

る｡ サービス需要についての理解を深め､

コントロールすることが図られる｡ 端的

には需要変動の緩和が工夫される｡ すな

わち､ 需要が過剰なときは需要減少を図

り､ 過少なときは需要拡大を図る｡ 需要

減少は､ 単に減少を図ることから､ 需要

を他のタイミングに移行することや他の

タイミングに別の需要の山を創り出すこ

とでなされる｡ これは､ 非ピーク時の需

要拡大を図ることでもある｡ また､ 需要

ピーク時の需要の質を誘導し､ サービス

供給能力の方を高めることも工夫される｡

更にピーク時の過剰な需要を保持し秩序

立 て る た め の ｢ 予 約 シ ス テ ム

(reservation system)｣ や ｢行列システ

ム (queuing system)｣ の導入も必要と

なるだろう｡

②サービスの供給能力マネジメント

サービスの供給能力マネジメントは､ サー

ビス供給能力をあるがままに放置せず､

コントロールすべき対象として考えるこ

とである｡ サービス供給能力についての

理解を深め､ 需要変動に対応してコント

ロールすることが図られる｡ 端的には供

給能力の向上と固定性の緩和 (可変性の

向上) が工夫される｡ すなわち､ 供給能

力を向上させる諸方策や供給能力を構成

要素単位で捉えることやフローチャート

による分析が行なわれる｡

以下では､ サービスの需要マネジメントに

焦点を当て更に検討する｡� サービス需要の理解―需要サイクルとは―

サービスの需要マネジメントにおいては､

まず､ サービス需要についての理解を深める

ことが求められる｡ サービス需要は変動する

ことが多い｡ 変動はランダムであることもあ

るが､ 多くのサービスにおいて需要サイクル

を見出すことができる｡ 需要サイクルは次の

２つの観点で理解されるべきである｡

①時間幅による需要サイクル

需要サイクルは経時的なものである｡ 時

間に着目すると､ 時間帯､ 曜日､ 季節の

３つの単位でのサイクルがある｡ 殆どの

サービスで､ 需要サイクルとは､ ３つの

｢単位需要サイクル｣ が合成されたもの

であり､ 合成の結果､ ｢全体需要サイク
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ル｣ が出来上がっている｡ 例えば､ 学生

街のレストランでは､ ランチの時間とディ

ナーの時間が需要ピークとなり (時間帯)､

平日には顧客が多く土日は少なく (曜日)､

学期中は顧客が多く休み期間は少ない

(季節) だろう｡ このレストランが直面

する全体需要サイクルは､ 上記の３つの

単位需要サイクルが複合したものとなる｡

②顧客グループ毎の需要サイクル

サービスには､ 複数の異なる顧客グルー

プによって需要が形成されているものも

多い｡ ここには､ 当該サービスの ｢顧客

ミックス｣ と呼べるものが存在するが､

顧客グループ毎の需要変動が合成されて

全体として､ 複合的な需要サイクルが形

成されている｡ 従って､ ここにも ｢単位

需要サイクル｣ と ｢全体需要サイクル｣

とが存在する (もちろん､ サービス需要

が単純に一種類の顧客グループから形成

される場合は､ この区分は不要である)｡

顧客グループ毎に波形の異なる単位需要

サイクルがある｡ 例えば､ 航空旅客輸送

に対する全体需要サイクルは､ ビジネス､

観光､ 帰省や親族訪問の各単位需要サイ

クルに加えて､ 単発的なイベントなどに

対する需要が合成されたものである｡

サービス需要の ｢需要サイクル｣ は､ ｢全

体需要サイクル｣ と ｢単位需要サイクル｣ と

に分けて考えることができる｡ 需要マネジメ

ントは､ 基本的には ｢主要な単位需要サイク

ル｣ を対象にして行なわれるべきである (全

ての単位需要サイクルをいつでも対象にでき

るわけではない)｡ 単位需要サイクルはそれ

ぞれ時間幅､ ピークと非ピークがどこに形成

されるのかにおいて差異がある｡ 一見､ 需要

サイクルが存在せず､ 需要変動がランダムで

あるように観察されるサービスにおいても､

単位需要サイクルがそれぞれ存在し､ これら

の合成の結果､ 全体需要サイクルが判りにく

くなっている場合もある｡

サービス需要の変動が､ 単位需要サイクル

が合成された全体需要サイクルにランダムな

要因が加わって生み出されている場合も多い｡

このような需要変動をそのまま理解するのは

困難である｡ 単位需要サイクルを抽出する努

力をする必要がある｡ そのためには､ 時間幅

による単位需要サイクルに加え､ 顧客グルー

プ単位のサービス利用状況を捕捉する必要が

あるだろう｡ これには､ 次の２つの対比的状

況を区別せねばならない｡

①匿名の顧客が離散的取引を繰り返す状況

この場合は､ 基本的には顧客数だけが捕

捉される｡ どのような顧客がいつどのよ

うにサービスを利用しているかはわから

ない｡ 全体需要サイクルと時間幅による

単位需要サイクルは見出すことはできる

だろうが､ 顧客グループ毎の単位需要サ

イクルはどのようになっているかは不明

である｡ しかしながら､ 実際には､ サー

ビス提供側は経験を通じて､ 顧客グルー

プ毎の単位需要サイクルについて一定の

印象や見解を持っているものである｡ 印

象や見解に加えて､ スナップショット的

な調査を行い需要変動の実際についてな

るべく把握しようとする努力も行なわれ

る｡

②非匿名の顧客がメンバーシップに基づく

取引を行なう状況

この場合は､ 基本的にどの顧客がいつど

のようにサービスを利用しているかが捕

捉される｡ 例えば､ 会員制のスポーツク

ラブでは会員の利用状況は明白である｡

こうした場合は､ 会員顧客のプロファイ

ルに基づき､ 顧客をグループ化でき､ グ

ループ毎の単位需要サイクルが抽出可能

となる｡ 例えば､ 会員のデモグラフィッ

ク・データや個人会員・家族会員・企業

会員などのメンバーシップの種類毎に単

位需要サイクルを検討できる｡ この場合

においても､ 利用状況が記録され､ サー
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ビス需要分析に有用なようにシステムを

工夫することが求められる｡ すなわち､

｢サービス需要ログ (service demand

log)｣ が必要なときに適切な形と集計水

準で得られるようにすることである｡

実際には､ 多くのサービスにおいて上記の

①､ ②の両端の間で状況が動いているだろう｡

つまり､ サービス需要のある部分は捕捉でき､

ある部分は不明のままである｡ 例えば､ ビジ

ネス・ホテルでは登録会員や企業などとの利

用契約分､ クレジット・カードによる支払い

客については捕捉できる｡ 一方､ 飛び込みの

現金支払い客は宿泊名簿に名前を残しはする

が､ 基本的には個々の把握は難しいだろう｡

それでも飛び込みの現金支払い客という顧客

グループとしてそれなりの需要サイクルを見

出すことができるかもしれない｡ 殆どの顧客

が匿名のまま離散的取引を繰り返しているよ

うなサービスにおいては､ 顧客を捕捉するた

めの仕組みを導入することも検討されて良い

だろう｡ メンバーシップに基づくサービスが

馴染まない場合でも､ FUP３)を工夫すること

で顧客の利用状況がある程度把握できるよう

になるだろう｡� 需要サイクルと需要マネジメント

サービスの需要マネジメントは､ 基本的に

は全体需要サイクルを左右する ｢主要な単位

需要サイクル｣ を対象にして行なわれるべき

である｡ 効率と効果の観点からすれば､ 全て

の単位需要サイクルを対象とする必要はない｡

そもそも全ての単位需要サイクルを十分に識

別できるわけでもない｡

先ず､ 主要な単位需要サイクルについて､

需要サイクルの発生する理由を分析すべきで

ある｡ 生身の人間を対象にするサービスでは､

生理的な理由や社会慣習上の理由から需要サ

イクルが生じていることが殆どである｡ 例え

ば､ レストランの直面する１日の需要サイク

ルにおいて､ ランチタイムとディナータイム

に需要ピークが存在することは､ 食事の時間

が社会慣習により長年に渡り固定化されてい

ることによるものである｡ この種の需要ピー

クを大きくずらしたり､ 平準化したりするこ

とは非常に困難である｡ それでも､ 以下に挙

げるような変動性緩和のための幾つかの工夫

をすることができる｡

①ピーク時の過剰な需要について需要減少

を図る

顧客が需要ピーク時にサービスを利用す

ることのデメリットを強調し､ 需要減少

を図る｡ 需要ピーク時には混雑すること､

待たされることを強調し､ 少し早く来て

もらうことや予約をしてもらう方が快適

であることを告知して､ 顧客が需要ピー

ク時をずらしてサービスを利用すること

を促進する｡ これは､ 消極的な方策であ

るが､ それなりの効果を見込めるだろう｡

更に､ ずらして利用することに積極的な

メリットを持たせても良い｡

②ピーク時の過剰な需要について他のタイ

ミングへの移行を図る

顧客が需要ピーク時をずらしてサービス

を利用することに積極的なメリットを持

たせる｡ こうすることで他のタイミング

への移行を図る｡ 他のタイミングといっ

ても全く異なるタイミングへの移行は困

難である｡ 需要ピーク時から少し時間を

ずらすことが現実的である｡ 例えば､ レ

ストランのランチタイムは12時から13時

の間といった非常に短い時間に需要が集

中している｡ 顧客の一定割合が､ この時

間を前後に30分ずらして来店してくれれ

ば､ 需要ピーク時の混雑を緩和すること

に非常に役立つだろう｡ 具体的には､ 価

格面での誘導や提供サービスに魅力を付

加することが工夫される｡ 時間的にさほ

どタイトではない顧客が予想される住宅

地のレストランであれば､ こうした方策

は有効であろう｡ メリットをきちんとター
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ゲットとする顧客グループに告知するこ

とも重要である｡ 上記の方策は､ 非ピー

ク時の需要拡大を図ることでもある｡

③他のタイミング (非ピーク時) に別の需

要の山を創り出す

需要非ピーク時に新しいサービスを提供

することで､ 新たな需要サイクルの山を

作り出すことができる｡ これは､ 新規の

顧客グループも吸引するが､ 需要ピーク

時に利用していた顧客の一部が移行する

ことも期待される｡ 例えば､ レストラン

では､ ブランチタイム､ ティータイム､

サパータイムといった時間帯の需要開拓

を図ることが挙げられる｡ 価格面での誘

導やそれぞれにふさわしいサービス (セッ

トメニューなど) を提供することが必要

である｡ 上記の方策は､ 非ピーク時の需

要拡大を図ることでもある｡

④ピーク時の過剰な需要をコントロールす

る

需要ピーク時をずらすことが困難な顧客

グループも存在する｡ ビジネス街のレス

トランであれば､ オフィスの昼休み時間

は決まっているので､ 時間をずらすこと

にメリットを持たせても､ ランチタイム

の需要過剰を緩和する効果はあまり望め

ない｡ こうした場合は､ ピーク時の需要

の質を誘導し､ サービス供給能力の方を

高めることができるように工夫がなされ

ることになる｡ 具体的には､ ランチメニュー

を少数のセットメニューに集約するなど

の方策が採られる｡ こうすることで顧客

がメニューを選ぶ時間､ 調理の手間と時

間､ 料理のサーブの手間と時間､ 勘定支

払いの手間と時間を効率化・短縮化でき

る｡ これは一面で食事のサービス・エク

スペリエンスを損なうことになるが､ ラ

ンチタイムの需要が最適供給能力域 (或

いは最大供給能力) を超えている場合､

採用されるべき方策である｡ また､ 需要

ピーク時の過剰な需要をきちんと保持し

秩序立てることも求められるだろう｡ そ

のためには適切な予約システムないし行

列システム (或いは両方) が導入されね

ばならない｡ これらは､ ピーク時需要が

最大供給能力を超える場合､ 必ず工夫さ

れるべきものである｡

上記からすれば､ 需要マネジメントの主要

ツールには､ ①プロモーション及びエデュケー

ション (service education) に加え､ ②価格

に よ る 需 要 誘 導 ③ 提 供 物 (service

offerings) による需要誘導を挙げることが

できるだろう｡ また､ ピーク時の過剰需要の

コントロールの観点では④需要の質の誘導､

⑤予約システム､ ⑥行列システムを加えるこ

とができる｡

４. 結 語

サービス需要は大きく変動するが､ それに

応じるべきサービスの供給能力は固定化傾向

が強い｡ 需要と供給能力の基本特性上の乖離

が､ サービスの需給問題を生み出している｡

サービス需給問題への取り組みは､ 両者の乖

離をなるべく近づけるよう努力し需給マッチ

ングを図ることである｡ サービス需要に着目

した場合は､ 単位需要サイクルに対するマネ

ジメント (サービスの需要マネジメント) を

行い､ 需要の変動性の緩和が図られることに

なる４)｡

【注】

１) サービスは､ ①サービスの受け手が人か

所有物 (モノ) か､ ②サービス行為の本

質が有形か無形かの２軸で４つのカテゴ

リーに大別される (Lovelock and

Wright [2001] pp.34-37.)｡ ４カテゴリー

は､ それぞれ ｢人を対象とするサービス｣

(people processing：人の身体に対する

有形の行為が行われる)､ ｢所有物を対象
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と す る サ ー ビ ス ｣ (possession

processing：顧客の所有する物財や他の

物理的所有物に対する有形の行為が行わ

れる)､ ｢メンタルな刺激を与えるサービ

ス｣ (mental stimulus processing：人

のマインドに対する無形の行為が行われ

る)､ ｢情報を対象とするサービス｣

(information processing：顧客の財産

に対する無形の行為が行われる) と表現

することができる｡

２) ４つの状況は､ Lovelock and Wright

[2001] pp.288‐289.に依拠している｡

３) FUP (frequent user program) は本来､

再度のサービス利用や利用頻度を高める

ためのプロモーション・プログラムであ

る｡ この点でロイヤルティ・プログラム

やロイヤルティ・スキームといった表現

もなされる｡ 航空会社､ ホテル､ レンタ

カー､ 流通業などの分野で導入されてい

る｡ 航空会社においてはFFP (frequent

flyer program)､ 小売業においてはFS

P (frequent shopper program) と呼

んでいる｡ サービスの需要マネジメント

の観点では､ 顧客の利用状況を把握する

機能を持っている｡ ｢○○クラブ｣ といっ

た名称が付けられることも多いが (例え

ば､ 航空会社の場合は ｢マイレッジ・ク

ラブ｣ など)､ ｢クラブ｣ の名称は､ サー

ビス提供にメンバーシップの要素を導入

しようとする意図を端的に示している｡

４) サービス需要は当然にサービス供給能力

と結び付いており､ サービス需給問題へ

の取り組みにはもう一つの側面―供給能

力マネジメント―が存在する｡ 本稿では､

需要とそのマネジメントに焦点を当てた

が､ 供給能力マネジメントについては､

稿を改め検討することとしたい｡
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はじめに､ 戦時下日本のアンコール遺跡ブー

ム

1943年､ 当時､ 東京工業大学助教授であっ

た藤岡通夫は著書 『アンコール・ワット』 に

おいて､ ｢近時大東亜戦の進展に伴ひ､ 所謂

南方物の出版が増加し､ 翻訳書乃至それに準

ずる書も次々と現れるに至った｣ と書いてい

る(1)｡ この言葉の通り､ 1941年から1945年の

５年間に日本ではアンコール遺跡に関する著

作が次々と公刊されている｡ 代表的なものを

発行年順に列挙すれば､ ピエル･ロティ作

『アンコール詣で』 (佐藤輝夫訳､ 白水社､

1941年)､ アンリ・ムオ著 『シャム､ カムボ

ヂャ､ ラオス諸王国遍歴記』 (大岩誠訳､ 改

造社､ 1942年)､ Ｐ・Ｊ・ケ・シイ著 『シバ

神の四つの顔､ アンコールの遺跡を探る』

(内山敏訳､ 南方出版社､ 1942年)､ ヂョルヂュ・

グロスリエ著 『アンコオル遺跡』 (三宅一郎

訳､ 新紀元社､ 1943年)､ アンリ・パルマン

ティエ著 『アンコール遺址群』 (永田逸郎訳､

育生社弘道閣､ 1943年)､ シルヴァン・レヴィ

編 『仏印文化概説』 (村松嘉津訳､ 興風館､

1943年)､ 藤岡通夫著 『アンコール・ワット』

(東亜建築選書､ 彰国社､ 1943年)､ 富田亀邱

著 『アンコール・ワットの彫刻』 (日進社､

1943年)､ 富田正二著 『アンコール・ワット

の景観』 (立命館出版部､ 1943年)､ 薄葉義治

訳 『アンコール・ワット』 (湯川弘文社､

1944年)､ ドラポルト著 『カンボヂャ紀行

クメエル芸術とアンコオル』 (三宅一郎訳､

青磁社､ 1944年) などである｡ いうまでもな

く第二次世界大戦中のことである｡ そんな時

期によくアンコール遺跡に関する著作物や翻

訳書など出版する余裕があったものだと思わ

れるかもしれないが､ そうではない｡ 戦時の

日本にとっては意味のある時世に沿った出版

物であった｡

時代背景を整理しておきたい｡ 1939年９月､

ナチス･ドイツがポーランドへの侵攻を開始

し､ フランスは英国とともに宣戦を布告､ 第

二次世界大戦が始まる｡ そのわずか９ヵ月後

の1940年６月､ パリは陥落し､ 敗れたフラン

スはドイツと休戦協定を結ぶ｡ そして､ フィ

リップ・ペタンを首班とする新内閣を立て､

対独協力政策を取ることになった｡ この情勢

を見た日本は､ フランス領インドシナに対し

て軍事協力を申し入れ､ 対中国政策 (援蒋物

資の輸送停止と国境監視団の受け入れ) への

協力を求めた｡ ペタン内閣を支持していなかっ

たジョルジュ・カトルー総督はこの要請を保

留にしたが､ この総督も一週間後には解任､

本国新政府に忠実なジャン・ドゥクーが新総

督となった｡ 新しい総督との協議によって日

本は８月までに軍事協定を取り結び､ ９月よ

り ｢北部仏印進駐｣ を開始する｡ さらにフラ

ンス本国との協定によって翌年７月には ｢南

部仏印進駐｣ にも成功する｡ よく知られるよ

うに､ この仏印進駐が主要因となり同年12月

の太平洋戦争へと日本は突入する｡ 南部仏印

進駐は軍事史において極めて重要な出来事で

あった｡

1942年11月の連合軍の巻き返しにより､ ヨー
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ロッパではペタン政権が弱体化してゆくが､

インドシナではいぜんとしてペタン支持のドゥ

クーが実権を握る｡ 抵抗する自由フランスの

レジスタンス活動も活発化するなか､ ２つの

フランスが分断されたまま政治的に混沌とし

た状況を迎える｡ この政治的混乱のなかで､

日本は軍隊だけではなく政治家や経済人､ そ

して大学研究者､ 芸術家などの文化人を次々

とインドシナへと送り込み､ 日本と仏領イン

ドシナとの ｢文化協力｣ 政策を推進した｡ 短

期間に慌しくもインドシナ地域の政治､ 経済､

文化など､ あらゆる事象が日本に紹介され､

研究されるようになったのである｡ 戦争末期

にはインドシナ地域を武力制圧することにな

る日本にとって､ 新たに大東亜共栄圏の一部

となろうとしていた当地の歴史と社会を伝え

る書物は､ まさに時機に適ったものだったの

であり､ 日本においてアンコール遺跡が一般

に知れ渡るのはこの戦時のことなのであった｡

この状況は1945年３月の ｢仏印処理｣ による

インドシナの武力制圧を経て､ 日本の敗戦ま

で続く｡

戦時を反映して､ この期に刊行されたアン

コール遺跡を紹介する書物にも､ 必ず ｢大東

亜戦争｣ や ｢大東亜共栄圏｣ 構想への言及が

ある｡ 例えば､ ジョルジュ・グロリエの著作

の邦訳を行った三宅一郎は ｢訳者あとがき｣

で次のように書いている｡

｢アンコオルは手近にある｡ アンコオルは

東洋のものだ｡ それは､ 日本の知らなけれ

ばならぬもの､ 特にこれからの日本が究め

ねばならぬもの､ 西欧の学者ばかりの研究

に委せておくべきものではない｡ (…) (2)｣

また､ 東本願寺南方美術調査隊の一員として

アンコール調査に参加する予定であった富田

亀邱は1943年の 『アンコール・ワットの彫刻』

において次のように書く｡

｢盟邦國佛印のこの壮麗なるアンコール・

ワットはクメール民族の象徴であり､ 我國

の法隆寺が世界の誇りである如く､ ともに

世界の驚異的存在であることを知つてもら

ひたい｡ (…) 過去一ヶ年にわたりアンコー

ルを中心としての自分の調査資料に若干筆

を加へていささか東亜文化共栄圏の基礎的

な捨石にもと考へ極めて通俗的な写真本位

の著書を江湖に紹介することにした (3)｣｡

とりわけ､ 1941年夏の南部仏印進駐から､ 冬

の米国への宣戦布告までの半年間は､ インド

シナから毎日のように新しいニュースが届け

られ､ 一般紙を賑わせていた｡ 例えば､ 『朝

日新聞』 は､ ８月８日から10日にかけて ｢ア

ンコール・ワットの遺跡を訪ふ｣ と題する特

派員の特集記事 (図１) を､ また､ ８日から

18日にかけてはインドシナを訪れた知識人に

よる ｢仏印を語る座談会｣ の様子を伝えてい

る｡

以上のような状況を踏まえ､ 本稿は､ 主に

アンコール遺跡をめぐる日本とフランス領イ

ンドシナとの学術協力を中心にして､ 第二次

世界大戦期における両者の ｢文化協力｣ の実

態を明らかにしたい｡ この時期には､ インド

シナにあったフランス極東学院と日本の学術

的機関の間に ｢教授交換 (知識人交流)｣ や

｢美術品交換｣ が行われている｡ 軍事史にお

いて仏印進駐が大き

な意味をもったのと

同様に､ アンコール

遺跡の考古学史にお

いても日本のインド

シナ介入は大きな意

味をもった｡ 日本も

またアンコール遺跡

の考古学と決して無

縁ではなかったので

ある｡
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第二次大戦以前の日本人によるアンコール研

究

まずは､ 第二次大戦以前の日本におけるア

ンコール研究の状況を見ておこう｡ 三宅一郎

はアンコールの研究を ｢西欧の学者ばかりの

研究に委せておくべきものではない｣ と書い

たが､ 逆にいえば､ それ以前は西欧の学者ば

かりに任せていた｡ 日本の考古学者や美術史

家は､ 日本国内は言うまでもないが､ 中国大

陸と日本の植民地下の満州と朝鮮半島､ 台湾

に関心を集中させていた｡ イギリスはインド､

オランダはインドネシア､ そしてフランスは

インドシナと､ 列強国は各々の研究版図を棲

み分けし､ 与えられた場所を独占的に調査し

ていた｡ 日本の研究者が縄張りの外にある地

域に調査を行うことは稀であった｡

例外は東京帝国大学教授の建築家・建築史

家の伊東忠太である｡ 1912年１月に大学の出

張でハノイのフランス極東学院を訪問し､ 約

１ヶ月の調査を行い､ アンコール遺跡も訪れ

ている｡ しかし､ 帰朝後になされた調査報告

会では､ 建築史の観点からの報告はなく､ 仏

印の地理や歴史を概説し､ アンコール・ワッ

トの写真を数点紹介するだけであった(4)｡ 調

査では ｢毎日此の東洋学院 [フランス極東学

院] に通つて写真を撮ったり話を聞いたりし

て｣ いたという｡ 伊東が訪れたフランス極東

学院 [以後､ 極東学院､ または学院とのみ記

す] では､ このとき日本研究者のクロード・

メートルが院長代理を務めていた｡ また､ 学

院メンバーには能楽研究で知られるノエル・

ペリもいた｡ 日本語で楽しく歓談しながらの

調査であったと想像される｡ 伊東は極東学院

の研究体制にいたく感銘を受けたようで､

｢仏蘭西人に付いては私は別に多く感心する

ことはありませぬが､ 唯学問に金を吝まず著

実に研究している点だけは大いに感心｣ した

と述べている｡ そして､ ｢日本にもこんな研

究所が一つ有つたならばとつくづく羨ましく｣

思ったという｡

伊東は少なくともこの時点では､ アンコー

ル遺跡の寺院の建築構造や建築美にはそれほ

どの関心を示していない｡ 伊東の関心は別に

あった｡ 彼は､ この調査に出る前の1910年に

｢祇園精舎図とアンコール・ワット｣ と題す

る講演を建築学会において行っている (『建

築雑誌』 への発表は1913年) (5)｡ 伊東によれ

ば､ この論題は ｢本年７月10日東京帝國大学

卒業式に明治天皇の行幸があつた､ 其の際自

分は此の問題に就いて御説明申上げた｣ とい

うから､ 彼のとっておきの話であったといえ

る｡ 論文で取り上げられる ｢祇園精舎図｣ と

は､ 現在､ 水戸彰考館が所蔵する17世紀に書

かれた寺院の平面図で､ 論文において伊東は

これをアンコール･ワットの図面だと断定し

た｡ 伊東の説はすぐにフランス人研究者にも

認められ､ 今日では､ 現存する世界最古のア

ンコール・ワットの平面図としてよく知られ

るところとなっている｡ では､ なぜ17世紀に

アンコール・ワットの図面が日本人によって

描かれたのか｡ 伊東の関心は､ あくまでも日

本 (人) とアンコール・ワットとの歴史的関

係にあった｡ この論文は建築史家としてアン

コール・ワットにアプローチした研究ではな

い｡ 彼自身､ ｢本篇の目的はアンコル・ワッ

トの建築学的の研究報告ではなくして､ 島野

の祇園精舎の図と対比して其の異同を弁ずる

にある｣ と述べている｡

建築家でもあった伊東が建造物に関心がな

かったわけではなかろう｡ アンコール訪問後

に彼が設計した築地本願寺や京都の祇園閣な

どに､ クメール建築の影響がある可能性もあ

るが､ 憶測の域を出るものではない｡ 建築史

的関心があったとしても､ 伊東は ｢アンコル・

ワットの建築史上の位置､ 其の藝術的価値は

学術界の大問題であり､ 其の一般歴史及宗教

史上に貢献するところもまた実に大なもので､

なかなか一朝一夕に解き盡くすべきものでは

ない｣ と言うにとどまり､ 建築史からのアプ

ローチは避けた｡ 時代はまだアンコール地区
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がシャムから返還 (1907年) されたばかりで､

フランス人によるアンコール研究も始まった

ばかりだった｡ とりあえずは ｢西欧の学者ば

かりの研究に委せておく｣ 道を彼は選んだの

である｡

伊東の論文が典型的に示すように､ 彼に続

く日本人研究者も日本との歴史的関係を解明

するためにアンコール研究に接近した｡ 16世

紀の鎖国以前の日本は､ 東南アジア諸国との

貿易を活発に行い､ 各地に ｢日本人町｣ を形

成した｡ 当時､ シャムの統治下にあったアン

コールは ｢南天竺｣ と呼ばれ､ 仏教徒の巡礼

地として知られていたようである｡ シャムを

訪れた日本人にはこの地を訪れる者も少なく

なかった｡ 今日､ 最も知られているのが､ ア

ンコール・ワットの柱に墨書 (落書き) を残

した森本右近太夫という人物である｡ 伊東の

｢祇園精舎図｣ に次いで､ 日本の研究者が関

心をもったのはこの墨書である｡ 1928年に岩

生成一が ｢アンコール･ワットにおける森本

右近太夫の史蹟｣ と題する論文を発表してい

る (6)｡ のちに 『南洋日本町の研究』 で知られ

る岩生は､ 1928年に東京帝国大学文学部史料

編纂所の資料編纂官補として､ 仏印､ シャム､

英領マレーなどを調査し､ 17世紀初頭の日本

と東南アジアとの歴史的関係を明らかにしよ

うとしていた (翌年､ 台北帝国大学文政学部

南洋史学講座助教授に就任)｡ また､ 国史編

纂で知られる黒板勝美も1930年に ｢アンコー

ル・ワット石柱記文について｣ と題して､ こ

の墨書の歴史的背景に迫っている (7)｡ 一方､

民族学的観点からインドシナを訪問した学者

もいる｡ パリ留学の経験もあった慶応義塾大

学の松本信広は1933年にハノイの極東学院を

訪問し､ フランス流の比較民族学的観点から､

日本と東南アジアの文化の関連性を解明しよ

うとした (8)｡

このように国史や民族学の分野では､ 日本

との関係の範囲内でインドシナに関心を広げ

て足を伸ばすことがあったが､ 美術史や考古

学ではほとんどなかった｡ 中国や朝鮮半島の

仏教美術と比べて､ 日本の仏教美術との関係

が希薄なクメールの美術は､ 考古学・美術史

的観点からは､ 日本美術研究の延長として関

心を引くものではなかったのである (9)｡

日本の歴史や文化との関連でインドシナに

接近したこれらの研究は､ 本来のアンコール

考古学の調査研究からは傍流であったが､

1907年より学院メンバーとなっていたノエル・

ペリによって大きく取り上げられることとなっ

ている｡

1889年から1905年まで日本に滞在し､ 日本

史と伝統文化の造詣も深かったペリは､ 学院

メンバーとなってからは､ 豊かな日本語能力

を活かして文献にあたり､ 日本とインドシナ

の交流の歴史を包括的に捉える研究を行って

いた｡ その一部が ｢16―17世紀における日本

とインドシナの関係についての試論｣ として

1923年に 『フランス極東学院紀要』 に発表さ

れている (10)｡ 伊東忠太が発見した ｢祇園精

舎の図｣ も紹介し､ 古文書分析を通して伊東

の説を支持している｡ 1922年にハノイで不慮

の事故死を遂げたペリがこの研究を完成する

ことはなかったが､ 収集したシャムと日本の

古文書を初めてフランス語訳にして欧米に伝

えた貴重な論文である｡ ノエル・ペリは日本

の能楽や謡曲をフランス語訳した人物として､

能楽研究者にはよく知られた人物である (11)｡

司祭として来日したペリは､ 東京音楽学校の

嘱託教師としてオルガン和声法や作曲の指導

を行う傍ら､ 日本の伝統文化の研究を行った｡

彼については1944年に法学者の杉山直治郎が

書いた全250頁の周到な伝記がある (12)｡ 今日

ではアンコール遺跡の考古学調査研究で知ら

れる極東学院も､ 1920年頃までは､ インドシ

ナ外部の極東研究を重視していた｡ アンコー

ル考古学の重要性が増すにつれて､ 学院の日

本研究は下火となってゆくが､ それまでは優

れた研究者が充実した日本研究を行っていた

のだった｡
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日仏会館と極東学院の連携

杉山直治郎によってノエル・ペリの伝記が

1944年に発表されたのには理由がある｡ この

年､ 杉山はペリの能楽研究論文を再録した

『能』 (フランス語) を編纂し､ 東京の日仏会

館の活動の一環として刊行していた (13)｡ 極

東学院と交渉して､ 『学院紀要』 に発表され

たペリの論文と謡曲の仏訳を一冊の本に纏め

たのだった (14)｡ この本の刊行はペリの没後

20年の記念という意味もあったが､ それ以上

に本稿が主題とする第二次大戦期の日本とイ

ンドシナの ｢文化協力｣ 政策に深く関わって

いる｡ 杉山は当時､ 東京の日仏会館の代表者

を務め､ ペリの出版にあたって､ ｢我日仏会

館もまた､ 主として河内東洋学院 [ハノイの

極東学院] との多年の浅らぬ文化交流の因縁

によって､ 此の日仏印共同の念珠の一環を成

すもの｣ であると述べている (15)｡

現在も活動を続ける日仏会館は､ 第二次大

戦中の日本とインドシナの文化交流において

重要な役割を担った｡ 大戦以前はフランスと

日本の文化交流の促進を図っていたこの機関

も､ 戦争が始まりフランスとの交流が途絶え

た時期には､ インドシナを通してフランスと

の関係の維持を画策せねばならなかったので

ある｡ 本節と次節では､ この日仏会館の活動

を検討することによって､ 日本とインドシナ

の文化協力の時代背景の理解を深めておきた

い｡

まず､ 大戦中の日仏会館の活動を理解する

ために､ この施設の歴史を簡単に振り返って

おこう (16)｡ 日仏会館は1924年12月に東京に

開館し､ 現在に至る｡ 日本とフランスの共同

出資によって日本人理事長とフランス人館長

を立てるというユニークな運営方針のもとに

設立された財団法人で､ 日本側は国内のフラ

ンス文化振興のために､ フランス側はフラン

ス人若手研究者の日本研究のために､ 活発な

活動を展開した｡

設立の構想は第一次世界大戦に遡る｡ 当館

の理事長として設立に尽力した渋沢栄一の日

記に初めて日仏会館がらみの出来事が記され

るのは1919年８月４日のことで､ ｢来朝中ノ

リヨン大学総長ポール・ジュバン｣ らが ｢日

仏文化交流機関設置｣ について提案したとあ

る (17)｡ パリではなくリヨンとの交流のなか

で日仏会館設立の構想が生まれたことは注目

に値しよう｡ 第一次世界大戦期にリヨン領事

館員であった木島孝蔵は､ 戦中の日仏同盟関

係を深めようと文化活動を展開し､ 1917年に

リヨンに日仏委員会を立ち上げ､ リヨン大学

の知識人と交流を深めていた (18)｡ リヨン大

学美術史教授のアンリ・フォシヨンもその一

人である｡ また､ リヨンはエミール・ギメの

出身地で日本と少なからぬ縁を持っていた土

地であった｡ 1874年に来日したギメは日本人

留学生を連れてフランスに帰国したが､ その

なかには渋沢の日記に記された会合に参加し

ている富井政章もいた｡ 帰国した木島も日仏

会館の設立に尽力する｡

この構想が現実化したのは､ 1921年から27

年までフランス共和国特命全権大使として日

本にいたポール・クローデルを渋沢が訪ね､

日仏会館 ｢設立ノ件ニ関シテ談話｣ を行った

1923年１月以降のことである｡ クローデルは

日仏会館の設立に積極的であった｡ 彼は日仏

交流の機関の必要性を説く報告書や手紙にお

いて､ 第一次世界大戦でフランスがドイツに

｢勝利｣ したあとも､ 日本の大学生の大半は

第二外国語としてドイツ語を選択し､ フラン

スには関心のない様子を嘆いている｡ この状

況を克服し､ 日本におけるフランスの立場の

向上に努めたのだった｡ また逆にフランスで

も､ ジャポニスム以後､ 日本を研究する若者

が激減しており､ 若手研究者の育成を図る必

要もあった｡ クローデルは述べている｡

｢日仏会館に長期にわたって宿泊するフラ

ンス人青年は､ ２年ないし３年間､ この国

の言葉や文字について講義を受け､ この国

藤原：第二次世界大戦期の日本と仏領インドシナの ｢文化協力｣ 111



の歴史､ 経済､ 芸術､ 文学を学びます｡ 彼

らは､ わが領事館にとって､ フランスの産

業や商業､ 芸術､ 科学､ 政治にとって､ 計

り知れない人材養成機関となることができ

る (19)｡｣

こうして1924年３月､ 日仏会館は開館した｡

フランスからは館長と４名のメンバー (日本

研究のための特別研究員や講演招待者) が常

駐した｡ 初代館長の適任者と目されていたの

はノエル・ペリだったが､ 彼は1922年に不慮

の事故死を遂げていた｡ また､ ペリの ｢心友｣

であったメートルも1925年に他界する｡ 待望

の研究施設が誕生し､ これからというときに､

フランスは時代を代表する日本研究者を失っ

ていたのである (20)｡ 結果として､ 初代館長

に任命されたのは､ インド仏教学の権威でコ

レージュ・ドゥ・フランス教授のシルヴァン・

レヴィである｡ その後もアルフレッド・フー

シェやジョゼフ・アッカンなど､ フランスを

代表するオリエンタリストが館長や館長代理

を務めた｡ 館長の顔ぶれだけを見ると､ 日本

学の研究教育機関というよりは､ 極東学院の

出張所の感がある｡ 開館して２年の間に来日

したのは､ 日本学者のシャルル・アグノール､

海軍学校の地理学者フランシス・リュラン､

インドシナで２年の滞在経験のあった経済学

者マルセル・ルキアン､ 極東学院の寄宿生と

してインドシナの滞在経験のあった中国学者

のポール・ドゥミエヴィルである｡

日仏会館に派遣されたフランス人には､ イ

ンドシナや極東学院と関わりのあるものが少

なくない｡ もとより､ クローデルは､ フラン

ス人の学者や学生にとって､ 日本を含む極東

の言語や文化を研究する機関として日仏会館

を位置づけていたのであり､ その意味では､

学術的機関としての役割のみに注目すれば､

極東学院とさして変わりがあるわけではない｡

極東で研究をする意志のあるフランス人なら

ば､ 極東学院と日仏会館の２つの施設を利用

することができたのである｡ フランスにとっ

ては､ 両施設を連携させることによって､ よ

り有益な極東研究の場を構成できるというメ

リットがあった｡

極東学院と日仏会館との連携については､

館長代理として1926年に来日したアルフレッ

ド・フーシェが重要な文書を残している｡

1922年に開始されたフランスによるアフガニ

スタン考古学調査を統率したフーシェは､ 25

年にアフガニスタンの調査を行った後､ カー

ブルを発ってインドシナの極東学院に赴く｡

そして､ アンコール遺跡の調査状況を視察し

た後､ 日本にやって来たのだった｡ 公務のた

め日本を離れていた館長レヴィの代理として

の役割で､ 1926年２月から９月にかけての半

年間､ 日本に滞在した｡ 来日中に､ 日仏会館

(６月) や東京帝国大学において､ アンコー

ル遺跡や仏教美術に関する講演会を行ってい

る (21)｡

極東学院院長代理 (1905－07年) も務めた

ことのあったフーシェは､ インドシナと日本

の双方を知るオリエンタリストとして､ イン

ドシナ総督に対し､ ｢日仏会館の未来｣ に関

する幾つかの提言を行った｡ まず彼は､ 日仏

会館と極東学院の関係を一層深めることを提

言する｡ ｢インドシナは地理的にも [日本に]

近接しているので､ 協調が容易｣ であり､ ま

た､ ｢日仏会館には日本側から提供された立

派な宿舎がある｣､ ｢これを利用しない手はな

い｣ というのである｡ 双方の機関の ｢緊密な

連携｣ がフランスの極東研究の充実には不可

欠というのがフーシェの主旨であった｡ フラ

ンスの研究機関として､ 極東学院と同じ役割

を日仏会館に付与しようとしていたといえよ

う｡ じっさい､ 日仏会館には､ フランス (外

務省) から駐在研究者の給料や旅費のために

35万フランが充てられていたが､ インドシナ

総督府からも設備投資として３万円が出資さ

れるなど､ 財政面でもインドシナとの協力関

係がすでにあった｡
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しかし､ フランス贔屓の日本側の関係者に

とっては､ フランスのオリエンタリストが目

的とするアジア研究者育成という課題は二義

的なものに過ぎず､ ｢フランス文化伝道｣ こ

そ重要課題であった｡ それゆえフーシェは､

あまりにフランス側の目的を前面に押し出す

ことは止めたほうが無難だろうという認識も

示している｡

｢私が危惧するのは､ 日仏会館の現状とい

うよりは未来です｡ というのは､ この施設

の最終的なステイタスはまだ議論の余地が

あるからです｡ しかし､ 現在において確か

に言えることは､ フランス側の観点からみ

て好ましいものにする､ すなわち､ ローマ

やアテネ､ カイロやハノイと同種の学院に

するということはないだろうということで

す｡ 予算も折半されていますし､ 運営も

[日仏の] 二重体制であるので､ この機関

は現在もこれからも､ 混成的なものであり

続けるだろう―外国のプロパガンダについ

ては非常に猜疑心の強い国でありますから､

この状態のほうが好ましいでしょう (22)｡｣

日本とは表面的には ｢互いに支えあう｣ 形式

を維持しながら､ 実質的にはインドシナの極

東学院と連携を深めて､ フランスの極東研究

に資する機関にしようというのが､ フーシェ

の狙いであった｡ 手紙の最後をフーシェはい

かにも政治的なオリエンタリストにふさわし

い言葉で締めくくっている｡ 日仏会館は ｢日

本が肉体を､ フランスが精神を与える｣ 機関

であり､ 互いを必要としているので､ 日本と

の協調関係も困難でないだろうというのであ

る｡ 日本は器だけを用意すればよい､ 中身は

フランスが整える､ というわけだ｡

一方､ 館長であったシルヴァン・レヴィは

東京帝国大学の高楠順次郎と共同で1926年よ

り 『法宝義林』 (仏教術語解説辞典)の編纂を

開始するなど､ 日本人研究者との連携を率先

して行っており､ 日本の研究者を蔑ろにして

いたわけではない (23)｡ だが､ 極東学院と日

仏会館の連携についてはフーシェと同じ意見

を持っていた｡ 1926年に極東学院長に宛てた

私信において､ レヴィは極東学院と日仏会館

を ｢フランス文化伝道の同じ道にある２つの

機関｣ と評し､ ｢組織的な協力体制を模索し

てゆかねばならない｣ と述べている (24)｡ ま

た､ ｢ドイツが日仏会館に真似て､ 日本に同

様の施設を設置｣ しようとしているので､ 学

院との結束力を高めねばならないとも述べて

いる｡ 日仏会館は､ 極東学院と同様､ 極東に

おけるフランスの文化戦略の一拠点として理

解されていたのである｡

第二次大戦中の日仏会館

以上のように日仏会館は大戦間期に､ ｢フ

ランス文化伝道｣ を合言葉として教育研究活

動を展開していった｡ とくにレヴィの言葉に

垣間見える通り､ ドイツとのライヴァル心を

強く意識していた｡ しかし､ 反ドイツの旗印

は､ 第二次世界大戦の開始とともに打ち出す

ことができなくなる｡ 日本は枢軸国の一員と

して1940年９月にドイツと軍事同盟を結び､

ドイツとの協力関係を推進してゆくのであり､

フランスはそのドイツに早々に敗れるのであ

る｡ こうした状況において､ 開戦時には敵国

であったフランスの施設が存続しえたこと自

体が不思議といえば不思議だが､ フランスが

ドイツと休戦し､ 対独協力政策をとったがゆ

えに存続しえたのだろう｡ じっさい､ 再びパ

リが解放された1944年夏以降は､ 当時フラン

ス人館長であったジュオン・デ・ロングレは

東京を離れて､ 軽井沢での疎開生活を余儀な

くされている｡ いずれにせよ､ こうした状況

で ｢フランス文化伝道｣ のお題目を堂々と唱

えるわけにはいかない｡ 日仏会館メンバーの

論調も自ずと変わってゆく｡

フランスが敗れた翌年の1942年刊行の日仏

会館機関誌 『日仏文化』 を読んでみよう (25)｡
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特集は ｢仏蘭西文化の現在及将来｣ である｡

タイトルからは分かりにくいが､ ドイツに敗

北したフランスの文化は将来どうなるのか､

それを検討しようということになっている｡

｢序｣ において､ 杉山直治郎は次のように書

く｡

｢千数百年来発展し練成するフランス文化

に固有の本質はいかなる大転換期に当面し

ようとも､ 跡方もなく消え失せるものでは

あり得ない｡ 故に過去のフランスの文化の

本質とその現状に関する一定度の知識とを

結び付けての温故知新的考察､ 即ちいわゆ

る歴史的必然性に立脚する考察の努力は必

ずしも不可能でも､ また非科学的でもない

筈である｡ 我皇軍には不可能の文字はない｡

困難の前に辟易するは大東亜建設指導の天

職を擔ふ國民でない｡ むしろ此の機に於て､

兎もすれば没却され勝ちとなったフランス

文明の不滅の本質､ その長所短所､ その永

年世界人類に及ぼした功過､ そのこれに対

する今後の使命等に就て､ 冷静公平なる総

決算的考察を試みるに如くはない (26)｡｣

フランス文化を批判的に検証して､ その ｢不

滅の本質｣ を探り､ ｢大東亜建設指導の天職

を擔ふ｣ 日本の役に立てようという趣向であ

る｡ 掲載論文はすべてフランスの敗北につい

ての分析やペタン新政権の紹介に捧げられ､

ペタン支持の方針を鮮明にしている｡ とくに

極端なのは画家の関口俊吾による ｢フランス

藝術の動向｣ と題する論文で､ 第三共和政下

の国際的なフランス文化を非難している｡ 関

口は画壇からユダヤ人を排斥するペタンの政

策を支持しながら次のように書いている｡

｢今やフランスは敗戦を契機として翻然と

今までの悪夢から醒め､ ペタンの所謂 『國

家・家庭・労働』 の三標語にかなつた藝術

が､ 近き将来新フランスの地に再び実をむ

すぶであらう事を私は信じて疑はないもの

である (27)｡｣

新政権の保守的な文化政策と対独協力政策を

支持することによって､ 戦中も日仏会館が生

き延びることができたとみてよいだろう｡

しかし､ このような論調でもフランス文化

の紹介は回避せねばならなかったようで､

1944年刊行の次号の 『日仏文化』 は､ ｢日仏

印文化の回顧と展望｣ の特集となっている｡

この特集号には先述のノエル・ペリの伝記も

掲載されているのだが､ もはや西欧文化の代

表としてのフランス文化に言及する論文は皆

無で､ インドシナの情勢を伝える記事が続く｡

そのなかに1943年にハノイとサイゴンに新設

された日本文化会館を紹介する文章 (横山正

幸による ｢日仏印文化交換に就て｣) もあり､

杉山直治郎はこの施設に言及しながら､ 次の

ように述べている｡

｢我々は日仏印の興望を荷って､ 此の適切

なる施設 [在仏印日本文化会館] を理想的

な適任者 [横山正幸] とによって､ 日仏印

共同の広汎重要の面が茲に始めて本格的軌

道に乗り､ 画期的進展に鹿島立つに至れる

を見て､ 正しい総力的日仏印文化共栄､ 従

て大共栄の確保の為に､ 慶賀措く能はざる

ものである (28)｡｣

日本と仏印の ｢文化交流｣ の開始を言祝ぐ杉

山の文章には､ ｢フランス文化伝道｣ の使命

は跡形もなく消え失せている｡ そもそもイン

ドシナの日本文化会館は､ インドシナにおけ

る政治的かつ文化的覇権の一部をフランスか

ら奪取するために設立されたのであり､ これ

を支援することは､ 日仏会館が訴えてきたフ

ランス文化の普及というスローガンを裏切る

ことに他ならない｡ 館長となった横山正幸に

よれば､ 日本文化会館が目標とする ｢仏印に

於ける文化工作｣ は､ ｢フランス人､ 安南人
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の双方｣ を対象とし､ ｢日本及日本人に衷心

尊敬と親しみとを有たしめる様努力する｣ こ

とにあったのだから (29)｡

日仏会館本来の使命を捨てたかのような杉

山の文章には､ しかし､ 欧米人が行ってきた

東洋学に対する興味深い指摘もみられる｡ 国

粋的論調が支配した大戦期であればこそなし

えた言説であるとはいえ､ その内容は今でも

傾聴に値する｡ たとえば､ ｢我 [日本の] 学

界の東洋学的研究範囲は､ 主としてアングロ

サクソン的排他独占に因て不当に窄められる

の冠履顛倒的苦汁を味はせられていた｣ と指

摘し､ 欧米が主導してきた東洋学をこの際､

日本を中心として新たな東洋人による東洋学

のあり方を模索せねばならないと提言してい

る｡ 日本学も同様である｡ 曰く､ ｢日本学と

一般東洋諸学との関係の如きも､ 従来殆ど相

互に没交渉に近い憾みを免れなかった｡ (…)

日本学なるものは孤立どころか眼中に置れな

かったことは､ 我々の慨嘆に堪へなかつた所

である (30)｣｡ 一方でフランス人日本学者のペ

リを称える伝記を書きながら､ 欧米の東洋学

者を非難するような文章を書くことは大いな

る矛盾だが､ 東洋学の学問構造そのものを見

直し､ アジア側から旧来の構造を変えねばな

らないとする杉山の主張は正論といわねばな

らない｡ いずれにせよ､ この1944年の 『日仏

文化』 は､ 日仏会館が発行する ｢フランス文

化伝道｣ のための雑誌でなくなっている｡ 代

わって題目となるのはアジア諸国への日本文

化の伝道である｡ 仏印進駐や蘭領インドネシ

アへの軍事侵攻と軌をいつにして､ 日本の文

化をアジア諸国へと喧伝し､ 文化 (そして東

洋学) における ｢大東亜の共栄｣ を実現する

ことの必要性が説かれるのである｡ こうした

時代の要請のなかで行われたのが､ 極東学院

と日本の間で行われた ｢日仏印文化協力｣ で

あった｡

日仏印文化協力前夜

1940年９月の北部仏印進駐により､ 日本の

南方への戦線拡大が具体化され､ 政治・経済

と連動した文化面での ｢日仏印協力｣､ 先の

横山正幸の言葉を借りるなら ｢文化工作｣ が

画策されることとなった｡ 日本側からインド

シナ総督府に最初の打診があったのは1940年

11月４日のこと､ 進駐から２ヶ月後の素早い

行動である｡ 当時､ 南支方面軍参謀副長であっ

た佐藤賢了が､ まずは､ フランス極東学院メ

ンバーの日本派遣の申し入れを手紙で行って

いる｡ 手紙には､ ｢近年の日本とインドシナ

の政治､ 経済レベルでの接近を鑑み､ 同時に

両国の文化レベルでの関係を築きたく｣ 望む､

とある (31)｡ そして､ 派遣された ｢日本の文

化と科学の現状を研究｣ する研究者に対し､

｢６ヶ月以内の滞在費 (移動を含む) と往復

運賃 (船)｣ そして ｢１ヶ月500円 (1941年９

月には総額２千円に変更)｣ を提供すると述

べられている｡

この提案を引き継いで交渉の窓口となった

のは国際文化振興会である｡ 国際文化振興会

は1934年に外務省の発案で発足した財団法人

で､ 日本文化の外国への普及を目的とする各

種文化事業を行っていた｡ 仏印との交渉が開

始された頃の理事長は永井松三､ 副会長は徳

川頼貞と岡部長景､ 専務理事が黒田清であっ

た｡ 直接の交渉を進めたのは黒田清である｡

文化事業を推進する財団法人であるとはいえ､

時節柄､ その目的の政治性は多言を要すまい｡

これについてはすでに幾つかの研究論文もあ

る (32)｡ たとえば､ 日独伊の三国軍事協定が

結ばれた1939年には同時に ｢日伊文化協定｣

と ｢日獨文化協定｣ も締結されたが､ 具体的

な活動をこの機関が支援した事実を挙げるだ

けで十分だろう (33)｡ 政治色が色濃いとはい

え､ その充実した活動には目を見張るものが

ある｡ 音楽研究者には1940年に発売された

『日本音楽集』 全５巻がつとに知られてい

る (34)｡ 雅楽､ 能楽､ 筝曲､ 浄瑠璃､ 長唄､
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地唄､ 小唄など日本の全種の音楽を網羅して

音盤化した｡ 美術に関しても､ 同時代の日本

画や彫刻や工芸を紹介する欧文書籍を多数刊

行するとともに､ 1937年にボストンで開催さ

れた日本古美術展覧会､ 1938年のサンフラン

シスコ万国博覧会での日本古美術展覧会を後

援し､ カタログを発刊している｡ 欧文書籍の

刊行も積極的に行っていた｡

機関誌 『国際文化』 では日本人のみならず

欧米のアジア研究者の論文を積極的に掲載し､

1942年 (第20号) には極東学院長ジョルジュ・

セデスの ｢インド文化の東漸について｣ も掲

載している｡ インドシナとの文化協力事業と

して刊行された特筆すべき著作物としては､

1943年に創刊された日本語とフランス語併記

の雑誌 『インドシナを知る Connaissance de

l'lndochine』 とフランス語の雑誌 『日本を

知る Connaissance du Japon』 がある (35)｡

上質の写真100枚を挿入する､ 戦時の刊行物

としては異例の豪華雑誌となっている｡ 日仏

印の文化協力事業を象徴する雑誌として当時

は注目を浴びた (36)｡

極東学院メンバーの日本派遣の依頼を受け

たインドシナ総督府では､ さっそく４日後の

11月８日にインドシナ公教育省と協議を行い､

依頼の受諾を決定した｡ 加えて､ フランス極

東学院に所属する ｢アンナン人教師ではなく

フランス人研究者を派遣する｣ ことと ｢日本

人研究者をインドシナへ派遣する｣ ことを新

たに日本側に提示する (37)｡ 古文書によって

交渉過程を追う限り､ この日本と仏印の文化

協力交渉はフランス本国との話し合いなしで

進行している｡ そもそも､ 文化事業のみなら

ず､ 軍事協定においても､ 1940年の段階では

本国間協定は結ばれておらず､ この期の政治

的混乱の状況をうかがうことができる｡ その

混乱は､ 研究者を派遣せねばならなかった極

東学院にも波及していた｡

日本からの依頼を受諾した総督府は即日､

極東学院に対して日本派遣にふさわしいメン

バーの選定を命じている｡ 日本側の要望は

｢日本の文化と科学の現状を現地で研究する｣

派遣者であったため､ 日本研究者が望ましかっ

た｡ だが､ 1940年11月の時点では､ 学院長ジョ

ルジュ・セデスの言葉によれば､ ｢[ヴィクト

ル・] ゴルベフ氏と私 [セデス] の２人しか

学院メンバーで外国への派遣を行うことがで

きない｣ 状況であった (38)｡ 仏印進駐期､ 極

東学院メンバーは決してセデスとゴルベフだ

けであったわけではない｡ 戦中もアンコール

遺跡の調査と復元作業は継続的に行われ､ ア

ンコール保存局長のモリス・グレーズがその

任務に当たっていた｡ カンボジア芸術局のジョ

ルジュ・グロリエも1942年の退官まで活動を

行い､ 古美術品販売や古美術品の贈呈の任務

にも当たっていた｡ また､ カンボジア仏教協

会で活動を行い､ 1930年代には民族運動にも

深く関与して有名となっていた女性仏教学者

のシュザンヌ・カルプレス､ あるいは､ 日本

と中国の研究者のロルフ･スタインも臨時メ

ンバーとして極東学院に所属していた｡ 少な

くとも10名余りの学院メンバーがインドシナ

で活動をしていたのである｡ それにも関わら

ず､ セデスは､ 自身とゴルベフしか日本へは

行けないという｡ ここに当時の学院が直面し

ていた微妙な政治的問題を読み取らねばなら

ない｡

学術的観点からいえば､ 日本派遣には日本・

中国研究者のスタインと仏教学者のカルプレ

スの２名が適任であった (39)｡ だが､ ２人は

日本派遣が不可能な状態に置かれていた｡ 本

国の新政権発足により､ インドシナにおいて

も国粋主義と女性蔑視の政策を掲げる悪名高

き1940年12月18日の政令が適用されようとし

ており､ 両者は総督府に属する極東学院のメ

ンバーとして認められない状態にあったので

ある｡ とりわけスタインの場合は､ ユダヤ系

ドイツ人という出自が問題となり､ 総督府は

メンバー入りを強く拒んだのだった｡

スタインは第二次大戦開始後すぐにフラン
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ス国籍を取得していた (1939年８月30日)｡

しかし､ 総督府はスタインのメンバー入りを

拒絶し､ 結局､ 1944年まで正式メンバーとし

て認められなかった｡ 国際文化振興会の日仏

印文化協力とは別に1941年２月に新たに東京

の日仏会館から日本滞在が可能なメンバーの

派遣が要請されたとき､ セデスは､ この問題

に言及している｡ セデスによれば､ 極東学院

には ｢[ポール・] ペリオお墨付きの日本学

者にして中国学者､ チベット研究者のロルフ・

スタイン｣ がいるが､ 彼は ｢現在､ 少し厄介

な状況にいる｣ と返答している｡ スタインは

｢ユダヤ系ドイツ出身で､ フランス国籍は最

近取得したばかり｣ で､ ｢極東学院メンバー

に迎えたいという私の計画が認められないの

ではないか｣ と危惧しているところだと説明

するのである｡ そして､ 派遣の候補者として

は彼しかいないが実現できないだろうとの見

解を示したのだった (40)｡

ロルフ・スタインはこの一件とその後の処

遇について､ 学院長の方針に不信感を抱いた

ようである (1944年にスタインは憲兵隊に逮

捕される)｡ 第二次大戦後､ 彼は､ 戦後の新

たな学院の体制は ｢戦争協力者ではない新し

い人材｣ によって立て直すべきだと述べ､ 暗

に総督府の方針に従ったセデスとゴルベフを

非難した (41)｡

仏印進駐期のジョルジュ・セデスとヴィク

トル・ゴルベフの ｢戦争協力｣ に対する批判

の声は､ 表立っては出てきていない｡ しかし､

戦後の新たな体制は彼ら抜きで行われた｡ セ

デスは1947年の定年退職後､ パリで国立東洋

語学校教授となり､ 再びインドシナに戻るこ

とはなかった｡ 一方､ ゴルベフは1945年に病

に倒れて没するが､ 1969年まで極東学院が公

式の追悼文を発表することはなかった｡ セデ

スはハンガリー人の祖父を持つユダヤ系フラ

ンス人で1911年よりシャムとインドシナで暮

らし､ カンボジア人と結婚をしており､ その

政治的信条は定かではないが､ 1940年にはア

ンナンのドラゴン勲章､ 1943年にはカンボジ

アのオフィシエ勲章を受勲しており､ 総督府

の ｢戦争協力｣ に忠実な院長とみなされたと

しても不思議ではなかろう｡ 一方､ 1916年よ

りフィリップ・ペタンと親交のあったゴルベ

フは､ ハノイの親独義勇隊に関与していたと

いう (42)｡ そして何より､ 後述するように､

２人は日仏印協力政策を拒むことなく積極的

に深く関わった｡ 親独・親日体制を支持した

彼らの態度と行動は､ 戦時の極東学院の内部

に大きな亀裂を生んだものと思われる｡ 日本

派遣ができるのはセデスとゴルベフだけと返

答したセデスの言葉は学院内の政治的亀裂を

暗示しているのである｡

極東学院には､ 新政府に反対するドゴール

派に与する者も多く､ レジスタンスに加わっ

た者もいた｡ たとえばカンボジア生まれのジョ

ルジュ・グロリエは1942年のカンボジア芸術

局退官後もカンボジアに留まり､ ドゴール派

の自由フランスの諜報活動に参画していたと

いわれる｡ そのため彼は1945年に憲兵隊に逮

捕され､ 獄中死する｡ また､ ラオスで研究活

動を行っていたアンリ・ディディエもレジス

タンス運動に加わり､ ゲシュタポに追われる

身であった｡ 1927－36年まで学院メンバーと

してアンナンの研究教育に携わったポール・

ミュスは､ レジスタンスの活動家として､

1944年にトンカンのパラシュート部隊に志願

している (大戦後の1946年より､ 彼はコレー

ジュ・ドゥ・フランス極東文明講座の教授を

務める)｡ パリのオリエンタリストにしても､

新政権支持を拒む者が多数いた｡ ジョゼフ・

アッカンは休戦協定で除隊となった後にペタ

ン政権の不支持を表明し､ 自由フランスに参

画した｡ ｢生きるためには､ 危険に身を投じ

ねばならない｣ との信条を手帖に書き付けな

がら南アジアで諜報活動を行っていた彼は､

1941年２月､ 乗船していた汽船が魚雷の攻撃

を受け､ 帰らぬ人となる｡ ポール・ペリオも

また､ ドイツとの ｢文化協力｣ の要請を拒絶
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した｡ 1939年より極東学院名誉メンバーとなっ

ていたコレージュ・ドゥ・フランス教授のア

ンリ・マスペロは､ 親独政権にも自由フラン

スにも与しなかったが､ 義勇遊撃隊員となっ

た息子に連座して逮捕され､ 1944年にブーヘ

ンヴァルト強制収容所に送られた (彼は収容

所内で病死する)｡ こうしたオリエンタリス

トの戦中の不幸と対比したとき､ セデスとゴ

ルベフの戦中の親日的活動はおのずと ｢戦争

協力｣ とみなされる運命にあったといえるだ

ろう｡

ペタン新内閣成立と仏印進駐､ そして連合

国によるパリ解放とめまぐるしく変化する政

情を前に､ フランスの植民地はいかなる政治

的立場を取るべきかを決めかねていた｡ 自由

フランスのシャルル・ドゴールは積極的に植

民地に働きかけ､ 政権奪回とパリ解放の機を

うかがっていた｡ 1942年には､ 実質的にペタ

ン支持の植民地はカリブ海とインドシナだけ

となっていた｡ 不安定な政治情勢のなかで､

戦中の極東学院は内部に亀裂を抱えたまま活

動を行わねばならなかった｡ そして､ 院長の

セデスは､ 日本派遣の選択とそれに続く美術

品交換に関して､ ほぼ独断的に ｢日仏印協力｣

を進めてゆくことになる｡

この院長セデスの独断という点について､

ひと言付け加えておかねばならない｡ これか

ら日本進駐期の ｢教授交換｣ と ｢古美術品交

換｣ の内容を詳細に検討してゆくが､ これら

に関わる資料の数は非常に少ない｡ 戦乱で失

われた可能性もあるが､ 理由はそれだけでは

ないと思われる｡ 極東学院が保有する古文書

は､ 基本的に､ 学院宛て (学院長宛て) の手

紙と返答から成っている｡ それゆえ､ 院長が

独断でことに当たった場合､ 資料は残らない｡

院長が直接関与した出来事 (事件) こそ重要

事項に他ならないのだが､ 重要であるほど資

料が残らない結果となる｡ 研究者としては歯

がゆいところで､ この時期の学院の活動の把

握は非常に困難である｡ 戦中期の資料の欠落

は､ この期の院長の独断的行動を暗示してい

ると私は考えている｡

もう一点､ この時代の学院の活動の把握を

困難にしている要因がある｡ 平時には充実し

た内容を伝えていた 『学院紀要』 の ｢クロニッ

ク｣ 欄､ すなわち学院の活動報告と年報が､

この戦中期には空白となっているのである｡

『学院紀要』 は1942年に発行された1941年号

までは従来通りで､ 従って1941年に行われた

第１回教授交換については記録されている｡

しかし､ 次号は1942年から1945年までの合本

となり､ 1946年まで発行されない｡ しかも､

注目すべきことに､ この間の学院の活動は一

切記載されていないのである｡ この空白は何

を意味しているのであろうか｡ 戦後の極東学

院はこの時期の活動を ｢公式の｣ 活動として

認めなかったと考えてよいのではないだろう

か｡ 本国アカデミーとの連携なしに院長が独

断で行った非公式の活動であるとは言えない

までも､ 戦中の止むを得ない情勢のもとで遂

行された告白しがたい活動であると位置づけ

ているといってよいだろう｡

かくして､ この時期の日仏印文化協力の内

容を詳らかにすることは困難だが､ 残された

資料を出来る限り収集し､ 日本と仏印との文

化協力事業を復元し､ 極東学院と日本との関

係､ さらには日本とアンコール考古学との関

係を明らかにしてゆこう｡

第１回教授交換､ 太田正雄

まず､ 日本の国際文化振興会が窓口となっ

て極東学院との間で行われた ｢第１回教授交

換｣ について詳しくみたい｡

先述の1940年11月の手紙において､ 極東学

院の院長ジョルジュ・セデスは､ 日本派遣者

としてはセデスとゴルベフしかいないと述べ

た｡ そして彼は続けて､ ｢日本の文化と科学

の現状を現地で研究するため｣ の要請である

から､ ｢私よりもゴルベフが適任｣ と伝える｡

｢極東学院の知的外交官｣ (セデスの言葉) の
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出番とあいなった｡

一方､ 日本人研究者のインドシナへの派遣

という総督府の提案も日本側に問題なく受け

入れられる｡ セデスは､ 派遣者候補として､

｢フランス語の知識｣ と ｢研究の性質｣ から

以下の人物を希望すると日本側に伝えている｡

『満鮮史研究』 で著名な東京帝国大学名誉教

授であった池内宏､ 東南アジア史の専門家で

あった台北帝国大学教授 (後に大阪大学教授)

の桑田六郎､ 当時東洋文庫に務め南方史研究

会を組織していた山本達郎､ そして､ 日本と

中国の考古学的業績で欧米にその名を知られ

ていた京都帝国大学教授の梅原末治である｡

セデスが望んだ候補者はいずれも､ 当時の植

民地と深く関わる学問に身を置いていた歴史

家や考古学者であった｡ セデスの専門は仏教

史であるが､ 自分の専門よりも時機に適った

学問を優先して人選を行ったといえる｡ 加え

て､ 純粋な意味での日本専門の研究者を要請

しなかった点も注目に値する｡ 要するに､ セ

デスのいう派遣者にふさわしい ｢研究の性質｣

とは､ いわゆる植民地学に通じた日本のオリ

エンタリストであったといってよいだろう｡

しかし､ セデスの希望を国際文化振興会は

どれほど検討したのだろうか｡ 初めての仏印

派遣者として選ばれたのは､ セデスの希望に

ない東京帝国大学医学部教授の太田正雄であっ

た｡ 彼は ｢癩病 (レプラ､ ハンセン病)｣ の

権威として国際的に知られた人物だが､ 今日

の我々には ｢昭和の�外｣ とも称される筆名・
木下杢太郎をもつ文人としての方が馴染みが

深い (43)｡ そして文人木下として､ 太田は黒

田清と親しくしていた｡ とくに1940年頃には､

名文で知られる東洋学者の石田幹之助らと頻

繁に集まって詩を吟じては､ 夕食を共にして

いた｡ 要するに ｢呑み仲間｣ だった､ といえ

ば実も蓋もないが､ そうした関係から､ 黒田

の人選によって1941年１月に突然の派遣が決

定したのである (44)｡ 黒田自身も国際文化振

興会の ｢文化工作｣ のため､ ３月から６月ま

でインドシナ滞在を行う予定であった｡

とはいえ､ 仏印派遣者として太田は真にふ

さわしい人物であったことも確かである｡

1940年に日仏会館の主催で ｢フランス医学展

覧会｣ が日本各地で開催されたが､ 太田はこ

の展覧会の組織に尽力するとともに､ 自らも

｢パストゥール以後の微生物学の趨向｣ を論

じる講演会を日仏会館で行っていた (12月５

日) (45)｡ 日仏会館への貢献という点からも､

太田の派遣には誰も異を唱えなかったであろ

う｡ また､ 彼は1916年から1920年にかけての

４年間､ 当時の満州において南満医学堂教授

として奉天 (瀋陽) に赴任しており､ アジア

の植民地の状況にも通じていた｡

日仏会館への貢献からわかるように､ 太田

はフランス文化に対する関心が強かった｡

1922年から1924年にはヨーロッパ留学を果た

し､ パリのソルボンヌ大学とサン・ルイ病院､

およびリヨン大学で研究を行っており､ そう

した経験から日仏会館での会合や国際文化振

興会主催のフランス関係の集まりにも頻繁に

参加していた｡ 1940年４月22日に行われたフ

ランス人を招待しての国際文化振興会主催の

茶会では､ フランス生まれの小説家キク・ヤ

マタ (山田菊) と同席し､ 留学時代の思い出

談義に花を咲かせたようである (46)｡ 太田自

身によれば､ とくにフランス贔屓というわけ

ではなかったというが､ それでも､ 戦中のパ

リ陥落とフランスの敗北には心を痛めていた

ようである｡ ６月21日の日記には ｢日々の憂

鬱の一因としてはどうもフランスの殆ど滅亡

に瀕する敗北の事があるらしい｡ ドイツを憎

む気は少しもないが､ フランスの滅亡は実に

痛ましい｣､ との言葉もみえる (47)｡ こうした

思いもあって､ もうひとつのフランスを求め

て派遣を引き受けたというところもあったの

だろう｡

こうして太田正雄は４月30日に空路羽田を

発ち､ 翌朝､ 台北 (台湾) に到着､ ４日間滞

在後､ ５月５日にハノイに到着した｡ 早々に
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極東学院のセデスと日本出発直前のゴルベフ

に迎えられている｡ ハノイでは12日より､ ハ

ノイ医科大学とインドシナ医学会で２度の講

義 (｢ハンセン病の日本での最新研究｣､ ｢極

東における真菌病と媒介｣)､ 極東学院で日本

の医学に関する発表 (｢ライ菌の動物への接

種｣ ５月27・30日)､ そして一般公衆に対し

て２度の講演 (｢16世紀の日本について｣､

｢ヨーロッパとの文化交渉｣) を行った―また

サイゴンでは ｢キリシタンによる16世紀の日

本における西洋医学の移入について｣ と題す

る講演を行っている (48)｡ 『木下杢太郎日記』

を読めば､ 太田が念入りにフランス語で書い

た論文をチェックし､ 何度も医科大学のフラ

ンス人教師に発音指導を請うていることがわ

かる｡ 久しぶりのフランス語の講演に望む太

田の緊張ぶりが伝わってくる｡ 初めての講演

には総督府秘書長､ ２回目にはドゥクー総督

が来聴するとあっては､ その緊張も当然だろ

う｡ 講演会場入口には ｢巡査十数人｣ が詰め

るという物々しいなかでの講演であった｡

ハノイでの知識人交流において､ 太田が最

も刺激を受けたのは極東学院で30日に行われ

た学会でのポール・ブデ (学院図書館司書)

の発表であった｡ 内容はベトナム語をアルファ

ベット表記で表すフランス人の試みと歴史を

伝えるものであった｡ 太田は日本帰国後の報

告会で決まってこの話を持ち出し､ ｢日本語

のローマ字綴り論や国字問題に多くの示唆を

与え｣ るのみならず､ ｢支那語のローマ字綴

りの問題｣ についてなど ｢言語の発育を講究

する上にも多大の参考になる｣ と述べてい

る (49)｡ じっさい､ 彼はハノイで10日間ほど

ではあるが､ ベトナム語を習ったという (50)｡

ハノイとサイゴンでの講演を終えた太田正

雄は､ インドシナ滞在の終わりに､ カンボジ

アを訪れ､ アンコール遺跡を訪問している｡

プノンペン入りするのは６月22日のことであ

る｡ アンコールへ向かう前に当地の芸術学校

と美術館を訪れているが､ 館長のグロリエに

は会っていない｡ 代わりに美術館で､ グロリ

エの著作を２点買い求めている (51)｡ 美術館

では数点のスケッチ (図２) をしながら､ 次

のような観察も行っている｡

｢次に写す二像の如きは毬多の直伝らしく

思はれ､ 又ギリシヤ的の所もあり､ グプタ

にギリシヤの影響なしとはいはれずとふと

思ひたり｡ 殊に年代不明の女のトルソオの

如きはヴィーナスを想起せしむるものあ

り (52)｡｣

24日､ アンコールへ向かった太田は､ さっ

そく極東学院の保存局を訪れ､ 保存局長のグ

レーズに会っている｡ その日はまずタ・プロー

ムの見学を勧められている｡ スポアンの大木

に呑み込まれた廃墟の有名な寺院である｡ 学

院はバンテアイ・スレイやバイヨンなどの主

要な寺院を ｢復元｣ する一方で､ タ・プロー

ムだけは､ 復旧作業を行うことなく廃墟のま

ま維持していた｡ この方針は今日も守られ､

観光客を驚かせ､ 楽しませている｡ グレーズ

にしてみれば､ 考古学的知識のない日本人観

光客がやってきたという程度の認識だったの

だろうか､ さっそくにこの寺院の訪問を勧め

る一方､ 太田が美術館で感じた疑問､ すなわ

ちクメールの彫像と ｢毬多との関係､ グプタ

とギリシヤ､ ローマ彫刻との関係｣ について

の疑問を投げかけたにもかかわらず､ ｢はつ

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集120

(図２) 太田正雄によるクメール彫刻のデッサン､ 『木下
杢太郎日記』 第５巻より｡



きりとは返事をしなかつた｣ という (53)｡ そ

れでも太田は､ ｢佛語の出来る安南人｣ のガ

イドとともに､ タ･プロームを訪れ､ 美術館

で購入したグロリエの書を繙きながら遺跡の

理解に努めている｡

翌25日と26日の２日間､ 太田はグレーズの

同行のもとにネアク・ポワン､ プリヤ・カン､

アンコール・ワット､ アンコール・トムのバ

イヨン､ バンテアイ・クデイ､ タ・ケウなど､

アンコール遺跡の小回りコースをひと通り見

学した｡ ｢アンコオルワツトは写真などで見

ては､ たいしたものと思はず､ 随つていまま

で研究したこともなかつたが､ 今日来て見て

いいことをしたと思ふ｣ との感想を日記に残

している｡ 彼によれば､ 写真ではただ大きい

だけの寺院であることしかわからず興味を引

かなかったが､ ｢其細目を見ると､ やはり感

心するものがある｣ という｡ この言葉が示す

ように､ 太田はそれぞれの遺跡の細部の装飾

やレリーフに展開される物語に大きな関心を

寄せた｡

アンコール詣でを終えた太田は､ 再びハノ

イに戻り､ 残されたインドシナ滞在をベトナ

ム語の勉強をしたり､ フランス映画を鑑賞し

たりしながら過ごし､ ７月13日､ 船にて帰途

についた｡

仏印巡回日本絵画展覧会

太田のインドシナ派遣の３ヵ月後､ 同じく

国際文化振興会の主催によって､ インドシナ

で ｢仏印巡回日本絵画展覧会｣ が開催されて

いる｡ この展覧会には代表者として､ 1920年

代のフランスで成功した藤田嗣治が随行して

いる｡

この展覧会はまず､ 日本画を中心とする同

時代の日本美術品162点を展示する日本画展

として､ 10月21日にハノイのアフイマ美術館

で開幕し､ その後､ 11月からのサイゴン､ ユ

エへの巡回は ｢洋画｣ も合流した｡ 日本画の

展示品は竹内栖鳳､ 橋本関雪､ 山口蓬春､ 八

木岡春山ら当時の大家の作品が中心であり､

日本でも話題となった (54)｡ 洋画の展覧会は

日本印度支那協会が企画したものであったが､

国際文化振興会との協議によって､ 急遽､ 共

同開催とすることとなったのであった｡ こち

らには藤田嗣治､ 山下新太郎ら51名の洋画家

たちの作品が出品された｡ 同行した国際文化

振興会の大澤武雄によれば､ この ｢美術平和

進駐｣ には､ ｢毎日二千人近い観衆が殺到し､

絵の購入申し込みはひきもきら｣ ない成功を

収めたという (55)｡

10月６日で空路ハノイ入りし､ ２ヶ月間に

ハイフォン､ ユエ､ サイゴンを巡回した藤田

嗣治は､ 各地で日本美術の講演を行った｡ そ

して､ 最後にはプノンペンへと足を伸ばし､

アンコール遺跡を見学している｡ アンコール

遺跡を描いた油彩もある｡ 行く先々でデッサ

ンを行った藤田は帰国後の1942年､ 金子光晴

の妻で詩人の森三千代による 『インドシナ詩

集』 (仏語) に10点の挿画を寄せた (56)｡ また､

1943年開催の陸軍美術展に戦争記録画の《仏

印・陸からの進駐 (ドンダン進駐)》と《仏

印・海からの進駐 (ドーソン付近フクサ進

駐)》の連作を出品し､ ６月７日に両作品を

仏印進駐部隊に ｢献納｣ してもいる (57)｡

太田にせよ藤田にせよ､ 仏印での文化交流

で活躍したのは､ 1920年代にフランスで過ご

した者たちだった｡ 彼らにとって､ インドシ

ナはフランスでの生活を思い出すことのでき

る場所であったに違いない (藤田は再度フラ

ンスへ渡った矢先の1939年に開戦をうけて､

日本に帰国したばかりであった)｡ ハノイ滞

在中の太田は仕事を終えた夜にはしばしば極

東学院のジョルジュ・セデス夫妻､ ハノイ医

科大学のアンリ・ガイヤール夫妻､ ハノイ大

学のポール・ユアール夫妻などをホテルに招

いて晩餐会を開いては､ 東京の写真や映画を

見せながら楽しいひと時を過ごしている (58)｡

とくにガイヤールとは毎日のように大学で会

い､ その講義に出るなど親しい付き合いをし
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ており､ その交流もあって､ ガイヤールは

1943年の交換教授として日本で講演を行うこ

とにもなる (59)｡

一方､ インドシナでの日本絵画展の ｢成功｣

を受けて､ 国際文化振興会は急遽､ その ｢交

換｣ として､ ｢現代佛印美術展｣ を日本にお

いて開催することを決定している｡ この展覧

会は１年半後の1943年６月２日より１週間日

本橋三越で､ ６月23日からは大阪大丸にて開

催される運びとなっている｡ この展覧会のた

めに､ インドシナ各地の芸術学校は出品作選

定のためにコンクールを行い､ アカデミック

な油彩画と彫刻､ ベトナムの絹本画や漆工芸

屏風など計150点の美術品を集めた｡ ハノイ

芸術学校のフランス人教授とベトナム人画家

４名も同行し､ ｢仏印人の眼に映じた日本の

風景画の制作｣ を行ったという｡ 当時の新聞

によれば､ 来日したベトナム人画家に対し､

日本の ｢大家たちが画室を開放して指導にも｣

あたったという (60)｡ ベトナムの洋画よりも

日本画の方が優れていること､ あるいは､ フ

ランス人教授の教育よりも日本人画家の教育

の方が優れているという優越感を仄めかす記

述である｡ 大戦中のマスメディアの論調とし

てはとくに珍しいものではない｡

しかし､ 興味深いことに､ インドシナを訪

れた日本の知識人や画家は､ 一様に､ ベトナ

ム人の手になる美術品とフランス人の指導を

高く評価していた｡ 美術関係者では､ 藤田の

ほかに､ 画家の和田三造や伊原宇三郎が1941

年にインドシナに渡っており､ インドシナの

美術や美術行政についてのコメントを各種メ

ディアに発表している｡ 特に８月８―18日に

『朝日新聞』 が連載した ｢仏印を語る座談会｣

において､ 伊原はインドシナの美術館や芸術

学校に触れ､ その水準の高さを評価している

点が注目に値する｡ 伊原の評価によれば､ ハ

ノイの芸術学校のフランス人教授には ｢相当

な人が来て｣ 指導をしており､ ｢生徒もこち

ら [日本] の美術学校の卒業生と比較｣ して

も ｢遜色のないやうな卒業生を出して｣ いる

という (61)｡ 美術通であった太田正雄も､ イ

ンドシナ滞在中にハノイ芸術学校やカンボジ

ア芸術学校を訪問し､ 同じように､ フランス

人教師や学生の西洋画 (油彩画) を高く評価

している｡ 太田に言わせるならば､ 伝統工芸

のみを指導していたカンボジア芸術学校は

｢徒弟学校だから､ それに十四五才位から始

めているのだから､ 価値の高いものは望まれ

ない｣､ ｢ハノイの学校の方がそれははるかに

高等である｣､ という評価であった (62)｡ この

評価は､ フランス人による評価とは正反対で

あり､ 非常に興味深い｡ ヴィクトル・ゴルベ

フに代表されるフランスの美術通は､ 一様に

カンボジア芸術学校の学生が作る ｢伝統的な｣

工芸美術品を高く評価し､ 逆に､ ベトナムの

｢現代芸術は､ 過去との関係性､ 過去の様式

(…) 過去の技術との関わりを欠いている｣

と批判していた (63)｡ 同様の視点からゴルベ

フは日本の洋画も批判していた｡ フランス人

からみればベトナム人の洋画は ｢西洋美術の

亜流｣ で評価に値せず､ アジアの伝統的な工

芸品の方が上質に思え､ 逆に､ 日本人からみ

れば工芸品の方が技術的に稚拙で､ 油彩画の

方がよっぽど質が高いということになる｡ 日

仏印間の美術展の交流は､ 西洋とアジアの美

的価値観のずれを顕わにする場でもあった｡

ゴルベフの講演と展覧会

太田正雄が仏印を訪れていた時期､ 日本は

仏印からの交換教授としてヴィクトル・ゴル

ベフを迎えていた｡ 彼が東京に到着したのは

５月12日のことで､ ７月５日の帰国までの約

２ヶ月間､ 日本に滞在をする｡

ゴルベフはまず５月20日から１週間､ 東京

の日仏会館において ｢アンコールの蘇生｣ と

題する講演を行っている｡ 領事館員シャルル・

アルセーヌ・アンリによれば､ ｢外国の知識

人との交流に飢えていた日本の知識人｣ に温

かく迎えられ､ 講演は大成功だったという｡
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また､ ゴルベフが持参したアンコール遺跡の

スライドは ｢公衆をうっとりとさせた｣ とも

報告している (64)｡ 戦時にアンコール遺跡に

関する著作が多数刊行されるとはいえ､ まだ

この時期にはインドシナ訪問を果たした日本

人研究者も少なく､ アンコール遺跡の知識も

日本人には乏しかった｡ 日本においてこの遺

跡に関する情報が氾濫するのは1942年夏の南

部仏印進駐以降のことである｡ その意味では､

専門家による本格的なアンコール遺跡につい

ての初めての講演として､ 記憶すべき出来事

であるといえよう｡ だが､ ここでゴルベフが

講演の主題を ｢アンコールの蘇生｣ としてい

ることに注目する必要がある｡ 密林に沈む廃

墟としてのアンコール遺跡ではなく､ フラン

ス人が復旧そして ｢復元｣ 活動を行って ｢蘇っ

た｣ 遺跡の姿をゴルベフは日本人に伝えよう

としたのである｡ この点が後に文化協力事業

に微妙な影響を与えてゆくことになる｡

ついで６月10日に ｢アンナンとトンカンの

美術と考古学｣ と題する講演を､ ６月12日に

は ｢仏印の古代美術｣ と題する講演を一般聴

衆に向かって明治生命会館で行っている (65)｡

聴衆は300名を超える盛況ぶりだったという｡

今日では､ カンボジアのアンコール遺跡の方

が知名度は高いが､ 当時は､ むしろ中国文化

の影響の色濃いベトナム北部の仏教遺跡やチャ

ムの先史遺跡の方が日本の一般聴衆には身近

に感じられるテーマであり､ その辺りを配慮

した主題選択であった｡ また､ 北部進駐から

１年を経ようしていた日本にとっては時事的

なテーマでもあった｡ これらの講演の通訳を

担当したのはパリ留学で博士号を取得してい

た民族学者の松本信弘と美術史家の吉川逸次

である (66)｡ 吉川は1930年代にパリ大学考古

学・美術史研究所に留学し､ アンリ･フォシ

ヨンの指導のもとにフランス中世美術を研究

するとともに､ フランス流の普遍主義的な美

術史理念を吸収して帰国したばかりであった｡

師を通じて､ フランスを訪れていた東洋学者

やユルギス・バルトルシャイティスなどとも

懇意にしており､ パリの美術史事情にも通じ

ていたゴルベフとパリでの留学談義に花が咲

いたものと想像される｡ 14日には日仏会館に

おいて参加者250名という盛大な晩餐会も開

かれている｡

その後､ ゴルベフは京都へ移動し､ 日仏学

院においてもアンコール遺跡に関する講演会

を行った｡ 京都では２年後に教授交換派遣者

となる梅原末治と会っている｡ 1920年代に長

期の欧州留学を経験していた梅原はゴルベフ

とは旧知の仲で､ ともに ｢藤井有鄰館をはじ

め､ 日本各地にある青銅の銅鼓類を見てまわっ

た｣ という (67)｡ 先述のとおり､ 国際文化振

興会は､ インドシナからの派遣者に対して､

講演の他に､ ｢日本の文化と科学の現状を研

究｣ することを任務のひとつに課していた｡

文化協力事業の理念からいえば､ むしろこち

らの方が派遣者に日本文化を理解させるとい

う ｢文化工作｣ に即した重要課題であった｡

ゴルベフには ｢日本古代の埴輪と壁画の研究｣

というテーマが与えられていた (68)｡

ゴルベフは講演と研究のほかに､ 日本に持

参した多数の写真資料を使って､ 日仏会館に

おいて写真展 ｢アンコール､ トンカン及びア

ンナンに関する写真展覧会｣ を組織してい

る (69)｡ この展覧会は､ ｢遠東仏蘭西学院 [極

東学院] ニテ実施セル発掘技術就中クメール

藝術古趾ノ発掘再建方法ヲ展示セル写真数百

点｣ を展示するものであった｡ 裕福なロシア

貴族出身のゴルベフは私財を投じて大判写真

カタログ研究誌 『アルス・アジアティカ』 を

刊行したり､ パリのギメ美術館の ｢写真資料

室｣ に自らのアジア美術写真コレクションを

寄贈したりするなど､ 美術研究や教育普及に

おける写真の効用を強く意識していた美術史

家であった｡ 1932年にはアンコール遺跡群の

調査研究に初めて ｢航空写真｣ を導入し､ 画

期的な論文を発表してもいた｡ それゆえ､ ゴ

ルベフは自ら､ 写真展の企画を提案したので

藤原：第二次世界大戦期の日本と仏領インドシナの ｢文化協力｣ 123



あった｡ ６月９日から15日にかけての展覧会

には､ 約3,000人の観客が来場したという｡

写真展の企画は来日以前よりゴルベフの提

案で日仏会館が合意したものであり､ 国際文

化振興会は関与していなかった｡ 国際文化振

興会は展覧会開催費用の提供を拒んだのだっ

た｡ そのため､ 日仏会館は､ 戦時の厳しい財

政事情のなか､ 展覧会費用を全額負担せねば

ならなかった｡ 会場のセッティングはボラン

ティアで当時ちょうど商工省の輸出工芸指導

の装飾美術顧問として日本に招聘されていた

デザイナーのシャルロット・ペリアンが行っ

た (70)｡ 遺跡の修復・復元の技術を紹介する

学術的な写真展に対して､ 国際文化振興会が

財政支援を行わなかったという事実に､ この

時期独特の政治的背景を読み取ることができ

るだろう｡ 日本の仏印進駐期において､ この

種の展覧会は､ 特殊な政治的意味を持ったの

である｡ これについては次節で詳しく述べた

い｡

ところで､ ペリアンは､ この後すぐ､ フラ

ンスに帰国するのではなく､ インドシナへと

渡り､ 第二次世界大戦が終わる1946年まで留

まった｡ 1941年12月22日からハノイのデパー

ト ｢グラン・マガザン｣ で開催された ｢日本

工芸美術展｣ では､ 出品作品の解説を行うな

ど､ 日仏印文化協力にも尽力している (71)｡

(後編に続く)

注

(1) 藤岡通夫著､ 『アンコール・ワット』 (東亜建

築選書)､ 彰国社､ 1943年｡

(2) ヂョルヂュ・グロスリエ著､ 三宅一郎訳 『ア

ンコオル遺跡』､ 新紀元社､ 1943年､ 203-204

頁｡

(3) 富田亀邱著 『アンコール・ワットの彫刻』､

日進社､ 1943年､ まえがき｡

(4) 伊東忠太 ｢佛領印度支那｣ 『建築雑誌』 310号､

1912年｡ 『東洋建築の研究 (下)』 (龍吟社､

1943年､ 265-286頁) 所収｡

(5) 伊東忠太 ｢祇園精舎図とアンコル・ワット｣

『建築雑誌』 313号､ 1913年｡ 『東洋建築の研

究 (下)』 (前掲書､ 367-406頁) 所収｡

(6) 岩生成一 ｢アンコール･ワットにおける森本

右近太夫の史蹟｣ 『歴史教育』､ 1928年､ 8頁｡

(岩生成一 『南洋日本人の研究』､ 岩波書店､

1966年､ 115-121頁｡)

(7) 黒板勝美 ｢アンコール・ワット石柱記文につ

いて｣､ 『史学雑誌』 41・48号､ 1930年｡

(8) ����������������������������������������������������������������������≫�
本論文において､ フランス極東学院古文書

(���������������以後､ �����とのみ記
す) を利用しているが､ 以下に挙げる古文書

整理番号は､ 私がフランス極東学院図書館で

長期的に調査を行った2000年３月までのもの

である｡ 2001年以降､ 極東学院は古文書の再

整理を行い､ 現在 (2007年11月) では､ 整理

番号が大きく変化している｡ 今日の番号に修

正する必要があるが､ 資料を逐一再点検する

余裕もなく､ 10年前の整理番号のまま本書で

は紹介することとした｡ カルトン番号は異な

るものの､ 見出しや古文書の表題をみれば､

比較的容易に古文書のなかから該当する資料

を探し出すことができるはずである｡ Cf.

松本信広 『印度支那の民族と文化』､ 岩波書

店､ 1943年｡ 松本信広 『東亜民族文化論攷』､

誠文堂新光社､ 1968年｡ 松本信広 『日本民族

文化の起源､ 東南アジア文化と日本』､ 講談

社､ 1978年｡

(9) 美術史の分野の例外としては､ 東京美術研究

所の尾高鮮之助が南アジアから中央アジアの

調査を行った際にアンコールを訪れた事例が

ある｡ 尾高が記録したバーミヤンの写真は､

今日非常に注目されている｡ 尾高鮮之助 『印

度日記､ 仏教美術の源流を訪ねて』､ 刀江書

院､ 1939年､ 74・103頁｡

(10) ���������≪���������������������������������������������������������������≫�
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(11) �������≪��������������������≫�≪���������������≫�≪������������������≫�������������������≪����������≫�≪������������≫�≪������������≫�≪������������≫� ≪�� �� �� ����������������≫��������������������
(12) 杉山直次郎 ｢ノエル・ペリーの生涯と業績｣､

『日仏文化』 新第９号､ 1943年､ 2-253頁｡

(13) ����������������������������������������������(杉山直治郎序文｡)
(14) ������������������������������������’����������≪���������������≫�≪��������������������≫ �����������������������������������≪����������������≫ ��������������������������������������������� �� � �� ������ ���� ≪�������������������≫�
(15) 『日仏文化』 新第９号､ 日仏会館刊､ 1944年､

248頁｡

(16) 日仏会館の歴史については以下を参照のこと｡���������������������������≪�������������������������������≫���������������������������������������������および､
ベルナール・フランク､ 彌永昌吉 ｢日仏会館

の歴史､ 目的および活動｣､ 『日仏文化』 第31

号､ 1974年､ 1-224頁｡

(17) 『渋沢栄一伝記資料』 第39巻､ 渋沢栄一伝記

資料刊行会､ 1961年､ 266頁｡

(18) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)�
(19) フランス外務省資料 (61巻､ 分類586-1-2)｡

クローデル著､ 奈良道子訳 『孤独な帝国､ 日

本の1920年代』 (草思社､ 1999年､ 246頁) か

らの引用｡

(20) 杉山 『日仏文化』 新第９号､ 248頁｡ ｢ペリー

こそ､ 少なくともクローデル大使に在っては､

日仏会館生誕前夜における初代フランス学長

候補としての意中の人であったことはすでに

一言した通りである｡ 会館成立を前にして痛

ましくも急逝せるペリーの分身メートルにし

ても､ せめてなお１・２年の健康を維持した

りせば､ ペリーの遺志を継承して､ 重要な役

割を我が会館のために演じたことであろう｡｣

(21) 1928年には､ 日仏会館から 『佛教美術研究』

(アルフレド･フシエ著､ 訳者不明､ 日佛會館

編､ 大雄閣) が出版されている｡

(22) �������������������������������������������
(23) 『法宝義林』 については以下の文献を参照の

こと｡ ユベール・デュルト ｢フランス圏ヨー

ロッパの仏教学と 『法宝義林』｣ 『大阪大学日

本学報』 ２号､ 97-101頁｡

(24) ��������������������� ���������������������������≪������≫
(25) 第二次大戦中の日仏会館の活動については､

戦災を受けて資料が残っておらず､ 明確にす

ることは難しい｡

(26) 杉山､ ｢序｣､ 『日仏文化』 新第８号､ 1942年､

1-5頁｡

(27) 関口俊吾 ｢フランス藝術の動向｣､ 前掲書､

508-512頁｡

(28) 杉山 ｢ノエル・ペリーの生涯と業績｣､ 『日仏

文化』､ 新第９号､ 250頁｡

(29) 横山正幸 ｢日仏印文化交換に就て｣､ 前掲書､

329-339頁｡ 横山によれば､ 日本文化会館の

設立目的は､ ｢現下の総力戦に際しては一層

其の喫緊の度を増している｣ ｢日本文化の宣

揚の必要｣ のためであり､ ｢大東亜共栄圏の

一環｣ として必要不可欠な施設であった｡ そ

の事業目的は､ ｢仏印民情風俗の研究｣､ ｢仏

印に於ける仏蘭西の文化政策に関する調査研

究｣､ ｢華僑に対する調査研究｣ であった｡ こ

の事業の遂行のために､ ｢学者の交換｣ や

｢留学生の招致｣ を行い､ ｢仏印を通じて仏文

化そのものとの接触｣ を図ることも重要とさ

れた｡ 横山正幸 ｢日仏印文化交換に就て｣

『日仏文化』､ 1944年､ 329-339頁｡
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(30) 杉山､ 前掲書､ 237-239頁｡

(31) ���������������≪ ��������������������������������������������������������������������������������≫�≪����������������������������≫�≪�����������������≫�
(32) 高橋力丸 ｢思想戦としての国際文化交流､ 戦

前の国際文化振興会の活動を巡って｣ 『社会

科学研究科紀要､ 別冊』 ２号､ 早稲田大学大

学院社会科学研究科､ 1998年､ 95-115頁｡ 芝

崎厚士 ｢国際文化振興会の創設､ 戦前日本の

対外文化政策の歴史的特質｣ 『国際関係論研

究』､ 国際関係論研究会､ 1997年､ 39-64頁｡

藤本周一 ｢国際文化振興会による戦前の三事

業に関する研究ノート｣ 『大阪経大論集』 45

号､ 大阪経済大学､ 1994年､ 525-546頁｡

(33) 國際文化振興會編 『日獨文化協定､ 協定全文､

政府の聲明､ 日獨文化事業の近況､ 日獨文化

協定記念會記録』､ 『日伊文化協定』､ 1939年｡

(34) 日本伝統音楽研究センター編 『日本伝統音楽

研究資料集成六､ 日本伝統音楽に関する歴史

的音源の発掘と資料化』､ 2006年｡ 京都市立

芸術大学日本伝統音楽研究センターでは､

2006年に伝音セミナー ｢国際文化振興会レコー

ド｣ を開催 (７月６日､ ８月３日)｡

(35) 日仏語併記の前者にはジャン・イヴ・クラエ

スの ｢仏印空の旅｣､ ジャン・フランソワの

｢政治と文教の都ハノイ｣ などの論文が､ フ

ランス語の後者には宇野円空の ｢日本の民族

性｣､ 野間清六の ｢埴輪｣､ 保田興重郎の ｢生

み行かば｣ などが含まれる｡

(36) 『朝日新聞』 (1943年１月８日) に紹介記事が

ある｡

(37) ���������������������������������������������������(�������)������������������������ ������������ ������� �� ������������
≪����������������≫

(38) ������������������������������������������������≪�����������������≫
(39) アンコール保存局長グレーズについては遺跡

保存の任務を離れることは難しかった｡ 遺跡

の修復作業は1942年頃まで継続的に行われた

(���������������������)｡ 名誉メンバーと
して1932年に退官後もカンボジアに留まった

元考古学部長のパルマンティエもいたが､ 彼

は年齢的に難しかった (当時71歳)｡ 第二次

世界大戦後に学院院長となるルイ・マルレが

1942年より学院メンバーとなるが若手として

学院を代表することは難しかった｡ 同じ理由

でルイ・ベザジエ (アンナン・トンカン歴史

美術館学芸員)､ ポール・ブデ (学院図書館

司書) も候補者となりえない｡ 学院にあアン

ナンの知識人も助手として活躍していた｡ ベ

トナム人としての初めてのメンバーとなった

グエン・ヴァン・フイエン (1940年) [1945

年に設立されたベトナム国家大学において大

学部長となる人物]､ 1920年より学院の原住

民へのフランス語教育を担当していたトラン・

ハン・タン､ パルマンティエ美術館の秘書

(1938年) として図面作成の任務を行ってい

たグエン・スアン・ドンなどである｡ 彼らも

候補者から外された｡

(40) ���������������������������������������������������������������≪���������≫
(41) �������������������������������������� �����以下の文献からの引用｡���������������������������
(42) ������������������������������� �����������������
(43) 美術史家にはリヒャルト・ムーターの 『フラ

ンス美術史』 の翻訳者として知られる｡ リヒ

ヤルド・ムウテル著､ 木下杢太郎訳 『十九世

紀佛國絵画史』､ 甲鳥書林､ 1943年 (初版は1

919年)｡

(44) 『木下杢太郎日記』 第４巻､ 岩波書店､ 1980

年｡ また､ 第２回の教授交換の派遣者として､

一時､ 東京帝国大学法学部教授で後に最高裁

判所長官となる田中耕太郎が選出され､ 新聞

にも報道されたが (1941年10月10日 『朝日新

聞』)､ こちらも黒田と親しい人物であった｡

結局､ 仏印への派遣は実現しなかったが､ 田
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中はすでに1939年から国際文化振興会によっ

て開始されていたイタリアとの教授交換派遣

者となっていた｡

(45) 同書､ 421頁｡ 展覧会に展示された資料の一

部は､ 太田が勤めていた東京帝国大学付属伝

染病研究所に寄贈された｡

(46) 同書､ 358頁｡ キク・ヤマタはエミール・ギ

メがフランスに同行させた留学生山田忠澄

(のちにリヨン駐在二等領事) の娘でリヨン

に生まれた｡ 母親はフランス人｡ フランスで

小説を発表し人気を博した｡ ��������������������������������������������������
(47) 『木下杢太郎日記』 第４巻､ 376頁｡

(48) ������������������������������������������������������������������������������
≪������������������≫

(49) 1941年８月13日に国際文化振興会の主催によっ

て華族会館で行われた報告会 ｢安南､ カンボ

ジア見聞談｣｡

(50) ｢佛印から帰つて (木下杢太郎)｣ 『朝日新聞』

1940年７月30・31日､ ８月１日｡

(51) George Groslier, ������, Paris, 1931;
Groslier, �������������� �� �� ���� ����������������������������������������������Paris, 1931.

(52) 『木下杢太郎日記』 第５巻､ 83頁｡

(53) 同書､ 85頁｡

(54) 仏印での展覧会に先立って､ ９月10日に日本

橋三越において内示会が開催されている｡

(55) 『朝日新聞』､ 1941年11月６日｡

(56) 森三千代 『インドシナ詩集��������������������』､ ����年｡
(57) Cf. 『藤田嗣治展』 カタログ (東京国立近代

美術館､ 2006年)､ および 『朝日新聞』 1943

年６月８日｡

(58) 『木下杢太郎日記』 第５巻 (1941年６月６日)､

55頁｡

(59) アンリ･ガイヤールは1943年５月10日に ｢マ

ラリヤ予防の原理について｣､ 12日に ｢フイ

ラリア病について｣ と題する講演などを行い､

６月２日まで日本に滞在した｡

(60) Cf. 『朝日新聞』 1943年３月12日､ ５月11日｡

(61) 当時のハノイ芸術学校の校長はローマ賞受賞

者で､ フランスにおいても公共彫刻を手がけ

るエヴァリスト・ジョンシェールであった｡

(62) 『木下杢太郎日記』､ 前掲書､ 81頁｡

(63) ����������������������������
(64) �������������������������������������������������������������������������������≪�������������������≫�≪��������������������≫
(65) ������������������������������������������������≪�������������������≫���������� 『朝日新聞』 ����年６月��日｡
(66) �����������
(67) 梅原末治 『考古学六十年』､ 平凡社､ 1973年｡

(68) 再び東京に戻ったゴルベフは日仏仏教協会で

｢ラオスの仏教｣ について､ 南洋協会でアン

コール・ワットについての講演を行っている｡�����������
(69) 『日仏会館第十八回報告』､ 1941年､ 14-15頁｡

(70) �����, 1942. ル・コルビュジエのアトリエ
に所属していたペリアンは､ パリで共に活動

した坂倉準三を介して､ 1940年に日本に招聘

されていた｡ 1941年に開催した 『選択・伝統・

創造』 展はつとに有名である｡ 日本各地を巡

り ｢工芸指導｣ を行った｡

(71) この展覧会は､ 特派大使の芳澤謙吉と仏印教

育局長シャトルの後援で開催｡
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１. 問題の所在

アルゼンチンの日系社会には､ 花卉栽培を

営む農家が多い｡ 花卉栽培は､ クリーニング

店と並ぶ二大産業として､ これまで日系社会

を支えてきた (在亜日系団体連合会 2002,

2006)１｡ そして街中に散在するクリーニング

店と異なるのは､ 花卉栽培が文字通りコロニ

アとして日系農家の集住のもとに行われ､ な

おかつ家族単位で営む生業という性格が強い

点であろう｡ そして大規模農業が普通のアル

ゼンチンにあって､ 野菜栽培と並んで数ヘク

タールを単位とする花卉農家は､ 小規模経営

が圧倒的に多く､ 移民二世以下への継承がう

まくいっていない産業でもある｡ この点では､

多くが一代ないし二代で店を閉めてしまうク

リーニング店と共通している｡

花卉栽培が始まったのは戦前だが､ それを

広げたのは戦後移民であった｡ しかし､ 戦後

移民の二世の多くは花卉栽培に魅力を見出さ

ず､ 他の仕事へと転じていった｡ だが､ 数は

多くないが世帯ぐるみで花卉栽培を続けよう

とする農家も存在する｡ 本稿では､ そうした

農家の１つであるＢ家の事例を取り上げて､

デカセギと花卉栽培への投資､ 花卉栽培とい

う基盤が持つ意味について具体的にみていく

こととしたい２｡

２. Ｂ家の構成� Ｂ家の構成

Ｂ家は､ 二世の兄弟と一世の姉妹同士が結

婚した２つの世帯がもととなっている (図１

参照)｡ それぞれ､ 兄 (ホセ)・姉 (良子)､

弟・妹という組み合わせで結婚し､ 両方の家

ともにブエノスアイレス郊外で花卉栽培をやっ

てきた３｡ 良子と妹は一世で小さい頃に移民

したため､ 日本語もスペイン語もできる｡ ホ

セと弟は､ 二世のため日本語がある程度はで

きるがそれほど得意ではない｡ その子どもた

ちは､ 周囲はほとんど日系人というコロニア

で育ち､ 祖父母とは日本語を話していたため､
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図1 Ｂ家の構成

 

 

 

 

  

  

    



会話はある程度できる｡

ホセと良子､ 弟と妹の夫婦共に子どもが２

人おり､ 良子とホセは長男と次男､ 弟と妹に

は長女と次女がいる｡ このうち､ 弟以外は全

員日本にデカセギに行っており､ 次男と長女

は日本で知り合ったアルゼンチン人とブラジ

ル人とそれぞれ結婚し､ 子どもも日本で生ま

れた後に帰国した｡ そのため､ 2007年８月時

点ではＢ家の全員がアルゼンチンに戻ってお

り､ 長女と次男は独立して家を構えたため､

世帯は２つから４つに増えている｡

調査は､ 2006年12月22日と2007年７月22日

にコロニアを訪問し､ 全員に対して聞き取り

を行った｡ ただし､ 次男は2006年時点で帰国

していなかったため､ 次男と次男の妻に対し

ては２回目の訪問時にのみインタビューをし

ている｡

３. ハイパーインフレとデカセギの開始

Ｂ家のデカセギは､ ハイパーインフレだっ

た1989年に始まる｡ 当時､ 花は贅沢品だった

ので売れなくなり､ 多くの花卉栽培農家が苦

労していた｡ Ｂ家も例外ではない｡ 良子と妹

の叔母２人は､ Ｂ家がデカセギに行く前から

日本で働いていた｡ そのため､ 良子と妹は叔

母たちを頼って渡日する｡ 最初は､ 叔母たち

が働いていた家政婦紹介所に登録して病院の

付添婦として働き始めるが､ すぐホームシッ

クになって１週間でやめてしまった｡ 良子に

よれば､ 日本で生まれたといっても外国のよ

うなもので心細い､ そんななかで親族とも離

れ､ 24時間つききりで仕事をするのは堪えら

れなかったという｡

そのため､ 良子も妹もアルゼンチンでの知

り合いに頼んで､ 湘南台の派遣会社４で働く

ようになる｡ だが､ このときには時給800円

で８ヶ月しか働いていない｡ アルゼンチンで

のハイパーインフレも収まり､ 状況が良くなっ

てきたので戻ってきたらどうかという夫から

の話があり､ 子どもたちも夫たちが世話して

いたが母親が帰ったほうがいいという判断だっ

た｡ 短期間だし女性の賃金水準が男性より低

いこともあり､ このときには球根を買う分く

らいの貯金しかしていない｡

４. 家族単位のデカセギへ

その後､ アルゼンチンの経済が回復して花

もよく売れるようになり､ 双方とも家を建て

替えるくらいの余裕が生まれた５｡ だがそれ

も長くは続かず､ 経済の悪化とともにＢ家の

デカセギは第二期に入る｡ このときには､ 子

どもたちが中学を卒業する時期にあたってお

り､ それぞれの子どもが渡日した点で､ 89年

のデカセギとは異なる｡

第二期の先陣を切ったのは長男であり､ 95

年に中学を卒業してすぐデカセギに出た６｡

彼は､ 勉強が嫌いで大学に行く気もなかった

し､ 日本を知りたいという希望もあったとい

う｡ 彼自身､ 日本語の会話にはだいたい不自

由しなかったし､ 近所の人を頼っていけばよ

かったので渡日後の心配もなかった｡ そうし

て長男が行ったのは鶴見の電設会社であり､

そこで働くのはアルゼンチンから来た一世が

ほとんどだったという７｡ 同じく一世である

良子の弟も２ヵ月後には長男に合流し､ 一緒

に住んでいた｡ 電設会社の主な業務は､ ケー

ブルを引っ張る力仕事であるが､ 時給は1400

円で仕事もあって悪くなかった｡ 彼は1年半

同じ会社で働くが､ １年過ぎると同僚のペルー

人と毎週ボーリングを楽しみ､ 自分のボール

や靴を買ったりジャパンカップまで見にいく

凝りようで､ 貯蓄ができなくなったという８｡

１年半して帰国したときの貯金は１万２千ド

ルであり､ それはすべて花卉栽培のために使っ

た｡

長男の渡日から２ヶ月して､ 良子と妹は２

度目のデカセギに､ それに中学を卒業した次

女も加わってデカセギに出た｡ このときにも

近所の人に日本の派遣会社を紹介してもらい､

直接そこに出向いて今度は３人とも草津温泉
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の旅館で仕事を得る｡ そこで皿洗いや雑用を

１年だけして､ １年オープンの航空券の有効

期限が切れる間際にアルゼンチンに戻った｡

草津温泉では時給1000円で､ 住み込みだしお

金を使うところもなかったので､ １年で１人

１万５千ドル貯まったという｡ この貯蓄も､

花卉栽培の建て直しに使っている｡

これ以降､ 良子・ホセ夫婦と妹・弟夫婦の

戦略は分岐していく｡ 97年には､ 良子は今度

は夫のホセと一緒にデカセギに出て､ すぐに

次男も大学をやめて日本に行った｡ 残された

のは長男だけであるため花卉栽培は放棄し､

長男は両親に出資してもらってアルマセン

(食料品店) を始めるかたわら､ 家の留守宅

を管理する｡ 一方の妹・弟夫婦の家では､ 97

年に長女と次女が一緒にデカセギに行ったも

のの､ 両親は残って花卉栽培を続け､ デカセ

ギに出ることはなかった｡

良子とホセは､ 草津温泉のときと同じ派遣

会社に連絡し､ 今度は新宿駅西口の清掃業務

につく｡ この仕事は東京都からの請負で､ 一

時はほとんどが南米からのデカセギ組が清掃

員をしていた (樋口 2007)｡ ２人は新宿区の

アパートに住み､ 土日も休みなく新宿駅西口

に通い続ける｡ 良子の時給は900円､ ホセの

時給は950円であり､ ホセの賃金は他の男性

デカセギ労働者に比べて少ないし､ 休日も働

くが残業もない９｡ しかし､ ホセはこのとき

すでに60歳を過ぎており､ 他に仕事のあても

なく身体的にも楽で２人で勤務できるこの仕

事はよかったという｡ そのため､ 貯金もスロー

ペースでしか貯まらないが､ 気楽な仕事で日

本の生活に慣れた結果､ ２人はずっと新宿駅

西口で働き続けた｡

次男は､ 日本にいる友人から派遣会社の連

絡先を教えてもらって仕事を決め､ 日本到着

後すぐに川崎市の弁当工場で働き始めた｡ だ

が､ 仕事のペースが速くて慣れるのに苦労し

ていたところを､ 社長が代替わりしてさらに

要求が厳しくなったので､ ここを10ヶ月でや

めて両親のアパートに身を寄せて仕事を探す｡

若くて日本語ができることもあり､ インター

ナショナルプレスをみて応募した所沢の弁当

工場での仕事が１ヶ月でみつかった｡

それから帰国までの９年近く､ 次男はこの

弁当工場で働き続けてラインの責任者になる｡

最初の時給が1200円で､ １年後には1300円ま

で上がったし､ 残業もたくさんあり､ アルゼ

ンチン人もたくさんいるのが定着の要因の１

つだろう10｡ しかしそれより大きな要因は結

婚であり､ 彼は工場の同僚であるアルゼンチ

ン人と2000年に日本で結婚した｡ 2001年には

子どもも生まれ､ 子どもを見せるために一時

帰国するが､ それ以外はずっと日本で生活を

続ける｡ 良子夫婦と次男夫婦の家はともに西

武新宿線沿線にあり､ １ヶ月に２､ ３回は良

子夫婦のアパートに来るくらい家族の絆は保

たれていた11｡

他方､ 弟夫婦の長女と次女は､ 97年に斡旋

業者がアルゼンチンの自宅を直接訪問して日

本行きを勧誘したので､ 特に強い動機もなく

渡日した｡ 次女は､ １年の日本滞在から帰っ

てからは花卉栽培の手伝いしかしていなかっ

たため､ それならばと姉を誘ったという｡ 次

女は２回目の渡日だが､ 長女は当時保険会社

で働いており､ それをやめての初渡日だった｡

それから99年までの２年半､ ２人は栃木県内

の３つの工場を渡り歩きながらもずっと同居

生活を送る｡ しかし99年に２人で一時帰国し

た際に､ 長女はすぐ日本に戻るが次女はその

ままアルゼンチンに残った12｡ 長女が戻った

最大の要因は､ ２つ目の工場で知り合ったブ

ラジル人と交際していたからである｡ そのた

め長女は､ そのブラジル人と結婚して子ども

が１歳になるまで､ 日本で仕事して出産して

子育てをすることとなった｡

次女は､ ３年半の日本就労で貯めた３万５

千ドルを親に預けて､ 花卉栽培にも使えるよ

うにした｡ 99年から数年は農場を手伝い､

2002年からはデカセギの貯蓄を利用して友人
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とアルマセンを開いていたが､ ３年後には閉

めてその後２年間は､ 街中にある日系人の店

で半日だけ働く生活を送る｡ 2007年にはその

仕事もやめて､ 弟夫婦の花卉栽培を手伝うだ

けになっていた｡

５. 帰国と農園の拡大

2000年の時点で､ Ｂ家でアルゼンチンに残っ

ていたのは弟夫婦と長男､ 次女になるが､ こ

の状態は2005年から急速に変化する｡ 子ども

が１歳になった長女夫婦は､ 貯金するため自

動車も買っていなかった｡ だが､ 今市市とい

う交通の便が悪いところでは医者にいくのも

大変だった｡ 夫も長女も､ それぞれ自分の国

に帰りたいと主張していたが､ ブラジルより

アルゼンチンのほうが経済的にやっていきや

すいという判断から､ 2005年にはアルゼンチ

ンに生活基盤を移している｡

それから長女夫婦は､ 日本での貯蓄３万５

千ドルを投じて農地を買い､ 花卉栽培を始め

ることになった｡ これは､ 夫がブラジルでも

中学の途中で渡日して日本では学校に行かず､

アルゼンチンでも学校に行っていないことを

考えると､ 農家のほうがいいという判断によっ

ている｡ 農地は､ 持ち主が亡くなって売りに

出されていた近所の花卉農家を買い取る形と

なり､ 帰国前に弟夫婦が買っておき温室6本

は援助してくれた13｡ それに５本を自分たち

で建てて､ 11本の温室で2005年から花卉栽培

を始めている｡ このほか､ 日本にいるときに

町の近くに家を一軒購入して賃貸に出してい

るため､ 夫婦と子ども１人の生活はしていけ

るという｡

ホセ夫婦も､ ホセが70歳になって仕事もな

くなるため､ 2006年に帰国した｡ このときに

は､ 2001年の経済危機からアルゼンチンも立

ち直りつつあり､ 花もどうにか売れていたか

ら花卉栽培の再開を決めていたという｡ 荒れ

ていたとはいえ温室もあり､ 家もあるからト

ラクターや自動車など必要な設備を買い足し､

温室を30本に増やしての再開であった14｡ こ

のときには､ 親の援助でアルマセンを営んで
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いた長男も店を閉め､ 花卉栽培を手伝うよう

になっている｡

最後に､ 日本で生まれた子どもが５歳になっ

ていた次男も2007年に帰国した｡ 彼の場合､

子どもが生まれた時点で就学前にアルゼンチ

ンに帰ることを決めており､ 帰国は予定の行

動であった｡ 次男夫婦の貯蓄は､ 結婚してか

ら将来を考えて節約するようになったため､

10年間の滞日で10万ドルに達していた｡ その

うち５万ドルは2002年に購入した家に使って

おり､ 残る５万ドルは自動車を一台買った他

は貯蓄している15｡ ビジネスをやるつもりは

なく､ 帰国後半年たった2007年７月には､ 家

族で一定水準の生活できる目安の2000ペソの

給料を目安に､ 職を探している最中であった｡

ただし､ まだ履歴書を数枚送った程度であり､

普段は良子夫婦の農場を手伝って生活費を得

ている｡

６. 農園維持の世帯戦略

図２によりＢ家のデカセギ歴をおさらいし

ておこう｡ このなかでデカセギに行っていな

いのは弟だけであり､ 弟は隣接するホセの家

も含めて留守宅を管理し農園を維持する役割

を担っていたといえる｡ そしてデカセギは､

89年のハイパーインフレの時期をしのぐため

に､ 農家での補助的労働力たる妻２人が８ヶ

月行ったことから始まった｡ さらにメネム政

権下での新自由主義政策が行き詰まりを見せ

始めた95年には､ 再びデカセギが選択されて

いる｡ このときは､ 学歴を終えた子どもたち

が参入し､ 新たな局面を迎えている｡ そして

2005年以降にはいわば帰国ラッシュともいえ

る状況が生じて､ 全員がアルゼンチンに戻っ

てきた｡

89年から2007年までのＢ家のデカセギをめ

ぐるあゆみをみてきたところで､ Ｂ家の全員

が花卉栽培に携わるようになったところに行

き着いた｡ 人に使われない気楽さがあるとは

いえ､ 休日もなく体を使う花卉栽培農家のほ

とんどは､ 現在後継者を見出せず放置された

ままの農地も多い｡ 花卉農家がまとまって残っ

ているのは､ エスコバールとラプラタだけと

も言われている16｡ しかし､ Ｂ家の場合には

次男が農家以外の就職先を探しているものの､

長男は両親と働きながら経営を拡大している

し､ 長女は新たに独立までして花卉栽培を始

めている17｡ 次男にしても､ 他の仕事を探す

間は親のところで働けば生活はしていけるの

だ｡

ここから得られる知見として､ ２つのこと

を挙げることができるだろう｡ 第１に､ 経済

状況が悪化して花が売れないときに､ 親たち

のデカセギは選択されている｡ そしてその資

金を投入することで農園を維持してきたといっ

てよい｡ 逆にいえば､ デカセギの資金がなけ

れば必要な運転資金を賄うのも難しく､ 設備

投資もままならないといったことになる｡ 現
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在は､ アルゼンチンの景気が良いので十分生

活していけるというが､ また経済が落ち込ん

だときにはどうなるかわからない不安も残す｡

親夫婦は年齢的に再度のデカセギは不可能で

あろうから､ 子どもたちがまたデカセギに行

かねばならない可能性もないとはいえない｡

また､ 雹や竜巻といった自然災害が発生した

際にも､ デカセギは建て直しに有効な選択肢

となる｡

第２に､ 筆者らがこれまでアルゼンチンで

のデカセギ経験者にインタビューした限りで

は､ 生活基盤を持った自営業層のデカセギは

基盤の建て直しや資産の積み増しに有効であっ

た｡ しかし､ そうした基盤を持たない若年層

の場合､ 家業を継ぐこともほとんどない以上､

デカセギで新たな生活基盤を作れない限りデ

カセギ後の持続可能性が確保できなくなる｡

その意味で､ 大学に入学しても卒業が難しい

アルゼンチンで､ 学歴より貯金をという選択

は､ 長期的には生活基盤を築けなくなる結果

をもたらす可能性もある｡ その点でいえば､

Ｂ家ではデカセギにより立て直した基盤を二

世が継ぐという継承関係が生まれたといって

よい｡ デカセギの資金注入がなければ維持し

えなかったとはいえ､ 維持した段階では後継

者が出てきている｡

当初の動機は急場をしのぐことにあったが､

結果的には農園を維持する世帯戦略として機

能したというのが､ デカセギの効用といえる

だろう｡ 農園の維持に必要な成員はアルゼン

チンに残り､ そうでない成員は日本で稼いで

くるという戦略は､ 意図的でないとはいえ功

を奏した｡ １人で短期のデカセギに行っても､

ほとんど意味ある結果をもたらさない｡ 若年

層のデカセギがはらむ最大の問題はそこにあ

る｡ だが､ Ｂ家の子どもたちは短期のデカセ

ギで得た資金は花卉栽培に投資しており､ 自

らの将来の基盤をも築く結果になったといっ

てよい｡ つなぎ資金や設備投資のための資金

を調達するための戦略的なデカセギは､ 世帯

を維持するにあたって有効であることを､ こ

の事例は示唆している18｡

注

１ 花卉栽培のコロニアは､ ブエノスアイレ

ス郊外に数十存在する｡ 特に大きいのが北

に50㎞行ったエスコバールと南に80キロ行っ

たラプラタである｡

２ 本稿は､ ｢デカセギと家族｣ と題する一

連の調査記録の一部をなす｡ 調査の過程で

インタビューした特徴ある家族について､

デカセギと家族のダイナミズムを描き､ デー

タを蓄積させて一般的な知見を導出するこ

とを目的とする｡ その第一弾として､ 樋口・

稲葉 (2008) がある｡

３ 本稿の固有名詞はすべて仮名である｡

４ 労働者派遣法との関係から､ 正式には業

務請負業と名乗っているが､ 当事者は誰も

が派遣会社と呼びなすので本稿でも派遣会

社と表記することとする｡

５ インフレ対策のため､ ドルとペソを1:1

の固定レートにした｡ さらに､ 新自由主義

的な政策のもとで国営事業を大量に売却し

た結果､ 一時的には景気が回復している｡

６ アルゼンチンの中学卒は､ 日本の高校卒

に相当する｡

７ 鶴見では､ 沖縄からボリビアに移民し､

それからアルゼンチンやブラジルに転住し､

さらに日本に行った一世が電設会社を営む

ことが多い｡ その関係で鶴見の電設会社に

は南米からのデカセギ者が多数働いており､

この点については稿を改めて紹介する予定

である｡ ただし長男が働いたのは､ 移民が

経営するのではない会社だった｡

８ アルゼンチンからデカセギに行っていた

一世よりも､ 若いペルー人の方が話があっ

て友達になっている｡

９ 良子は若かったので､ 一時は新宿駅の清

掃が終わってから､ 高層ビル街の清掃もやっ
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ていたという｡

10 南米日系人が日本で就労する場合､ 自動

車関係の工場で働くことがもっとも多いが､

アルゼンチン人の場合には弁当工場の比率

が高いといっても間違いではないだろう｡

これは､ アルゼンチンから来て日本で派遣

会社を営む業者が､ 弁当工場に食い込んで

おり､ 渡日前に弁当工場を斡旋される場合

が多いことによると思われる｡

11 特に子どもが生まれてからは､ 孫がかわ

いくてよく行き来したという｡

12 次女はアルゼンチンに残りたいとか､ 日

本に行きたくないという積極的な動機があっ

たわけではないという｡ 行きそびれたので

残ったが､ 最初はアルゼンチンに慣れなく

て日本に行きたかったという言い方をして

いた｡

13 温室１本を建てるのに1000ドルくらいか

かる｡

14 年間通じて花を出荷できる程度の種類を

確保するには､ 温室30本は必要という｡

15 経済危機後の景気回復にともない､ 不動

産価格は上昇しており､ 購入後５年が経過

した時点で10万ドルになっているという｡

16 エスコバールは､ ブエノスアイレスの北

方50キロ､ ロザリオに行く途中にある｡ 戦

前から花卉栽培農家がまとまって存在した

ところでもある｡ ラプラタは､ ブエノスア

イレスの南方80キロにあるブエノスアイレ

ス州の州都であるが､ コロニアはブエノス

アイレス寄りにある｡ ラプラタの場合､

JICA (当時は移住事業団) が60年代以降

造成した移住地がいくつか存在し､ そこに

入植したという経緯がある｡ パラグアイか

らの転住者が多いのもラプラタの特徴であ

り､ パラグアイ国籍のままデカセギに行く

二世も一定数存在する｡

17 次男は､ 最初は自分も花卉栽培をやろう

かと考えたが､ 大変な仕事だからそれ以外

の雇われ仕事を探すことにしたという｡

18 この点については､ 開発経済学や農業経

済学での研究蓄積があるが､ それについて

はまだ把握が十分ではない｡ 今後レビュー

を行ったうえで､ アルゼンチン花卉栽培農

家の事例を分析していきたい｡
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第１章 中小企業 (マイクロビジネス等) に

対する資金調達

１. 日本における中小企業の現状

2003年 (平成15年) ２月より ｢中小企業挑

戦支援法 (中小企業等が行う新たな事業活動

の促進のための中小企業等協同組合法等の一

部を改正する法律)｣ が施行され, 開業・創

業については中井 (2005) が指摘するように

｢会社設立時点での資本金の確保といった資

金集めが創業の障害になっていた点を大幅に

緩和し, また, 設立に係る手続を簡素化する

ことによって, 一般のサラリーマンや主婦な

どがアイディアや新しい発想などによるビジ

ネス・モデルでも容易に創業することができ

るように法的に整備｣ (p184) がなされてい

る｡ 実際, 日本でもイノベーションの担い手

である創業・開業が頻繁に起っていることが,

2007年の中小企業白書から窺える (図表１)｡

しかし, 日本の起業は, 図表２の通り, 欧

米に比べればかなり見劣りするのが現状であ

る｡ このような中においては ｢労働力の減少

というチャネルを通じて日本の潜在的な成長

力にも少なからず影響を与える可能性があり,

一人当たり所得を維持していくためには技術

革新による生産性の向上が不可欠とするとと

もに, 人口要因が国内マーケットを縮小させ

ていく中で, 各企業は付加価値の高い技術創

造により競争力を伸ばしていくことが求めら

れる｣１ と2005年経済財政白書でも指摘して

いる｡ そのためには, 今後さらに多くの創業・
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(図表１) 有雇用事業所数による開廃業率の推移

(注) 中小企業白書 ｢第1-2-4図 有雇用事業所数による開廃業率の推移｣ より抜粋



起業が必要であり, 逆に, 小林／久武

(2007) がいうように ｢起業によって, 新企

業が誕生し, 多くの場合, 新しい成長機会が

創出される｣ (p30) はずなので, 創業・起

業のさらなる促進が求められる２｡ けれども,

創業・起業においては非常に少人数の, いわ

ゆる ｢マイクロビジネス３｣ が, 新しい市場

のパイオニアやイノベーションの担い手にな

るということを意味する｡

しかしこの場合, 斉藤 (2006) が指摘す

るように ｢資金面の制約が大きい場合には,

その能力を十分に発揮することができない｣

(p194) のであり, ｢新規開業企業にとって

資金調達は重要な意味をもつ｡最低限必要な

初期資本がなければそもそも開業することは

できないし, 仮に開業できたとしても, 軌道

に乗るまでの資金が不足すれば経営は行き詰

まる｣ (p195) ことになろう｡ 村本 (2005a)

でも ｢いかなる事業であってもその実現には

資金的な裏付けを必要とする｣ と指摘し, そ

のためには ｢金融機関の資金仲介能力に期待

されるところは大きい｣ ものの, ｢創業ない

しベンチャー企業の抱える種々のリスクは,

金融仲介機関のリスク・テイク能力を超える

可能性が大きいので, 通常は資本市場の活用,

あるいはインフォーマルな投資家(エンジェ

ル) の役割が重要となる｣ (p4) と論じてい

る｡

実際, ｢経済の情報化やサービス化が進む

なか, これまでなかった製品やサービスの開

発に取り組むマイクロビジネスが少なくない

ことを考慮すると, マイクロビジネスと金融

機関との間に存在する情報の非対称性は, む

しろ拡大している可能性すらある｣４ ので,
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(図表２) 起業活動の世界比較

(注) 中小企業白書 ｢第1-2-29図 OECD加盟国のEEA比較｣ より抜粋

１ 2005年 『経済財政白書』 第３章第４節を村本 (2005a) がまとめたもの (p1)｡

２ けれども, 安田 (2004) が指摘するように日本の創業・開業に対する取組みは, ｢創業について様々な観

点から研究が行われそれが政策に結びつき､ さらにその政策が実証研究の対象となるプロセスを通じて開業

率の上昇に繋がった1980年代以降の英国とは対照的である｡ そして創業について詳細な研究が行われ政策に

繁栄される米国等の先進国とも異なるものである｣ (p2)｡

３ 斉藤 (2006) の定義を引用すれば ｢中小企業のうち従業員が５名以下｣ の企業を指す｡

４ 斉藤 (2006) p21引用



マイクロビジネスを中心とする中小企業に対

する資金調達は, 今後一層, 資本市場に委ね

る必要性が高まっていると思われる｡ただ,

｢日本の現状では, 資本市場にそこまでの厚

みがあるとはいえない｣ ので, ｢あくまで,

金融機関経由の資金が基本｣５ にして, 中小

企業に対する資金調達を考える必要があろう｡

２. 銀行等と情報の非対称性

以下では情報の非対称性について考察し,

その後, 預金取扱金融機関 (以下, ｢銀行等｣)

における情報の非対称性への対処などを観察

した上で, 中小企業に対する資金調達への可

能性についてみていくことにする｡

そもそも金融取引は現時点と将来時点の取

引 (異時点間取引) なので, 現時点の資金の

授受だけでなく, 将来時点での決済に伴う資

金の授受がなされる必要がある｡ ここで資金

需要者 (借り手) は自ら実行しようとするプ

ロジェクトに対して専門的な知識・情報を保

有していると考えられる｡ 他方, 資金供給者

(貸し手) は資金需要者 (借り手) に比べれ

ば, 当然, そのプロジェクトに直接関与して

いないので, 知識・情報が少ないと考えられ

る｡ このように金融取引当初から, 資金需要

者 (借り手) は当該プロジェクトにおいて情

報優位者であり, 資金供給者 (貸し手) は情

報劣位者になるのである｡ しかも, 金融取引

は借り手が期限満了時に資金を約定通りに貸

し手へ返済することで完済されることになる

が, 資金の返済はあくまでも借り手が行うの

であり, 返済時点 (つまり, 将来時点) の借

り手における情報についても, 借り手 (つま

り, 本人) は情報優位者であり, 貸し手は情

報劣位者となる｡

以上より, 金融取引においては情報劣位者

である資金供給者 (貸し手) が情報優位者で

ある資金需要者 (借り手) に資金を融通する

が, その金融取引が将来において決済 (つま

り, 金融取引の終了) がされるか否かは資金

需要者の将来時点における状態に起因すると

いうことになる６｡� モラルハザード

一般に ｢モラルハザード (moral hazard)｣

とは, 情報劣位者が情報優位者の行動を監視

できない等の状態にあることを利用して, 本

来すべき行動や注意を怠ることで他人 (情報

劣位者) の利益を害するなど, 自己の利益を

はかる行動のことをいうが, このようなモラ

ルハザードは金融取引において深刻な問題に

なる｡ なぜなら, 情報の非対称性が存在して

いる場合, 企業 (資金需要者, 情報優位者)

が金融取引で得た資金を ｢どのように使用し

ているか｣ について, 資金の貸し手 (資金供

給者, 情報劣位者) はすべてを監視すること

が困難だからである｡ このような場合, 本来

企業経営者は, その資金を事業のために使用

すべきところ, 社長室を豪華にしたり, 自ら

の飲食に使ってしまったとしても, 資金提供

者に対しては, 事業が失敗したと報告をする

ことも可能である｡ また, 企業経営者が管理

を怠り, 借入当初に資金提供者に提示した以

上にリスクを取ってしまったために, 事業が

失敗し, 資金の返済ができなくなる等の可能

性もある｡� 逆選択

他方, 金融取引のように情報の非対称性が

存在している場合には, モラルハザード以外
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５ 村本 (2005) p10引用

６ 当然, 法的には借り手は返済を強制されるのは当然であるが, 現在社会においては ｢破産｣ という手続き

があり, 経済的な意味において返済が不能になる可能性がある｡



にも ｢逆選択 (adverse selection)｣ と呼ば

れる現象が起こる７｡

例えば, ２つのタイプの企業 (資金需要者)

が存在するとする｡� 安定的な収益をもたらすが, その収益

が低いプロジェクトを持つ企業A� 高収入をもたらす可能があるが, 収益

の変動 (リスク) が激しく, 収益がマイ

ナスになる可能性もあるプロジェクトを

持つ企業B

そして, 貸し手 (資金供給者) は貸出対象

の企業がAのタイプかBのタイプかは判断で

きないとする８｡ ここで貸し手は, 貸出金利

が高いほど, 貸し手の効用が高まるので, 貸

出金利が高ければ高いだけ ｢貸出を増加させ

る｣ はずである｡ しかし, 企業Aの収入は,

安定しているが低位であるため, 借入金利

(つまり費用) が高くなれば, 利潤 (収入―

費用) が減少し, 借入を諦め, プロジェクト

の実行もなされなくなる可能性がある｡ 他方,

企業Bが銀行借入のような負債契約により資

金調達をすると, プロジェクトの成功時でも

元利金のみの返済であり, 失敗した場合には

返済原資がなくなり倒産すればいいと考えて

いるかもしれない｡ そうすると, 借入金利が

高くなっても企業Ｂが想定している期待収益

率よりも低ければ (大抵, 貸し手の金利は企

業が想定している期待収益率よりも低い),

借入を行い, プロジェクトを実施しようとす

ると考えられる｡

以上より, 貸出金利を高くすればするほど,

Aのタイプの企業は市場から退出し, Bのタ

イプの企業のみ市場に残る (悪貨が良貨を駆

逐する) ことになろう｡� 情報の非対称性の抑制

このようにモラルハザードも逆選択もとも

に情報の非対称性に関する現象ではあるが,

モラルハザードは借り手の ｢隠された行動｣

によって起こるので, 締結された後に何らか

の対処が必要となる｡ それに対して, 逆選択

はある契約 (ここでは金融取引) における

｢隠された知識｣ によって起こる契約であり,

締結前に何らかの対処をする必要がある｡ そ

のため, このような問題を抑制するためには,

以下のようなことが考えられる｡

①シグナル

まず, 金融取引において貸し手は, 借り

手が ｢安全な借り手｣ なのか ｢危険な借り

手｣ なのかを容易には判断できないので,

そのままでは資金を提供できないことにな

る｡ そのため借り手は自ら, 貸し手に対し

て決済の確実性を示す必要があり, 借り手

は資金供給者に対してある種の合図を送る

ことになる｡ この合図のことを ｢シグナル｣

という｡

この典型的なシグナルが ｢担保｣ である｡

つまり, 担保を提供することで, もし, 事

業が失敗して資金が返せなくなった場合に
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７ 逆選択は金融取引のみに特有のものではなく, 情報の非対称性が存在する場合に起こる現象であり, 有名

なものとしては ｢中古車市場｣ などがよく例にあげられるが, ここでは金融取引のみを解説する｡

８ 貸出対象の企業がAのタイプかBのタイプかはわからないものの, 割合だけはわかっているものとする｡

＜図表３＞ 情報の非対称性の抑制

借り手 貸し手

逆選択 シグナル 選別 (信用割当)

モラルハザード 開示 (ディスクロージャー) モニタリング



は, 借り手は提供した担保を確実に失うこ

とになる｡ したがって, 借り手が想定して

いるプロジェクトの危険性が高い場合には,

当該借り手は担保の提供を拒む可能性が高

いことになろう｡ 反対に借り手が想定して

いるプロジェクトの危険性が低い場合には,

当該借り手は担保の提供に対して問題にし

ないはずである｡ このように借り手は自ら

｢担保を供出する｣ というシグナルを送る

ことで, 貸し手に対して決済の確実性を示

すことができる９｡

②信用割当

一方, 本来貸し手は, 高い貸出金利を取

れば取るほど利益が多くなるため, なるべ

く高い金利を要求したいのであるが, 高い

金利を要求すれば, それだけ逆選択により,

安全な貸出先が減少することになる｡

そこで貸し手は, 敢えて貸出金利を低く

設定し, 安全な借り手を多く募ろうとする

ことがある｡ 当然, 金利が低くても危険な

借り手は存在するものの, 安全な借り手を

集めることもできるので, 募集に集まった

借り手のプロジェクトをじっくりと調査・

吟味して貸出先を絞り込むことで危険な借

り手を排除することが可能になる｡ このよ

うな方法により逆選択をなるべく排除しよ

うとする方法を ｢信用割当｣ という｡

③モニタリング

このような事前審査と担保等によって,

貸出時点では安全な借り手であっても, 実

際に資金を提供した後, 返済まで期間に借

り手がどのように行動するかを把握しなけ

れば, 本当に返済されるかどうかはわから

ない｡ 返済されなければ債務が不履行にな

り, 金融取引は完済されないことになる｡

これに対しては, 最も単純にして, 最も難

しい手段であるモニタリング (監視) を行

うことになる｡ つまり, 支払いまで相手の

行動を逐一観察・監視し, しかも, モラル

ハザードを起こしそうな場合には, 直ぐに

返済を求める等の行動を取れば, モラルハ

ザードは起こらない｡ しかし, 現実的には

常に相手に張り付いていることは非常に困

難である｡

④ディスクロージャー

一方, 例えば, 借り手としても貸し手か

ら資金の使途に対して疑惑を持たれ, プロ

ジェクトの途中で返済を要求されることに

なると, プロジェクトの継続ができず, ロ

スが発生することになろう｡ このような状

態を避けるためには, 借り手が貸し手のモ

ニタリングに対して協力するとともに, 借

り手自らがプロジェクト状況を積極的にディ

スクローズする行動を取ることによって,

貸し手のモニタリングが円滑に行われるよ

うになれば, 不幸なことが起こりにくくな

ると考えられる｡� 情報の非対称性を軽減する仕組み
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９ 担保を受け入れる理由として, 返済が滞ったりした場合, 担保を売却することにより, 未回収貸出金額を

回収することができるからであると考えられている｡ 実際にもこの理由のウェートが高くなることが多く,

最終的な貸出の価値を保全するために担保を取ることになる｡

しかし, 銀行等では担保価値に対して貸し付けているのではない｡ 担保に基づいて貸出をするのであれば,

これは ｢質屋金融｣ であり, 銀行はこのような金融を中心にしているのではない｡

銀行等では念入りに借り手のプロジェクトを審査した後で, 将来的な確実性を考慮して貸出を行うのであ

り, 担保はあくまでも, 当該借り手が ｢安全な借り手｣ なのか, そうでないのかを見極めるためのシグナル

に過ぎないのである｡



以上のように情報の非対称性に対しては,

それぞれ抑制策があるものの, これを一般の

経済主体 (民間非金融機関) が行うのはかな

り困難である｡ 特に, 信用割当やモニタリン

グについては, 物理的な問題もあり, 難しい

と思われる｡

①信用割当

審査にはそれなりの能力と費用がかかる｡

貸し手が ｢個人｣, 借り手が ｢企業｣ の場

合, そもそも審査を行うことができない｡

②モニタリング

いつモラルハザードを起こすかわからな

いので, 常に監視をする必要があり, 事実

上難しい上に, かなりのコストが必要とな

る｡

他方, 銀行等の場合には, 預金により貸出

や振替業務を行っている上に, 借り手の預金

口座を管理しているので, 当該借り手の資金

状況については“常に”監視することができ

る｡ 特にメインとなって当該借り手の資金繰

りを一手に引き受けているような場合には,

取引関係の状況についても資金の入出金を通

じて観察することで, 通常業務を行いながら,

かなり精緻なモニタリングをすることが可能

であるといえる｡

さらに, 実際にモニタリングをすることに

よって得た情報に基づいて, 当該借り手の危

険性の度合いを推定することができるため,

審査をする場合のデータも集まりやすい｡ ま

た, 銀行等はさまざまな業種に貸出をしてい

るので, 当該プロジェクトに対しても, ある

程度の基礎的な情報を保有していることにな

る｡ このような状態で信用割当の審査をする

ので, 他の主体が行うよりも精度が高まると

考えられる｡

しかも, 貸出を業として行っているので,

審査のみの専門家を養成していることから,

低コストで良質な審査が可能である｡ また,

銀行等の貸出は相対取引であり, 借り手が公

開したくない情報であっても, 当該銀行以外

には漏れないので, 安心してディスクローズ

できるのである｡ そのため, 資金状態以外の

ソフト情報も入手しやすいというメリットも

ある｡

以上より, 金融取引における情報の非対称

性を軽減する仕組みが, 銀行等に備わってい

ることがわかる｡

３. リレーションシップ・バンキング

このように銀行等は, 逆選択やモラルハザー

ドといった ｢情報の非対称性に伴う金融取引

上の困難を解消することに存在意義があ

る｣10 といえる｡ この場合, 斉藤 (2006) が

いうように情報の非対称性とは ｢借り手の返

済能力や返済意思などに関する情報を, 貸し

手が正確に把握できないことを指す｣ のだか

ら, 大企業と金融機関との間にも存在するこ

とになる｡けれども, ｢金融機関が借り手の返

済能力を判断する際に活用できる材料が, 小

規模な企業と大企業とでは大きく異な｣

(p20) り, 特にマイクロビジネスのような

中小企業では判断材料が限られるので, 深刻

な問題になる｡

このような場合には金融審議会金融分科会

第二部会報告 (2003) にある ｢金融機関が顧

客との間で親密な関係を長く維持することに

より顧客に関する情報を蓄積し, この情報を

基に貸出等の金融サービスの提供を行うこと

で展開するビジネスモデル｣ (p3) が有効と

されている｡ このようなビジネスモデルのこ

とを, 一般に ｢リレーションシップ・バンキ

茨城大学人文学部紀要 社会科学論集142

10 益田／小野 (2005) p5引用｡



ング｣ という11｡ ここでリレーションシップ・

バンキングにおいては, ｢顧客固有の私的情

報を独占的に利用することで, 情報生産 (審

査・モニタリング) に関するフリーライダー

問題を回避しようとするもの｣12 なので, い

わゆる ｢ホールドアップ問題｣ や ｢ソフト・

バジェット問題｣ を引き起こす可能性がある｡

ここで ｢ホールドアップ問題｣ とは, 例え

ばリレーションシップをとっている銀行が１

社しかない企業が存在した場合, 当該銀行が

｢借り手企業の情報を独占し, その独占的地

位を利用して不当な価格を設定する, あるい

は当該金融機関が取引企業からの新たな貸出

に応じない場合, 企業が他の金融機関から同

一条件で借入ができないような状況が生ず

る｣13 可能性がある｡ このような問題のこと

を ｢ホールドアップ問題｣ という｡ この場合,

貸し手企業は金融機関との取引を１社だけに

絞るのではなく, 複数の金融機関と取引をす

ることで, この問題を解決することができる｡

実際, 日本では中小企業であっても複数の金

融機関との取引が一般的である｡ そのため,

平成不況のときのように金融機関が一斉に融

資の引き上げに動くような場合を除けば, 日

本においては ｢ホールドアップ問題｣ 自体は,

それほど大きな問題にはならないと考えられ

る｡ しかしながら, それゆえに金融機関サイ

ドでの融資獲得競争が激しくなると考えられ

るため, もう一つの問題である ｢ソフト・バ

ジェット｣ が問題になることが多い｡

つまり, ｢ソフト・バジェット問題｣ とは

｢金融機関側が法的整理等を行った場合に予

想される損失の表面化や悪い噂がたつことを

回避する, あるいは少しでも融資を回収した

いというインセンティブが働き, そのため融

資を継続せざるを得なくなる｣14 という問題

のことであり, これを実行してしまうと, 借

り手がモラルハザードを起こしやすくなる｡

これに対しては ｢担保｣ が有効な手段であ

ると考えられている｡ つまり, 島袋 (2005)

が指摘するように ｢一つはスクリーニング､

もう一つはデフォルト時の補完である｡ 前者

はすなわち､ 担保の提供が借り手は良質 (貸

出債権からの期待収益が高い) であるという

シグナルとなる｣ ことからスクリーニングの

補完になると同時に, ｢担保の徴収によりデ

フォルト時に発生する資金の回収コストを削

減できる､ 換言すれば担保がデフォルト時に

銀行の損失に対するバッファーとなる｣ (p8)

ことからデフォルト時の補完ともなると考え

られる15｡ つまり, 小野／西川 (2004) が論

じているように ｢リレーションシップを築い

ている金融機関の貸出が担保や保証によって

部分的に保全されていれば, 企業価値が低下

しても債権価値の劣化度合いは相対的に軽微

であるため, 貸し手は, 更なる 『深手』 を負

うことのないよう厳しいスタンスで追加支援

の是非を検討することができる｣ (p22) と

いうことになる｡ これについては, 実際,

｢米国の中小企業向け貸出においても, 担保

前田：中小企業金融の役割と問題点 143

11 リレーションシップバンキングについての先行研究では, 村本 (2005) 第２章や滝川 (2007) 第５章, 池

尾 (2006) 第７章などがある｡

12 益田／小野 (2005) p8引用

13 堀江 (2005) p192引用

14 堀江 (2005) pp192-193引用

15 但し, この場合には土地などが担保になっていると ｢土地などの資産価格は一定ではなく､ 担保有無のみ

ではデフォルト時のバッファーとしての機能を評価できないので､ 担保の時価を考慮しなければならない｡

担保価値が上昇すればよりバッファー機能が増し､ 逆は逆となる｣ と島袋 (2005) は論じている｡



や保証は広範に用いられている｣ (p38) の

であり, リレーションシップ・バンキングに

対しては担保・保証が重要な補完となるもの

と思われる｡

現在, 日本では金融審議会金融分科会第二

部会報告 (2003) を軸に, 土地などの担保に

過度に頼った貸出ではなく, リレーションシッ

プにより得たソフト情報を元に, 銀行等の

“目利き能力”を最大限に高め, 健全な融資

活動を行うことで効率的で健全な融資活動を

行っていこうということになっている｡ しか

し上述の通り, リレーションシップ・バンキ

ングにおいては担保を活用することが必要で

あろう｡ 当然, 過度に頼るのは問題であるも

のの, 補完としては使うべきであろう｡ 担保

や保証をなくして, 目利き能力だけで中小企

業金融を行うことは非常に困難であるといわ

ざるを得ない｡

とはいえ, 実際にはシーズ段階にあるマイ

クロビジネスの経営者が, 適当な担保を保有

しているほうが少ないのも事実であり, その

ため, シーズ段階やスタートアップ起業であっ

ても, トラック・レコードのない段階では,

銀行等からの資金調達は困難なので, 村本

(2005a) がいうように ｢エンジェルのような

インフォーマル・インベスターの存在が不可

欠｣ (p8) ということになる｡

第２章 中小企業金融における協同組織金融

機関の働き

１. トランズアクションバンキング16 化と中

小企業金融

ところで, 現状において自己資本比率規制

に係る新たな基準 (バーゼルⅡ) の導入をに

らんだ動きや日本全体の景気の回復傾向を背

景にして, 中小企業向けの金融機関の貸出態

度が前向きになり, 当該貸出を巡る金融機関

同士の競争が激化している模様である｡ 但し,

この場合の競争は, 地域金融機関と都市銀行

(メガバンク等) との間よりも, 地域金融機

関間の競争が激化しているようである17｡ し

かも, このような競争により, 中小企業は複

数の金融機関と取引をする傾向が強まる中,

中小企業白書 (2007) によると ｢10年前, 20

年前と比較すると, 中小企業と金融機関との

接触頻度は低下の傾向にある｣ ことがわかっ

た｡ 特に, 小規模企業の接触頻度の低下が大

きいようである18｡

これについては, 小佐野 (2001) がブート

とタッカーのモデルで指摘するように, ｢銀

行間競争が激しくなると, 市場性貸出が生み

出す貸出レントの部分は減少｣ する一方,
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16 ｢トランザクション・バンキング｣ とは, ｢各々の取引毎の採算等を重視し, 顧客との間には一定の距離を

置くといった関係を基本とする｣ 貸出といえる｡ その特徴について堀江 (2005) は ｢財務諸表等を基にした

指標 (比率) や担保価値, 評点等による定量情報ないしハード情報を基に貸出を行い, 対象期間は相対的に

短期的と考えられる｡ この方法は, 企業数が多い場合に相応しい貸出手法とされ, 銀行の規模と同様に借り

手である企業も大規模とされているが, 比較的小口・多数との取引の場合にも適用されている｡ 具体的な手

法としては, ①貸借対照表や損益計算書の内容をチェックして融資を決定する方法 (Financial Statement

Lending), ②保有資産の担保評価を重視して貸し出す方法 (Asset Based Lending), ③消費者信用の判定

手法を基に事業主の財産あるいは経歴等も加味して評価し, 倒産確率を基に貸出を決定する方法 (Credit

Scoring) がある｡ これらは, 長い眼でみた企業の成長性等よりも, 担保あるいはリスクを織り込んだ金利

設定等によってリスクを回避する方法と言える｣ と論じている｡

17 中小企業白書 (2007) 第２部第３章第１節参照｡

18 中小企業白書 (2007) 第２部第３章第２節および第４節参照｡



｢関係特殊的貸出についていえば, 借り手は

銀行のモニタリングに関する評判に関心｣ が

あるため, ｢関係特殊的貸出の市場は, 不完

全競争的な状況となって貸出レントの減少は

少｣ なくなり, その結果, ｢銀行の市場性貸

出は減少するのに対し, 銀行の関係特殊的貸

出はかえって増加｣ することが考えられる19｡

ここで現在の日本においては, 中小企業に

おける債権の市場化は困難である上に, 証券

市場そのものが未発達であることから ｢市場

性貸出 (つまり, 市場型間接金融などを含む

トランズアクションバンキング20)｣ は少ない

ものの, 競争自体が激化してくれば, ｢関係

特殊的貸出｣ を強化することになるため, 情

報収集費用がかかる, 規模の小さく, 情報の

非対称性の大きいような小規模企業への接触

頻度を低下させる行動に出ることは容易に理

解できる21｡

今後, ｢市場型間接金融｣ が発展してくれ

ば, この傾向はますます顕著になってくるこ

とも考えられる22｡ このように金融機関サイ

ドの経済性のみを追求すれば, 市場の失敗を

引き起こすことになる｡ そのため, ｢ 『人縁・

地縁のネットワーク』 を基盤とする比較的小

さい規模の金融サービスを提供する｣ 協同組

織金融機関が必要になると思われる23｡

２. 協同組織金融機関と規模の経済性

ここで協同組織金融機関とは協同組合とし

ての組織形態を持った金融機関を指す｡ しか

し, 協同組合の場合であっても, 資本主義社

会における経営体なので, 株式会社の場合同

様に, ｢継続的に経済活動をおこなうために

は, すなわち協同組合経営の一応順調な再生

産 (拡大再生産も含む) が継続されるために

は, 得られた 『成果』 の一部を内部に留保す

ることも必要｣ となろう｡ したがって, 協同

組合であっても継続企業として必要となる部

分については ｢成果｣ から差し引くことにな

る｡ しかし, その内部留保を差し引き残余の

｢成果｣ の配分については, 資本主義的配分

原則を採用せず, ｢組合員の出資額 (株式会

社でいえば株に相当するもの) に対する配当

については一定枠内 (例えば５％以内) にお

さえて, その残余の 『成果』 については組合

員が協同組合のおこなう経済活動＝各種事業
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19 小佐野 (2001) p154引用｡ なお, ここで ｢関係特殊的貸出｣ とは, ｢銀行が企業と長期的な関係を保ちな

がら貸出関係を築いているようなタイプの貸出形態｣ (pp151～152) を指し, ｢市場性貸出｣ とは ｢銀行が自

己の貸出債権を証券化して市場で売却することにより, 公開市場における社債を通じたファイナンスとよく

似た機能を果たす貸出形態｣ (ｐ152) を指す｡

20 トランズアクションバンキングについては村本 (2005b) 第2章を参照｡

21 この点について斉藤 (2006) は ｢借り手と頻繁に接触しなければならないことから､リレバンを行うには

通常よりも高い情報生産コストがかかる｡そのコストを金融機関がすべて負担するのは難しいため､一部は融

資金利として借り手に転嫁される｡そうなると､借り手の金利負担が重くなり､経営が圧迫されかねない｡そこ

で､リレバンでは金融機関がコンサルティング機能を発揮して借り手の収益を改善させ､金利負担能力を高め

るといった工夫が求められる｡ただ､必ずしも成長の見込めない市場で活動していることの多いマイクロビジ

ネスについては､コンサルティングによって収益を改善させられる余地は小さい｣ と論じている｡

22 銀行間の競争が激しい中, 市場型間接金融の発展により, ｢小規模企業への接触頻度が低下する｣ 傾向が

強まるか否かについての分析はここでは行っていないため, 今後の課題としたい｡ 市場型間接金融について

は池尾 (2006) が詳しい｡

23 市場の失敗に関しては他に村本 (1994) pp356～367がある｡



に具体的に参加した, その参加応分＝利用高

に応じて配分する, という方法を採用｣ して

いる24｡

このような協同組合持分に対する剰余金配

分の制限の目的について, john.A.C. (1996)

は ｢本質的に借入資本である協同組合持分に

対する配当を 『合理的』 な率に制限し, もっ

て業務運営上の純利益または 『差益』 を組合

員の利用高に応じて配分できるようにするこ

とにある｣ とし, さらに ｢業務活動より生ず

る純利益の相当部分が, 現在利用高に基づく

割戻しとしてではなくむしろ持分配当として

支払われた場合, 当該協同組合は, その限り

で, 現存利用者による協同組合利用から生じ

た持分所有者に対する利益配当のために使用

する私企業と化すであろう｣25 と指摘してい

る｡ つまり, 協同組合は人格的結合を重視す

べきであり, ウォルフ26 がいうように ｢株式

会社の如き資本結合のような状態に協同組合

が陥ってしまい同化してしまうのであれば,

協同組合銀行の特質は失われ, 株式会社との

差異は消滅してしまうであろう｣ と警告して

いる27｡

３. 協同組合の利潤

以上のようにみてくると, 協同組合の場合,

剰余金が発生した時にそれを制限なく配分す

ると ｢株式会社との差異が消滅｣ するので,

｢剰余金の配分を制限すべきである｣ という

ことになろう｡ しかし, 近藤 (1962) が指摘

したように, 協同組合では ｢組合員が主人で

あって, 組合はその 『施設』 にすぎないとい

う基本的関係｣ があるということについて発

展させ, 社会的な総利潤を考慮した場合には,

適切な ｢剰余金の配分｣ を行わないと, 協同

組合としての存続が危うくなることがわか

る28｡

近藤 (1962) においては ｢協同組合は企業

体ではあるが, いわば一つの 『施設』｣ なの

で, 企業自体としては利潤の追求を目的とし

ていないことになろう29｡ このように考えた

場合には, ｢協同組合は剰余価値や資本主義

利潤を廃絶するものではなく, 総利潤のうち

商業利潤に割かれる部分を節約するに役立つ

ところの制度とみるべき｣ (p20) というこ

とになる｡ また, 武内／生田 (1976) がいう

ように ｢経済活動を行えば当然なんらかの

『成果』 が発生する｣ のであり, ｢それはマイ

ナスの 『成果』 である場合もプラスの 『成果』

である場合もあろうが, もっとも結果的にい

えば, 常にマイナスの 『成果』 しか生み出さ

ず, プラスの 『成果』 がまったく期待しえな

いとすれば, というよりも協同組合の経済活

動が, 組合員に対してなんらプラスの 『成果』

を生みださないと仮定すれば, 現状の資本主

義的な市場競争関係のもとでは経営体として

存続しえない｣30 (p156) ことになる｡

以上から, 協同組合が ｢総利潤のうち商業

利潤に割かれる部分を節約するに役立つとこ

ろの制度｣ とすると, 協同組合はその仕組み
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24 武内/生田 (1976) pp156～157参考

25 john.A.C. (1996) p166引用

26 ヘンリー・ウォルフ (Henry W. Wolf 1840-1930) については長谷川 (2000) p97～を参照｡

27 長谷川 (2000) pp110～111引用

28 但し､ この場合 ｢剰余金の配分｣ といっても ｢社会的な総利潤｣ ということになるので､ 名目的な金額を

言っているわけではない｡

29 近藤 (1962) では ｢企業自体としての利潤を追求しないところから, 飛躍して, それは利潤なき社会を目

的とする運動であるという理解である｣ (p25) と述べられている｡



において ｢総利潤のうち商業利潤に割かれる

部分を節約する｣ ことが可能であるというこ

とになる｡ そして, ｢商業利潤に割かれる部

分を節約｣ しても, 経常的に ｢プラスの 『成

果』 を期待できる｣ 主体であるということに

なろう31｡ それゆえ, ｢協同組合は, 節約され

た利潤の社会的再分配をうけつつ, 原価供給

の形をつうじてそれを組合員に分配してい

る｣32 ということになる｡

つまり, 例えば, 組合員が出資金を ｢配当

すくなくとも利子をえる形で一般的にもちい｣,

商品の購入については, 協同組合の仕組みよ

りも, ｢よりすぐれた 『機能』 のはたし方を

する 『普通の企業形態の商業資本』｣ を使用

したほうが有利な状況があった場合, 当該

｢普通の企業形態の商業資本｣ は, ｢協同組合

の原価水準まで供給価格を引き下げながら,

組合員がそうすることを誘導し, 協同組合が

『機能』 をはたすことをやめるのをまつ｣ と

いうことになろう33｡

４. 協同組織金融機関の ｢機能｣

そもそも協同組織金融機関も ｢協同組合｣

の一つなので, このような協同組合の ｢機能｣

は協同組織金融機関においても観測すること

ができよう34｡

協同組織金融機関について日本銀行信用機

構局 (2004) は ｢協同組織金融機関の主たる

利用者は, 地域・業域など 『共通の繋がり』

を有する一定範囲に限られている｣ ため,

｢協同組織金融機関においては, 業務に付随

する最大のリスクである信用リスク面の審査

について情報入手等が比較的容易｣ であり,

｢会員の多くが同一コミュニティに帰属する

ため, 他の会員からの評価・評判が意識され

るといったことから, 会員間の相互牽制が働

きやすいことがリスク管理上の強みとされて

いる｣ (p9) と指摘する35｡ 実際にも, この

｢強み｣ により ｢リレーションシップ・バン

キング｣ が可能になり, ソフト情報を活用し

た形で, ｢情報の非対称性が高い｣ とされる
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30 この点に関して三輪 (1969) も ｢｢普通の企業形態の商業資本｣ の場合, … ｢利潤を求め｣ る, さらにい

えば, 可及的最大の ｢利益を求め｣ る｡ しかし, そうしたいわば主観的な意思をもっているからといって,

個々の ｢普通の企業形態の商業資本｣ は, かならず利潤をえられるわけではない｡ また, 主観的な意思が強

いからといって, より多くの利潤がえられるわけでもない｡ 利潤をえられるかどうかは, そうした個々の資

本の主観的な意思のあり方をこえている｣ (p13) と指摘している｡

31 但し､ ここにおいても ｢プラスの 『成果』｣ は ｢社会的な総利潤｣ ということになるので､ 名目的な金額

を言っているわけではない｡

32 三輪 (1969) p34引用

33 三輪 (1969) p35参考

34 この点について近藤 (1962) は ｢一つは貨幣はいろいろな面をもっているが, 資本主義社会では一つの商

品にすぎず, 価格をもって取引されるという点である｡ 金融機関は銀行も信用組合も, 貨幣という商品を取

り扱うところの商業資本である, という一面を持っている｣ (p40) と説明している｡

35 その他､ 日本銀行信用機構局 (2004) では ｢協同組織金融機関は､ 典型的には､ 出資者である会員が同時

に利用者となっており､ 会員間には地域や業域などに基づく ｢共通の繋がり｣ が存在する｡ また､ 協同組織

金融機関の経営理念は､ 株式会社のように投資主体としての株主の利益を追求することではなく､ 個人や中

小企業などの会員間の相互扶助にあるとされる｡ このため､ 不特定多数の顧客と取引する銀行と比較して業

容が小規模な先が多く､ 反面その機関数が相対的に多いのが各国共通の大きな特徴である｣ (p2) と述べて

いる｡



主体 (つまり, 中小企業や個人など) に対す

る貸出を行うことが可能になると考えられる｡

つまり, 協同組織金融機関における ｢節約

された利潤の社会的再分配｣ とは, 会員の多

くが同一コミュニティに帰属するため会員企

業のソフト情報の入手を容易にうけることが

できるということであり, 株式会社金融機関

であれば実現不可能な ｢低い貸出金利 (リス

ク調整後)｣ を提示することができるという

意味で, 会員企業である ｢組合員に分配して

いる｣ ことになろう｡

５. 協同組織金融機関ゆえの問題点とその対

応

しかし, 協同組織金融機関の場合にはその

主たる利用者は ｢同一のコミュニティの構成

員に限られている｣ ため, ｢貸出の内容が地

域や業域などの景気動向の影響を受けやすく,

信用リスクの分散が図りにくい構造｣36 となっ

ている｡ そうすると貸出資産のポートフォリ

オの分散が小さいため, 収益の変動が大きく

なる可能性が高くなり, 不安定な経営状態に

なるという問題が生じることになる｡

また, 協同組織金融機関が協同組合である

ことから, ｢株式会社とは異なって, その組

織体, 経営体の性格上 『規模の経済』 を追求

していくにはおのずからひとつの限界をもた

ざるをえない｣ と武内／生田 (1976) は指摘

する｡ つまり, 協同組合は ｢①その構成員す

なわち組織主体としての組合員の員数, ②そ

の組合員を包含するところの地域の範囲, ③

出資金の額, ④各種の事業の種類と事業量,

⑤組合の経営内部組織のあり方｣37 の５つの

基本的なものが, 適当な範囲内においてバラ

ンスが保たれていることが重要であり, ｢そ

こに協同組合として一応適正な規模が成立し

うる｣ といえる｡ そのため, ｢単位協同組合

の場合には, その構成員＝組織主体である組

合員の員数をふやしていき, 組合員が存在す

る地域の範囲も拡大させることによって出資

金を増大し, 事業の種類や量ともふやしてい

くという方法で協同組合の経営内容を充実・

強化していくという方向には, その性格上ひ

とつの限界が存在｣38 することになる｡ この

問題を解消するための ｢利潤配分についての

明記｣ は現実的な対応として十分に理解でき

ることであろう｡ 但し, ｢拡大路線｣ を取る

場合には, 協同組織金融機関としてのメリッ

トを活かせないことになり, ｢地域社会への

社会的責任｣ という観点からは問題が多い選

択といわざるを得ない｡ その反対に, ｢組合

員の数も少なく, 地域の範囲も拡げずフェイ

ス・ツ・フェイス (face to face) の関係を

保ちつつ協同組合と組合員間の組織的な緊張

関係を強める方向をとって, 出資金を充実さ

せ, 事業の種類や量を拡大し, 経営体として

の発展をもくろむということはある程度の壁

が存在している｣39 といわれている｡ しかし

この場合においても, 市場型間接金融ルート

を活かす方法や中央組織との連携を強めるこ

とにより, 対応が可能であると考えられるこ

とから, この方向における経営戦略を取るべ

きであると思われる｡
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39 武内/生田 (1976) p152引用



６. 民間非営利組織の活用

以上から, 協同組織金融機関は ｢非営利｣,

つまり, 営利のみを目的としないという性格

に基づいて, ｢節約された利潤の社会的再分

配｣ を計ることが目的であり, それに向けて

活動を行っていることがわかった｡ しかし,

その特性を活かして活動するためには, 市場

型間接金融ルートを活かす方法や中央組織と

の連携を強めることにより, 対応すべきであ

ることもみえてきた｡

とはいえ, 協同組織金融機関は預金取扱金

融機関であるため, 預金保護の観点からもリ

スクの高い中小企業金融に対しては慎重さを

求められるのは当然である｡ それゆえ, 地域

経済に対して ｢資金の媒介｣ という機能をもっ

て社会的責任を果たそうとするのであれば､

預金金融機関ではない協同組織の金融機関

(つまり, 民間非営利貸金業) の創設が必要

であると思われる｡

その点に関してフランスでは ｢リスクが高

くて民間金融機関が取り扱いに消極的な創業

資金を, 民間非営利組織を通じて供給｣ して

いる｡ 現在, ｢全国ネットワークが四つ存在｣

し, いずれの組織も失業者等が自己雇用の場

を創出することを目的として活動｣40 してい

る｡ これに対して現状日本では, ｢NPOバン

ク｣ というノンバンクによる活動である｡ こ

の ｢NPOバンク｣ とは ｢市民金融の趣旨に

賛同した市民・団体の出資により組合を作り,

融資を行う｣ ものであり, ｢原則無担保で低

金利, 融資を受けるには融資を受ける市民・

団体自身が出資していることが条件となるこ

とが多い｣ というものである｡ 今のところ

フランスにおける民間非営利組織に比べれば,

非常に小さいものの, 今後の活動には注目す

べきであると考えている｡
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