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バイオリージョナリズムに基づく新しい公共性の創出へ 

青木 克仁 

 

1989年 11月 9日、ベルリンの壁崩壊はまさに象徴的出来事で、これを境に共産主義を擁

護する機運が廃れていった。フランシス・フクヤマは、歴史が弁証法的に発展するアンチ･

テーゼの消失をここに読み取り、「歴史の終焉」を告げ、自由民主主義的な形態における資

本主義こそが社会の発展形態の最終到達点であることを宣言したのだ。こうして、アメリ

カ型資本主義が勝利し、資本主義は己の体制を正当化する必要性が無くなり、その状態で

グローバル化が開始される。アンチテーゼに飲み込まれる恐れから解放されると、社会主

義的な色彩を帯びた経済学的思想が批判にさらされるようになった。こうして時代はマル

クス的なものへの忘却とともにミルトン・フリードマンのものとなり、市場原理主義とい

うイデオロギーが実験されていく。規制を取り除かれた市場は、あたかも第二の自然界の

ように、市場参加者の利己的行動を修正し、独力で経済的成長を牽引していく原動力にな

っていくはずだった。しかし、グローバルに広がっていったのは格差社会で、たとえ経済

成長があっても頂点に立つ一部の富裕層が富を独占していくという状態が続いていった。

さらに世界中で、国家規模の経済危機が舞台を変えて頻繁に起きるようになっていった。 

そして 2008 年 9 月 15 日、リーマン・ブラザーズの破綻は、ベルリンの壁崩壊が、共産

主義イデオロギーに疑念を抱かせたのと同様に、20 年にも満たなかったアメリカ型資本主

義イデオロギー主導の時代に、確実に疑念を生じさせた。自国経済の立て直しに、アメリ

カは赤字を膨らませるように支出を増やし、金利をゼロにしたのを見た途上国は、かつて

自分達が IMF から押し付けられた経済危機への対処法とは、正反対の政策が実行されてい

るのを目撃した。さらに、アメリカ国内においても、破綻したはずの金融機関に「公的資

金」が投入されるのに疑念を感じたというだけには止まらず、金融機関が社会に多大な負

の影響を与えたという明白な事実にもかかわらず、経営陣の給与額が依然と高止まりして

いるというだけでも不可思議なのに、納税者からのお金が経営陣のボーナスに当てられた

という事実を見せ付けられた「99％の人達」が、ウォール街を占拠しようと一大デモを展

開し始めたのだ。要するに、アメリカの国内外を問わず、地球上の全ての人達の目に、か

らくりが透けて見えるようになってしまったのである。その間、世界経済の混乱は収束に

向かうどころか、ギリシア危機を発端にユーロ圏を震源にした新たな不安を引き起こして

いる。フリードマンの「三日天下」も終焉を迎えつつあるのだ。こうして、アンチテーゼ

に続いてテーゼだったはずのイデオロギーも倒壊しつつあり、思想的にも寄る辺無き状態

が同時進行している。そんな中で、市場原理主義者の落穁拾いのような情景が絵にもなら

ない形で進行している。 

こうした世界状況下にあって、市場原理主義的な世界市場の激変に飲み込まれることの

ない、農業と流通システムを創造していこうとする動きが地域を単位として胎動を始めて

いる。確かに、自分達では、世界規模の経済を作り変えることはできないかもしれないが、
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経済危機の余波に対処していける地域経済圏を創造することができるのである。恐らく、

希望はここにある。巨人達の大伽藍が崩壊していく中にあっても、影響をほとんど受けず

に自立し得る、地域経済圏が、地域生態系への愛を通して、生態系の恵みによる食の安全

保障と顔のある人間関係からくる質的幸福を保持していくという路線にこそ希望がある。 

従って、本論考において、今示した希望を現実のものとしていくために、私達は、人間

の生存条件をも破壊していくグローバル資本主義の中にあって、いかに人間を始めとする

生命の生の条件を確保し得るのか、という問題について考察する。 

 

§１．グローバリゼーションへの道 

政治学者のジョン・グレイは、自由主義の普遍的妥当性は、実は特殊な歴史的、社会的

文脈によって規定されているということを示した。同様に、自由市場のイデオロギーも歴

史的、社会的文脈の中で考察することが可能である。経済学者のハジュン・チャンが、自

由市場を、ピアノ線で吊り下げられて演技するカンフー映画のヒーロー達に喩えている。

ヒーロー達は、一見、縦横無尽に中空を飛び回っているかのように見えるが、実はそこに

はピアノ線が存在しているように、自由市場には、規制が無いかのように見えるが、実は

それを成立させている政治的なルールが存在している。私達は、歴史を概観してみること

で、自由市場に張り巡らされるピアノ線を可視化するために、そうした歴史的、社会的文

脈を照らし出してみることにしよう。 

第二次世界大戦が終焉に向かう、そんな頃、「ブレトン・ウッズ体制」が誕生した。この

体制においては、ドルは金１オンス 35ドルの相場に固定され、各国通貨の相場もドルを尺

度にして固定される。1930 年代は、欧米各国は、自国の通貨を切り下げ、輸出を刺激し、

輸入を減らす、というやり方が競争の様相を呈し、結果、どの国も傷つくことになってし

まったという苦い経験がある。第一次世界大戦後、銀行が金融節度を失って投機的な融資

をしたり、自らが率先して投機を行ったりしたことでの投機バブルが発生し、それが 1929

年に始まった世界大恐慌の原因となった。そうした苦い経験を経て、「グラス＝スティーガ

ル法」が 1933 年に施行されるが、これは、銀行業務と証券業務が切り離し、銀行自らが反

社会的な投機によって利潤を追求することを禁じた法律である。世界恐慌当時、多くの銀

行が証券会社を系列下に従えていたが、株価暴落によって苦境に陥った証券会社の経営危

機が波及し連鎖的に破綻してしまったのだ。預金保護をすべき銀行が、株式市場のリスク

の煽りを受けて経営破綻しないように設けられた法律だったのだ。 

経済人類学者のカール・ポランニーも、第二次世界大戦前夜の国際経済の無秩序振りを

反省し、無統制の経済が社会を破壊してしまう様を観察していたのである。それゆえ、「固

定為替レート」を採ることで、資本をコントロールし、世界経済を安定化させようとした。

ブレトン・ウッズ会議に、かのケインズも参加したとのことだが、その時に、国際資本移

動を野放しにすることで、選挙によって選出した政治家から正当な権力を奪い、極々、一

握りの富裕層の投資家の私的利害に経済を委ねてしまうのと等しい事態になるだろう、と
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警告を発した。しかし、加盟国は、資本移動をコントロールする権利を与えるべきである

というケインズの発想とは、逆の方向を世界は辿ることとなる。その所為で、今や、国境

は取り払われ、投機マネーが自由自在にグローバル市場を移動している。さて、この時既

に、大戦によって傷つくことのなかったアメリカが主導した、この「準金本位＝固定相場

制」の狙いは、商品の国際価格の安定と貿易の円滑な決済によって世界をアメリカ企業に

とって便利な統一された市場に変えることにあったのだ。これが「ブレトン・ウッズ体制」

と呼ばれている国際経済体制である。 

けれども、1971 年に、ドルと金の交換が停止され、ブレトン・ウッズ体制は終焉を迎え

る。これが、所謂、「ニクソン・ショック」である。この当時のアメリカはベトナム戦争の

戦費で財政赤字を抱え込んでいるだけではなく、戦後急速に回復した日独との経済競争に

おいて優位を失ったアメリカは輸入超過の所為で、貿易赤字をも抱え込むことになった。

このような状態で、ドルと金の交換を実質上継続していくことが不可能になった。つまり、

それゆえ世界中に不安が広がり、ドルへの信任が崩れたのである。こうしてニクソン・シ

ョックという史上最大の債務不履行が行使された。アラブ諸国は、せっかく原油輸出によ

ってドルを稼いだのに、ニクソンの宣言によってドルの減価が起きたことに反発し、産油

国が石油カルテルを形成して、石油価格を自在に操るという戦略を打ち立て、「オイル・シ

ョック」を齎した。先進諸国における戦後の経済成長は、安い原油の安定供給を前提にな

されてきたゆえ、これによって世界経済は長期的な停滞期を迎えることになる。 

同時に、資本主義は、革命的な機運を削ぐために、社会主義が実現するとされるユート

ピアを、資本主義内でも実現可能であることを示し、己の体制に正当化を与えねばならな

かった。それゆえ、労使協調路線（コーポラティズム）やケインズ主義、あるいは、福祉

国家政策が持て囃されることになったのだ。どの先進国も高度成長期までは、こうした路

線は順調だった。しかし、ガルブレイスが言う「飽和した社会」がやってくることになる。

つまり、「市場の限界」を迎えたのだ。こうなると、安定した利益を確保できるような投資

先は不足していくことになる。世界経済は長期的な停滞期を迎えることになるのだ。 

金の裏付けを失ったにもかかわらず、ドルは、世界貿易において、特に原油取引の場面

において、準備・決済通貨の役割を担っていたゆえ、やがて、「ドル機軸＝変動相場制」に

移行していくことになる。アメリカは、こうして、あたかも世界の中央銀行のように機能

することになり、ドルを発効するだけで特権的な利益を享受し、貿易赤字をも気にしない

で済む立場となった。世界経済を通貨と金融という点において、自由に操作していくこと

が可能となったのだ。アメリカの実体経済は限界を迎えてしまったが、ドルという唯一最

強の商品において、世界を支配し得る国となった。ドル機軸制と変動相場制は、世界経済

の金融化を齎し、これこそがグローバリゼーションの正体なのである。 

「新自由主義」の旗手として知られる経済学者、ミルトン・フリードマンは、「ブレトン・

ウッズ体制」の頃から、変動相場制を提案していた。変動相場制への移行期は、暫し激動

の時期があるかもしれないが、やがて通貨は安定していくだろうと考えられていた。しか
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し、人間のギャンブルへの欲望は、変動相場制の移行による投機的な機会を逃がしはしな

かったがため、通貨が安定へ向かうという予想は楽観主義的であり過ぎたことを痛感させ

られることになった。「西側世界の金融システムは急速に巨大なカジノ以外の何物でもなく

なりつつある」という言葉を記した、スーザン・ストレンジの Casino Capitalism が出版

されたのは、1986年のことであった。 

しかも、情報技術の急速な発展によって、情報環境がグローバルに整備されたことによ

って、世界の金融市場は、オンラインで結ばれ、単一の電子商取引システムに集約される、

グローバル金融システムになった。実際に、「新自由主義」を普及するための、政治的ミッ

ションの最重要ステップとして、世界中の金融システムを自由化し、ネットワーク上に開

くことがあった。これによって、「市場原理主義」の「自由市場」という「法廷」が文句無

く世界中に君臨することになるからだ。マネーは、紙や金属のような媒体無しで、コンピ

ュータへの入力という操作で、取引所など無しで、ネット上を駆け巡る。マネーは、モノ

やサービスという価値の源泉であったものからも離れ、マネーそのものが、差益を得るた

めに売買される対象となった。コンピュータ・プログラムを駆使して、巨額な取引を自動

的に、そして瞬時に行うことも可能となったのだ。金融市場から、将来有望とされた国に

は、国境を越えて、時には国内総生産の伸びを遥かに超過する大量の資本流入が始まる。

けれども、金融市場の変動に尐しでも不穏な動きがあれば、大量かつ迅速な資本の引き上

げが待ち受けている。ここでは、生産的な資金の流入と投機的な資金の流入を区別するよ

うな資本規制が叶わなくなってしまっているのだ。このように、グローバル市場に向けて、

一旦自国の市場を開放すれば、新自由主義的な政策を採らない限り、ピラニアの群のよう

に電脳集団化したトレーダー達の過剰反忚を受け、通貨下落という痛手を被ることになっ

てしまう。こうなると市場が示す反忚を一々気にしながら、国内の経済政策をも調整して

いかねばならなくなり、まさに、グローバル市場の時代は、市場を介した声無き内政干渉

が罷り通るようになっているのだ。「成長」という撒き餌を絶えず与え続けねば、資本の引

き揚げを招いてしまうグローバル市場の中では、どの政権も「新自由主義」よりの政策を

採用せざるを得なくなり、民主主義的な選挙は、単なる気休めの儀式に成り果てることに

なる。アメリカでは、共和党も民主党も似たり寄ったりになってしまったし、日本も民主

党が自民党と何の変わりもない政策を採るようになっている。 

金融市場で評価されるためには、企業は利潤を生み出さねばならない。これは当然、競

争を激化していき、飽くこと無き「成長路線」が始まる。M&A や戦略的提携を通して、企

業は国家の力を凌ぐほど巨大化し、ダウンサイジングや労働組合の解体やコストの外部化

などの手段で、人間社会や地球そのものが搾取されている。こうして、社会のために経済

が回るというのではなく、経済のために、ありとあらゆる社会が、まさにグローバルに改

変されてしまう事態になった。社会のために経済が回っていれば、何のための利潤なのか、

ということは、当然、社会的に打ち立てられた目的に従うわけで、自ずと決まってくる。

ところが今や、ただ単に貪欲に利潤が追い求められるだけになり、社会もこうした利潤追
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求に歯止めをかけるどころか、益々規制緩和が行なわれ、私達が「イラク」で目撃したよ

うに、しばしば軍事力によって再編されていくようになった。こうなれば、当然、社会の

均衡も崩れ、至る所で歪みが出るのも不思議ではない。環境劣化、労働条件の悪化、貧困

問題、格差社会、資源を巡る戦争などが、そうした歪みだ。社会的な幸福を支える価値は、

生命や安全の保障など様々な価値があるべきなのに、経済的価値のみが、他の全ての重要

な価値を凌駕し自己目的化したために、その中で個々人が己の幸福の追求を為し得るよう

な社会を健全に構築する想像力が麻痺してしまったかのようだ。こうした価値観の一元化

に対して、「世界は売り物ではない」という叫びが上げられるようになっているのだ。経済

に従属する社会という、この逆転の構図の中で、ビジネスが、人々の幸福を実現する社会

構築に貢献するにはどうすればいいのか、などという問いは、もはや問われることがない。 

情報化社会の到来で、マネー（金融資本）はサイバースペースを瞬時に移動できるよう

になった。これこそが、「金融資本主義」と呼ばれるグローバル資本主義時代の幕開けなの

である。そんなわけで、例えば、或る政府が、企業に対する税負担を引き上げたとすると、

内外の金融資本が瞬時に引き上げてしまい、資本蓄積のための好条件を他の国々に求めて

いくことになる。一日当たり 1 兆ドルを超える巨大な資本の移動があるわけで、サイバー

スペース内の資本の動きを監視しコントロールすることができない有様なのだ。世界各国

の GDP（国内総生産）の合計が 30 兆ドルなのだが、この 10 倍以上の資金が世界中を駆け

巡っているという。 

このように、金融市場が自由に国境を越えて動けるようになると、どの政府もそれに課

税や規制などの手段で介入することが難しくなる。なぜならば、先ほど例示したように、

介入を仕掛ける国があると、資金は他の国に逃げてしまうからだ。こうなると、各国政府

は、それが仮令民主主義政権であろうと、自国民の要請に忚えるということだけでは済ま

ずに、国際資本のトランス・ナショナルな動向を気にしないではいられなくなってしまう。

つまり、大型の投資ファンドなどが国際資本を動かすことで、一国の内政にも干渉し得る

ほど、国際金融資本に特権的な地位が与えられてしまったということになる。まさに、テ

ィートマイヤーの言うように、国家でさえ、「金融市場のコントロール下に置かれる」ので

ある。こうして国家でさえも、企業活動や投資を行い易い環境を整備する努力をしなけれ

ば、国際資本による審判を受けて、経済的衰退の憂き目を見ることになってしまうのだ。 

世界金融機関の象徴であるウォール街の金融業界、米国財務省、世界銀行、IMF の「金

融複合体」が存在しているのです。これらの組織は、アメリカ版の「天下り」である、所

謂「回転ドア」で繋がっていて、相互に人事の交換を行っている。例えば、世界銀行や IMF

の施策実行部は、ほとんどがアメリカ金融機関のスタッフであり、米国財務省で長官を勤

めた者は、金融機関のスタッフに招かれる、といった調子なのだ。こうした「金融複合体」

は、アメリカ資本主義に有利な構造をグローバルに広めている。 

アメリカの「国家戦略計画部（Department of State Strategic Plan）」の打ち出した経済

戦略の一つが、「ワシントン・コンセンサス（Washington- consensus）」で、それが、ウォ
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ール街に本拠を置く、金融機関や国際機関そして米国財務省に、活動指針を与えている。

これは 1989 年に、世界銀行の上級エコノミストで副総裁のジョン・ウィリアムソンが、ナ

オミ・クラインによれば、フリードマンの影響を受けて定式化した。この男は、ナオミ・

クラインが言うには、ソビエト崩壊を機に、「新自由主義」の導入に有利なように、危機的

状況を故意に国家に導入することも吝かではない、と表明しているという。非公式な取り

決めではあるが、「ワシントン・コンセンサス」というこの定式に表現されているアイディ

アが「グローバリゼーション」の推進に活かされている。この定式の狙いは、仮令それが

国家によるものであろうと規制当局を可能な限り迅速に解体し、あらゆる市場を自由化す

ることなのだ。この「金融複合体」の提唱する考え方こそが、「新自由主義」と訳されてい

る「ネオリベラリズム（Neo-liberalism）」で、アメリカの「金融複合体」の傘下には、新

しく WTO が加わった。ワシントン・コンセンサスは、まさに、「新自由主義」的思潮をグ

ローバルに拡大する計画で、アメリカ以外の国々に小さい政府と金融の自由化を押し付け

てきた。 

こうしてネットワークで結ばれた「自由市場」という新たな法廷は、全ての国を組み込

むことになった。ネットワーク上で、投資家が、短期利益を追求するために、どの企業や

国が信用できるのかを判断する指標を提供する「格付け産業」までをも生み出すことにな

った。 

グローバル経済を考える時、経済学者のジョセフ・スティグリッツが「代理人問題」と

名付けた問題を深刻に受け止める必要がある。機関投資家の場合、運用担当者が「代理人」

として資金運用を、委託されて、企業の業績評価を行い、投資のための意志決定を行うわ

けだ。しかし、この場合、委託された以上、利益を還元しなければならなくなるゆえ、短

期的利益に集中することになってしまうのは当然だろう。こうした受託者義務に縛られる

がゆえに、展望し難い未来から思考を進めるなどといったことはしないのだ。こうして短

期的利益を偏重する近視眼的な展望が重視されてしまう以上、例えば、環境対策のような

長期的展望が入ってこなくなってしまう。経済学者のケインズは、「人は皆死ぬ」という真

理に基づいて、「長期より短期」を重く見る人間の傾向性について語っていた。たとえ、「お

金」を貯蓄することで欲望を将来まで抑え「我慢」することを知るに至った人間でも、俗

に言う「目の黒い内」に欲望を享受できないのであるのならば、未来世代に関わるような、

さらに長期的な展望に関しては見向きもしないことだろう。従って、ただでさえ人間は「短

期的利益」を視野に収めてしか行動ができないのに、それに加えて、「代理人」が介在すれ

ば、「短期的収益率」の高いものにしか目を向けなくなってしまうのは当然なのだ。 

こうして「短期的収益率」に目を奪われる金融市場は、時として、均衡に向かうどころ

か、価格上昇がさらなる上昇を呼び、あるいは価格下落がさらなる下落を呼ぶ、といった

ような「正のフィードバック」に向けて容易に引き金が引かれてしまう不安定な状態を示

すのだ。それは魚群のように、簡単に心理的バイアスのかかった期待や不安によって揺り

動かされ、しばしばバブルを発生させてしまう。そして大恐慌に見舞われる度に、自由市
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場はそのまま放任しておけば自己調整できないという欠陥を白日の下に晒しているのだ。 

けれども、ここでよく考えねばならないことは、「私もあなたも地球という乗り物の束の

間の乗客」なのだという真理だ。地球生態系を視野に収めた長期的なヴィジョンが重視さ

れねばならない時に、必要とされる長期的ヴィジョンは、短期的利益に殺到する近視眼的

な投資活動とは相容れないものがあるのだ。 

さらに、企業や国は、ネットワーク上の「自由市場」と呼ばれる「虚構」のために、自

分達が順調にやっており、短期利益が見込めるという見せかけを作らねばならない、とい

う強迫観念に囚われ始めるようになる。アメリカでは、アナリストが四半期ごとに企業の

利益予想を出すために、それに合わせて短期間で利潤を上げるよう、経営方針を組み立て

ねばならないのだ。例えば、ただ単に自社の株価をつり上げるために、従業員を大量解雇

し、「オン・コール・ワーカー」として個人契約し臨時に雇い入れるなどといった手口を使

うようになった。こうして、労働組合をも解体され、労働者は使い捨て可能になっていく。

企業は、例えば、数千人規模の大量解雇を行っていながら、株主のためである、という大

義名分を振り翳した上で、解雇された人達のサービスが新たに市場に加わるなどと屁理屈

をこねるようになってしまった。あるいは、刑務所に収監されている囚人や「スウェット・

ショップ」の奴隷同様の労働者（未成年の者もいる!）の使用にも目を瞑るような結果にな

っているのだ。こうして、「虚構」用に装う外見のために、「実体」に皺寄せがいく、とい

う結果を生み出しているのだ。 

「経済活動がその活動に関わることを承知していない第三者に影響すること」を「外部

性」と呼ぶ。企業は、「外部性」という、コストの他者への押し付けが、自分のメリット（＝

利益）になると判断すれば、間違いなく「外部性」を選ぶだろう。企業が法律を遵守する

かどうかは、Cost-benefit analysis （費用効果分析）で決定されることになるからだ。つ

まり、「悪事が露見して罰則を課せられた時のコスト」と「法で禁止されている行為から得

られる利益」を比較し、後者の利益が大きければ、法律でも、禁止されている行為を妨げ

ることはできないという結果となるだろう。その場合、企業は法を破り続けることになる。 

私達は、ビジネスの誘致先の地域は経済的に潤うだろうと想定する。しかし、グローバ

ル経済を見てみると、この想定は、国境を越えた途端に間違っていたということが分かる

のだ。つまり、企業は、法が整っていない第三世界で「外部化」を行うのである。こうな

ると、企業を誘致したいと願う途上国において、「底辺に向う競争」が展開する。グローバ

ル化のせいで、企業を誘致したいと考える世界中のどの地域も、結局は、最低の生活条件

に向かって落ち込んでいくことを、自ら進んで行なうことになった。こうして、途上国の

環境や社会は「外部化」の影響を被り、荒廃していくことになった。短期的な利潤が、強

迫的に追い求められる世の中では、企業行動は、当然、「倫理的」と形容される活動とは縁

遠いものとなっていくのだ。 

現在のシステムを支配している、この金融資本主義こそが、資本主義の病理的な状態で、

こうして、「経済の時間」の暴走が始まってしまい、もはや止まる所を知らない状態なのだ。
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今や何と、再生可能な資源が限界に達し、環境の自己浄化作用は、もはや機能し得ない限

界にまで追い込まれてしまっている。「貪欲をいいことだ」と標榜する愚者が操舵する船は、

今や、「氷山」に激突するまでは止まらぬ船となってしまったのだ。こうした金融資本主義

の隆盛は、環境問題、貧困問題、失業率の上昇、子どもの酷使の問題、文化的多様性の崩

壊、など企業が責任を負わねばならないような問題を放置させることにこそ貢献している

のである 

今や、アメリカ経済は、もはや実体経済においては、富の創造ができなくなってしまっ

ているし、特定の金融エリートや富裕層だけがメリットを受けるマネー経済に陥ってしま

っている。投資も本来の意味を失い、投資ファンドは、経済危機を利用したり、作り出さ

れた危機（ショック・ドクトリン）の落穁拾いをしながら、M&Aなどで巻き上げては転売し

たりするといったようなやり方で膨らんでいる。 

世界銀行は 1980 年代を境に、従来の開発政策に代えて、ワシントン・コンセンサスに基

づく経済モデルを途上国にも押し付けてくるようになった。シカゴ大学において「新自由

主義」の旗手、ミルトン・フリードマンの薫陶を受けた「シカゴ・ボーイズ」と呼ばれる

学生達が、ワシントン DC にある、世界銀行や IMF のような国際機関の幹部職の座に就い

たのは、まさに、1980 年代だった。途上国の地域経済を、グローバル化した「自由市場」

に統合することが目的で、途上国向けの経済プロジェクトが融資の条件として押し付けら

れるようになっていくのだ。アメリカ政府によって支えられ、多国籍大企業、ウォール街

の銀行、世銀、IMF、WTO などの国際機関を中心とした「金融複合体」によって実践され

ているグローバリゼーションの基本方針である「ワシントン・コンセンサス」に基づく経

済合意によって、途上国は、公営企業や公共サービス事業体の売却あるいは民営化を求め

る構造調整計画の実施を条件に、既に計画通りの返済が不可能になっていた債務に関する

交渉を進めざるを得ないことになる。にもかかわらず、途上国の債務は 1980 年以降、400％

も増加している。 

このように、「金融複合体」のグローバルな影響力は、「国際支援戦略」の名目で、世界

銀行と IMF が結託し、全世界の弱い者達の資産をまさに食い荒らしているプロセスを見れ

ば良く分かる。このコンセンサスは、相手が国であるような場合でさえ、構造改革を要求

したり、民営化を強要したりすることで多国籍大企業による私物化が進み易くしているの

だ。自由貿易も一部の多国籍大企業のためなのに、アメリカは、自由貿易による経済成長

という路線に世界中を巻き込もうとした。 

しかし世界貿易機関（WTO）は、各国の貿易障壁の全面的撤廃を巡って交渉を重ねてき

たが、2001 年に WTO 発足後最初のドーハ閣僚会議によって開始されたドーハラウンドは、

2008 年のジュネーヴでの交渉が決裂に終ったことで、再開されていない。中国やインドは、

自国の農業を切り取ってまでして、経済発展を目指すべく、WTO に加盟したのだが、その

結果、アメリカや EU から農産物が大量に流れ込むことになり、予想以上に農民の生活を

困窮に追い込み、農村における暴動や自殺者数が増加していくことになってしまったから
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だ。アメリカは、農作物貿易自由化を、中国の WTO 加盟の条件にし、大量の農産物がアメ

リカから流入してきた所為で、中国農村部は困窮し、離農した人達が大量に都市部に雪崩

れ込んだ。こうした人達が、工業部門において安価な労働力を提供し、中国製品がアメリ

カに流入していくのだ。アメリカの製造業は、こうして益々疲弊し、製造業部門から雇用

が失われていく原因ともなったのである。また、先進国の技術や資金が流れ込むことによ

って、都市部は繁栄したが、それによって農村部の疲弊は著しい対比の下、白日に晒され

ることになってしまった。それゆえ、中国もインドも、ドーハラウンドの際に、農作物の

輸入自由化に抵抗を示さずにはいられなくなってしまっていたのだ。 

ドーハラウンドの決裂の 2 ヵ月後、リーマン・ショックが世界経済を揺るがすことにな

った。こうしてリーマン・ショックの後、先進諸国は、不況対策に追われることになった。

先進国において、公的資金を費やして金融機関の救済をしたり公共事業の拡大をしたりす

るなどのお決まりの不況対策が実施された。これが要因となって財政赤字が拡大していく

最中、ギリシアの国債の暴落が起きる。2009 年の政権交代時に、前政権がポピュリズム的

なばら撒き政策の結果、財政赤字を抱えていたにもかかわらず、EU に対しては赤字の総額

を偽って報告していた、ということが発覙してしまったのだ。世界経済は今や混沌とした

状態に陥っている。ドル機軸経済体制が、アメリカの特権を許容してきたのだが、こうし

て、アメリカの金融資本主義体制も 2008年、リーマン・ショックによって、天文学的な額

の負債を残して潰えた。これ以降、ドルの基軸通貨としての地位が揺らぎ、それとともに

世界経済は、縮小の方向に転換し、アメリカン・システムの失権は明らかなのに、貿易に

よる経済成長の可能性を賭けて TPP を通して日本の国内市場に狙いをつけている。アメリ

カは、日本とは比べ物にならないような強大な政治力を駆使して、ドル安円高に導き、ア

メリカの産品を日本に向けて輸出してくるだろう。日本社会をアメリカのように改変する、

というアイディアは、クリントン政権時代の民主党のものであり、現オバマ政権は、ビル・

クリントン政権時代と同じ、クリントン・グループがバックアップしているのである。「ク

リントノミクス」と呼ばれた金融自由化を柱にした経済政策を推し進めたのは、ゴールド

マン・サックスの共同会長を経て、クリントン政権における国家経済会議委員長と財務長

官を務めたロバート・ルーピンと彼の下で財務副長官を務めたローレンス・サマーズで、

この二人が、1999 年にグラス=スティーガル法を廃止させたのだった。ルーピンは退任後、

「回転ドア」によって、そのまま自分の経済政策の恩恵を直接受けることになったシティ・

グループに移動したが、1929 年の大恐慌の教訓を形骸化させてしまい、再び同様の経済危

機への道を開いてしまった。そしてその相棒であったサマーズがオバマ政権の国家経済会

議委員長を務めているのだ。ルーピンとサマーズの二人は、クリントン政権下で、日本政

府に対して圧力をかけ、「金融ビックバン」を実現させるのに貢献したことは記憶に新しい

だろう。日本に新自由主義を導入するきっかけとなる「前川レポート」にもクリントン政

権当時のアメリカからの要望が反映されている。 

自由市場に張り巡らされている「ピアノ線」と日本の関係性を力強く印象づけてくれた
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論考が、関岡英之氏の『拒否できない日本』を始めとする一連の著作である。最近では、

ナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』が、予めピアノ線を張り巡らせることによ

って、いかに途上国を自分達の都合のよい自由市場主義に誘うことが可能かということを

アメリカが考えていたのか、というからくりを透視させてくれている。『ショック・ドクト

リン』は、「新自由主義」をグローバルに展開するためには、アメリカにしか担えないよう

な強力な政治的ミッションが必要だったのであり、それが如何なるものだったのかを私達

に教えてくれる貴重な文献である。ピアノ線を張り巡らせることのできる強大な政治力と、

本当はピアノ線があるのに無いかのように錯覙させてしまうような、幻影師の手による巧

妙なアーキテクチャー戦術が存在しているのである。 

オランダ人ジャーナリストのウォルフレンが『アメリカを幸福にし世界を不幸にする不

条理な仕組み』の中で「日本人はグローバルスタンダードをアメリカンスタンダードと見

抜いていない」という警告を発していたが、アーキテクチャー戦術の巧妙さという点にお

いては、この警告が過去のことになってしまうことは決してあり得ないように思える。関

岡氏の『国富消尽』によれば、BIS規制で日本の金融機関に自己資本率 8％という日本の銀

行には困難なハードルを設けた上で、時価会計の導入を迫って含み損を計上させれば、系

列による株式持合いといった日本的なやり方を解体に追い込むことができるという戦略を

アメリカが仕掛けてきたというのだ。日本は、貸し出しに対して自己資本比率 8％を守らな

ければ、国際業務はできない、という国際規則をアメリカに受け入れさせられていたため、

土地が資産の源である日本の銀行は、土地の価格が暴落してしまった後、資産が目減りし

て、8％を割り込み、国際業務から脱落する銀行が多く出るだろうことを予測していたのだ。

こうした権力ゲームが市場の枠組みを政治的に決定付けてきたことを、日本は十分に経験

してきているのに、未だその内実を理解しようとしていないのは不思議である。 

アメリカは、市場ルールを改変させるに足る強大な政治力を持っている。ゲームのルー

ルを変えてしまう力を「権力」と呼ぶ。経済的には混迷しているが、アメリカは政治的に

絶大な権力を有する超大国の座を降りてはいない。理念的には、市場は、市場における各

プレーヤーの経済活動の総体が市場を形成するということになるが、現実は、市場ルール

を設計し維持するという政治的な制度として成り立っている。市場における自由な取引は、

そうした制度の範囲内の出来事なのだ。通貨の交換比率である為替、国際会計基準、銀行

の自己資本率、標準規格、独占禁止法、安全規制、労働規制、環境規制なども市場でのプ

レーのあり方を決定付ける制度的要因なのである。 

ナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』を読むと、かつては陰謀説的であると軽

んじられた節のある、ヴェルナーの論考が興味深いものとなってくる。これは、「失われた

10 年」に日本経済を陥れることになった「土地バブル崩壊」は、日銀エリートの自作自演

だという説だ。関岡氏によれば、何と、土地バブルの崩壊ということもアメリカの要求に

従って、当時の首相の中曽根康弘の決断で、日銀が自ら仕掛けたという。親米派の「日銀

の若きプリンス」の一存で日本経済を震撼させる一撃が加えられたというヴェルナー説以
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上のもっと強力な首相レベルの政治的決断が働いたと考えるしかあり得ないからだ。シカ

ゴ大学でミルトン・フリードマンに学んだチリの留学生が、自国に益を成すと信じ、全く

善意で働いたことが結局アメリカの利害に益したように、「日銀の若きプリンス」達も、た

だただ善意で働いたことが、既にアメリカの掌の上での行為だっただけなのかもしれない。

しかし、選挙で選んだわけでもない、ほんの一握りのエリートが日本経済の命運を決めて

いたことには驚かされる。一握りのエリートの仕業で民主主義的ではない、ということは、

同様に、チリ、アルゼンチン、ポーランド、ロシア、中国などの国々で「ショック・ドク

トリン」に携わった連中にも言えることなのである。1986年に日銀第 24代総裁の前川春雄

氏を中心として作成された「前川レポート」が、既に、アメリカからの年次要望書をなぞ

ったものに過ぎなかったと、ヴェルナーは指摘している。年次要望書に従った構造改革を

実現するために、バブル崩壊が利用された、ということはあり得るのだ。そうであるのな

らば、ナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』に描かれた図式通りということにな

る。即ち、アメリカで学位を取った親米派エリートと同じく親米派の首脳による、驚天動

地のショックの導入とそれに乗じた構造改革という組み合わせである。「失われた 10 年」

と呼ばれるようになった、こうした危機的状況を日本に実現させた上で、一挙に日本に構

造調整を飲み込ませようとしたというのだ。1996 年には橋本内閣が「金融ビックバン」を

決行し、アメリカの要請通り、金融の規制緩和、自由化を受け入れることになった。2001

年、小泉、竹中の主導で行われた「構造改革」は、「前川レポート」の青写真に従った改革

で、長きに渡る混迷期を経験した国民の目には光明のように錯覙させられてしまった。自

民党政権の採った緊縮財政はデフレを招くことになってしまったが、これもアメリカから

の圧力だった。緊縮財政の所為で、銀行は貸し渋りをするようになるが、預金に対しては

利子をつけねばならないため、短期的な利益を求めて、海外の投資先において、銀行自体

が投機的な動きを見せるようになった。しかも、銀行も、投資家から見れば、一つの投資

先に過ぎず、銀行の業績が不振ならば、銀行の株式に投資することは控えるだろう。それ

ゆえ、銀行も配当金や株価を高く保つ努力を強いられ、短期利益を求めて海外投資に走り

始めたのである。デフレで冷え込んでいる経済状況下の日本国内の企業に貸すよりも、海

外投資を選ぶ方が合理的選択ということになってしまうのだ。こうして日本国内で回って

いたかもしれない資金が海外、特にアメリカに流出していくことになる。 

こうした形で、純粋な経済活動の総体が市場を生むというのは幻想で、市場に外側から

枠組みを与えてしまい、実質的な強制をも生み出す政治的な力が存在している。市場で自

由に振舞っているように見えるプレーヤーは、政治的力の一撃で生み出される制度的枠組

みに従ってそうしているに過ぎない。こうしたプレーヤーの活動を誘導し得る制度的枠組

みのことを、エール大学の法哲学者のレッシグに倣って「アーキテクチャー」と呼ぶとし

たら、「自由市場」を理論的撒き餌にした「アーキテクチャー」の導入が行われているとい

うことが現状に近いということになる。もしそうであるのなら、ナオミ・クラインが「シ

ョック・ドクトリン」と呼ぶ、構造調整を招来するための前触れ的な政治的力を見ておか
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ねばならないだろう。これによって、「アーキテクチャー」が決定し、自由市場のプレーヤ

ー達が踊る舞台のルールが与えられてしまうからだ。ゲームのルールを設定する力を「権

力」と呼ぶのなら、アメリカのような政治的力を持たぬ限り、グローバリゼーションとい

う形でルールを支配することはできないだろう。こうして考えれば、「グローバリゼーショ

ン」を「アメリカナイゼーション」と言い換える所以がよく分かる。 

 

§２.「アーキテクチャー」を設定する政治的力 

1989 年 11 月 9 日、冷戦の集結を告げるベルリンの壁崩壊はまさに象徴的出来事だった。

この日、自由民主主義体制の資本主義以外の競争相手が消えたとされた。けれども、資本

主義は己の体制を正当化する必要性が無くなり、その状態でグローバル化が開始された。

こうしてお互いに競争をしていく過程で、環境や労働に関するコストを平気で外部化し、

その結果、社会を疲弊させながら、あからさまに利潤の追求を始めた。こうして自由放任

型の資本主義「市場原理主義」あるいは「新自由主義」が展開していくことになる。 

2001 年 9 月 11 日の同時多発テロが起きておよそ 2 ヶ月後の 10 月 31 日、ブッシュ大統

領は、アメリカ議会に向けて、このように宣言した。「テロリスト達は、世界貿易センター

を攻撃した。我々は、世界貿易を拡大、促進することによって、彼らに打ち勝つ」と。攻

撃されたのは、確かに「世界貿易センター」であるが、そこからどうして「世界貿易化拡

大論」が展開するのかが論理的には説明されていない、ただただレトリックを駆使した奇

妙な演説だ。9.11 を利用し、「テロとの戦い」にかこつけてまで、世界貿易の拡大をなぜア

メリカは必要としているのだろうか。このブッシュ的な奇怪なレトリックの裏側にこそ、

アメリカの欲望が覗いている。このアメリカ主導で行われている「世界貿易」の拡大こそ

が、今日のグローバリゼーションなのだ。 

80 年代に入ると、サッチャー、レーガン、中曽根が登場し、「新自由主義」を教条とした

政策を施行し始めるのだが、これより 10 年も早く、チリ一国が丸々、「新自由主義」の実

験場となっていたのだった。このアメリカの欲望の実現への第一歩は、既に、70 年代より、

南米を拠点にして、自由放任型の資本主義を巡って壮大な実験が開始されていたのである。 

1973 年、9.11、この日こそは、平和的に民主的選挙で選ばれた、チリ、アジェンデ政権に

対する独裁者、ピノチェトによる暴力的革命とシカゴ学派新自由主義の国家規模の実験の

開始の日なのである。自由市場経済のグローバル化は、それを導入させるための暴力的事

態を伴っていた。経済改革は、政治的な弾圧によってその路線を用意されたのである。そ

のことを明らかにしたのが、ナオミ・クラインの『ショック・ドクトリン』という題名の

本である。それでは、このアメリカ同時多発テロの 9.11の陰に隠れてしまった、もう一つ

の 9.11の物語を振り返っておこう。 

1973 年、9 月 11 日、チリのアジェンデ政権は、軍と警察のクーデターによって転覆され

てしまった。あの「同時多発テロ」と区別するために「Little September eleven」と呼ば

れている出来事だ。アメリカの大企業や CIA、キッシンジャー国務長官などの後押しを受
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けたチリの反共勢力であるビジネス・エリート（裕福層）が軍部と結託し、民主主義的に

選択された社会主義政権を力で捻じ伏せたのだ。死者 4 万人以上、行方不明者２千人以上

という殺戮が繰り返され、結果として多くの知識人を含む 100 万人規模の人達が国外へ亡

命した。 

こうしてチリでは、ピノチェト将軍による軍事政権が誕生した。アメリカで新自由主義

を説き、シカゴ学派と呼ばれる経済学の一派を築いていたフリードマンの弟子達から成る、

後に「シカゴ・ボーイズ」と呼ばれる政策集団の推奨する経済政策を、ピノチェトは積極

的に取り入れ、「新自由主義」による経済政策を実行したのだ。シカゴ・ボーイズのメンバ

ーにチリからの留学生を含むラテンアメリカ出身者が多かったことから、チリで起きた革

命は絶好の好機となった。実は、アメリカ政府は、南米で共産主義化が進むのを恐れ、南

米各地から呼び集めたエリート達に、資金援助をし、シカゴ大学のミルトン・フリードマ

ンの下で、新自由主義経済を学ばせていたのだ。途上国のエリート達を援助し、アメリカ

の国益にとって有利なイデオロギーを学習させ、彼等の祖国に返すという教育による方向

付けがなされているのである。アメリカに有利なイデオロギーの枷を嵌められて帰国した

彼等は、彼等の祖国の内部から、アメリカの外交政策に呼忚する形で、親アメリカ的国家

を構築していく。こうして「新自由主義」経済学者として育成された「シカゴ・ボーイズ」

の政策に従って、ピノチェトは、組合交渉権を違法として実質上労働組合を解体し、国営

企業を売却し民営化し、財産や営業利益に対する税金を撤廃するなどの規制緩和を行い、

年金制度の民営化を行い、保護貿易を撤廃することで貿易の自由化を強行し、外国からの

直接投資を招き寄せたのだ。水産物や森林資源などが民間に開放され、先住民の抵抗も虚

しく、乱獲や乱伐されるに任せてしまう。イラクの基幹資源の石油が残されたように、チ

リの場合も、銅の収益が独占的に国家の収益として残され、国家運営の資金とされ、国家

指導者の懐を潤すことになるのだ。これによって一時的に財政黒字が齎され、チリは好景

気となった。こうしてチリの国家経済は潤い、「チリの奇跡」と騒がれたのだが、これはま

さに一過性のもので、数年の内に対外債務が国家を破綻に追い込むほど拡大してしまって

いた。実は、この「チリの奇跡」というフレーズはフリードマン自身の考案で、これによ

って「新自由主義」が売り込まれていったのだった。 

ピノチェトは、シカゴ・ボーイズのアドヴァイス通り、国営銀行を安く売却し、銀行は

海外の投機家達の手に渡り、彼らは買収した銀行から、製造企業を買い漁り、その資産を

担保にして、さらに外国人投資家達に資金調達を行った。銀行の準備金は、本当はろくに

無かったわけで、結局は自分達が買い漁って傘下の企業となった製造企業の中身の無い証

券の類ばかりだったのだ。こんなことをしていれば、当然ながら、やがて債務不履行に陥

るのは必定だった。 

実際に、この銀行が債務不履行になると、チリの弱体化が始まる。GDP という観点から

見れば、国家全体としては経済的に潤っているかのように見えるわけなのだが、「チリの奇

跡」と騒がれた陰では、拡張してしまった貧富の格差に苦しむ人達が、明日は餓死するか
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もしれないという現実を生きていたのだ。「新自由主義」構造改革が進む中、貧困地区を支

えていた、地域診療所のような公共施設や民衆組織が、解体してしまった。実際に、ピノ

チェトが政権を掌握した年である 1973 年のチリの失業率は 4.3％だった。にもかかわらず、

「新自由主義」革命の後、10 年後の 1983 年には、22％に達している。貧困層の割合も、

政権当初の 20％から、好景気であったとされる 1987 年には、2 倍以上にも跳ね上がり、国

民の半数近くの 45％が貧困層になったのだ。このことは、まさに、ほんの一握りの人達に

富が集中していることを表している。結局、チリの一部の富裕層と外国資本が莫大な富を

享受し、国民の半数近くが貧困に喘いでいたのだ。 

「新自由主義」シカゴ学派の実験上としてのチリやアルゼンチンにおいて、経済的ショ

ック療法である「新自由主義」の導入とともに、政治的テロを通して、左派として位置付

けられる集団に向けられたジェノサイドが同時進行的に行われた。左派知識人は、殺害さ

れたり、拘留され拷問されたり、追放されたりしてしまう。工場からは、組合員が一掃さ

れてしまう。私的経済の確立のためには、抵抗勢力を退行させる必然性があったからだ。

抵抗勢力と看做された「社会主義」は病気扱いされ、集団行動に出ようとする者は厳しく

取り締まられた。クラインによれば、アルゼンチンでは、1976 年、集団でバスの料金の値

下げを要求した高校生 6 人が、集団行動を採ったというだけで、逮捕され、拷問の末、殺

された。こうした見せしめの所為で、人々は皆、ショック状態に陥り、混乱し、従順にな

り、指示を待つようになってしまったという。また、拘留された人達が、僅かな食べ物を

分かち合ったり、傷の手当をし合ったりすることが激しい罰の対象とされ、徹底して個人

主義的になるようにさせられた。或る者は、テレビ出演し、かつての考え方を改めたこと

を公言するまでに壊されていった。生き延びるためには、「自分の利益だけを追求する」と

いう、放任資本主義の中核にある考え方に、こうして染められていったのである。 

このようなショック療法の当然の副産物として民主主義の崩壊が生じる。こうして、民

主主義が犠牲になり、連帯することのできない剥き出しの「個人」が取り残されると、後

は、「市場ポピュリズム」的な擬似民主主義を宣伝する程度のことしか残らない。「消費者

のため」という大義名分によって、「安さ」を売り物にした商品が海外から流出してくるの

だ。 

消費者が安い商品を購入する傾向があるということは確かに否定できない事実だろう。

しかし、グローバル化が進む中、安い商品を選択せざるを得ない状況に消費者が置かれて

いるという事実を見逃してはならない。「市場原理主義」の下に進められているグローバリ

ゼーションによって、貿易自由化と、規制緩和が促進されているが、それが地域社会の空

洞化へ向かうスパイラルを生み出している。規制緩和や貿易自由化は、海外の激安商品の

流入を招来する。そうした海外製品との競争を強いられることになる国内の生産者の手取

りが切り下げられることになるのだ。こうして手取りが切り下げられれば、生活が成り立

たなるので、安い商品へのニーズが高まるようになる。すると、これが海外の激安商品の

流入を歓迎する消費者層の増加に繋がってしまう。けれども、こうした消費者は、国内で
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生産を請け負う労働者でもあるがゆえに、手取りの切り下げの影響を直接に受けることに

なってしまう。こうして、激安商品の海外からの流入が、自分の賃金を削ることになって

しまうという矛盾を抱えながらも、激安商品を購入せざるを得なくなってしまうのだ。こ

れは、まさに負へのスパイラルを形成してしまう。 

こうした負へのスパイラルの中で、食の安全性への疑惑、労働条件の悪化、農業や地場

産業の崩壊、さらには、地域コミュニティと地域経済の崩壊を齎すことになる。日本でも

「ワーキング・プア」現象が問題となっている。このように市民層が自分の「家庭」を維

持するのがやっとという状況に置かれてしまっている。「安い商品」を選びたいという、消

費者の嗜好の問題を遥かに超えて、「安い商品」を買わざるを得ないという、強制力が働く

状況下に置かれてしまっている、ということこそが問題なのだ。もし、これが単なる嗜好

の問題であるのならば、「選択基準」として「安さ」だけを考えないように促し、啓蒙して

いく道が未だ開かれているのだが、負のスパイラルの中で、「安さ」は唯一の選択肢となっ

てしまい、そのような選択肢の一元化ということは、まさに強制と何ら変わらない事態な

のだ。 

 

§3.地域で回る経済圏の確立は何故必要なのか 

 購買力を持つ中産階級が存在していることこそが、国内市場が発達していることを示す

指標となる。それゆえ分厚い中産階級層の存在が、輸出への過剰な依存をせずに済ますこ

とができるかどうかの鍵となる。新自由主義を真っ先に導入したアメリカは、格差社会が

極端に二分化する形で広がり、この分厚い中産階級層を失ってしまい、中産階級層が担っ

ていた社会を形成する推進力を奪ってしまった。それゆえ、2011 年には、カレ・ラースン

が仕掛け人となって火が点いた「ウォール街を占拠せよ」という格差是正を訴える大規模

デモがアメリカで展開するようになった。日本は、中産階級層が中間集団を形成する推進

力になる前に、今や格差社会が広がり、丸山眞男の言う「私化」した個人達が、民主主義

とは似て非なる「市場ポピュリズム」的文化を謳歌している。けれども、経済の極端な外

部変化による被害を防衛してくれるクッションこそが、中産階級層が担う自国市場である

ことを考えると、この格差社会化を放置することは、当然ながら好ましくない結果を生む

ことになる。「ピーク・オイル」が騒がれ、「水戦争の世紀」などと形容される、この 21世

紀は、まさに、経済の極端な外部変化が起こり得るかもしれない時代なのである。こうし

た外部変化の激震から己を守るためには、如何にすべきなのだろうか。 

国際エネルギー機関は 2010 年 11 月に、「世界の原油生産は 2006 年にピーク（増産の限

界点）を越したとみられる」と発表している。2009年に、国際エネルギー機関（IEA）のチ

ーフ・エコノミスト、フェイス･ピロルは、世界の産油量の 3/4を占める 800の油田を調査

した結果、主要な油田は殆ど既にピークを過ぎていたと報告している。しかも 1980年代以

前に、主要な油田が発見され、その後は主要油田の半分足らずの小さな油田しか発見され

ていないのだ。 
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化石燃料依存のシステムにおいて見られる景気循環は、以下の通りだ：景気回復⇒石油

の消費量増⇒石油価格の高騰⇒金融の信用創造効果＋投機マネーによるさらなる高騰⇒急

激な不況⇒金融による信用収縮効果⇒不況長期化…景気回復⇒石油の消費増産･･･。ピー

ク・オイル後は、不況期が長期化していき、景気の回復も希望を持てるほどではなくなっ

ていくことが容易に想像できる。最終的には、１barrel（約 159ℓ）の石油採掘に、１barrel

以上石油が必要なら、採算が合わず、採掘する意味がなくなるというところまで落ち込み、

この時こそ、石油文明の終焉が産業革命後長く続いてきた一つの文明の在り方に終止符が

打たれることになる。石油生産がピークに達したという証拠が挙がってきている上、実際

に、石油価格が１バレル 100 ドルを超えるようになっているということは、一つの時代か

らの転換を促す指標と考えることができる。 

2008 年にメキシコの「トルティーヤ暴動（トウモロコシの価格高騰と多国籍大企業の寡

占状態が主因）」を始めとする暴動事件がグローバルに多発した。これは「世界食糧危機」

として知られている事件である。原油価格の高騰が原因で引き起こされた食糧危機なのだ

が、工業的農業の大前提に、安い原油の安定供給ということがあるゆえ、原油価格の高騰

は連動して食糧危機をもたらすのだ。なぜならば、工業的農業は化石燃料に依存しており、

化石燃料によって、化学肥料の生産が行なわれるだけではなく、灌漑用ポンプの燃料や食

糧輸送や農機械の燃料として化石燃料は欠かせないからなのだ。原油価格の高騰は、食糧

価格の高騰を招来し、2008 年の大規模な食糧危機にまで発展したのである。実際に、アメ

リカでは、毎年一人当たりの食糧供給に 2000ℓの化石燃料を消費している勘定になるという

試算が存在している。化石燃料の安定供給を当てにしているゆえ、工業的農業による食糧

は、本来は決して安くない。実際に、環境共生型農業の 10倍の水とエネルギーを使用する

ことになる。 

世界食糧危機を招いたもう一つの原因が、「バイオ燃料」ブームである。2007年から 2008

年にかけて、9500 万トンの穀物がバイオ燃料のためだけに生産された。これが投機マネー

を招き、食糧価格の高騰を煽ることになったのだ。これも、裏を返せば、化石燃料に代わ

る新エネルギーへの転換が叫ばれる中、アグリビジネスとも深い繫がりのあるブッシュ政

権が、中東への依存を緩和する意味合いで「バイオ燃料」ブームを引き起こしたわけだか

ら、ピークオイルの影響が背後にはあるのだ。 

ギャレット・ハーディンが「救命ボート倫理」という考え方の中で、鮮烈な喩え話を提

示している。つまり、先進国の人間を乗せた定員オーバーの救命ボートが、途上国の人達

という遭難者の大勢漂う海を航行しているのだが、もはやボート内のことで手一杯で一人

でも救出しようとすれば、ボートは傾き、ボート内の人員にまで被害を及ぼしかねない状

況にいるのだ、というのだ。しかし、食糧生産に限って言えば、現在、地球で生産されて

いる全食糧を一人当たり消費可能なカロリーにしてみると 4600キロカロリーなのだ。けれ

ども、実際に消費されている量は、2000キロカロリーだとされている。差の 2600キロカロ

リーの行方は、大方、畜産用の動物の飼料として使われる。勿論、この中には、バイオ燃
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料に使われたり、食料の大量廃棄という形で無駄に使われたりしてしまうものもある。先

ほど紹介したように、2007～2008 年には、穀物の 9500 万トンがバイオ燃料に使用されて

いる。しかし、トリストラム・スチュワートによれば、食糧廃棄の量はこの 2 倍強にも及

ぶのである。 

「自由市場」は、「最短時間で最大の利益を生み出すシステム」である。このシステムは、

最も高く売れるものを最大限に供給するということでは、大変優れた性能を発揮する。こ

こで、食の分野で最も高く売れるものとは何だろうか？私達が最も好み、多く消費したい

と思うものこそ、食の分野で最も高く売れるものということになる。氷河期を経験したご

先祖様の子孫である私達は、脂質や糖分を好む傾向があるということを考えると、それが、

牛、豚、鶏を始めとする家畜の肉であることに不思議はない。従って、最も高く売れるも

のを最大限に供給する目的で、主食用の農作物の半分が家畜の餌にされてしまうようなフ

ード・システムが支配的になっていく。2050年には、世界の家畜が 40億人分の食糧を食べ

ているだろうとまで言われているのだ。これでは、まさに、ギャレット・ハーディン式の

「先進国」専用のゴムボートが、「夥しい数の漂流者にお構いなく海原を突き進むの図」が

できてしまうのは当然なのだ。現行の食糧の配給システム自体が、こうして世界規模の不

公正を生んでいるのである。 

こうして畜産業のために、森林は伐採され、尐ない淡水資源が浪費されているという現

実がある。私達が消費者として食肉を選択するということは、主食ではなく飼料として穀

物生産した方が儲かるというシグナルを自由市場に送ることになるのだ。こうして、自由

市場は、農業だけではなく、環境や貧困問題あるいは健康問題、食の安全の問題にも悲惨

な結果をもたらすことになる。目的が良質かつ安全な食品を提供することではなく収益の

最大化にあり、儲け第一主義になれば、コスト削減のために、結局は、混合農業より、単

一栽培の集約的農業を選ぶことになるし、工業型農業が持て囃されるようになるのは当た

り前だからだ。畜産業も「動物工場」と揶揄される形態を採らざるを得なくなる。工業型

農業は、農薬散布等、食の安全を脅かす問題、あるいは、労働者・労賃を削るという所作

を招くことにもなる。けれども、ここで歩みを止めて暫し考えて欲しいことは、農業と同

じだけ雇用を提供できる産業はないのだ、ということなのだ。実際に、発展途上国の人口

の 60％が農業に従事しているという現状がある。 

私達が真剣に問わねばならない問題は、「自由市場」に乗せられないですむ農業、即ち、

大企業よりの政府と大企業を介さない農業、とはどのような農業形態なのか、という問い

なのである。それは、ピーク・オイルの当然の帰結として、脱工業型食糧生産を目指し、

食の民主化へ向かう方向性を示しているのだ。私達は、ポスト・「ピーク・オイル」を見据

えたスキーマを考えねばならない。そのスキーマの中には、尐なくとも、石油の安定供給

に依存してきた「工業型農業」は、もはやあり得ないのである。 

さらに、こうした問題に輪を掛けて悲劇的な色調を一層強める問題が存在している。そ

れは、21世紀が「水戦争の世紀」と呼ばれるような水危機の時代となるという問題である。



 18 

2002 年、ヨハネスブルグ・サミットにおいて、水不足が、やがて深刻な事態となり、社会

的、経済的、政治的、そして恐らくは軍事的な緊張の原因となり兼ねない問題であること

が確認された。19 世紀の頃、地球上には、人類は約 4 億 5000 万人程度しか存在していな

かったというのに、2011 年 10 月 31 日をもって 70 億人に達した。世界銀行の人口推移の

予測では、2030 年に 80 億人となるが、この時点で全人口の 3 分の２が深刻な水不足を迎

えるだろうと言われている。さらに、2050 年には、世界人口が 90 億人となるが、2011 年

現在の人口に匹敵する 70 億人が何らかの形で水不足を経験するだろうという。そして 40

億人が慢性的に水不足を抱える国に住むことになるだろうというのだ。2100 年までに世界

人口 100 億人の時代に突入し、後は横ばい状態になっていくだろう、というのだ。このよ

うに人口は増加傾向にあり、水危機が懸念されている。 

地球上に存在する水の 97.47％が海水で、2.53％程度が淡水である。そして海水、淡水を

含めた地球上の全水量が約 13 億 8600 万立方キロメートルであるから、その内の 2.53％、

おおよそ、3500 万立方キロメートルの水が淡水として存在していることになる。淡水の量

は、このように尐ないというだけではない。実は、地球上の淡水の 70％近くは、氷として

存在しているのだ。つまり、2.53%の内、1.76%までは氷河等の氷で、量としたら約 2400

万立方キロメートルだ。そしてさらに 2.53%の淡水中、0.76％までを地下水が占めており、

量としたら、約 1100 万立方キロメートルに相当する。そして残りの約 0.01%足らずが、河

川や湖沼として存在する淡水で、量で言ったら、13.5 万立方キロメートルにしかならない。 

メドウズの試算によれば、2050 年になって、人口が予想通り 90 億に達すると、水の摂

取量は、年間 1 万 200 立方キロメートルにも及び、持続可能な使用量の 82％にもなるとい

う。 

さらに、温暖化による陸氷の減尐、土地の乾燥化に加えて、灌漑農法の弊害や過剰取水

などで、ただでさえ、貴重な淡水が地球上から失われている。例えば、2005 年に 8 月から

10 月にかけて「アマゾン大渇水」と呼ばれる大異変が起きる。豊かな水量を誇るアマゾン

川上流域で雤が降らなくなり、その所為で、川幅 10 キロメートルもあるはずのアマゾン川

が渇水してしまったのだ。温暖化によって大西洋が暖まり、洋上において上昇気流が発生

し雤雲が形成されるようになり、雤を降らせた後の乾燥した大気がアマゾン一帯に流れ込

むようになってしまったのが原因であるとされている。 

また、アラル海の悲惨な運命についてはあまりにも有名だが、河川だけではなく、湖も

涸渇している。例えば、中国、青海省では、この 20 年間で 4077 の内 2000 以上の湖が消

滅し、河北省においても 1052 の内 969 の湖が消滅している。人口増加に伴う水不足や食糧

不足に対して人為的な過剰取水が行われるようになった結果である。 

こうして、淡水が失われていくという現実がある上、これに加えて汚染の問題がある。

本稿においては、僅かな量の淡水の汚染が進んでいることの指標として、地球上に生息し

ている 1 万種類の淡水魚の内、20％が絶滅の危機に瀕しているおり、その原因は人為的原

因で水質汚染や生態系の崩壊などが進んでいることを述べておくに止める。 
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水危機は、誰もが直感するように、食糧危機を招く。地球規模で考えてみると、人類は、

地下帯水層に存在する地下水を多く利用している。地球表面の河川や湖沼や湿地などに貯

えられている全貯留水量の約 100 倍にも上る水が地下水として眠っているのだ。地球上に

ある肥沃な穀物地帯には、必ず、それを支える地下帯水層が存在していると言ってもよい。 

地下水は、帯水層によって水を保っているが、帯水層（あるいは「地下水層」）を二つに

大別できる。一つは、水が補給される地下水層、もう一つが、水が補給されない「化石帯

水層 Fossil aquifer」と呼ばれている地下水層だ。地上から再び水が補給されるタイプであ

るのならば、補給量を上回らない様に使用していけば、持続可能に利用できる。水が補給

されない「化石帯水層」は枯渇したら、もう使い物にはならない。アメリカの「オガララ

帯水層」や「ハイプレーンズ帯水層」のように大規模な地下帯水層の殆どが「化石帯水層」

なのである。 

アメリカと並んで三大穀倉地帯と呼ばれる、インドや中国華北の地下水も、「化石帯水層」

から揚水しているゆえ、涸れ果てたらもう二度と使うことができなくなる。にもかかわら

ず、例えば、「オガララ帯水層」の水は、過剰揚水の所為で、年間 12ｋｍ３の水量を失って

いるのだ。その速度は、1 秒間に 25ｍプール一杯分の水を失う勘定なのだ。アメリカの農

家は、点滴灌漑農法を利用するなどして、涸渇しつつある水源を守ろうとしているが、地

下水は、目に触れぬゆえ、井戸が涸れたり、水が出なくなったりするまで、地下水位の低

下が分からないという難点がある。 

現在、電動式動力ポンプの導入、そしてさらに、石油採掘技術の忚用によって、かなり

深い場所（1,000ｍの地下にまで達している）の「化石帯水層」が掘り当てられ、地下水の

過剰揚水が地球上至る所で見られるようになった。そのため、中国、アメリカ、インドの

ような三大穀物生産国において、地下水の水位が下がり続けている。インドでは、穀倉地

帯のパンジャブ州を始めとして、至る所の地下水位が減尐し、グジャラード州北部の地下

水位は毎年 6 メートルという驚異的な速さで枯渇に向かっている。インドは、多額な補助

金が受けられるゆえに、電動式ポンプの井戸掘りがさかんで、全国で 2100万本という数の

井戸が地下水を吸い上げているのだ。こうした地下水の過剰揚水で、小規模農家が所有す

る井戸の 95％が干上がってしまい、小規模農家は、まさに雤水頼みとなってしまっている、

という。 

1972 年４月 23 日に、歴史上初めて、黄河の水が海へと注がないという事件が起きた。

黄河の水は、毛沢東の時代から、灌漑用水として運河が作られるなど最大限に利用されて

きたが、無理な開発が祟って、とうとう本流の黄河が悲鳴を上げ始めたのだ。この時の断

流期間は 15 日だったが、それが何と 1997 年には、226 日を記録した。「瀕死の黄河」とい

うニュースが世界を驚愕させた。今や、600 を超える中国の都市の内、400 近くの都市が深

刻な水不足に直面している。もし大都市に水を送ることを優先し、万が一、河北省のよう

な中国の穀倉地帯の水源が涸れてしまった場合、世界的な食糧危機が起きるだろうという

警告が出されている。 
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中国政府は、2002 年に、第十次 5 ヵ年計画の一環として、もう一つの大型河川、長江か

ら全長 1,300km の大運河を築くことで分水する計画を発表した。「南水北調」と呼ばれる壮

大な計画で、字のごとく、南部、長江の水を、大運河で導き、黄河の地下を潜らせて、北

部の北京、上海などの都市部で使えるように調整するという計画だ。中国は、このように、

急激に人口が増加している都市部への水の供給に追われてしまっている。 

2004 年に、800 万トンの小麦を求めて、中国が初めて、買い手市場に参入した。中国は、

急激な工業化に伴い、水資源を都市部の生活用水や工業用水に振り分けねばならず、農地

を失い続けている。さらに、中国では、農地の喪失は砂漠化によっても齎されるのだ。こ

うして、1998 年の段階では、穀物生産量はピークに達して、3 億９千２百万トンだったの

にもかかわらず、2003 年には、3 億 2 千 2 百万トンにまで落ち込んでしまった。ピーク時

との差が、７千万トンあるのだが、この量は、カナダの食物生産量を上回るような膨大な

量なのである。 

このように、三大穀倉地帯と呼ばれる地域はどこも実は水資源に関しては大変脆弱で、

地下水の涸渇とともに危機的な状況を迎えることが予想されている。即ち、水危機の到来

は、そのまま食糧危機に直結するのだ。工業型農業への世界規模での移行が、地下水の過

剰揚水や河川の過剰取水を招いた上に、限りのある水源を、世界中の主要都市で主流にな

っているアメリカ型消費文化を持続させるために、工業用水や生活用水としても振り分け

ねばならない、という危機的な状況にあるのだ。 

その上、温暖化の影響で、土壌の乾燥化や旱魃、砂漠化、あるいは、巨大化する熱帯性

低気圧や集中豪雤または海面上昇ゆえの大洪水が起きており、肥沃な表土を失っている。

こうした状況下にあって、三大穀倉地帯が今後減産に向かっていくことは必至なのだ。自

然のサイクルを無視した大規模農業の終焉は間近に迫っているのである。 

 

§4.第一次産業で実感され始めた「成長の限界」 

1908 年、フォード車の大量生産が開始された。「フォーディズム」として知られる生産様

式が開始されたのだ。これは単なる大量生産方式ではない。フォードは、労働者に高賃金

を約束し、単純労働に従事させることをしたのである。高賃金を約束されたので単純労働

に不満を感じることのなくなった労働者は、大量生産に従事し、頑丈な T 型フォードが市

場を席巻するようになった。さらに、労働者が、自社の製品を購入する消費者になったの

である。高賃金を提供したから当然のことなのだが、一介の労働者が車を持つということ

は、大変な出来事だった。さらに、フォードの手法は、「労使協調路線」を開いた。こうし

て、大量生産・大量消費の時代が開始される。 

しかし、この頃から既に、「市場の限界」ということが言われるようになっていった。そ

れは、市場に製品が行き渡ると、頑丈ゆえ買い替え需要が見込めないので、物余りの状態

になるだろう、ということだ。ここに「市場の限界」ゆえの「成長の限界」という問題が

提起されることになったのだ。 
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けれども、この「市場の限界」の問題は、簡単に解消される道が開かれた。アルフレッ

ド・スローンは、フォードより遅れて自動車の市場に参入したが、彼が率いる GM は、新

しい手法を駆使した。その最たるものがグレード分化方式とモデル・チェンジ方式だ。 

「グレード分化」は、高級車、キャデラックから大衆車、シボレーまでの５段階に製品

を分化するやり方で、これによって、「ステータス・シンボル」としての商品という新しい

表現方法が開発されることになった。例えば、「俺はかつては貧しかったからシボレーしか

手が届かなかったが、今ではキャデラックに乗れる身分になった」といった具合に、自動

車という製品が、「ステータス・シンボル」を提供するようになっていったのだ。もう一つ

の画期的方法は、「モデル・チェンジ方式」で、これは、今となってはあまりにも当たり前

のものになっているが、定期的モデル・チェンジをしたのだ。こうして、「Mode（流行）」

としての商品を売り出し、まさに「流行」を作り出したのである。このように、製品の機

能ではなく、趣味やシンボルとしての製品を GM は作り出したのだった。これは、買い替

え需要を見込めないほど製品に溢れかえる「市場の限界」を迎えた「市場」を再び活性化

するのに貢献した。なぜなら、「流行」遅れになったら、人は新しい製品を買おうとするし、

「シンボル」を求めて消費するようになると、「個性」や自己表現のための消費ということ

が言えるようになっていくからだ。このように GM の画期的方法は、「市場の限界」を乗り

越え「消費による自己実現」の時代への幕開けとなった。 

けれども、これは思わぬ副産物を与えることになった。つまり、「流行遅れ」ということ

や「他者とは異なる自己表現を欲望する」等といった理由から、人がモノを捨てるように

なっていくということである。言い換えれば、こうして「大量廃棄」の時代が始まったの

だ。これは、当然、「資源」の大量使用の時代の幕開けでもある。こうした傾向が、「環境

の限界」という意味合いにおける「成長の限界」を突きつけてくることになったのだ。 

「環境の限界」ゆえの「成長の限界」については、1972 年ローマクラブの「成長の限界」

論が草分け的な存在だ。この警鐘によって、「持続可能性」の問題が突きつけられることと

なり、1992 年、リオ・デ・ジャネイロにおける「地球サミット」において「持続可能な発

展」という言葉が標語となった。しかし、この標語を巡って、産業界と環境 NGO の間でこ

の言葉の受け取り方にニュアンスの差が生じることになった。産業界の力点は当然「発展」

に置かれ、今まで通りの経済成長路線は保持されてしまうことになったのだ。 

しかし、経済理論の中にも、環境経済学の分野が誕生し、「Sustainability（持続可能性）」

を前面に打ち立てて理論化を進めるようになった。環境経済学者のハーマン・デイリーに

よる定義が有名ゆえ、紹介しておくことにしよう： 

 

１．「再生可能な資源」：その供給源の再生速度を超えてはならない。 

２．「再生不可能な資源」：それに取って代わる再生可能な代替へ転換する速度を超えては

ならない。 

３．「汚染物質」：環境がそれを無害化できる速度を超えてはならない。 
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この地球上にある「実質的な富」は本を質せば、唯一のエネルギー源である太陽光から

生まれている。今や、食物連鎖の頂点に君臨する私達も、結局は、光合成によって太陽エ

ネルギーを取り入れている植物の恩恵を被っているし、石油や天然ガスのような有機物質

の中にも、太陽エネルギーを閉じ込めた植物の恩恵が眠っているわけなのだ。それゆえ、

太陽光エネルギーからの恩恵を無視するならば、私達の「実質的な富」を生み出すシステ

ムが崩壊してしまうことになるだろう。 

私達の「実質的な富」の生産基盤となっている、所謂、「自然資源」は有限なので、何か

行き過ぎがあると、兆候を示す。例えば、漁獲量が減る、地下水の水位が低下する、砂漠

化が進行している、森林が減尐している、氷河が世界的に融解を始めている、地球の気温

が温暖化に向かっている、色々な生物種が絶滅を始めている、など、今では、こうしてリ

ストを作るのが大変になる程の兆候が、再生可能性の限界を超えたことを示してくれてい

る。私達は、太陽エネルギーの利息で暮らす多くの動物達の一員であればよかったのに、

何故か、利息を食い潰す放蕩息子のように振舞い出した。そうした外れた行為が、今や、

人間自身の生物的条件を脅かすに至っている。環境倫理が、従来の道徳と違う点は、「環境

の限界」というものが、人間の生物的条件に直接関わるということから、「当為」を命じる

点にある。「本能の壊れた動物」である人間は、本能の代理物たる「言語」から、正しい知

識に基づいた「当為」を己に課さねば、自分自身の生存基盤を破壊し兼ねないのである。 

 一旦「マネー・ゲーム」と化した、電子マネーの仮想的別世界においては、理論的に可

能であるものは、全て可能であるような世界となってしまっているがゆえに、そのヴァー

チャルな世界には「限界」を踏み越えたことを教えてくれるような予兆が現れることは決

してない。けれども、「マネー・ゲーム」は、「実体経済」の範疇に入る何かをかけ金にし

て動いているのだから、ゲームの上で限界はなくとも、地球環境への影響が無いというこ

とはあり得ない。しかも私達の欲望によって生み出される「お金の増殖」する速度と「実

質的な富」に基づく本当の富が生み出される速度の間に、大きなギャップが生じて、それ

ゆえに、地球の資本である「実質的な富」は益々食い潰されて、もはや再生可能な域を、

既に 1980 年には超えてしまっているのである。 

 特に、第一次産業は、人間の生物的な必然性に直結すると同時に最も自然に近い産業で

あるがゆえに、第一次産業従事者は、限界を如実に肌で感じつつも競争の圧力に晒され、「生

計を立てる」という理由から、成長路線を進まざるを得なくなっている。それでは、第一

次産業の現場を概観していくことにしよう。そのための手引となってくれる素晴らしいガ

イドがあるゆえ、紹介することにしよう。 

コンピューター・シミュレーションを駆使し、1972 年に『成長の限界』を著し、夫のデ

ニス・メドウズとともに、持続可能なライフスタイルへの転換を促したドネラ・メドウズ

は、「熊のジョーク」を紹介し、経済の置かれている罠を巧みに表している。私達も、先ず、

彼女の紹介している「熊のジョーク」から始めよう。 
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キャンプ場で二人の男が座っていると、大きな獰猛そうな熊が、こちら目掛けて突進して

くるのが見えた。一人が運動靴の紐を結び直し始めたので、もう一人が言った。 

「おい、気は確かか？あの熊より早く走るなんて無理だぞ！」 

すると、その男は答えた。 

「熊よりだって？お前より速く走ればいいのさ。」 

 

ドネラ・メドウズは、環境活動家として、様々な会議に出席しているが、今、紹介したジ

ョークにあるようなブラック・ユーモア風の状況を現実世界の中で目撃してきたと語る。

事実は、場合によっては、小説よりも「奇」であるとされるわけだが、そのような奇怪な

事実を 2、3 紹介しておこう。 

最初の例は、林業の現場からのものだ。林業の将来に関する会議の席上で、ニューイン

グランド州において材木工場が増え続けていることを懸念する声が聞かれた時のことだ。

もはや森林の木々の生長速度を追い越してしまうような材木工場の増加振りを環境活動家

が嘆くと、工場側の責任者がこのように答えたのだという。彼が分かっているのは、事業

を拡大し、コストを削減しなければ、他社との競争に生き残れないということで、生き残

れば、再び次の拡大に向かうということだけだというのだ。 

 今度は、農業の現場を見てみよう。アメリカ中西部のトウモロコシ生産者は、年々生産

量を上げ、出荷量を増やそうとしている。単位面積当たりの収穫量増加に伴い、市場に出

る出荷量は増大するが、それだけ価格が下がってしまうのである。これは「トレッドミル

現象」として知られている悪循環だ。勿論、農民達は、出荷量を増やせばそれだけ価格が

下がることは分かっているのだ。けれども、他の農家との競争があるゆえ、「現在の収入を

維持するだけのために」生産量を増やし続けねばならないのだ。これは地球上のどこでも

事情は変わらない。インドの環境活動家のヴァンダナ・シヴァが言うには、農民は、農業

機械、化学肥料、農薬、井戸掘り用掘削機、大企業の提供する種子等のために多額な借金

を抱え込み、万年赤字の状態で暮らし、自殺にまで追い詰められる人達が、毎年、何千と

いう単位で出ているのだ。 

 漁業の場面はどうだろうか。メキシコ湾でエビの漁をして生計を立てている漁民は、限

られたエビを他の漁船よりも、先に多く手に入れるために、大型で速度が速く効率的な船

に、全てを投資し続けている、というのだ。ただただ競争相手に勝つために、年々、より

効率的なトロール漁船を求め、資源が尐なくなっていることを承知の上で、トロール漁業

を捨て去るわけにはいかない状況が続いているという。巨大な底引き網を引くことのでき

るトロール船を用いて、海底を根こそぎ攫ってしまうとしたら、海洋の生態系を可能にし

てきた多くのものが破壊されてしまうことが懸念されており、彼等も同じ懸念を肌で感じ

ているにもかかわらず、なのだ。 

今、自然に最も近い産業である第一次産業を林業、農業、漁業と覘いてみたのだが、ど
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の場面でも「成長か死か」という状況で、自分だけは熊に殺されないように、必死に走り

続けるしかないと悟った人達が、競争で転ばぬように、しっかりと靴紐を締めているのだ。

自然を相手にしている第一次産業の場合、他のどの産業よりも、限界を超えてまでして自

然を搾取することが如何に自分達の首を絞めることになるのか、はっきり見えてくる。 

ニューイングランド州の山々には、皆伐されて、丸坊主になってしまったものが出てき

てしまった。トウモロコシ畑からは、化学肥料や殺虫剤が大量にミシシッピ川に流れ込み、

地域住民の井戸をも汚染してしまっている。メキシコ湾のトロール漁船は、エビ以外の魚

の稚魚をも飲み込み、大量に廃棄している。労働者は機械に置き換えられて解雇され、地

域社会の自然は荒廃し、原因不明の病気を患う者が増え、一家の稼ぎ手が解雇されること

で家庭は崩壊してしまい、まさに「社会」が踏み荒らされてしまっているのだ。「生計を立

てるため」とは言え、搾取され続けた自然が、今や、「凶暴な熊」のような様相を呈し、「生

計を立てるため」という目的を強迫神経的にしてしまっているのだ。 

自然がかつての豊かな恵を供給する源であることを止め、「成長か死か」という状況下で

は、まさに、死なないために、靴紐をしっかり結びなおして、他よりも速く走らねばなら

ない。ケインズが『自由放任の終焉』の中で述べていた「キリンの譬え」のようなことが

起きている。自由競争が放任されれば、一番首の長いキリンが生き残り、他のより首の短

いキリンは皆餓死してしまうのだ。そして、競争に怯えている自分達自身が「熊」の恐怖

を生み出してしまっているのだ。しかも、ライヴァルより速く走るための工夫が、自分達

の生存基盤をも削ってしまうような、とんでもない工夫であるのに。これでは、ライヴァ

ルを出し抜いて一番先頭を走ったとしても自滅の道が用意されているのみということにな

るだろう。先頭に立つことのできなかった者達は、自分達を幸福にしてくれるはずの「テ

クノロジー」という「速く走るための手立て」によって、むしろ以前より、貧しくなって

しまった。林業従事者しかり、農業従事者しかり、漁業従事者しかり。メドウズが「強者

はますます強くなる」と言っている通りのことが起きている。そして先程、お話ししたよ

うに、競争に打ち勝った「強者」でさえ、やがては自分で自分の足元を掬って倒れる日が

来るのだ。そうであるのならば、自分達の生み出した「熊」から解放されるためには、靴

紐を締め直すことを止めて、むしろ「共生」のあり方を模索すべきなのだ。「自然」を、単

なる「資源」と捉えている内は、それは生産者同士に必死に競争することを強いるような、

まさに「熊」に喩えられているような「脅威」として現れるだろう。自然の価値を市場的

なものにだけにして囲い込むと、「凶暴な熊」の相貌が現れるだろう。むしろ、靴紐を結び

競争に向かおうとすることこそが、自然を「凶暴な熊」にしてしまうのだ。しかし、本当

は自然には非市場的な価値が溢れているのだ。 

メドウズが挙げている三つの例は、どれも「自然の時間」に接して生きねばならない「第

一次産業」の従事者達の抱える問題である。「自然の時間」が「襲い掛かる熊」に喩えられ

るような、凶暴さを帯びてしまうのは、「自然の時間」を無理矢理「経済の時間」の枠組み

で囲い込もうとしてしまうからなのだ。木々が成長する「自然の時間」を待ち、トウモロ
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コシの成長する「自然の時間」、土壌が休憩する「自然の時間」を待ち、エビが成長し、増

える「自然の時間」を待つ、ということができなくなってしまうのも、他者との経済競争

の時間が、効率性の縛りを「自然の時間」にかけてくるからなのだ。その時、「自然の時間」

は、まさに「凶暴な熊のように」もはや「待つ」のではなく「迫り来る」時間として、第

一次産業の従事者達を苦しめるようになるのだろう。 

まとめておこう。食品を市場経済に、特に国際競争に曝されることになる市場経済に乗

せようとする時、コストを抑え、価格競争力のある食品を大量に送らねばならなくなる。

しかし、ここで、生産量を増やせば増やすほど、価格は確かに下がるのだが、儲けを上げ

るには、さらに多くの生産量を求めねばならなくなる。こうした競争に生き残るためには、

技術革新の力で乗り越えようとするだろうが、他の生産者も同じ技術革新の力に依拠する

ようになるだろうから、新たな設備投資に踏み切らねば、初期の設備投資額を回収すらで

きなくなってしまうだろう。そうこうしている内に、供給量が市場の限界に突き当たり、

需要量を越えてしまうと、価格の下落が結果するようになり、競争への圧力が一層強くな

っていくだろう。第一次産業においては、こうした競争の激化が、環境の限界への道を用

意してしまうのだ。 

しかし、実は第一次産業に限らず、どの産業も自然資源に依存する限りにおいて、やが

ては第一次産業従事者達の目に見えるようになってしまった「熊」の姿をやがては視野の

内に捉えることになるのだ。競争から降り、走ることを止め、「自然の時間」を尊重しさえ

すれば、「熊」はその姿を変え、自ずと追いかけてくることを止めるだろう。こうして「熊」

に追われる悪夢が現実のものとなってしまった以上、市場における自由競争こそが、経済

活動を調整する唯一の道であり、個人はそれぞれの欲望を追及する自由を持つべきだ、と

いうことが、もはや通用しない時代に突入していることは明らかだろう。かくて「成長の

限界」ということが存在しているゆえ、限界内に収まる程度に経済規模を縮小していく方

向を模索する道しか残されていない。 

他の競争相手より先んじようとして「自然の時間」を出し抜く無駄な努力を止めるため

には、「共生」しかない。お互いを出し抜く競争が加速化すれば、己の生存基盤を切り崩し

てしまうことは必至だからだ。「自然の時間」を待ち、皆に行き渡るほど十分になった時に、

適量を分かち合う、というやり方、つまり、「共生」を要求するやり方しかあり得ないのだ。 

それでは、「共生」は如何にして可能なのだろうか。それは、各々が生まれ育った地域社

会を支える生態系の中で、地域経済を回し、その地域の「食糧安全保障」を確立した時に

限るだろう。言い換えるならば、その地域の中で、その働きが肌で感じ取られている地域

生態系の役割を共通理解にまで高めた上で、地域社会の中で経済を回す、ということだ。

これは、地域生態系の有難さを改めて共通の言葉にしてみる作業であり、その作業を通し

て、地域性体系の内在的価値への愛を共有していくことなのである。 

 

§5. 地域主義化の方向 
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 ＄   → S1 

――   ―― 

  a        S2 

 

これは、ラカンが「ヒステリー者の語らい」と呼んでいる図式だ。現代人は、ほとんど

がこの図式の中に閉ざされたコミュニケーションを行っている。主体＄は、自己の中に、

何か「人間の本質 a｣があることを確信している。けれども、この「人間の本質 a」なるも

のが何なのかは、自分ではどうしても知りえないので、主体＄は、常に、他者である別の

主体 S１に働きかけて（「→」の意味は「働きかけ」）、その「他者 S１」を「鏡像」にして、

その「本質ａ」に関する知識Ｓ２を引き出そうとする。「他者 S１」は、「本質ａ」に関する

知識Ｓ２を持っているかもしれない、というわけなのだ。この本質ａは、「鏡像段階」論に

ある、自分の一部である、と思いつつも、鏡像には絶対に映らないもので、自分の本質を

見たいという欲望に衝き動かされている主体＄の情熱的な欲望にもかかわらず、決して彼

の内部にあるはずのないものなのだ。これこそ、まさに「対象 a」で、主体＄の欲望の原因

となっているというわけなのだ。私達、現代人は、「本当の自分」あるいは「自分らしさ」

や「個性」を求め、「自分探し」をする傾向が大なので、「ヒステリー者の語らい」とは無

縁であるとは到底言い切れない。教育の場面で、あまりにも声高に「個性」の重要さを謳

う、この時代においては、一人ひとりが、皆、違った「個性」を持たねばならぬ、と強制

されているように感じてしまう、そんな若者も出てきており、まさに、神経症的に、個性

的な「自己イメージ」作りに躍起になってしまう、という事態が起きている。私達は「自

分らしく」生きようと考えて、心のどこかで「本当の自分」を求めており、「あの人こそ、

本当の私を分かってくれる」と思える友人や恋人、あるいは理解者を求めてしまっている

のだ。つまり、私達は、こうした他者達の欲望を気にせずには生きていくことができない

のである。「自分が何者であるのか」を欲望するために、他者の欲望を参照せざるを得ない

のである。「私が欲しているものをあの人は知っている（あるいは、持っている）」という

期待が生まれてしまうのも、まさに「対象 a」が作用しているからだろう。こうした感情は、

ルサンチマンを生み出すのである。それは、例えば、ラカンが、聖アウグスティヌスの『告

白』にある幼い二人の兄弟の記述にあるように、母親の乳房を独占する弟に対する兄の嫉

妬のように、「自分が持っていない」という「不在」が生み出す効果なのである。 

 経済学の「効率的市場仮説」は、先ず、投資家が参照し得るあらゆる情報を使って、合

理的に行動する、ということが前提となり、そうした上で、そのような合理的行動の結果、

株式市場は、企業のファンダメンタルズを反映した数値に均衡していくだろう、とするの

である。しかし、この時、残念ながら、私達は、まさに上述したルサンチマンの感情ゆえ、

他者も私も平等に同じだけ有益な情報に与っているとは決して考えないのだ。投資家達は、

「他者は私より、多くを知っているはずだ」、「私の欲しているものをあの人達は持ってい
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るはずだ」という風に、「他者の欲望」を求めてしまう「ヒステリー者」になってしまうだ

ろう。こうして「対象 a」に誘われて生じるルサンチマンの感情に邪魔されて、「効率的市

場仮説」が前提にしているような合理性とはかけ離れた判断がされていくことになる。そ

れは、簡単に言えば、「私は他者が欲するものを欲する」ということになるのだ。こうして、

ミクロの視野しかない鰯の群のように、投資集団の群は、ネット上で、他者の欲望に連動

するかのように予期できない動きを見せるようになる。 

 新自由主義は、「ケインズは死んだ」と言われるほど、徹底した打撃をケインズ派経済学

に与えた。かつてはマクロ経済学と言えば「ケインズ経済学」を指すほどであったのに、

ケインズ経済学が押さえ込まれてしまうことによって、マクロ経済学的視座から経済をコ

ントロールする、という政策的な論議は廃れてしまうことになった。政策によるマクロ的

な介入を不在とするのをよしと考えるこの時代、まさに、ミクロ的視座から動かざるを得

ない魚群が、「神の見えざる手」に対する信仰によって乱れ泳ぐようになってしまった。「神」

は見えないどころか、確実に不在で、そこには単に「他者の欲望」に左右される魚群が残

されている。そこで、このマクロの視座を、国家から地域に移し、地域社会の中で経済を

回す方法が何故いいのか、ということを述べていこう。 

私達は、教科書的に、投資は生産的なものである、という前提に立って考える。しかし、

現行のグローバル経済においては、新たな富を生み出すことには貢献せず、ただ単に既存

の富を膨らましていくだけの形態の投資が圧倒的なのである。金融資本主義下の投資は、

実際のところ、全く何も生み出していないのである。例えば、日本の株式取引の 9 割以上

は、既存の株式の値上がりを見込んで売買しているに過ぎない。つまり、証券取引は、企

業の資金調達に寄与しているとは言えない状態に陥っているのである。実体経済に寄与す

る「モノづくり」とは違って、実体経済には組み込め得ない次元で「金融」と呼ばれる活

動は空転しているのである。しかも金融取引の大部分は、高速コンピュータが生み出して

いて、株価の僅かな変動から利益を導き出すために、証券を買い取り保有するのは 1 秒程

度かそれ以下という時間で、それによって市場操作が行われている。こうした傾向は「カ

ジノ経済」という名前で呼ばれている。それは、新たな富を創出することに全く貢献しな

いどころか、却って実体経済そのものを蝕む。そのことは、リーマン・ショックの余震が

いつまでも収まらないことから誰もが理解できるようになった。「カジノ経済」と揶揄され

るのも、或るものの価格が上がるか下がるかの賭けをしているのと同じだからである。賭

けに勝てば、自分達が利益を持っていくが、性質の悪いのは、負けた時で、金融システム

の秩序保持のためという名目で、政府による救済が求められ、結局は、国民の血税が投入

されることになるからだ。アメリカの金融市場は、信頼され世界中から資本を呼び込んで

益々活性化していったのだ。アメリカ主導の「金融資本主義」は、ドルが機軸通貨であっ

たがゆえに、強いドルが支えていたのである。 

こうした傾向に拍車をかけている要因として、化石燃料が限界に近づきエネルギー価格

が高騰していることが挙げられるだろう。こうした状況下で、健全な投資をすれば、コス
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ト高が見込まれるゆえ、生産的な経済活動を促進しようとする動きが阻害されることにな

る。そのため、投資家は、健全な経済システムを回すことに貢献するはずの設備投資を行

わず、金融商品に投資して、利益を掠め取ろうとするようになる。こうなると、まさに、

投資は生産的なものである、という前提は崩れることになるのだ。アメリカが、製造業に

関して、ドイツや日本に遅れをとってしまったことも一因だろう。現在、日本が新興国と

の競争において、製造業が危うくなっているのと同じことをアメリカは体験したわけで、

本家のフォーディズムによって築き上げた製造業を中心とした成長モデルから脱皮を図る

必要性に迫られていた。そこで、「金融」と「IT」分野による覇権という形で、アメリカは

戦略の転換を図った。こうしてアメリカは、金融と IT の両分野において革命的なイノヴェ

ーションを成し遂げる。これが「クリントノミクス」と呼ばれるもので、ネットで繋がっ

てグローバル化した金融市場を利用した新しい成長モデルの誕生である。グローバル化し

た金融市場を通して、資本を集積していく裕福層とそこから派生する「トリクル･ダウン効

果」によって経済を刺激しようというのである。こうして「金融資本主義」という新しい

ゲーム板が誕生する。 

オルレアンは、『金融の権力』の中で、金融市場における投資が「他人の予測に従う」と

いうことになると述べている。こうして全ての人が「他人の予測に従う」ことによって、

結果として、オルレアンが「コンヴェンション」と呼ぶ状態が達成される。これこそ、「他

者の欲望」によって齎される状態なのである。これによって、まさに、魚群の動きのよう

な状態が実現する。多くの人達が、同一行動に打って出ることになってしまうのだ。こう

して、一斉に買いに走るか、一斉に売りに走るといった、恐ろしく不安定な状態に陥って

しまうことになる。株は、株式市場においては、請求権を売り買いするゆえ、「コンヴェン

ション」で市場の成り行きが決まるのなら、株を長期的に保有するということを人はしな

くなる。それならば、長期保有を実現すれば、株式市場の不安定性は解消すると考えられ

る。これは、実現可能なアイディアではないだろうか？即ち、投資資本の国境を越えた移

動が起きにくくすればいいのだ。そのためには、投資をしたお金が投資先の企業を発展さ

せ、そのことが自分達の豊かさにフィードバックすることに確信が持てたらいいだろう。

そうすれば、誰もがそのような企業の株を長期保有しようと思うのではないだろうか？ 

もし、そうだとしたら、投資は、自分が暮らしている地域を豊かにすることに使われて

いるかどうかを確認し得る範囲で行うべきである。どうしてか？自分が暮らしている地域

を良くしてくれるだろう産業に投資するとしよう。すると、その産業の株は、地元の豊か

さに貢献するための投資であるから、ほとんど売買されることがなくなり、それとともに、

金融市場の流動性が低くなる。すると、株価は企業の生産活動の実態のみを反映すること

になる。即ち、株価が投機的な動きを反映することがなくなるのである。投資家のいる場

所こそ、資本が根付く場所である、という条件下においてのみ、私利の追求が公益に変化

する。市場原理が社会的利益という副産物を齎し得るための条件がこれである。 

これに加えて、投資資本の国境を越えた移動は、投機筋のものが殆どであるから、金融
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投機のような非生産的な「マネー・ゲーム」を違法としてしまうか、投機筋の動きを牽制

するために、投機が不利益なものになるように、トービン税のようなシステムを導入する

などの適切な規制措置を採ることが必要である。銀行機関の業務は、生産的投資を適切に

助けることに奉仕する基本的な業務にのみ限定しなければならない。それゆえ、グローバ

ル競争を勝ち抜くためのメガバンク化ではなく、地域に密着し、地域経済を回すことに貢

献し得る「地方銀行」本来の役割を取り戻すべきだろう。 

 

§6. バイオリージョナリズムと新しい公共性 

 前節までで見てきたように、現行の経済体制は、社会的不公正と環境劣化を生み出し、

自ら生み出した脅威によって破滅に向かっている。本節での私達の目的は、未来世代を含

めた私達の幸福の前提条件となる地域生態系への愛を呼び覙ますために、「バイオリージョ

ナリズム」という考え方を学ぶことにある。持続可能性を前面に打ち立てた場合、地球生

態系の中で経済を回すために、健全な地域主義化を目指すことが必要であることを論じた。

そのために、尐し迂回路を採ることになるが、1972 年に始まった「自然の権利」運動を振

り返っておこう。 

1972年に Southern California Law Review という学術雑誌の中に、クリストファー・ス

トーン（Christopher D. Stone）の手による「樹木は法的な当事者適格を持つべきか：自

然物の法的権利の創造に向けて（“Should trees have standing? :Toward legal rights for 

natural objects”）」という画期的論文が発表された。先ずこの論文が執筆された動機につ

いて述べようと思う。1970 年、皆さんもご存じのウォルト・ディズニー社は、アメリカ合

衆国森林局の許可を得てネヴァダ山脈にある未開の峡谷ミネラル・キングのスキーリゾー

ト地としての開発を計画し始めた。これに対して世界で最も力のある環境保護団体である

「シエラクラブ（Sierra Club）」が反対の声を上げた。理由は、開発はミネラル・キング

の生態系のバランスと美観を崩してしまう、ということだった。けれども、1970年 9月 17

日、カリフォルニア州高等裁判所は、問題の開発計画によってシエラクラブが直接に利益

の侵害を被るわけではないゆえ、シエラクラブは開発反対を訴え得る「法的な当事者適格」

を持たないのだ、という判決を下したのだ。かくて、シエラクラブの告訴は却下されてし

まった。「法律は各人の利益を保護するために存在している」ゆえ、直接的に利益の侵害を

被らないシエラクラブの告訴は却下されてしまったのである。「当事者適格」を持つ条件の

一つである「侵害される利益がなければ、訴訟を起こすことができない」という法制度に

シエラクラブは引っかかってしまったのだ。この訴訟が今度は連邦最高裁で審理されるこ

とになり、控訴されることになったことを聞いたストーン教授は、自然に属するとされて

いるものに法律的権利を与えるために、先に名前を挙げた論文を書いたのである。連邦最

高裁への上告は、僅差で棄却されてしまったが、この事件担当のダグラス裁判官が判決文

の中でストーン教授の書いた論文を引用し、これが報道機関を通じて、全米に伝わったの

だ。こうして「ミネラル・キングという峡谷が利益の侵害を受けたのだ」、という言い方が
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可能であるような方向を模索した実に画期的な論文が日の目を見るに至った。これが、所

謂「自然の権利」訴訟の幕開けなのだ。 

先ず、「ミネラル・キング」のような問題が起きた場合、現行の法システムの難点を考え

てみることにしよう。 

 

１．現行の法システムでは、ともかく人間である誰かの利害を直接侵害しない限り、裁判

は成立しない。例えば、或る会社が、工場廃液によって川を汚染し、下流住民の一人

が不利益を被ったからという理由で訴訟を起こしたとしよう。調停の際、原告と被告

二者間の利害のバランスが量られることになるだろう。例えば、原告は、自分の生活

が不便になったからと言って、個人的な不平を述べているに過ぎないが、被告は公共

的利益に多大な貢献している会社である、云々、のようにバランスを考えていくこと

になるだろうけれども、このバランス計算の中に、原告と被告の利害は出てくるだろ

うが、「川」そのものがどうであるのか、ということは決して問題にされることはない。 

２．仮令、原告が勝訴したとしても、被告側は、裁判所が課した幾らかのお金を賠償金と

して原告側に支払うだけで、川の汚染を防ぐために、工場を閉鎖しよう、とか、工場

の機械を、公害がでないように技術革新された機械に全面的に取り替えてしまおう、

ということには決してならない。あるいは、今まで川に与えた損害を賠償するに十分

な賠償金を請求されるということも決してない。そんなことをするくらいなら、原告

側に損害賠償した方が、安くつくからである。 

 

 現行の法システムが、今列挙したような難点を持っているために、自然物の保護が十分

になされていないのである。 

それに対して、ストーンは、先ず、Xが「法律上の権利を所持している」ためには、以下

の三つの条件が必要であると言って、法的な当事者として扱われるための適格性の条件と

してストーンは三つの条件を挙げている： 

 

（１）Xは自分のために訴訟を起こすことができる。 

（２）訴訟の際は、裁判所は、Xの被った損害を考慮に入れることができなければならない。 

（３）損害補償が行われる場合、それは直接 X の利益にならねばならない。 

 

ストーンは上記の三条件を樹木などの自然物が満たし得ることを証明していく。ストーン

の思想の基本的路線は、人間だけが法的人格を備えているのだ、と考えずに、自然の事物

が代理人を介して訴訟を取り運ぶことができるのだ、とする点である。ストーンは、既成

の法律概念となっている「後見人制度」を利用するという戦略を採った。子どもなどの法

的無資格者の利益は、法的には後見人によって代理が可能なのである。この既に認められ

ている原理を拡張していくことができるのなら、森林や土地などの自然物にも「法的な当
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事者適格」を与えられる、とストーンは論じているのだ。自然の後見人が自然に代わって、

損害を集計していくことによって、罰金を査定し、損害保障として損なわれてしまった自

然の回復を計り、「自然物には明確な要求があり、それを否定すれば、悪い結果が出るだろ

う」ことを代弁するのである。こうして現行の法律制度でも許容されている「後見人」の

制度を利用することによって、言葉を持つ唯一の動物として、言葉を持たない自然物を代

弁することのできる人間が「生態系を形作る自然物の共同体」を代表して弁護することが

可能となるのである。このように「後見人」という考えを導入することによって、自然物

にも「法的な当事者適格」を与えることが可能なのだ、とストーンは結論するのだ。 

 先に名前を挙げたダグラス裁判官は、ストーン論文に共感を示し、このように述べてい

る。「原告としての川は、その川が一部となっている生態系に属する生命の利害を代表して

陳述を行うことになる。この水系に対し何らかの意味ある関係を持つ人々は――釣り人で

あっても、カヌーを楽しむ人であっても、動物学の研究者であっても、また森林伐採に従

事している人であっても――その川が代表しており破壊の脅威にさらされている価値につ

いて、代弁できるに違いない」ここで名前が挙げられている代弁者と成り得る人達は、ま

さに、自然と密接に関わり、そうであるがゆえに、自然の営みにそれ本来の価値を認める

ことのできる人達である、ということに注意しよう。そして、この水系の水を、耕作に利

用したり、飲料水を始めとする生活用水に利用したりしている人達は誰でも川のために後

見人として立つことが可能なのだ。ところが、残念ながら、私達は、都市に生活すること

で、こうした自然との密接な関わりを忘れて済ましている。都市とは、自然からのインフ

ローそして自然へのアウトフローがブラックボックスとなってしまうことで、自然を忘却

させる効果を持つ人工的な時空間なのである。 

デヴィッド・スズキは『きみは地球だ』という本の中で、カナダ先住民族のハイダ族の

言葉を紹介している。「森の木がすべてきられても、わたしたちハイダは生きているかもし

れない。でも、そのときはもう、わたしたちはほかのだれとでも同じ、ただの人間になっ

てしまうだろう。」自然との関わりを忘却してしまっている私達は、森の木々が「人間」を

形作る大事な要素となっている、そうした生き方を先住民の人達から学ぶことができるだ

ろう。私達も、固有名詞を河川や山、歴史的な景勝に与えているが、そうしたところに、

自然と一体となって生きていた時代の片鱗が窺えるのである。このように、自然の営みの

中でこそ、人間生活の営みが成立し得る、という気付きを持つことが、「バイオリージョナ

リズム」への最適な入門となるだろう。それでは、「バイオリージョナリズム」という考え

方を概説しよう。 

 「Bioregionalism（生命／生活地域主義）」という考え方は自分達が生活圏としている地

域社会の特色をなす生態系を主軸にして生活様式の見直しと再編成を迫る考え方である。

これがどのような形態を取るのか、具体例を示すことにしよう。 

 宮城県と言えば、リアス式海岸で有名だが、リアス式海岸特有の入り江を持っている唐

桑町は、大川の減流域である山村、室根村と協力し合うようになった。この協力関係の元



 32 

を築き上げたのは、水山養殖所の漁師、畠山重篤さんだった。帄立と牡蠣の養殖業を営む

彼は、海と川と山を結ぶ生態系という大きな視点から、室根山に広葉樹林の植林を始めた

のだ。 

昭和 35年、拡大造林計画という国の政策によって、室根山を含む日本中の山々は杉一辺

倒の単一林に様変わりしてしまった。高度成長に伴い木材需要が増えることを見越し、杉

は生長が速いから、伐採周期を短くできると考えたのである。森林に「材木」としての道

具的価値しか見出すことができず、「生態系が担う保全的な機能」等を見ることができなか

ったのだ。こうした目先の理由で、ブナやナラの森をつぶし、成長の早い杉を植林するこ

とで、木材や紙の生産に間に合わせようというのが、当時の日本の方針だったのだが、そ

の所為で、結局、豊かな山の土は、そのまま川に流れ込んでしまい、土地が尐しずつやせ

ていき、海では赤潮の被害が起きるようになった。畠山さんは、赤潮の被害によって、牡

蠣や帄立貝の収穫が激減していき、漁師としての生業が危ぶまれるという事態に直面し、

山と海の関係について考えるようになった。山々が杉一色に様変わりしてしまった後に、

何故こうも赤潮の害が頻繁となってしまったのかを考える内に、彼は、平成１年より、室

根山に植樹を始め、「牡蠣の森を慕う会」を発起した。 

このように、畠山さんは、河川上流域の植林を開始するわけなのだが、「牡蠣が良く育つ

ように、室根山の植林を始める」という彼の思想には、科学的な裏付けが存在する。松永

勝彦によると、植物プランクトンは、基本的には、二酸化炭素と水と太陽の光で光合成を

して生きているが、光合成のための色素の合成に不可欠なのが、鉄分なのだ。しかし自然

界の鉄は酸素に触れて粒子になってしまうため、そのままでは、生体膜を通過できない。 

さて、もし川の上流域に、広葉樹林が存在し、落ち葉を落とすと、木の葉が堆積して腐

植が進む。そして基本的には、二酸化炭素と水に分解してしまう。本来は二酸化炭素にな

るはずなのだが、分解し難いので有機物の形で残ってしまうものを「腐植物質」と呼んで

いる。こうした「腐植物質」の中にフルボ酸がある。フルボ酸は、カルボキル基（－COOH）

やカルボニル基（－C＝O）を含んでいて、金属と結合し易い。このフルボ酸が、土中の鉄

イオンと結びつくと「フルボ酸鉄」になり、この形だと化学物質としても安定しているだ

けではなく、プランクトンの生体膜に浸透していくことができるのだ。ゆえに、腐植土が

フルボ酸鉄を作ってくれて、それが川の流れに運ばれ、海にくると、プランクトンは，フ

ルボ酸鉄を摂取でき、光合成もできるようになる、といった風に物事が運ばれていくこと

になる。何という偉大な仕組みだろうか。しかも腐葉土は、貯水池の働きもしているとい

う。森林がなかったら、雤は豊かな土壌を削って鉄砲水のように流れていってしまうのだ。 

 こうして考えると生態系の密接な関係というものに驚きを感じる。畠山さんは、自分の

直感を裏付ける理論に出会い、こうした生態系の繋がりを考慮に入れた上で、ブナの植林

を室根山で始めたのである。こうして今まで、海のことには無関心だった農家の人々も、

生態系という観点から見た「陸と海の関係」の重要さに目覙め、農薬が川に入り込まない

ような対策を考えるようになったのだ。海の水を栄養分に富んだ豊かなものにするために、
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山にブナの植林をする、という広大な発想が、可能なのも、その地方独特の産業と生態系

という観点に立つことができたからである。 

このように、宮城県、唐桑半島では、牡蠣の養殖業に従事する漁師が、牡蠣の生育条件

を考えていく内に、環境保護の重要さに思い至るわけだが、このように、地域社会の産業

とその地域の環境が同時に発展共存できる道を考えていくのが「Bioregionalism（生命／

生活地域主義）」という考え方なのである。畠山さんの活動は、公共事業を乱発してきた「土

建行政」によって破壊された「地域経済圏」の再建の試みにもなっているのだ。彼の試み

は、地域性体系の意味を地域の人達に啓発し、それによって地域性体系回復の作業に多く

の人達が共感をもって参加し、市民的主体として関わるようになっていった、という点に

おいて重要なのである。私達は、地域生態系を回復し、失われた「地域経済圏」を再建す

る意味においても、それと同時に「市民的主体性」を地域レベルで形成していく意味にお

いても、「bioregionalism（生命／生活地域主義）」に注目しなければならないのである。 

 私が「bioregionalism（生命／生活地域主義）」ということで、生活圏の見直しを図るよ

う、呼びかけている理由は、この私達の「生命／生活圏」を支える生態系からどのような

恩恵を被っているかということから出発したいからなのだ。畠山重篤さんも、「牡蠣を育て

る、という生業によって食べていかねばならない」という生活に基づいた動機から発し、

牡蠣、そして、その牡蠣を支えている生態系全体への愛に目覙めていった。つまり、この

私達の「生命／生活圏」を支える生態系から活かされているのだ、という感覙を持つこと

だ。それが生態系全体への愛に通じていく。地域生態系を回復し、回復作業に当たる人達

へ収入を齎すだけではなく、長期的ヴィジョンの共有を可能にし、それゆえその回復に参

加した人達が「市民的主体」としての一体感を抱くことを可能にしてくれる。畠山さんは

自らの活動を物語にし、『森は海の恋人』という本に纏め上げている。こうした物語を共有

し得る地域社会の人達が、今でも植林運動を続けているのである。この物語は、牡蠣の一

大産地である広島にも広がり、広島の牡蠣養殖業者と山間部の住民を結び付け、植林運動

が開始されるようになった。2011年、3月 11日の大震災で、気仙沼は大被害に遭い、畠山

さんの水沼水産所も復興に向けての作業で忙しいようである。しかし、私は、彼の編み出

した物語が、自然の中で生きてきた、この地域社会の人達を勇気付け、復興に向かう一つ

の希望の光になるのではないのか、と考えている。気仙沼一帯が、私達のインスピレーシ

ョンの源としても、一日でも早く復興するよう祈るばかりである。 

このように、「バイオ・リージョン（Bioregion「生命／生活圏」）」の「地域性」を知る

手掛かりは、自分の衣食住の根付いている風土にある。例えば、自分達はどこからきた水

を飲んでいるのか、という問いから、地域の水系を辿ることによって、「河川流域の広がり」

を「バイオ・リージョン」と考えることができるだろう。その河川流域の「生物相」はど

うなっているのか、どのような生態系を構成しているのか、を調べていくきっかけになる

ことだろう。また南方熊楠が研究したように、その地域独特の「聖なる場所」を再発見し

ようとすることも大切だ。固有の地形や天候、生物相や地理的な特徴から、神聖な場所と
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されているところが至る所にあるわけだが、自然との関連でなぜその場所が神聖視されて

きたのか、どういう歴史や伝統、あるいは儀式があるのかを調べるのである。そうした調

査を通して、土着すること、つまり「土地に根付くこと」の意味を知る、または、その地

域独特の自然の恵みを祝福する祭の在り方を改めて意識的に考察してみる、といったこと

を通して、自然との調和の術を学ぶのである。 

さらに、子ども時代に、身体活動することによって、初めて自然の意味を知ることにな

った、そんな「記憶の中にある場所」を再発見し、生まれ育った場でもある「故郷」とい

うことの意味を知ろうとすることも重要だろう。一言で言えば、自分が生活している場を

より良く知ることで、自然との関わりを回復していく試みが、「Bioregionalism（生命／生

活地域主義）」なのである。そして何度も強調してきたことだが、地域生態系を回復する試

みを通して、地域生態系への愛とともに「市民的主体性」が形成されていくのだ。そして、

「市民的主体」が生み出した、その地域の生態系と地域社会の物語が、その地域において

語り継がれていくことで、大切にすべき「長期的ビジョン」を後々まで教え続けることに

なるだろう。 

 バイオリージョナリズムによる地域主権の確立と同時に 2009 年に開始された「米州ボリ

ーバル代替統合構想（ALBA）」に示されているような互恵的な相互交換システムを地域間

連携の柱とすることが重要だ。ALBA は、ナオミ・クラインが紹介しているように、「真の

フェアトレードの絶好のモデル」とされ、「各国が最も得意とする製品やサービスを提供す

る代わりに、最も必要とするものを手に入れるが、取引価格はグローバル市場に左右され

ない」とされている。まさに、リカードの「比較優位論」に描かれている国際取引を理想

の域にまで高めたモデルで、例えば、南米では、ボリビアは低価格で天然ガスを供給し、

ベネズエラは石油を貧困国に供給、キューバは何千という医師を南米各地に派遣し、無料

で医療サービスを提供する、という風に、相互互恵的な「バーター取引（物々交換）」を根

底に据えている。加盟国それぞれが供給する製品やサービスの価格をそれぞれの加盟国が

自分で決められるということが原則となっている。この ALBA を基盤として、バイオリー

ジョナリズムによって各地域が得意とする製品、サービス、エネルギー生産を他の地域と

の間で「バーター取引」を基本とする仕方で補い合う、という構図を打ち立てていけばい

いだろう。地域主義化を唱えるからと言って、何も、各地域が孤立するというわけではな

いのである。 

 

結語 

環境保護、労働条件の改善、人権保護、貧困緩和、平和維持、食糧の安全保障、医療・

福祉・教育等の社会保障、公共財の保護と維持などといった社会的ニーズに対しては、市

場原理は対忚できないどころか、むしろ破壊的に作用してしまうという現状がある。にも

かかわらず、市場が、あたかも万能な原理に変容していく中で、市場そのものも実は元々

は公共財であるということが忘却されていく。社会的ニーズに関しては、確かに、効率性
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という点では数段劣るが、社会的ニーズが全ての民衆に開かれているという最大の原則を

維持するためには、民主的政治が対忚するのが当然なのである。市場も富の創出の基盤で

ある以上は、「公共財」であるゆえ、社会的ニーズの対象であり、政治的領域によって制御

されていくべきである。にもかかわらず、「市場」が「原理主義」と呼ばれるに至るまで放

任されたグローバル経済において、「市場」を社会的ニーズとして要求する根幹にあるはず

の「社会」が、その成立基盤を「市場」によって破壊される、という事態に陥っているの

だ。 

 そこで本論考では、いかに地域社会を再生していくのかを問題として掲げた。再生への

糸口は、伝統的な地域経済が地域生態系の裏付けによって成立してきたことを物語ってみ

ることにある。その物語に感動を覙え、地域生態系への愛を共有し得る住民が民主的な決

定の主体となっていくことが重要である。そうした作業を通して、自分達の地域に幸福を

齎してきたにもかかわらず、近年は特に忘却に晒されている地域経済基盤としての地域生

態系への意識的な自覙を呼び覙ますのである。言い換えれば、この地域で活かされてあり、

幸福であり続けられるための最大級の前提条件に対する愛を呼び覙ますことが必要なのだ。 

 本論考を閉ざすにあたり、畠山重篤氏の力強い例が示してくれているように、「バイオリ

ージョナリズム」という考え方に従って、地域の物語を語り直してみる、ということこそ

が、地域経済のベースである地域生態系という、未来世代をも含む私達の幸福の条件を保

持するために、先ず、私達が行わねばならないことなのだ、ということを強調しておきた

い。 
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「コーポレートガバナンスに関する財務諸表のディスクロージャーについて 

－イギリスの高等教育機関を対象に－」 

景山 愛子 

 

１．はじめに 

（1）本研究の背景 

イギリスでは、1980 年に入ってから政府の経済政策により、高等教育機関に対する

補助金が大幅に削減され、多くの伝統的な機関が厳しい経営環境に置かれることにな

った。その状況をきっかけに各機関は、様々な資源の効率的な徹底利用の可能性を検

討し、経営改革に着手してきた経緯がある。続く 1990 年代は 1992 年の継続・高等教

育法により、それまでポリテクニクと呼ばれた教育機関が大学に昇格し、大衆化が進

んで、伝統的大学と新設大学間の競争が増した一方で、イギリス社会における民間企

業の不祥事などからコーポレートガバナンス1のあり方を見直す時期であった。このコ

ーポレートガバナンスを確立しようとする波は公的資金を受給する高等教育機関にも

押し寄せ、その結果、各機関はアカウンタビリティーと健全な経営を行うことを当然

に求められることになった。すなわち、高等教育機関も営利目的である民間企業と同

様の経営体制の構築や事業報告が要求され始めることになったのである。 

コーポレートガバナンスは不祥事が起こらない経営環境を維持することが重要と

されるものである。コーポレートガバナンスの有効性を担保するため、イギリスの高

等教育機関にはその事業内容に関する様々な報告書の提出が求められるようになって

いる。公表される報告書は社会とのつながりを表すものであり、アカウンタビリティ

ーを果たし、信頼性を得る手段となる。報告書の内容に虚偽は許されず、正確な情報

を掲載する義務があるため、それらは機関のガバナンスの透明性を高めるためにも重

要な役割がある。 

 （２）本研究の目的と意義 

本研究は、イギリスのコーポレートガバナンスの議論が高等教育機関に与えた様々

                                                   

 安田女子大学現代ビジネス学部特別専任講師 

1 コーポレートガバナンスは「企業を方向づけて統制するシステム」[八田・橋本訳

（2000）,p.180]をいい、コーポレートガバナンスの重要性は「企業の繁栄とアカウンタビ

リティーの双方に貢献するところにある[八田・橋本訳（2000）,p.175]。 
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な影響を財務諸表に含まれる報告書の種類に見出して、確認を行うものである。 

各機関は毎年、財務諸表（Financial Statement）を公表するが、その中には現在、

貸借対照表や収支計算書の他にも様々な報告書が含まれている。 

各機関が公開する財務諸表の作成にあたり、高等教育財務カウンシル（Higher 

Education Founding Council for England、以下 HEFCE という。）は定期的に

Circular Letter（回覧）を発行し、毎年一定時期に「HEFCE‟s Accounts Direction to 

higher education institutions（高等教育機関に対する HEFCE からの会計方針、以

下 Accounts Direction という。」を通達する。この通達により、各機関は毎年の財務

諸表に求められる内容を確認し、必要な情報を公開する。 

本研究は、この通達について一定期間の内容を確認し、高等教育機関に要求された

コーポレートガバナンスについての一側面を捉えようとするものであり、次章から特

徴を整理する。 

ここで日本に目を向けてみると、日本の大学において「コーポレートガバナンス」

に関連した視点やその視点に基づいて作成される報告書は作成されていない。実際に

も、大学経営においてコーポレートガバナンスに対する関心が低く、大学とコーポレ

ートガバナンスの関係について十分に議論が生じていない現状がある。また、日本の

大学がイギリスの大学のように、企業と同様の会計処理やディスクロージャーが求め

られる対象となっていないことも考えられる。 

本研究は、コーポレートガバナンスの議論の余地が残る日本の大学の今後のアカウ

ンタビリティーのあり方やその形式及び内容について、しばしば日本の大学が参考に

するイギリスの高等教育機関を取り上げて先行事例として確認するものである。 

なおイギリスの高等教育機関に対しては、HEFCE が一元的に財務諸表の内容につ

いてディスクロージャーの方針を公表し、全ての高等教育機関が準拠する形を取って

いる。 

 

２． HEFCE Circular Letter からの財務諸表に対する指示 

  HEFCE による「HEFCE‟s Accounts Direction to higher education institutions（高

等教育機関に対する HEFCE からの会計方針）」は、イギリスの大学が毎年、公表する

財務諸表について、含めるべき書類についての注意事項や HEFCE の要求が提示されて

おり、毎年の会計方針が示されている。この Accounts Direction の内容は強制や義務で
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はないが、各機関は、毎年示された内容を取り込んだ報告書を公表するよう求められて

いる（require レベル）。次の表１は、毎年の Accounts Direction の内容を簡単に整理し

たものである。なお、ここではウェブ上で入手できる 1999 年以降 2011 年までのものを

対象にする。 

イギリスにおけるコーポレートガバナンスの議論は、1990 年代に入り、多くの委員会

が設置され、報告書も公表されたが、1998 年にコーポレートガバナンスの理想的なモデ

ルと企業および機関投資家に対する最善の行動規範を示す『統合規程（Committee on 

Corporate Governance: The Combined Code, June 1998）』が公表され、続く 1999 年

に上場企業の取締役会を対象に、リスク管理重視の内部統制システムを企業構造に組み

入れることを奨励することを目的とする『内部統制：統合規程に関する取締役のための

ガイダンス (Internal Control, Guidance for Directors on the Combined Code, 

September 1999；通称ターンバル委員会報告書、以下ターンバルガイダンスという)』

が公表され、一応の決着を見た。 

HEFCE は、『統合規程』と『ターンバルガイダンス』の内容を高等教育セクターにお

いても重要であると捉え、民間企業と同様にそれらの内容を受け入れることとした経緯

があるため、Circular Letter の確認範囲も 1998 年以降に設定することで、コーポレー

トガバナンスに関する変化を捉えることができると考える。 

 

表 1 HEFCE Circular Letter における Accounts Direction の概要 

年度 letter # 概       要 

1998 

 

 

 

1998 

38/98 

 

 

 

38/98 

（続き） 

a) 高等教育機関、SORP（‟Statement of Recommended Practice: 

Accounting in Higher Education Institutions‟）に準拠すること。 

b) 高等教育機関はその会計処理について、 BUFDG（British 

University Finance Directors Group）の会計基準グループが発行す

る『高等教育機関における会計（ ‟Accounting in Higher Education‟）』

に準拠すること。 

c)  高等教育機関は、財務諸表の中に、財務管理とコーポレートガバ

ナンスの財務的見地に関連して、ガバニングボディの責任を示す報

告書を含めること。 
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d) 高等教育機関は外部監査を目的とする契約により、実質的な収入

を得ているか、HEFCE からの補助金が本来の受給目的に合致して、

消費されているかについての対策が提供されているかについて確認

すること。 

e) 高等教育機関は、次のことを公表することが求められている。  

 i) vice-chancellor、director、principal のボーナスを含める報酬

の実際総額 

ii) 50,000 ポンド以上の報酬または給料。また、機関外部からの報

酬及び支払いもこの項目に含めること。 

 iii) vice-chancellor、director、principal に支払われた、もしく

は支払う予定である損害賠償と 50,000 ポンド以上の報酬を受け取る

者の詳細。 

1999 

 

20/99 改訂版 SORP に準拠すること（コーポレートガバナンスの方向性を

修正し、外部からの報酬に関して一部削除した）を確認する以外は、

前年と同内容。 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

24/00 

 

 

 

 

 

 

 

24/00 

（続き） 

 

 

 

 

内容は以下の部分以外は、前年と同内容。以下は新たに追加された

内容を表示する。 

・ 新しい SORP を参照すること。 

・ コーポレートガバナンスの方向性の改訂 

・ コーポレートガバナンスにおける方針は、財務統制、内部統

制、事業支援、コンプライアンス等のシステムを操作する必

要性をまとめるべく拡大されている。この方針は、リスクベ

ースアプローチに焦点を置いており、コーポレートガバナン

スを全体的なマネジメントプロセスに統合していく目的を持

っている。 

・ コーポレート・ガバナンスの重要な原則は、優れた実務の評

価を得るために高等教育セクターに既に受け入れられてい

る。アカウンタビリティーや資金提供者の信頼を獲得するこ

とにおける改善は別にしても、リスクマネジメントアプロー



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/00 

（続き） 

 

 

 

 

チから、本物の事業便益（genuine business benefit）を得る

ことができる。 

・ HEFCE は、それぞれの個別の機関がそれぞれの目的やマ 

ネジメントプロセスに合わせて独特のコーポレートガバナン

スのシステムを持つものと考えている。したがって、機関の

財務諸表に含まれる内部統制報告書（statement of internal 

control）の正確な様式や用語を規定することは適切ではない。 

・ しかし各機関は、それぞれが直面するリスクの認識・評価・ 

管理を行う継続的なプロセスが存在すること、そしてそのプ

ロセスは定期的に監視されていること、更に効果的なリスク

マネジメント（effective risk management）の重要原則に準

拠していることを確認すべきである。 

コーポレートガバナンスに関連した HEFCE の方向性 

i) 各大学には次に述べる効果的なリスクマネジメントの重

要原則の適用を確実にすることを求める。 

 

効果的なリスクマネジメントとは、 

・ 最も重要なリスクに焦点を当てるものであっても、ガバナンス、

マネジメント、品質、レピュテーション、財務上の全てのリス

クに対処する。 

・ リスクエキスポージャーのバランスの取れたポートフォリオを

作成する。 

・ 明確に設定された方針と方法に基づいている。 

・ 適切な場所への行動を伴いながらの、定期的な監視と見直しを

求めるものである。 

・ 通常のビジネスプロセスに統合され、組織の戦略的目的に連結

される。 

・ 特定された個人により進められるものであり、役員、教員、事

務官が表明するコミットメントを含めるものである。 
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2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/00 

（続き） 

ⅰ） 内部統制システムの評価を行う場合、大学には 2000 年 12 月

に HEFCE から発行された「高等教育におけるリスクマネジメ

ント 優れた実務における相談」を参照することを奨励する。 

ⅱ）コーポレートガバナンス報告書の公表を進める場合、大学には

BUFDG からのガイダンスである「高等教育におけるコーポレ

ートガバナンス」において提示される枠組みを参照することを

奨励する。少なくとも、これらの公表には、次に示すコーポレ

ートガバナンスの広範な原則がどのように適用されたのかが含

まれるべきである。 

a) リスクの認識とマネジメントは各大学の目的達成と連携

されるべきである。 

b) 内部統制へのアプローチは、リスクの頻度に関する可能

性とリスクが現実化した時の影響を評価することを含

む、リスクベースとなるべきである。 

c) レビューを目的とする評価では、ビジネス、業務、コン

プライアンス、そして財務リスクを対象としなければな

らない。 

d) リスク評価と内部統制は継続的な業務の中に組み込まれ

なければならない。 

e) ガバニングボディまたは関連する委員会は、内部統制と

リスクに関して、年度内に定期的な報告を受け取らなけ

ればならない。 

f) リスク認識、レビューの評価とマネジメントに関する重

要な結果はガバニングボディに報告され、更に見直しを

されなければならない。 

ⅲ）コーポレートガバナンスに関する方針を公表する場合、 

コーポレートガバナンス報告書の基盤として、BUFDG からの 

ガイダンスである「高等教育におけるコーポレートガバナンス」 

に含まれる、公表用文書のひな形を利用することを奨励する。  
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ⅳ）コーポレートガバナンスの原則を適用する場合に関係する、 

重要な変化を考慮して、各大学は、コンプライアンスを完全に達 

成するための暫定的なタイムテーブル(別項目に表示)に従うこと 

が求められる。このタイムテーブルはコンプライアンスに配分可 

能な最大の時間幅を設定するものであり、より早い時期に完全な 

コンプライアンスを達成する発展的で準備周到な状態が望まし 

い。 

2001 14/01 前年度と同内容。 

2002 23/2002 高額な報酬を受け取る従業員に関するディスクロージャーについ

て、金額の設定範囲が増えたこと（70,000 ポンドから）を除き、前

年度と同内容。 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

16/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/2003 

（続き） 

2002 年 11 月に発行した Accounts Direction について、内部統制報

告書に関する更なるガイダンスを追加するものである。この改訂が

必要な理由は、監査法人からの HEFCE 監査人の評価と助言により、

多くの機関が努力をする中で、完全な内部統制報告書の提出が締め

切りに間に合わないと懸念されたからである。完全な報告書の直近

の締め切りは、2003 年 7 月 31 日である。 

 （以下からは、前年度の内容と異なる箇所のみ抜粋する。） 

ⅷ）例外的に、機関が完全な報告書を 2003 年 7 月 31 日までに提出

できない場合は、法令遵守したのがいつの時点かを示す暫定的

報告書を作成すべきである。このことにより、完全な報告書が

2003 年 8 月 1 日から 2004 年 7 月 31 日までの期間で作成する

ことが可能となる。 

ⅸ）監査人は、報告書が全く作成されなかった場合や深刻に誤解を

招く可能性のある報告書が作成されたと信じるに値する基盤があ

る場合は、会計処理に関する報告または資料が必要かどうかを考

える可能性がある。 

23/2003 16/2003 と同内容。 
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2004 

 

19/2004 

 

当内容は、2004 年 6 月に公表された‘アカウンタビリティーと監査：

HEFCE 実務規程（Accountability and Audit: HEFCE Code of 

Practice）’の改訂を反映したものとなっており、国務省と監査実務

審議会（Auditing Practice Board）からの新たなガイダンスを考慮

して、内部統制報告書の内容に期待する点を明らかにする。 

（以下からは、前年度の内容と異なる箇所のみ抜粋する。） 

ⅵ）監査人は、監査報告書の意見箇所に例外的に報告を行うことを

考慮する場合があると思われる。この点については、着手され

たプロセスの理解が反映されていない報告書が作成されたと信

じる場合に適切となりうる。ほとんどの場合、例外的な報告は

「その他事項」として扱われるか、監査人の意見として認めら

れない場合もある。 

ⅶ）しかし Accounts Direction に準拠せず、各機関が財務覚書

（financial memorandum）に違反し、財務覚書に従わない場合

に、監査人の意見が評価される場合もある。例えば報告書が一

つも提出されないような場合である。更に、内部統制やリスク

マネジメント規程が脆弱であるために、監査人が財務諸表の真

実性と公平性について意見を提供できない場合に、その資格が

認められることがある。 

2005 26/2005 前年度と同内容 

2006 

 

 

 

 

 

2006 

11/2006 

 

 

 

 

 

11/2006 

（続き） 

前年度の内容からの変更点が 4 点ある。 

・継承的負債（inherited liabilities）記載箇所を削除した（負債の

ほとんどは、買い上げられたため。）。 

・CUC ガバナンス実務規程（CUC Governance Code of Practice）

に関連して、新たな文章を追加した。 

・HEFCE は 2006－2007 年度の財務諸表の提出期限を 11 月 30 日

に延期することを計画中である。 

・企業法が適用される機関へ、2006 年－2007 年の財務諸表に関係す

る外部監査人に支払われる最初の監査料金と非監査料金のディス
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クロージャーを目的とした新たな法的要求事項が追加された 

（上記 4 点のうち、一部のみを抜粋して記載する。） 

b(i) （b はコーポレートガバナンスに関連する箇所）大学経営者委

員会（the committee of University Chairmen；CUC）は、‘イギ

リスの高等教育ガバナンスボディメンバーのためのガイドライ

ン’を 2004 年 11 月に発行した。この CUC ガイドラインを含め

る任意のガバナンス実務規程は各機関は規程に留意していること

を述べ、各機関の実務が規程が示す内容に一致しないことを説明

するコーポレートガバナンス報告書については説明を行うべきと

している。各機関は、各機関の特徴に適切となるような原則を伴

う CUC 実務規程の適用が、高等教育機関内での自主規制に

HEFCE が依存できるような重要なファクターとなり、アカウンタ

ビリティーの負担を削減することを確認されることとなる。 

2007 22/2007 前年度の内容からの変更点が 4 点ある。 

・改訂版 SORP が 2007 年 8 月 1 日より有効となり、より早い時期

における新しい SORP の導入もしくは一部を 2006－07 年度の会計

に適用することが記述されている。 

・BUFDG のコーポレートガバナンスガイダンスが 2006 年に改訂さ

れたので、変更が反映されている。 

・高等教育セクターとの協議と 2006 年度の試行を踏まえ、財務諸表

の提出の新しい期限が 2007－08 年に関しては、2008 年 12 月 1 日

と設定された。期限前の提出も可能。 

・高額な報酬を受け取る従業員に関するディスクロージャーについ

て、金額の設定範囲が増えた（100,000 ポンド以上から） 

2008 

 

16/2008 

 

改訂された財務覚書（financial memorandum）と HEFCE 実務規程

が 2008.8.1 から有効となる点が確認された以外は、前年度と同内容。 

2009 14/2009 前年度と同内容。 

2010 

 

14/10 前年度と同内容 

19/10 14/10 の改訂号。この改訂号は 2006 年のチャリティ法（the Charity 
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  Act）により、除外チャリティ（exempt charity）であるイギリスの

高等教育機関について、規制団体として与えられた新たな役割から

生じたものである。（チャリティ法の改正により、HEFCE は高等教

育機関のチャリティについても監督することとなった。） 

（以下、変更点等一部のみを抜粋して記載する。） 

3. 以下の情報は 2009－10年度の監査を受けた高等教育機関の財務

諸表と関連報告書に含まれるべき内容である。 

a. 高等教育機関のチャリティのステータスについて。 

b. 会計年度内及び財務諸表が正式に承認されるまでに従事した理

事について。 

c. 公益チャリティ委員会のガイダンスを踏まえた報告書。 

d. 理事に対する支払いで、理事として勤務に対する支払いや理事を

含む関連取引にかかる費用に関するものを含む。 

4. 各高等教育機関のチャリティの名前の公表 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

20/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/11 

（続き） 

2010－11 年度の財務諸表に関する改訂（以下、変更点のみ抜粋） 

3. 2009 年 9 月に行われた高等教育セクターとの協議により、2010

－11 年度の高等医教育機関の財務諸表にはチャリティについて以下

の情報を含めることとする。 

a. 年間 100,000 ポンド以上の収入があるチャリティについて 

 ⅰ) チャリティの名前と目的 

 ⅱ）年度初めの貸借対照表、年間の収入と費用と年度末の貸借対

照表 

b. その他のチャリティについて。 

 ⅰ）適切なグループ分けによる分析（例えば、賞金、奨学金、研

究支援資金等による区分で、グループに属する団体数も明示）。 

 ⅱ）各グループについて：集計された年度初めの貸借対照表、年

間の収入及び費用、年度末の貸借対照表） 

ゴーイングコンサーン2と流動性リスク 

                                                   
2 ゴーイングコンサーンは、企業や事業活動が継続するという仮定を表す会計原則である。 
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7. プライベートセクターのコーポレートガバナンスにおける優れ

た実務を参考に、HEFCE は 2011－12 年度の高等教育機関の財

務諸表のために、ゴーイングコンサーンディスクロージャーの

視点を反映する。この点に関しては、財務報告協議会（ the 

Financial Reporting Council；以下、FRC）によるゴーイング

コンサーン評価に対する質問の結果を得て、通知する。2011－

12 年度の Accounts Direction は FRC の質問を考慮して改訂す

る。 

 

３．Circular Letter の内容からの知見 

 前章で整理した Circular Letter に関して、各高等教育機関が毎年の財務諸表の作成に

あたり、次のような特徴を抜き出すことができる。 

 

（１） 各高等教育機関の財務諸表作成に関連する参考文書・指標 

   表１で確認した内容からは、高等教育機関が財務諸表を作成する場合の種々の情報

源が示されている。それぞれの情報源は様々な観点による目的を持つ個別の団体によ

るものであり高等教育機関と深い関係性を持っている。表１から確認された情報源と

発行元は以下の通りである。 

① HEFCE Accounts Direction 

HEFCE により年に 1－2 回配信される。次の財務諸表提出に際する注意事項や

昨年度との変更点等を確認する内容。 

② HEFCE Financial Memorandum 

HEFCE と各機関との間における同意書（agreement）であり、HEFCE から

の補助金を受給する機関に求める諸条件が示されている。 

③ SORP 

University UK が 提 供 す る 奨 励 実 務 の ガ イ ダ ン ス （ Statement of 

Recommended Accounting Practice の略）である。その時々の標準会計規準書、

財務報告基準、そして優秀な会計実務における変化を反映するものである。2012

年 3 月時点で最新のものは 2007 年版。 

④ BUFDG コーポレートガバナンスガイダンス 
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British Universities Finance Directors Group がまとめた高等教育機関を対象

にしたコーポレートガバナンスに関する手引書。 

⑤ CUC イギリスの高等教育ガバナンスボディメンバーのためのガイドライン 

     Committee of University Chairmen がまとめたイギリスの高等教育機関経営

者（governor）を対象に、高等教育セクターにより適用された優秀な実務と奨励

事項を記載する。2012 年 3 月時点で最新のものは 2009 年版。 

⑥ FRC ゴーイングコンサーン評価 

財務報告審議会（Financial Reporting Council）から 2009 年に公表され

た ‟Going Concern and Liquidity Risk: Guidance for Directors of UK 

Companies 2009（ゴーイングコンサーンと流動性リスク：イギリス企業の経営

者のためのガイダンス 2009 年度版）に基づくものである。このガイダンスは、

経営者がゴーイングコンサーンを評価する場合に準拠するプロセス、その評価が

関与する期間、そしてゴーイングコンサーンと流動性リスクに関するディスクロ

ージャーに関係する 3 つの原則（going concern, the review period, disclosures）

に基づいている。 

 

 

（２） 財務諸表に含まれるべき項目の変化（追加事項） 

    財務諸表に含まれるべき項目は、報告に必要な機関内の実務の変化も表すもので

ある。したがって、報告が求められる内容を順次、確認することは、高等教育機関

全体に関わる変化を捉えることができるものと考える。 

基本的な財務諸表には、①（連結）収支計算書（（Consolidated） Income and 

Expenditure Account）、貸借対照表（Balance Sheet）、（連結）キャッシュフロー

計算書（（Consolidated）Cash Flow Statement）、その他附属明細書等が含まれる。 

表 2 には、表 1 で確認した範囲におけるコーポレートガバナンスに関して追加さ

れた重要な報告内容を表す。 

表 2 高等教育機関が提出する財務諸表に追加される項目に関連する内容（昇順） 

Circular 

Letter 
通達事項 関連する新たな表等 
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year/# 

1998 

38/98 

・財務諸表とコーポレートガバナンスの財務

的見地に関連して、ガバニングボディの責

任を示す報告書を含める。 

・コーポレートガバナンス報

告書 

2000 

24/00 

・コーポレートガバナンス報告書の公表のた

めに BUFDG ガイダンス「高等教育におけ

るコーポレートガバナンス」に提示される

枠組みを利用する（コーポレートバナンス

報告書に含まれるべきリスクマネジメン

トや内部統制に関連する内容が示され

る）。 

・内部統制報告書の正確な様式や用語は規定

しない。 

・コーポレートガバナンスの原則に対するコ

ンプライアンスの公表に関するタイムテ

ーブルを提示。 

・コーポレートガバナンス報

告書 

・内部統制報告書 

2010 

19/10 

・高等教育機関のチャリティについての詳細

を公表する。 

・ 公 益 に 関 す る 報 告 書

（ Statement of Public 

Benefit） 

 

2000 年の Circular Letter（24/00）で示されたコーポレートガバナンスの原則に対す

るコンプライアンスの公表に関するタイムテーブルは、2000 年 9 月に HEFCE の役員

会で同意されたものである。以下のように 3 つの日程期限に区分され、進捗状況が設定

されている。 

 

 

 

2001 年 7 月 31 日に終了する年度について：各機関は、ターンバル委員会が推奨する

点を遵守する必要なプロセスを構築する過程について公表すべきである。 

2002 年 7 月 31 日に終了する年度について：一定の機関においては完全なコンプライ



 50 

アンス報告書（compliance statement）が準備できる状況にあること（内部統制よ

りも内部財務統制（internal financial control）に偏る場合においても）。 

2003 年 7 月 31 日に終了する年度について：全ての機関は、全ての内部統制に関する

視点を含めた完全なコンプライアンス報告書を作成すべきである。 

 

   表 2 の経緯や上記で述べたタイムテーブルの圧力を受け、例えばオックスフォード

大学では、2003-2004 年度以降の財務諸表に含まれるコーポレートガバナンス報告書の

中に、内部統制報告書（Statement of Internal Control）が設定され、続いてコーポレ

ートガバナンス進展報告（progress report）として「リスクマネジメント」と「内部監

査」に関する項目が設けられている。2006-2007 年度の財務諸表から、内部統制とリス

クマネジメントに関して『内部統制・リスクマネジメント報告書（Statement of internal 

control and risk management）』にまとめられており、2007-2008 年からはコーポレー

トガバナンス報告書のタイトルがガバナンス報告書（Governance Statement）に変わ

っている。 

  またケンブリッジ大学ではウェブ上で確認できる範囲に留まるが（2006 年度以降）、

コーポレートガバナンス報告書は「コーポレートガバナンス」というタイトルで作成さ

れ、それとは完全に別の報告書として新たに内部統制報告書が続いて掲載されている3。 

  なお、2010 年の Circular Letter（19/10）で求められることとなった、チャリティに

関しては、そもそもチャリティ法は 1993 年に、オックスフォード大学やケンブリッジ

大学などの一部大学に対して、チャリティの登録免除の位置付けを行い、それ以降、大

学は “Exempt Charity”という扱いであった。ところが、2010－2011 年度の財務諸表か

ら、例えばケンブリッジ大学では「公益に関する報告書」を大学のミッション・研究・

教育について、大学の公益性の視点から公表する文面を含めている。 

 

４．まとめ 

 イギリスの高等教育機関は、長い伝統と歴史を持つ独特の組織であるにも関わらず、

1990 年以降の国全体におけるコーポレートガバナンス改革の影響を受けてきた。 

                                                   
3各機関の報告書は、HEFCE が提案する BUFDG の報告書のひな形等を参照しながら、必

要な情報を公表していることが重要なため、報告書タイトルや区分は厳格な既定がなく自

由な設定で問題ない。 
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本研究から、この約 10 年間で民間の営利企業と同様の概念が反映され、財務諸表の中

にコーポレートガバナンスに関連する報告書が追加される形で、現在のディスクロージャ

ーが行われていることが明らかになった。 

 追加された報告書のうち、機関の公益性を証明するための「公益に関する報告書」は、

社会における高等教育機関の立場や役割を明らかにするために重要なアカウンタビリティ

ーの手段であり、チャリティの歴史の深いイギリスに特化した報告書でもある。 

 財務諸表の特徴として、今後注目したいのは、2010 年の Circular Letter で 2011-12 年

度の財務諸表のディスクロージャーに関して、「ゴーイングコンサーンの観点が新たに加え

られた点である。ゴーイングコンサーンは民間企業では当然の原則であるが、この概念が

高等教育機関にも適用され、財務諸表にも反映されることは、高等教育機関に求められる

ディスクロージャーの内容は引き続き民間企業と同じ方向性を辿る可能性が高いことが伺

える。また、高等教育機関のコーポレートガバナンスを強化することにもつながる。 

 本研究は、イギリスの高等教育機関の公表する財務諸表に関して極めて限定的で簡単で

はあるが、コーポレートガバナンスの影響を確認し、関連する情報源を確認することがで

きた。しかし、Accounts Letter から引き出した情報も一部に留まり、コーポレートガバ

ナンスのあり方を特徴づけるためのガバニングボードや監査、報酬に触れることができな

かった。また、実際のガバナンスとマネジメントの変化は、それぞれの報告書の記載内容

を検討し、また、それに合わせた実務の調査が必要であるため今後の課題とする。 

 HEFCE はコーポレートガバナンスの概念を重要視する過程で、同様にリスクマネジメ

ントについても財務諸表で公表を求めており、前章で述べたとおり、内部統制報告書に含

まれることとなっている。イギリスの高等教育機関では、リスクマネジメントが既に実務

的にも発展を見せており、一定の蓄積がある。コーポレートガバナンスの発展形態として

のリスクマネジメントについても、HEFCE によるリスクマネジメントガイダンスを材料

に、ディスクロージャーの内容も合わせて明らかにする必要がある。 
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SNS を利用した教育・学生支援の問題点 

 

染岡慎一 

 

インターネットをインフラとして使用する情報サービスは、1990 年代の WWW、Web

ページの使用から始まった。 

当時、一般ユーザが利用できた帯域は 64Kbps から 120Kbps の低帯域が主流であ

り、文字ベースのコミュニケーションが主流であった。1995 年以降、個々人の PC

にインターネットアクセス環境が実装されるようになり、PCのブラウザで Webペー

ジにアクセスできる利用者は年々増加したが、一方、発信者側はサーバを自ら維持

管理する必要があり、その数も限られていた。インターネット上の Webサーバを利

用して情報発信行うためにはコンテンツ作成のために HTML を使用する必要があっ

たが、HTML で Web ページを制作できる人材も限られており、発信者養成のために

HTMLそのものを教える授業が主流であった。当時の情報教育はインターネットに情

報を載せる技術そのものが主要な教育内容であり、載せるコンテンツまで教育内容

に含める事はなかった。 

 2000 年代に入ると、HTML を知らなくても情報発信が出来るサービスが提供され

るようになり、代表的なサービスとしてブログが流行した。この頃から web2.0 と

呼ばれる誰もが気軽にインターネットの情報発信者となれる時代が到来した。また、

スチール写真が従来のフィルムからデジタルに移行し、コンテンツに写真を手軽に

加える事ができるようになった事もあり、発信する情報の選択肢が広がった。 

このような背景の中、さらに、特定ユーザ間で気軽に、かつ広範に情報交換が出

来る SNS が充実し、日本においても Mixi 等の様々な SNS サービスが提供されるよ

うになった。 

当初は PC によるサービスの利用が主流であったが、携帯電話(ガラケー)により

気軽に読み書きができるしくみも整備され、多くのユーザが情報発信を楽しむこと

ができる時代が到来した。 

 2010 年代に入る頃から、iPhone を始めとするスマートフォンが急速に普及し、

短文の「つぶやき」をやりとりするとともに、「フォロー」機能を装備し気軽に「友

達」の輪を広げることができるツイッター等のサービスが流行した。 

さらに、2011 年、アラブの春をもたらした実名主義の facebook が、日本におい

ても流行し始めている。学生の活用についても、2012年は SNS就活元年と言われる

ように、SNS の利用を前提とする活動も本格化すると考えられる。本報告では、最

近の SNS、クラウドサービスを使用した学生支援について、実践事例を中心に報告

する。 
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1.学科オリジナルページ(ブログ)の運用 

 安田女子大学の Web サイトは、1994 年にテストページが開設され、1997 年から

は大学公式サイトとして運用されるようになった。運用と情報発信の形態は当時か

らあまり変化していないが、1997 年頃より、固定コンテンツ中心の大学公式サイト

と、ニュース中心の動的コンテンツ中心の学科オリジナルサイトの２部構成となり、

最新の情報も提供されるようになった。 

現代ビジネス学科オリジナルサイトは、学科創設時から運用を開始し、学科の最

新ニュースを閲覧者にダイレクトに届ける事を目的としている。 

今日、学外の高校生、保護者や高校教員のみならず、学内の学生、教職員にも学

科の活動内容を周知する機能も果たしており、イベントスケジュールや、サイトの

更新頻度にもよるが、1ヶ月の学外アクセス回数が 1千を超える月も少なくない。 

 学科に所属する学生は自分がかかわらない行事・活動について全く知らないまま

で過ごしてしまい、就活等実際には直接自分と関係があっても、知らなかったとい

う理由でチャンスを逃してしまうという場合も少なくない。学科オリジナルページ

は高校生等をターゲットとして学科の活動を伝える目的で運用しているが、学科全

体の動きをこのサイトを通して把握する学生も少なくないと考えられる。 

 このサイトはブログと同様の使われ方をしているが、 html でページを直接編集

する方式であるため、編集担当者が限られる他、大学内のサイトを使用しているた

め更新から公開まで数時間から、数日程度のタイムラグが生じる点が問題である。 

 

2.twitterの運用 

 2010年 1月より、genb_nowという学科の内容を発信するツイッターを開設した。

運用の目的は「就活支援」である。フォローしあうことによって成立する twitter

双方向コミュニケーションよりも、情報伝達を主眼とした運用を重視し、フォロー

は原則受け付けるが、こちらからのフォローは必要最低限としている。 

 開設後ほぼ１年を経過した 2012 年１月６日現在、ツィート数 706、フォロワー数

173 である。フォロワーのプロフィールを分析した結果、173 名のフォロアーのう

ち 100名あまりが現代ビジネス学科の学生であると推測される。 

ツイッターは発言の文字数に制限があるため、詳細な内容は参照によって伝達せ

ざるを得ないが、一方、情報の受信の負担が軽いため、気軽に広く情報を伝達する

事が可能である。特にスマートフォンやガラ携環境で使用する場合、小さな画面に

限られた文字数が適しているため、いつでも、どこでも情報を送受信できるモバイ

ル利用に適している。発信者側から見ても情報の追加を簡単に、リアルタイムに行

う事が可能である。 

genb_now では主に就活支援情報を中心に学科トピックス(速報版)を一部織り交
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ぜながら情報発信を行っている。特に就活支援情報のツィートはタイムリーに俊足

にできるためいつでもどこでも情報を受信できる受信者にとっての特性も加わり、

情報の鮮度が高い情報を随時届ける事ができるツールである。 

 筆者は、さらにツイッターを課題提示で利用する試みも行った(some127)。学生

が複数会場に分散して実習が行われる授業であったが、課題の追加修正ばかりでな

く、授業進行にかかわる情報を随時ツィートできるため、課題提示だけでなく授業

支援システムとして利用可能である。 

 2012年１月現在、学生の多くがツィターをコミュニケーションツールとして利用

しており、genb_now には高校生のフォロワーも現れるようになった。 

 

3.facebookの運用 

 2010年、「アラブの春」をもたらすきっかけとなった facebbokが世界的な注目を

集め、日本においても急速に登録者が増加した。 

筆者は現代ビジネス学科のウォールを 2010 年７月 20日に試験的に設置した。こ

のウォールは主に広報用に使用する目的で設置し、基本的には学科オリジナルペー

ジに掲載した内容を写真 1枚を添えてそのまま転記することによって運用を行って

いる。 

 facebook ページとして新規開設したウォールは独自ドメイン名を取得する事に

よって従来の Webサイト(の一部)と同じ機能を果たすことができる。2012年 2月現

在、facebook 内に yenbi というページを設けており、学科オリジナルページとほ

ぼ同じ内容ものニュースを更新と同じタイミングで掲載している。 

Facebook ページはそのまま携帯サイト(スマートフォン用ページ)として運用で

きるため、もともと携帯アクセス機能を持っていない学科ページの機能補完を簡単

に実現する事が可能であった。 

 通常の Webページでもアクセスログを解析する事によってアクセス者の状況をあ

る程度は推測する事が可能であり、学科オリジナルページでもアクセス情報の解析

は常時行っている。一方、アクセスログ得られる情報は頻度やアクセス場所・環境

に関する情報のみであり、誰がアクセスしているかという情報を知ることは物理的

に不可能であった。 

一方、facebook は、利用者の情報が実名主義であるため、ページの購読者の情報

を詳細に分析する事が可能である。特に、アクセス者がそのページにアクセスした

かの情報だけでなく、「いいね!」を押した等のリアクション情報を分析する事が可

能である。2012 年 2月現在の購読者のプロフィールは図 1の通りである。 
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図 1 現代ビジネス学科ページに「いいね」を押したユーザのプロフィール. 

 

現状では購読者の多くが現代ビジネス学科の学生であり、卒業生、教員も加わって

いる。 

日本においては今現在、高校生の Facebook アカウント保持者、利用者は少ない

と考えられるが、主要大学が facebook 内に公式ページを設け始めており、就活利

用同様、数年のうちに高校生向きの広報や、入試への応用の事例が出てくる可能性

も考えられる。 

 学生の就活利用ついては、各種ナビサイトやの登録者への情報提供や、企業その

ものが募集に利用する事例も見られるようになった。2012 年は就活が本格化した 3

年生を中心に登録者が急増し、他の学年にも利用者が拡大している。 

 

4.学生の SNS 利用の問題点 

 学生の SNS 利用は、従来から Mixi が主流であった。mixi は、友達間のコミュニ

ケーションが前提であり、ニックネームをベースとしたコミュニケーションである

が、友達間では実名と同じ利用が前提である一方で、友達の友達という間接的なつ

ながりで書き込みが広範囲に伝搬する面もあり、友達間という気楽な前提の書き込

みが思わぬトラブルに発展する場合もある。 

 特に facebook との連動設定が簡単にできるため、友達内だと思っていた気楽な

書き込みが自分の履歴書とも言える facebook のウォールに掲載され、実名付きで
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公開された状態のままになる事例が本学学生の中にも確認されている。 

 twitter も学生間の気軽な情報交換ツールとして 2010 年頃から利用者が増えてき

た。144 文字以内のコミュニケーションであるが、スマートフォンの普及期と重な

り、本来の記録機能に加えて気軽なメッセージ交換ツールとして学生のユーザも多

い。こちらも友達間の気軽な書き込みのつもりが、facebook との連動によりその書

き込みが実名とともに当人のウォールに公開される事もある。 

 2011 年からの就活は、facebook 元年と言われるように、facebook の利用を前提

とする説明会登録、エントリーが増えており、学生(3 年生)が続々と利用を始めてい

る他、他の学年も新たなコミュニケーションツールとして登録を始めている。一方

で実名と匿名の理解も不十分なまま、無防備に書き込みを始める学生も少なくなく、

他の SNS も含めた、書き込みの影響の正しい認識とを醸成するとともに、個人情

報の管理、サイバースペースの安全確保まで含めた総合的な情報教育の体制を整え

る必要がある。 

2012 年 2 月現在、Twitter や facebook 等の SNS はスマートフォンの急速な普及

に呼応して本学の学生の間でも急速に利用者が増えている。これらのツールは単に

コミュニケーションツールであるばかりでなく、facebook のタイムライン機能は本

人の公式活動記録となり、ポートフォリオとして有効活用できる可能性も秘めてい

る。一方、使い方を誤れば本人にとってネガティブな結果をもたらすこともあり、

友達同士の気軽なコミュニケーションツールと、当人のオフィシャルポートフォリ

オとの線引きを正しく行う力を学生に保障する必要がある。 
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医療機関の事業再構築 

 

松藤 賢二郎 

はじめに 

公的病院と比した場合での民間病院の運営体制やそれに起因した問題の特集性・重大性

に鑑みるならば、①民間病院が自らの経営能力を向上させていくこと、②また民間病院の

経営の限界ないし市場の失敗を補完する政策的な支援体制を整備していくこと、の二つの

視点での政策的課題が設定されるべきである。前者の民間病院が自らの経営能力を向上さ

せていくことについて、経営破綻を回避すべく事前の是正措置として、病院事業の再構築

についての意思決定の是非を考察する。戦略的経営の思考フレームを病院経営に適用して

検討し、意思決定ガイドラインとして提示したい。 

なお、本稿で言う「経営破綻」とは、債務超過による倒産や医師・看護師不足による閉

鎖、あるいはその他の諸要因によって、医療機関としての医療提供機能が遂行できなくな

った状態である。経営危機とは、既存の財務体質や経営体制、あるいは医療資源の枯渇、

収支状況では、高い確率で直近に経営破綻に陥りかねない状態である。 

 

1．事業再構築の意思決定ガイドライン 

経営破綻の事前回避 

 国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を守るためには、国や地方に社会福

祉・社会保障の一環として、地域の医療提供体制を継続的に整備していくべき責務がある。

病院の経営破綻に関しては、破綻に伴う地域医療への甚大な影響を最小限に止めるための

予防的措置を講じる必要がある。医療計画に基づく病床規制や診療報酬の改定による政策

的誘導など、病院経営に関連する間接的介入だけでなく、病院施設の経営破綻が地域医療

にもたらす影響の重大性に鑑みるならば、より踏み込んだ形での直接的介入を進めるべき

である。 

ただし、それら最終的な公的介入に及ぶ前提として、病院組織自らで十分な自助努力が

尽くされなければならない。あらゆる病院が社会資源としての最低限の社会的責任として、

事業の将来性を慎重に検討して、ある程度に経営の限界点を見極めた上での早期の是正措

置が求められる。すなわち、経営破綻によって、地域の医療提供体制が崩壊することを事

前回避する高度な戦略的対応が求められるべきである。 

自治体病院やその他公的病院に関しては、総務省が策定した「公立病院改革ガイドライ

ン」に従って、経営再建や統廃合が活発に行われ、診療科の再編から民間譲渡に至るまで、

経営破綻を回避し最低限の医療提供機能を保護する様々な予防的措置が推進されつつある。

しかしながら、昨今の情勢をみる限り、依然として十分な予防的措置がとられているとは

限らないし、予防的措置が経営再建や統廃合が進められる過程で地域の医療提供体制に甚

大な被害や地域社会の混乱を招いている事案も尐なくない。むしろ、運営主体の自治体や
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政府の財政上の問題が急激な勢いで深刻度を増している為、十分な予防的措置が講ぜられ

る前に、公的病院の経営破綻が余儀なくされている事案さえある。 

一方、民間病院に関しては、経営の意思決定に高度な自由が許容されている。政府や自

治体が民間医療機関の自律的な経営に対して積極的に介入することができない。すなわち、

公的病院のように自由意思に基づく自律的な経営を統制下に置くことができない。それ故、

民間病院は、政府の医療政策や都道府県単位で策定される医療計画の目論見通りの経営行

動を展開するとは限らない。民間病院にとって、政策転換や行政指導あるいは制度は、経

営の意思決定を図る上での選択肢の制約要因の部分的側面でしかない。究極的には、自院

の存続・発展を至上主義とする最も合理的な経営行動が展開される。その結果、重大なこ

とに民間病院の中には、先述した経営破綻に陥った病院の経営動向で考察したように、事

業の継続性や将来性に重大な問題があるにもかかわらず、たとえば銀行ローンの担保価値

を超えた融資など、資金の調達が可能である限り、経営破綻に陥った場合の地域医療への

影響を最小化する手立てや経営破綻を事前に回避する予防的措置が想定されていない事案

さえあった。 

そこで、民間病院も、地域の医療提供体制の一翼を担う重要な組織として、その経営の

自律性について、地域医療提供体制の維持・存続を目的に何らかの形で公権力の介入によ

る一定の制限が加えられるべきであろう。金融システムにおける銀行業が公共性・公益性

の観点から、経営の自由に一定の制限が加えられ、政府から一定の統制を免れ得ないのと

同様、民間の医療機関についても、社会保障機能を遂行する一機関として、その公益性・

公共性が強調されるべきである。同時に、社会資源として医師や看護師などの人的資源を

も含めて、ある程度に保護されるべきであろう。2008 年度の医療法改正において、医療法

人制度改革が行われ、以上のような公益性・公共性を強化した民間病院の存続を経営形態

として支援する方策が打ち出されてはいる。既存の特定医療法人や特別医療法人に代わる

ものとして、「社会医療法人」（表 4）が創設され、公益性の高い民間病院が公共性の高い施

設としての医療提供機能を発揮できるような経営上の優遇策が図られつつある。しかしな

がら、次節以降で詳述するが、医業実績における認定基準などが高水準に設定されている

ため、本稿で想定されるような中小の民間病院では、到底達成することができないし、何

よりも経営形態の見直しだけでは、経営の意思決定の選択肢が増えるとしても、実質的な

経営支援には直結するものではない。 

いずれにしても、現行の制度や医療政策では、その政策的対応の限界の下、民間病院が

自ら組織の社会的使命を再認識して、経営破綻を回避する予防的措置として、経営戦略の

転換を主体的に図っていく必要がある。次章にて詳述するが、2006 年度の診療報酬マイナ

ス改定以降、急速に多くの医療機関で医業収支が悪化したのを契機にして、全国的に過半

の民間病院が改めて施設・組織の効果的な経営を意識せざるを得なくなっており、まさに

経営戦略の転換を志向せざるを得ない事態となっている。 

とは言え、所有と経営の分離が進んでおらず、出来高払いの診療報酬の下で運営を行っ
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てきた民間病院が、一転して組織の維持・存続を果たし、社会的使命を遂行していくため

に高度な戦略的経営の実践を要求されても、相当な限界がある。現在の医療法人制度では、

医師として病院経営に長けた専門経営者を外部から調達する以外、組織独自に一朝一夕で

経営管理能力や経営ノウハウを内部で養成できるものではない。特に、中小規模の民間病

院では、平均的に人件費が総費用 50％弱を占め、医師や看護師など医療資源を確保するた

めに今後も多くの予算を投じなければならない状況では、高度な経営能力と経験を有する

医師を外部から調達できるとは考えにくい。また、資金に余力のある一部の民間病院や大

規模な民間病院では、外部の経営コンサルタントなどを活用することによって、経営能力

を部分的に補強することができているが、近年の「病院経営実態調査」によると、特に一

般病床 300 床未満の民間病院では、収益・費用構造に見て、経営能力に関して外部資源を

活用できる余裕があるとは到底考えられない。 

多くの民間病院でも、自治体病院やその他公的病院と同様に、診療報酬のマイナス改定

に見られる医療費適正化政策が急速に進められる中で、いかにして経営の立て直しを図る

べきか、多くが混乱した状態にあると言えよう。そのような病院の個別な経営事情につい

ては、千差万別であり、一様に政策や制度の再設計では対応し尽くし難い。したがって、

民間病院には、事業を立て直すための何がしかのガイドラインが示された上で、各機関で

適切な経営の意思決定が図られるように支援されるべきであろうと考える。 

 

表 1 医療法人制度改革 

医療法人（財団または社団） 社会医療法人
・自己資本比率20％以上 ・役員数（理事6人、監事2人以上）
・役員数（理事3人、監事1人以上） ・同族役員3分の1以下
・理事長（原則医師または歯科医師） ・利益分配の制限

・社会保険診療や助産など一定の収入が
全収入の8割を超える
・公募債の発行が可能
・残余財産の帰属先：国、地方公共団
体、その他医療法人（個人を除外）
・5事業の実績（※表5）

法人税率 30%
22%または非課税（条件によりその他、
固定資産税の非課税など優遇あり）

収益業務の可否 丌可 可能
・ケアハウスの設置・運営、保育所など
通所施設の設置・運営

・同左

・デイサービスセンターなど通所施設の
設置・運営

・知的障害児施設など児童施設の設置・
運営
・身体障害者療護施設など障害者の入所
施設の設置・運営

作成書類
財産目録、貸借対照表、損益計算書、事
業報告書、監査報告書

財産目録、貸借対照表、損益計算書、事
業報告書、監査報告書（監事・公認会
計士等）

閲覧対象者 債権者、社員および評議員 一般

その他
特定・特別医療法人は平成24年度までに
廃止

自治体病院の受け皿として規模拡大に優
遇

要件

付帯業務の幅

 

出典：厚生労働省「医療法人制度改革」（2007年 4月） 
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表 2 社会医療法人の認定要件（5事業の実績基準） 

認定要件の実績基準

救急医療
・時間外、休日、深夜の加算を算定した初診の件数÷初診の件数＝時間外等≧0.2
・夜間等救急自動車等搬送件数≧750
・時間外での精神疾患の診療件数≧精神科救急医療圏の人口÷1万人×7.5

災害医療

・時間外等加算割合≧0.16か夜間等救急自動車等搬送件数≧600
・前会計年度に都道府県が行う防災訓練などに参加

・都道府県や国からの災害派遣医療チームの派遣要請を正当な理由以外で拒否した
ことがない

へき地医療 ・へき地病院の場合、前会計年度の医師の延べ派遣日数≧53日か巟回診療日数53日

周産期医療
・分娩実施件数≧500
・母体搬送受け入れ件数≧10
・過去3年間のハイリスク分娩管理加算の算定件数≧3

小児医療
・過去3年間の6歳未満の乳幼児に対する初診加算算定件数の内、時間外などに行っ
た場合の加算算定件数の割合≧0.2  

出典：厚生労働省「医療法人制度改革」（2007年 4月） 

 

・経営環境の分析 

以上のような問題意識に基づいて、現状で民間病院が主体的に地域医療への影響を考慮

した自律的な経営行動の範囲内で講ずべき措置として、率先して事業再構築を図っていく

ことが不可欠である。また、事業再構築を図る上での選択肢とともに、意思決定を図る上

で参照とすべき要素を明らかにすることによって、民間病院が事業再構築を図る上でのガ

イドラインとして提示する。 

 まず、ここで言う民間病院における事業再構築とは、これまでのような医療政策の転換

に対応した業務内容の修正的な事業変革ではなく、組織の存在意義や事業目的をも問い直

ことからはじめるべき根本的な構造改革である。医療機関自らが、短期的・中長期的視点

に立って、組織の特性を理解し、事業の継続性や将来性を慎重に分析し、経営の限界を見

極めた上での事業の見直しと事業計画の再設計を図ることである。定義すれば、「経営環境

の変化に対応して、組織自らが環境適応を図るべく、事業構造や組織構造、財務構造や収

益構造など、既存の経営管理体制を根本的に見直し、組織を存続させていく経営戦略の抜

本的な方針転換」である。したがって、病院全体にかかわる構造改革と捉えた上での経営

戦略の策定が必要となってくる。 

 昨今の民間病院の倒産事例に見ると、違法行為などの特殊事例や診療報酬の改定などの

制度的・構造的な要因による事例を除けば、その多くの事例が多額の負債によって経営破

綻を招いている。そして、大半の失敗要因として、設備・施設への投資計画の見込み違い、

競合の進展に伴う患者数の減尐など、経営計画の見通しの甘さや規模に不適切な事業展開

などが指摘される。特に、高額医療機器の設置導入などの設備投資や老朽化に伴う施設改

修などについては、競合施設や患者の動向を踏まえて、中長期的な視点で資金の回収目途

や採算見通しなどの試算が適切に行われ、病院全体の経営計画に合致した適切な投資であ
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れば、経営破綻に陥る決定的な失敗要因とはならなかったはずである。尐なからず、経営

環境の変化に対する認識、将来性の見極めの不適切さ、といった経営環境を分析する能力

が欠落している側面もうかがえる。これらの戦略策定における環境認識の齟齬や不完全性

は、病院全体の経営計画の有効性を低下させるばかりか、新たなコストドライバーを抱え

込むこととなり、中核業務の医業収益を圧迫し、ひいては病院全体の収支バランスを崩壊

させかねない。 

 したがって、事業再構築を図る第一歩は、病院としての社会的使命や事業目的を設定共

有し、地域において自院が今後どのような医療提供機能を担っていくべきか、組織の存在

意義とともにビジョンを創造することである。そして、それらの経営理念や組織目的を踏

まえて、事業適正規模に沿った組織内外の環境分析を行い、最適な経営体制を構築してい

くことが重要である。図 1 に示すように、事業再構築は、財務基盤を中心とした改革でな

く、経営方針の転換を基点とした変革から着手すべきである。事業再構築を図るべきかの

是非を意思決定し、的確に組織内外の現在および将来の経営環境の変化を見極めていくこ

とである。 

 

図 1 経営戦略の策定フロー 

外部環境分析

基本理念共有

ビジョン策定

①環境分析

仕組み構築

統合分析
内部環境分析

病院戦略策定

②ドメイン設定

③戦略策定
事業戦略策定

 

 

 図 1における①環境分析については、SWOT分析1を活用して、組織内外の環境をミクロ・

                                                   
1 「SWOT 分析」とは、組織内外の経営環境をマクロ・ミクロの視点で分析する思考フレ

ーム。組織が有する「強み」（Strengths）・「弱み」（Weaknesses）、組織外部に存在する事

業機会（Opportunities）・脅威（Threats）の四つの要因を明らかにし、戦略策定の素地と

なる経営環境を把握することができる。 
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マクロの視点で緻密に把握していくことで対応できる。一般企業で活用されている本フレ

ームを民間病院の経営活動に当てはめて検討すると、図 2 のように民間病院の経営環境の

全体像を概観できる。SWOT 分析を通じて、民間病院個々が置かれている組織内外の現状及

び将来性について、静態的・動態的に正確に把握することができ、経営戦略や中長期的な

経営計画を立てていく上で考慮すべき重要な要素を検討することができる。特に、業界再

編が急速に進みつつあることや、医師・看護師不足という深刻な資源の制約条件があるこ

とから、民間病院でも、 “選択と集中”を図っていくことで医療資源を効率的に活用でき

る事業体制へと再構築し、業界で生き残っていくことを第一義にせざるを得ない。 

 

図 2 SWOT 分析の全体像 

医療機関
・独自能力
　　財務上の 強み（S）
　　経営管理上の 弱み（W）
　　機能上の
　　組織上の 内的要因
・評判
・歴史
→VRIO分析(図7)

業界構造
・市場規模
・魅力度
・競合医療機関の
　　戦略
　　組織能力 機会（O）
　　意図や方針 脅威（T）
→5F分析(図8)

外的要因
マクロ環境

・医療政策、財政
・経済情勢
・社会情勢
・医療技術
→PEST分析(図9)

経営環境における医療
機関の現状及び将来性

 

 

民間病院に限らず、医療機関においては、医師・看護師を中心とした人的資源の質が、

事業価値の創造主体として決定的に重要な要素であるため、図 3に示す VRIO 分析2などの思

考フレームなどを活用して組織内部の資源特性を把握することも必要である。ただし、資

源としては、人的なものに限らず、先端医療機器などの設備や併設している介護施設など

附帯業務に関連した資源なども含まれ、他の病院との差別的な能力に着目するだけでなく、

その資源を維持していく上でのコストなど、収益性や採算性にも着目して評価しなければ

                                                   
2 「VRIO 分析」とは、組織が有している資源の価値（Value）、希尐性（Rareness）、模倣

困難性（Imitability）、組織能力（Organization）を分析し、資源での競争優位性を評価す

る思考フレーム。 
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ならない。この分析を通じて、現在確保している資源、もしくは今後に形成あるいは確保

していくことが望まれる資源を明確に規定し、競合を前提にした医療機関としての組織能

力を見極めていくことが可能となる。資源の側面から、地域において果たすことができる

医療提供機能を認識して事業基盤を整備することができれば、逆に競合状況などから、資

源の集約を図って医療提供機能を限定した事業縮小を検討することも可能である。持続的

な競争優位性を持つ資源が活用できる分野では、さらなる競争力の強化を図り、組織能力

として医業収益の向上に繋げていくことが求められる。一方、競争劣位にある資源では、

他の医療機関との連携や埋没費用（サンクコスト）などの回収見通しなどを踏まえて、組

織内外に影響の尐ない形での集約化を図っていくことが求められる。すなわち、事業が有

する弱みから早期に撤退し、事業が有する「強み」であるコア・コンピタンスに資源を集

中して収益性の向上を指向することが求められる。ただし、医療の固有性および地域にお

ける当該病院に期待されている医療提供機能など、公益性および公共性を損ねないか、社

会資源としての医療機関をも考慮した複眼的視点で評価すべきである。 

 

図 3 病院事業の VRIO分析 

1
競争劣位
（弱み）

2

3
NO  

YES 

4
NO  

YES 

NO

医業収益の悪化
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Value

医療資源の模倣困難性

組織能力

NO

YES

優
位
性

競争均衡

一時的な競争優位

医業収益の向上

維持的な競争優位

医療資源の希少性
Rareness

Inimitability

Organization

YES

 

 

また、外部の経営環境を把握する視点として、現在の業界構造を分析し、病院経営に直

接・間接に何らかの影響を及ぼしている要素を見極めていくことも、戦略展開における制

約要因を把握する上で重要である。5F分析3による事業構造分析フレームを応用して、病院

を中心にして医療業界を俯瞰すると、図 4 に示すような業界構造が想定される。それぞれ

                                                   
3 「5F 分析」とは、マイケル・E・ポーター（Michael・E・Porter）が示した、組織およ

び事業を取り巻く業界構造を把握するための思考フレーム。業界内の競争に影響を与える

要因を 5 つに分類し、それぞれの力の強さや関係性を分析することで、業界構造の特徴を

明らかにすることができる。 



 65 

の勢力によって交渉力に程度の差があるが、既存の病院経営に対しては、新規参入、供給

業者、代替品・サービス、患者の 4 つの勢力が顕在的・潜在的に絶えず影響を及ぼし、既

存の病院の競合関係を含めた 5 つの勢力の関係性によって業界構造が構築されている。勢

力としては、競合する医療機関や患者の存在だけでなく、人的資源の供給元である医学部、

物的資源の供給元である医薬関連業者（業務委託先も含む）なども供給業者として、また

介護療養型病床では、在宅介護支援やデイケアなどが代替品・サービスとして影響を及ぼ

している。患者については、医療における情報の非対称性が緩和され患者の権利がより守

られることは、患者の交渉力を拡大し、病院経営に対する影響力を増幅させることとして

作用する。5F 分析によって、勢力間の構造的な関係性、参入障壁や撤退障壁など、医療の

特殊性に起因した問題が、民間病院の事業戦略および病院全体の戦略展開に及ぼしている

制約が明らかになり、現段階での業界構造を把握することが可能となる。 

 

図 4 医療機関の業界構造分析（5F分析） 

供給業者（医学部、医薬関連業者など）
売り手の交渉力の決定要因：
・スイッチング・コスト

・資源の差別化

・売り手の集中度

・代替資源の有無

・売り手にとってのボリュームの重要性

・資源がコストや差別化に及ぼす影響

・業者による川上・川下統合の脅威

・業界の総仕入れ量に対するコスト

新規参入 業界内の競合施設 代替品・サービス
参入障壁： 敵対関係の決定要因： 代替品の脅威の決定要因：
・規模の経済 ・業界の成長性 ・代替品の相対的価格性能

・ブランドアイデンティティ ・業界内の集中度とバランス ・スイッチング・コスト

・必要資金額 ・固定貹用と付加価値 ・代替品に対する買い手の傾向

・専有的製品との差別化 ・断続的な過剰設備

・スイッチングコスト ・サービスの差別化

・流通チャネルの確保 ・ブランド・エクイティ

・特異な学習曲線 ・スイッチング・コスト

・必要資源の入手 ・情報の複雑性

・低コスト製品設計 ・競争相手の多様性

・政府の政策 ・組織目的

・予想される報復措置 ・撤退障壁

患者
患者の交渉力の決定要因：
・患者の集中度

・患者の受療頻度

・スイッチング・コスト

・患者の情報

・患者の利益

・代替品の有無

・需要の低迷

・価格感応度

・価格と総購入量

・製品の差別化

・ブランド・エクイティ

・川上統合の可能性

・品質・性能への影響

・意思決定者の動機  
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 その他、マクロの外部環境を分析する思考フレームとして、図 5に示す PEST分析4を活用

して、中長期的な視点で経営環境を分析することも重要である。特に、近年の大幅な医療

法改正や都道府県単位での医療計画の策定という政策転換が病院経営に甚大なる影響を及

ぼしており、今後はさらなる医療費適正化政策が推進され、医療法人制度改革などの経営

形態など、病院の経営形態に根本的変革を余儀なくされることも推測される。すなわち、

民間病院にとっては、機会や脅威といった戦略転換を迫る重大な要素が環境変化によって

数多くもたらされることが想定され、時宜を得た戦略的対応を図っていくことが組織存続

に重要な課題となる。したがって、直近の環境変化の動向だけでなく、3～5 年の中期的な

視点、あるいは 5～10年の長期的視点の時間的な幅を考慮して、適切に外部環境を分析し、

組織の将来性に影響を与えうる要因や傾向を見極めていくことが重要であると考えられる。 

 

図 5 医療における PEST 分析 

・法律（規制・税制・補助金など）
・政府や厚生労働省の動向、医療政策
・地域医療計画
・政治団体の圧力など
・景気、物価、失業率の動向
・為替、金利、株価の動向
・業界構造の変化
・受療行動の傾向
・社会問題、事件、自然災害等
・人口構成、出生率の動向等
・ライフスタイル、価値観の変化等
・訴訟問題のトレンドの動向
・医療技術の革新
・特許の動向
・研究機関の研究テーマのトレンド等
・関連技術、代替技術の動向

Politics
（政治）

Economics
（経済）

Society
（社会）

Technology
（技術）

 

 

 以上、事業再構築の準備過程として、個々の民間病院が医療機関として、組織内外の経

営環境を的確に分析する手法を紹介した。そして、事業再構築の戦略策定においては、二

つの視点と予算統制システムの構築が不可欠である。 

 前者の戦略策定における二つの視点とは、①戦略オプションの設定、②シナリオ・プラ

ンニング、である。①の戦略オプションの設定とは、事業再構築を戦略的に進めていく上

での 2～3の選択肢を用意しておくことである。刻一刻と経営環境が変貌する状況では、経

営戦略の意思決定を行って実行に移る僅かな期間でさえ、戦略案の細かな修正が必要な場

合があろうし、また状況が一変した場合には、改めて大幅な見直しを行わなければならな

                                                   
4 「PEST 分析」とは、政治（Politics）、経済（Economics）、社会（Society）、技術（Technology）

の四つの視点でマクロ環境を網羅的に見ていくための思考フレーム。4 つの視点で外部環境

に潜むにプラスないしマイナスのインパクトを与え得る要因を整理し、その短期あるいは

中長期的な影響度を評価していく。 
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い。本稿で考察対象とする中小規模の民間病院では、500床以上の大規模病院や他産業の上

場企業と比すれば、機敏な対応が可能であろうが、実態として経営者としてのスキルやノ

ウハウを修得してきていない理事長によって、その多くが運営されていることに鑑みれば、

戦略策定―戦略遂行のタイムラグに備えて選択肢を事前に用意しておくことが有効である

と考えられる。 

②のシナリオ・プランニングとは、戦略を遂行していく過程で想定されるリスクを想定

して、事前に対策を練り不確実性に対応できるようにすることで、危機管理能力を向上さ

せる手法である。次の 4 つのステップから構成され、将来起こりうる変化要因とそれに対

応した戦略オプションを準備することのシミュレーションによって戦略の有効性を高めら

れる。特に、近年に激しい経営環境の変化を経験してきた病院経営については、不確実性

が高水準であったことから、これらの二つの視点を組み込んだ戦略策定を行うことが望ま

しいと考えられる。 

 

(1)情報収集とドライビングフォースの抽出 

経営環境の変化動向をとらえるための情報を収集し、その中から経営戦略に影響を与える

主要な変化要因（ドライビングフォース）を抽出  

 

(2)シナリオ軸の決定 

ドライビングフォースの中から、特に重要性が高く、不確実性が高いものをシナリオの骨

格となる鍵となる変化要因（キードライビングフォース）として抽出  

 

(3)シナリオ作成 

キードライビングフォースの組み合わせによって複数のシナリオを作成し、それらに対応

した戦略オプションを策定  

 

(4)先行指標の設定と監視 

各シナリオの発生を指し示す先行指標の監視、シナリオに応じた迅速な対応 

 

 他方、後者の予算統制システムとは、目標管理と連動した予算管理体制である。民間企

業では内部統制を行う上で一般的な手法であるが、民間病院では活用されていないか、も

しくは十分に機能していないと推測される。前章にて考察したように民間病院の倒産原因

として、無謀な計画に基づく設備投資や事業の多角化が指摘できた。それらの倒産原因に

鑑みれば、無謀な投資計画や事業多角化を抑制する目的として、年度あるいは月次での予

算統制を行っていくことは、経営の安定性を向上させるために有効であると考えられる。

同時に、幾つかの指標について目標設定し、監視していく計数管理による目標設定と連動

させることによって、経営効率を向上させていくことも期待できる。目標設定の対象とす



 68 

べき具体的な指標としては、表 3 に示すように、収益性・安全性・機能性の観点から、複

数の指標があげられ、健全な収益・費用構造へと改善していくことが求められる。 

 

表 3 中小民間病院（医療法人）の経営管理指標（平均値） 

100～199床 200～299床 100～199床 200～299床 100～199床 200～299床
（病院数） 99 25 232 39 108 34

収益性 医業利益率 2 1 1.9 3.3 5.8 6.9
総資本医業利益率 1.8 2.3 1.7 3.1 5 5.4
経常利益率 2.4 0.9 1.9 2.7 6.3 6.8
償却前医業利益率（補正指標） 5.7 5.1 5.9 7.5 9.9 10.9
病床利用率 78.6 81.1 85.8 87.5 94 93.5
固定貹比率 59.6 61.1 66.1 64.8 67.6 67.8
材料貹比率 22.8 21.6 16.3 16.5 9.3 10.6
医薬品比率 13.2 12.2 9.7 10.1 4.5 4.6
人件貹比率 52.2 53.1 58 56.2 59.1 60.3
委託貹比率 4.5 5 5 5.8 5.8 4.5
設備関係貹比率 6.3 6.8 6.7 7 7.1 6.1
減価償却貹比率 3.6 4.1 4 4.1 4.1 4
経貹比率 9.6 11 10.2 10 10.1 10.1
金利負担率 1.1 1.3 1.4 1.6 1.4 1.3
総資本回転率 110.6 111.9 92.7 97.7 85 79.3
固定資産回転率 198.6 183.9 168 193 157.2 179.3
医師人件貹比率計 - - - - - -
常勤医師人件貹比率 9 10.7 7.5 7.4 6.1 5.6
非常勤医師人件貹比率 - - - - - -
看護師人件貹比率計 - - - - - -
常勤看護師人件貹比率 17.2 17.6 19.3 17.8 18.5 18.2
非常勤看護師人件貹比率 - - - - - -
その他職員人件貹比率計 - - - - - -
常勤その他職員人件貹比率 13.3 12.9 16.8 18.3 20.1 22.3
非常勤その他職員人件貹比率 - - - - - -
常勤医師１人当り人件貹（千円） 17,466 14,819 16,283 15,259 16,086 15,867
常勤看護師１人当り人件貹 4,917 4,709 4,812 4,394 4,928 4,675
職員１人当り人件貹（千円） 6,319 6,210 5,454 5,284 5,072 4,863
職員１人当り医業収益（千円） 12,390 11,938 9,527 9,632 8,657 8,153

安全性 自己資本比率 34.3 29.2 34.6 41.3 43.8 42.6
固定長期適合率 81 92.1 82 75.3 71.8 64.3
借入金比率 42.9 43.4 56.2 60 60.5 57.6
償還期間（年） 12.2 13.4 13.4 12.6 9 9.8
流動比率 326.2 251.1 433.3 345.6 604.1 688.6
１床当り固定資産額（千円） 9,845 10,868 8,062 7,920 6,244 4,975
償却金利前経常利益率（補正指
標）

7.2 6.3 7.3 8.5 11.8 12.1

機能性 平均在院日数（日） 28.1 23.7 95.3 142.9 367.3 382
外来/入院比（倍） 1.8 1.6 1.1 0.7 0.3 0.2
1床当り１日平均入院患者数（人） 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
1床当り１日平均外来患者数（人） 1.4 1.3 0.9 0.6 0.3 0.2
患者１人１日当り入院収益（千
円）

34.9 37.8 22 22.4 17.4 15.8

患者１人1日当り入院収益(室料差
額除）（千円）

33.2 36.3 21.4 22.1 17.1 15.7

外来患者１人１日当り外来収益
（千円）

11 11.1 8 9.8 7 7.4

医師１人当り入院患者数（人） 7.9 6.3 13.6 16.4 25.3 30.4
医師１人当り外来患者数（人） 12.8 9.2 11.8 8.5 6.9 5
看護師１人当り入院患者数（人） 1.4 1.3 2.1 2.4 3.4 3.6
看護師１人当り外来患者数（人） 2.5 2.1 2 1.4 1 0.6
職員１人当り入院患者数（人） 0.7 0.6 0.9 0.9 1.2 1.2
職員１人当り外来患者数（人） 1.1 0.9 0.8 0.6 0.4 0.2

療養型病院ケアミックス病院一般病院

 

出典：厚生労働省「病院経営管理指標」（2006年度） 

 

なお、表 3 に示す経営管理指標は、近年の業界平均値であり、経営改善を行っていく上

でのベンチマークとして、各指標について個々の事情に応じた水準での目標を設定し、各

指標で改善していくことが望まれる。 
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2 戦略的撤退・縮小の戦略 

・撤退障壁 

 事業再構築の主たる目的は、組織が有する資源状況や競合状況などを踏まえて、事業の

全体構造を見直し、事業規模・組織規模を適正化し、中核的・本質的な事業を再活性化し

ていくことである。具体的には、事業の継続性と効率性を向上させるべく、「選択と集中」

によって資源や機会を再配置し、組織の強みや将来性・成長性を強化していくことである。

そのためには、不採算・非効率で将来性や成長性の見込みがない事業から撤退することが

不可欠である。そして、撤退によって生み出された経営資源や機会を、持続的な競争優位

性の創造や新たな事業機会の補足を可能とする事業基盤の整備に投じていく必要がある。

つまり、事業再構築の目的や目標を達成していくためには、効果的な撤退や撤退を指向し

なければならない。 

ただし、撤退を行うにあたっては、それに伴って組織内外で新たに発生しうる問題を想

定し、最終的には病院全体の経営基盤を強化しうる組織内外での様々なバランスを図って

いくことが求められる。組織外部の問題としては、社会資源としての社会的責任を念頭に

おいて、地域医療への影響を勘案した撤退事業の選定や撤退基準、撤退方法など、地域医

療への影響とのバランスを図っていくが重要な課題となる。また、組織内部の問題として

は、たとえば、療養病床に併設して介護施設や回復期リハビリテーション病棟を運営して

いる場合など、連携した医療機能や附帯業務を行っている病院では、事業間の相互関係を

考慮しなければならない。あるいは診療科によっては、不採算・非効率ではあっても、他

の診療科の患者獲得に何らかの形で作用し、病院全体の業績に寄与している場合も考えら

れる。すなわち、事業を選択する過程で撤退・縮小の対象とする事業が他の事業との間で

シナジー（相乗効果）が存在しているならば、病院全体としてかえって集中・強化する事

業の基盤までも揺るがしかねない。また、撤退する個別の事業に将来性や成長性が低いと

しても、現状では十分なキャッシュ・インをもたらしているならば、集中化を図る事業の

キャッシュ・ニーズに応えられなくなる恐れがある。さらには、医療機関のように施設・

設備に多額の投資を要する事業では、十分な投資回収がなされないまま撤退することが、

財務上、不利益になりかねない問題、いわゆるサンク・コスト（埋没費用）の問題もある。

これら想定される撤退障壁を列挙すると、以下のように整理される。 

 

主要な撤退障壁 

・ 社会資源としての公益性・公共性の低下 

・ 事業間シナジーの喪失 

・ 投資資金の回収や機会費用（サンク・コスト） 

・ 既存患者の維持 

・ 経営者の固執 

以上のことから、事業再構築を行っていくには、様々な撤退障壁が存在すること、そし
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て撤退や縮小にもコスト（機会費用も含む）が発生することに留意しなければならない。

それ故、撤退・縮小に関しても、綿密な分析と慎重な計画に基づき病院経営の収益性や安

定性を向上させる戦略的撤退・縮小の戦略が求められる。病院の事業再構築の具体的な方

法としては、主として次の三つの組み合わせが想定される。①病床転換や病床削減、診療

科の改廃などの「撤退・縮小」、②資産・債務の証券化など財務構造改革による「自主再建」、

③M&Aによる「事業譲渡や売却」などによる系列化、などである。 

 

・民間病院の撤退・縮小のパターン 

事業再構築の方針を立て、撤退・縮小を意思決定した場合には、その詳細な手順や方法、

程度として、幾つかのパターンが想定される。撤退には、「消極的撤退」と「積極的撤退」

がある。「消極的撤退」とは、これ以上採算がとれず、シナジー効果も創造できない機能や

事業から撤退せざるを得ない場合の機能や事業規模の適正化である。それに対して、「積極

的撤退」は撤退する機能や事業の有形・無形の資産を売却することによって投資を回収し、

他の有望な機能や事業に改修した資本を再投資し、あるいは経営構造の変革する意図での

撤退であり、医療資源の再配置を意味する。具体的には、これら撤退の 2 つの意図を考慮

して民間病院が取り得る撤退の戦略オプションとしては、以下の表 4 に示すような施設・

設備、スタッフ、患者、そして撤退に伴う経営課題に整理できる。 

 

表 4 民間病院の撤退パターンと医療資源・患者への影響 

撤退方法 施設・設備 スタッフ 患者 その他

任意整理 売却・処分 解雇
強制的に転院・
退院

残余財産の分配

民事再生手続 維持・一部売却 丌透明 維持
再建計画案の債
権者による承認

事業譲渡 所有権移転 丌透明 維持
M＆Aによる系列
化など

診療科廃止 一部遊休 維持・削減
必要な医療の種
類により一部転
院・退院

特定機能への集
中化

病棟閉鎖・病床
廃止

一部遊休・売却 維持・削減 一部転院・退院
無床診療所への
転換、病診連携
など

病床転換 補修・建替 維持・削減
医療の必要度に
より一部転院・
退院

機能転換、新た
な資金調達

病床数削減 一部遊休 維持 維持
病床利用率の改
善  

 

 任意整理は、病院自ら、今後の経営環境の動向から、事業継続が困難であると判断し、

倒産処理する方法である。任意整理は、債権者の同意の上で行われる私的な清算方法であ

り、経営に余力がある早期の段階で能動的に閉鎖することである。なお、法的に行われる

破産手続きは、裁判所の監督の下、強制的に行われる清算処理である。任意整理は、経営
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破綻に陥る事前処理である為、経済的・時間的余裕があり、施設・設備の売却や処分、ス

タッフの再就職先、患者の転院先など、撤退における社会的責任遂行や債務の弁済などに

ついて十分な対応が可能であり、閉鎖に伴う地域への影響を最小化することが出来ると考

えられる。他方、破産については、債務不履行など決定的な経営破綻に陥って閉鎖せざる

を得ない事態であり、破産管財人によって財産の管理が行われるため、経営者の判断や意

思決定の余地が与えられず、処理に伴う経済的・時間的余裕が無い。それ故、スタッフや

患者への閉鎖に伴う対応が十分に行えず、医療資源の分散や医療難民を生み出しかねない。

したがって、民間病院が、社会資源としての最低限の責任を遂行していくためには、その

一環として、事業継続性の限界を見極めて、早期の段階で任意整理の決断をすることも重

要かつ優れた意思決定と言える。  

また、民事再生とは、債務超過または支払不能となる恐れがある場合、銀行などの債権

者との間での合意に基づき作成された再建計画にしたがって、早期に経営再建を図ってい

く法的整理手続きである。再建計画に基づき債権者から債権放棄や減免措置を受けること

が出来るため、財務バランスの改善を行うことができる。ただし、債権者との調整を図っ

た上で再建計画を策定し、裁判所に民事再生法の適用申請を行い認可されなければならな

い為、基本的には債務負担の軽減や切り離しによって再建可能な事業基盤を有している病

院に限定される。 

事業譲渡では、M&A などの手法を活用して、事業や資産の価値が低下する前に処分し、そ

れによって債務の整理や医療機能や医療資源を保全し、病院の存続を図ることである。系

列化によって、資材調達の共同化による規模の経済性の追求（スケールメリット）、経営ノ

ウハウの移転など、経営効率性や経営管理能力の向上を図ることも可能となる。ただし、

売却に伴う施設・設備の所有権の移転や出資構成の変化によって経営権が移転しうるため、

経営の自由度が大きく制限される可能性がある。また、債務整理と併せて、撤退する事業

の条件（スタッフの雇用維持や入院患者の維持など）に見合う買い手を時宜よく見つけ出

すことができるか、強力な仲介者の存在がなければ売却・譲渡の可否そのものも不透明で

ある。M&Aを活用した場合には、表 8に示すような関係者のメリット・デメリットが整理さ

れる。 

近年では、表 6 に示されるように、資金調達力を有する幾つかの大規模病院が、経営破

綻に陥った地方の中小民間病院や廃止される公的病院を、独自の事業価値審査や経営再生

ノウハウなどを活用して、積極的に買収して大規模な病院グループを形成しつつある。多

くの病院グループでは、次節にて詳説するような直接金融を活用した新たな資金調達手段

を活用して、老朽化した施設・設備を改修し、あるいはグループ内での機能連携を強化す

べく病床転換や介護施設の新規併設などの再編を行っている。また、医薬品や医療機器の

一括仕入れによる規模の経済や機能連携を通じた間断の無い患者サービスによる顧客囲い

込みなど、病院グループとしてのメリットをテコにした競争優位性を強化している。一方、

買収される病院については、従事しているスタッフの雇用が維持され、地域への医療提供
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が継続される点で社会資源としての保全がなされるものとして歓迎すべきであると言える。 

 

表 5 M&Aによる関係者のメリット 

メリット デメリット

・既存事業とのシナジー効果
・資産価値、簿外債務などの潜在
的リスク

・多角化によるリスク分散 ・組織文化の対立
・病床過剰地域における新規参入
可能性

・Ｍ＆Ａの効果を発揮できず、本
業の足を引っ張る危険性

・新規参入の時間短縮、コストの
節減

・スタッフ離反の可能性

・スケールメリットの享受
・事業の選択と集中を図り、経営
効率を高める

・経営権の移転

・キャッシュフローの獲得による
借入・保証の負担軽減

・意思決定の制約

・施設・設備の一部売却、事業清
算も可能
・患者へのサービス継続
・従業員の雇用継続
・経営ノウハウの獲得による病院
経営の改善
・資産、資源の有効活用

債権者 ・債権処理の早期実現

買い手

売り手

 

 

表 6 主要な病院グループ 

グループ名 参加病院数 病床数 特徴

徳洲会グループ 66 15046
25都道府県に展開、日本最大の病院
チェーン

板橋中央医科グループ 29 8457
中央医科グループの一角として、東京
都内を中心に展開

上尾中央医科グループ 24 5496
中央医科グループの一角として、関東
各地に展開

戸田中央医科グループ 20 3627
中央医科グループの一角として、関東
各地に展開

セコム提携病院グループ 16 5103
主要都市の特徴的病院と提携、経営再
建の支援による提携

大坪グループ 13 2776
関東を中心に展開、経営破綻病院を引
き受け再建

武田病院グループ 10 1638 京都を中心に展開、公的病院を承継

北九州病院グループ 9 2849
福岡県北部を中心に展開、老朽化した
病院を承継し、リニューアルしグルー
プ化

国際医療福祉大学・高邦
会グループ

9 2055 全国各地の有名病院を承継し展開

錦秀会グループ 8 3923 大阪を中心に展開
カレスサッポロ・母恋 6 1324 北海道を中心に展開  

参考：ダイヤモンド社『週刊ダイヤモンド』「医療破壊」2008年 6月 14日号 

診療科廃止は、専門医の確保困難や病院の経営理念やビジョンに合致しない診療科の整

理、コストセンターとなっている不採算な診療科の統廃合の目的で行われる。しかし、病
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院として標榜診療科が減る為、機能低下による地域医療への影響もさることながら、必然

的に外来・入院患者数の減尐が予測される。したがって、廃止する診療科目の患者に対し

ては、他施設との連携を図って転院や紹介などのサポートを施すとともに、選択した診療

科へ円滑に資源を移転して、事業再構築に伴う医業収益の低下に対処する必要がある。特

に、病床過剰地域や競合する診療科や医療機関が存在する医療圏では、持続的な競争優位

性となる医療資源を形成し、あるいはサービスの差別化などを通じて、撤退に伴う事業基

盤の弱体化を阻止する方策も必要であると考える。 

病棟閉鎖・病床廃止は、入院機能の低下や停止を意味するため、既存の入院患者の転院

や退院を行う必要がある。病床過剰地域において病床利用率が低く、病床を維持するコス

トが医業収支を継続的に圧迫し、今後も病床利用率の改善が見込めないなどの場合、無床

診療所へ転換し医療機関としての事業を限定化する手段である。ただし、閉鎖・廃止する

病床を売却するなど適切に処分できなければ、その後も施設・設備を保持するコストが継

続的に発生する。 

病床転換については、2008 年に「療養病床転換の支援策」が講じられ、療養病床等の長

期入院病床を老人保健施設又は居住系サービス施設に転換するなど、医療必要度が低い患

者に対応した施設や介護保険適用の施設へ転換する場合、改修・改築・創設に対して一定

の補助金が交付される。原則として一般病床の転換を対象としていない。表 10に示してい

るように、医療型もしくは介護型の療養病床からの転換に伴って、機能や患者対応、施設・

設備基準、スタッフの配置基準、そして転換による収益・費用構造への影響などが整理さ

れる。いずれの転換先について、補助金が交付されるとしても、施設・設備の改修やスタ

ッフの確保・補充などの新たな投資が必要である。その為、転換後の収支見通しや地域医

療への影響、必要な介護サービス量、その他転換に伴う不確実性など、経営環境の変化や

リスク要因を十分に分析した慎重な意思決定が求められる。また、一般病床からの病床転

換としては、急性期における機能文化、ケアミックスへの変更や医療療養病床への転換が

考えられるが、医療資源の確保や診療報酬の算定基準の変更などを中心にして、転換後の

収支見通しや地域医療において果たすべき機能を検討する必要がある。現段階では、一般

病床からの病床転換は補助金交付の対象となっていないが、在院日数の短縮化し病床稼働

率が低水準に推移し、診療報酬改定と配置基準の見直しによって医業収益が急激に悪化し

ている現状によって、療養病床よりも一般病床の方が病床転換せざるを得ない切迫した状

況にある。それ故、次章にて検討するが、一般病床についても病床転換などに対する補助

金を交付することによって、円滑な機能移行を支援することも政策課題として求められる

のではないだろうか。 
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表 7 医療療養病床の転換先候補 

機能 患者・入居者 建物・設備 スタッフ 転換後の収入・貹用
・収入は入院患者の医療区分次第

・在宅療養の支援

・看取り

・在宅復帰支援 ・人件貹は上がる

・報酬単価は下がる

・人件貹は下がる

・在宅復帰支援

・看取り

・在宅復帰支援

・入居貹用は自由に設定可能
・介護報酬が入り、人件貹は下が
る

・入居貹用は自由に設定可能

・人件貹は下がる

・改修・改装などのため資金調達
を行った場合、新たな返済の負担

・入居者への医療サービスによる
収入が見込める

・転換に際し、医療
必要度の高い患者の
受け皿を探す必要

・入居者への医療・
介護サービスの提供
体制を整える必要

・改修・改装などのため資金調達
を行った場合、新たな返済の負担

・入居者への医療サービスによる
収入が見込める

・医療必要度が高い
人向け ・人件貹は上がる（介護療養病床

からの転換の場合）

・医療必要度が比較
的高い人向けのケア

・医療必要度が低い
人向け

・入居者への医療・
介護サービスの提供
体制を整える必要

・改修などで対応す
る場合、入所定員が
減る可能性

・特定施設の場合
は、上記と同様

・特定施設でない場
合は、人員配置基準
はなし

医療療養病床

・経営上、医療必要
度の高い患者を集め
る必要

・看護・介護職員
3：1以上

・看護職員15：1以
上、看護補助者30：
1以上、常勤PT2人以
上、常勤OT1人以上
の配置

・要介護高齢者向け
の介護、日常生活の
世話、機能訓練など

転換型老健施設

・居室は原則個室/
介護居室は1人当た
り13㎡以上、など大
掛かりな設備投資が
必要
・改修などで対応す
る場合、入所定員が
減る可能性

・転換に際し、医療
必要度の高い患者の
受け皿を探す必要

・看護補助者20：1
以上の配置

・医療機関併設がで
ない場合、入所者の
夜間急変時の対応
（オンコール体制の
整備や地域の医療機
関の協力体制）

・改修などが丌要
（病床面積は1人当
たり6.4㎡以上）

・診療報酬の算定日
数に上限があるた
め、在宅復帰支援機
能が求められる

高齢者住宅（高
専賃など）

介護付有料老人
ホーム

・報酬単価は上がるが、稼働率を
高く保つ必要

・喀痰吸引と経管栄
養を実施している患
者比率が施設要件を
満たしていれば、転
換に際し患者の無理
な退院が丌要
・加算算定のための
施設要件として、喀
痰吸引、経管栄養を
行っている比較的医
療必要度の高い入居
者

・専用リハビリス
ペース（最低でも45
㎡以上）

・主として、健常高
齢者、もしくは要支
援レベルの高齢者向
けの生活支援

・大掛かりな設備投
資が必要（適合高専
賃の場合は、原則各
戸25㎡以上、など）

 老健施設

・回復期リハビリ
テーションの提供

・急性期病院との緊
密な連携が必要

回復期リハビリ
テーション病棟

・転換に際し、医療
必要度の高い患者の
受け皿を探す必要

・転換に際し、医療
区分の低い患者の無
理な退院が丌要

同上 同上

・転換に際し、病室
面積を広げる必要は
ない（病床面積は1
人当たり6.4㎡以
上）

・療養室面積は1人
当たり8㎡以上（経
過措置あり）

・改装・改築などが
必要であれば資金調
達（交付金）

・常勤医師1人以上/
看護・介護職員3：1
以上/看護師の夜間
配置、夜間急変時の
医師のオンコール体
制の整備など

・改修・改装などのため資金調達
を行った場合、新たな返済の負担

 

参考：『日経ヘルスケア』2008年 2月号。 

 

病床数削減は、病床利用率の改善や有効活用（患者アメニティの向上など）現有のスタ

ッフでの配置基準の見直しによって診療報酬の高い算定基準を目指す場合が想定される。

先の表 3 に示した経営管理指標にみれば、平均値ではあるが、中小規模の一般病床では、

平均在院日数が短縮化し病床利用率が低下しており、医業利益率をはじめとして収益構造

が極めて脆弱となっている。そのため、中小規模の民間病院においては、療養病床よりも

むしろ、今後の進展次第ではさらなる経営悪化が予測される一般病床にとっての有効な方

策として、検討されるべきである。 

 以上のように、民間病院がとりうる撤退・縮小のパターンが想定されるが、積極的撤退

として撤退・縮小を行うならば、その成果として中核的機能の強化や収益性の向上など、

安定的かつ継続的に医療機能を遂行できる事業構造へと再構築していくことが求められる。

本稿で考察対象としている中小規模の民間病院については、一般病床・療養病床のいずれ
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についても、その他の規模と比して、低水準の病床利用率や長い平均在院日数の下での低

い医業収益率を強いられている為、経営環境が今後さらに過酷になることを想定するなら

ば、撤退・縮小による事業再構築を行うことの意義は高まるばかりである。診療報酬の改

定や機能要件の変更など、制度変更や政策転換による影響を最小化あるいは耐えうる強固

な経営体制を確立し、社会資源としての責任遂行が望まれる。 

 

3.財務構造改革の戦略 

 近年増加しつつある病院の経営破綻の大半の原因が、施設・設備への過剰投資、そして

多くの経営破綻に至った病院が民事再生法の適用を受け、その後も事業を継続している。

民事再生法の適用を受けるには、債務の大幅な圧縮によって経営再建の見込みがあり、債

権者に対して経営再建の計画案が承認される必要がある。その意味で経営破綻に至った多

くの民間病院は、医業収益を十分に確保できるにもかかわらず、身の丈以上の事業展開を

図ったが為に借入金を背負った事案が多いと判断できる。したがって、債務のリ・スケジ

ューリングや減資による債務圧縮、事業分割による債務切り離しなどの負債整理や資産規

模の縮小によって、経営破綻を事前に免れる病院も存在することが推測される。近年、過

剰債務を自力で整理できずに民事再生法の適応を受けて顕在的に経営再建を目指している

病院が存在する一方、潜在的に経営破綻を事前に回避すべく根本的な経営再建に着手して

いる病院も多く存在している。いずれにしても、診療報酬のマイナス改定など、病院にと

っての最大の収益源が減尐する経営環境において、収支構造の抜本的な改革に併せて、過

剰債務の削減や解消による財務の健全化を図っていくことが多くの民間病院にとって共通

した喫緊の課題となっている。 

過剰債務の解消に向けた財務構造の改革方法については、現行の医療法では種々の制限

があるため、ファンド会社など直接金融を仲介する外部組織の支援が不可欠である。具体

的には、証券化を中心としたファイナンス手法として、次の 4つがあげられる。 

 

① 不動産の証券化 

② 診療報酬債権の証券化 

③ 病院債の発行 

④ 債務の劣後化＝DDS（デット・デット・スワップ） 

 

・不動産の証券化（Real Estate Investment Trust＝不動産投資信託） 

不動産の証券化とは、SPC（特別目的会社）への不動産の売却と賃貸契約によって、病院

が所有する不動産（土地・建物）を活用しながら、流通性の乏しい資産を証券化する方法

である。病院は、不動産に信託を設定し、SPC に受益権を譲渡する。SPCは譲渡された受益

権を担保として銀行から融資を受け、あるいは譲渡された受益権について CP（コマーシャ

ル・ペーパー）を発行し投資家に売却することによって、病院に支払う不動産購入費を調
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達する。病院は、譲渡した不動産について SPC に対して賃貸料を継続的に支払うが、売却

によって調達した資金を担保設定された銀行融資の返済に充当することによって、担保設

定を解除するとともに、借入金残高を削減し財務バランスを改善することができる。また、

売却によって調達資金の一部を新規事業に投資し、新たな収益源を開拓することも可能と

なる。SPCは、病院から受け取る賃貸料によって、銀行融資に対して元利返済を行い、また

投資家に対して配当・償還を行っていく。 

 しかしながら、病院にとっては、銀行融資を受ける際に依然として最も有効な担保であ

る所有不動産を失うため、今後の資金調達方法が限定されてしまう。また、病院は所有権

を持たないため、増改築や改修、補修などを行う場合、所有者である SPC やそれを担保に

融資を実行している銀行の承諾や契約の修正が必要となる。したがって、不動産を証券化

する場合には、年度毎に計上する土地・建物の減価償却費に代わって、賃貸料という新た

な経費が発生することや客観的に価値評価されやすい担保資産を失うことなどを考慮しな

ければならない。さらには、資産譲渡に際しての譲渡価格が、土地に関しては簿価よりも

低い場合には、資産評価損を計上しなければならず、建物・設備に関しては未償却分の減

価償却費を臨時償却し、特別損失を計上するなどのその他費用も発生しうることも想定す

る必要がある。 

 

図６ REITのスキーム 

 

出典：福永肇（2007）『病院ファイナンス』医学書院，326 頁。 

 

・診療報酬債権の証券化 

診療報酬債権の証券化とは、病院が審査支払機関経由で保険者に請求中の保険診療報酬

を将来入金できる債権として、早期に現金化して資金繰りを改善する手法である。診療報

酬債権は、不正請求分が含まれていなければ、他産業と比して、回収率が高水準であるた

め投資家にとっては回収懸念が尐ない優良債権である。診療報酬債権の証券化には、（1）

ABS方式、（2）ファクタリング方式、（3）ABL方式の 3つのスキームがある。 
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（1）ABS（Asset Backed Securities＝資産担保証券）発行方式 

SPC を介して、CP を発行し、格付会社の評価と保険会社による金融商品化され、投資家

に売却されることによって資金調達する方式である。病院は、CP 発行手数料や金利やその

他事務手数料が発生するが、診療報酬債権が優良債権であるため、市場金利よりも有利な

条件で資金調達できる。資金調達に伴う付随費用が多額である為、ある程度に規模が大き

い案件でなければ、当該スキームを活用するメリットを享受できない。 

 

 

図 7 ABS発行方式のスキーム 

 

出典：福永肇（2007）『病院ファイナンス』医学書院，310 頁。 

 

（2）ファクタリング方式 

SPCに代わってファクタリング会社を介して、ファクタリング会社が診療報酬債権を担保

にした銀行融資を受けて、病院に代わってファクタリング会社が保険者から債権回収を行

う方法である。ファクタリング会社が診療報酬の回収リスクを負い、病院はファクタリン

グ会社が銀行融資で調達した資金から金融コストや手数料を差し引いた資金を、直接に保

険請求した場合よりも早期に受け取ることができる。病院は、債権をファクタリング会社

に譲渡することによって、資産を減尐させることになるが、資金調達に伴う負債の増加を

抑制することができる。 
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図 8 ファクタリング方式のスキーム 

 

出典：出典：福永肇（2007）『病院ファイナンス』医学書院，312頁。 

 

（3）ABL（Asset Backed Liabilities＝資産担保融資）方式 

ABS方式と同じく SPC を介することで債権の格付を行うが、ファクタリング方式と同じく

診療報酬債権を担保にした銀行融資によって資金調達を行う方法である。結局は債権を担

保とした銀行融資と相違ないため、SPCが行う債権の格付は、銀行の担保価値の査定や病院

の信用力調査などに資するのみと考えられる。 

 

 診療報酬債権の証券化は、保険請求によっていずれは現金化される債権を、金利コスト

や事務手数料、格付調査料などの費用を負担して、早期に現金化する方法でしかない。銀

行融資に依存した病院が、銀行の意向に左右されることなく、柔軟に資金調達を行える方

法としては有効ではあるが、負債を減尐させる訳ではなく、一時的にキャッシュフロー・

ギャップを埋めて資金繰りを好転させるだけである。したがって、直接に保険請求した場

合に支払いを受け取るまでの一定期間に必要な運転資金を病院が確保しておけば不要な方

法でもある。逆に言えば、資金不足直前の病院や緊急な出費に資金確保の目途が立て難い

病院など、キャッシュフローが過度に停滞し、資金力が脆弱な病院がとりうる最後の資金

調達手段と言える。 

 

・病院債の発行 

 医療法人が発行できる債券としては、地域医療振興債、医療機関債、社会医療法人債が

あげられる。前節にて検討したように、現段階での社会医療法人の認定基準が高水準であ

るため、中小規模の民間病院が認定されることは考え難い。したがって、中小規模の民間

病院が発行できる病院債としては、表 11に示すように地域医療振興債と医療機関債の 2つ
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が想定される。 

 

表 8 地域医療振興債と医療機関債の条件 

地域医療機関債 医療機関債

対象先 医業経営が3年以上健全
過去3年間、税引前純損益が黒字 自己
資本比率20％以上先

発行目的
地域医療に役立つ資産取得とシステム
投資

土地・建物などの資産取得に限定

金額上限 4億9千万円
負債100億以上、発行総額1億円以上、
購入者50人以上の監査義務

投資家 49人以下 限定なし

期間
取得資産の法定耐用年数以下、5年以上
は原則期中償還手続き実施

同左

金利
標準利率は新発10年国債利回り+1％、
上限利率は標準金利の2倍

標準利率は新発長期国債利回り＋
１％、上限金利は標準利率の２倍又は
標準利率＋２％のいずれか低い方

担保 無担保・無保証 無担保・無保証

開示
毎決算期ごとの債権者集会、財務内容
開示

毎決算期ごとの財務内容開示義務

譲渡 原則禁止 事前に設定可能

その他
発行法人の理事長等の同族関係者の応
募は1/3以下  

参考：厚生労働省医政局長通達（2007）「「医療機関債」発行のガイドラインについて」 

 

地域医療振興債は、施設・設備の整備に必要な資金調達を目的とし、無担保・無保証で

限定された小数の投資家に向けて発行されるものであり、債券発行を通じた出資に近いも

のである。したがって、病院は、一般的な出資では配当支払いが不可能ではあるが、債権

発行を通じて、債権者に対して利息を支払うことができ、また同族の出資比率に影響を与

えることなく、同族を中心に資金を調達することができる。また、発行に関して監督官庁

への届出義務もなく、発行総額も 4 億 9 千万円までと低い水準の上限が設けられている。

それ故、地域医療振興債は、中小規模の民間病院が、理事長の同族を中心に当該病院の経

営状況を把握し、投資リスクを評価できる人々を対象に資金を調達する手段として、有効

な方法といえる。これまでに幾つかの中小民間病院での発行事例が確認されており、発行

基準に従って、介護施設の併設や建物の改修や電子カルテの導入など、病院の施設・設備

の整備を目的として、比較的小額の資金が銀行融資よりも低コストで調達されてきている。

ただし、病院の客観的に審査・格付が行われないことや、同族を中心に投資家が限定され

ている為、多くの中小民間病院が積極的に活用できる方法ではないと言える。 

他方、医療機関債は、地域医療振興債と同様の債権であるが、発行金額の上限が高く、

対象投資家の制限や譲渡制限が無いため、本質的な意味での債権の流動化を図ることがで

きる。ただし、地域医療振興債とは異なり、財務諸表や事業報告書の公開義務があり、投

資家に不利益が無いように経営の透明性を確保し、客観的な評価を受けなければならない。

近年では多くの中小民間病院が、第二地方銀行を幹事にして同手法を活用し、経営破綻に

陥った病院の買収や介護施設の新規併設、建物の改修などを使途に資金調達を行っている。
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健全な経営を行ってきている中小民間病院が、銀行融資に依存しない低コストの新たな資

金調達手法として、今後さらなる積極的活用が見込まれる。 

 

・債務の劣後化＝DDS（デット・デット・スワップ） 

 DDSとは、病院が抱える債務について、返済日、利息等、従来の債務の条件の全部、また

は一部を劣後ローン（資本的債務）へと転換する手法である。病院は、劣後化することに

よって、負債項目を資本項目へと組み替えることができるため、財務構造を大幅に改善す

ることができる。実行にあたっては、債務者による債務減免や一部放棄などの協力を得た

上で合理的かつ実現可能性のある再建計画の策定が不可欠である。不動産の証券化との組

み合わせによって、SPCが債務の受け皿となって DDSが実行されることもあり、債務超過に

陥った病院の最終的な再建策として有効な手法である。債権者にとっても、倒産によって

債権が全額貸倒れとなるよりも、一部放棄することによって、病院の経営再建に協力し、

残りの債権回収が可能となるメリットがあり、特に不良債権処理を進めたい銀行にとって

のメリットは大きい。 

 以上のように、医療法の制限や医療業界の特殊性（低水準の利益率や多額の投資を要す

る施設・設備）などによって、中小の民間病院の多くは、これまで不動産を担保とした銀

行融資に依存してきた傾向がある。しかしながら、今後、長期的な視点で経営環境の変化

を見通し難い状況においては、多様な資金調達方法を活用できる柔軟性が求められるとと

もに、経営主体としての信用力を向上させていくこと、そして事業規模に見合った適正な

財務構造を構築し、臨機応変に資金を確保できるキャッシュフローの構造へと転換してい

かなければならない。中小民間病院が、強固な事業基盤を確立し、経営管理能力を高めて

いくためには、経営戦略の一環として、以上のような証券化の各種法を適切に活用してい

くことによって、財務構造を戦略的に進めていくが重要であると考える。 
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タイにおいて国境が持つ意味 

Meaning of Border in Thailand 

山下 明博 

 

はじめに 

 

 筆者は、タイ（Thailand）とカンボジア（Cambodia）の国境上に位置する世界遺産「プ

レアビヒア（Preah Vihear Temple）寺院遺跡」の帰属を巡る紛争に関する研究を通して、

タイにおいて国境が持つ意味について検討する必要を感じるようになった。 

 本論文は、タイにおいて、国境はどのような意味を持っているかについて、タイとイギ

リスの間の国境線画定、タイとフランスの間の国境線画定を通して考察したものである。 

 

 

Ⅰ．プレアビヒア寺院遺跡に関する両国国境の変遷 

 

 プレアビヒア寺院遺跡は、今から約 1000 年前に、タイとカンボジアとの国境上にクメー

ル（Khmer）人が建立した、クメール様式の神殿遺跡であり１）、図１のように、ダンレッ

ク（Dangrek）山脈の稜線上に位置している。そして、この遺跡は、カンボジアの単独申

請によって、2008 年 7 月、世界遺産に登録された。しかし、それを契機に、両国間の国境

紛争が発生し、国際司法裁判所が両国に対し、遺跡周辺の国境未画定地域から軍を即時撤

退させるよう命じるまでの約 3 年の間に、少なくとも 28 人の死者を出すに至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ プレアビヒア寺院遺跡の位置 

筆者作成 
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そもそも、この遺跡は、北側を除く三方が、高さ約 500m にも及ぶ断崖になっているた

め、北側から寺院へ続く参道を通るしか、遺跡に行く方法は存在しなかった。そして、そ

の参道があるのはタイ側であり、それが、タイが遺跡の領有権を主張する根拠でもある。 

筆者は、この遺跡の領有権が、寺院建立後、複数回にわたり変更されてきた、タイとカ

ンボジア間の国境の位置に依存すると仮定し、分析を行った２）。 

 

タイとカンボジアの国境は、以下のような変遷を経て現在に至っている。 

 

（１）プレアビヒア寺院建立時：カンボジア領有 

 スーリヤヴァルマン（Suryavarman）Ⅰ世がプレアビヒア寺院の建設を始めた 11 世紀

前半頃は、カンボジアが現在のタイの一部も領有しており、建立された場所は、カンボジ

ア領であった。 

 

（２）タイ・アユタヤ（Ayuttaya）王朝のクメール攻略時：タイ領有 

 タイ・アユタヤ王朝のボーロマラーチャーティラート（Borommarachathirat）Ⅱ世が、

1431 年にカンボジアを攻撃し、アンコールワットを陥落させるとともに、ダンレック山脈

を支配下に置いたため、プレアビヒア寺院遺跡はタイの領土となった。その後、カンボジ

アは衰退の一途をたどり、1863 年には、フランスの保護国となり、フランス領インドシナ

の一部となった。 

 

（３）タイのフランス（France）へのカンボジア北部割譲時：タイ・カンボジア国境上 

 1904 年、フランス＝タイ条約が締結され、タイは、カンボジア北部のチャンパサック

（Champasak）を含む地域とメコン（Mekong）川右岸をフランスに割譲した。そのため、

ダンレック山脈の稜線上にあるプレアビヒア寺院遺跡は、タイとフランス領インドシナ

（Indochina）の国境上に位置することになった。 

 

（４）フランス＝タイ合同国境画定委員会の測量地図公刊時：カンボジア領有 

 1904 年、フランス＝タイ合同国境画定委員会３）が設置され、1908 年にフランス当局が

測量地図を作成し公刊した。その地図では、プレアビヒア寺院遺跡がカンボジアに位置す

ることになっていた。タイは、その後 1934～35 年に実施した調査により、国境線と分水嶺

の不一致を発見し、プレアビヒア寺院遺跡のところで恣意的に国境線が引かれていること

に気付いたが、フランスに抗議することはなかった。 

 

（５）東京条約履行時：タイ領有 

 日本の斡旋により、1941 年 5 月 8 日、タイ・フランスは東京条約を調印した。それは、

カンボジアのチャンパサク、及びバッタンバン（Battambang）・シエムリアプ（Siemreap）



 

 

84 

をフランスがタイに返還する内容であり、1942 年 7 月 11 日、東京条約が履行されること

により、プレアビヒア寺院遺跡はタイの領土となった。 

 

（６）ワシントン条約締結時：タイ・カンボジア国境上 

1946 年 11 月のワシントン条約により、カンボジアは、タイからバッタンバン西北部諸

州を回復した４）。そこで、プレアビヒア寺院遺跡は、タイとフランス領インドシナの国境上

に位置することになったが、実質的には、タイの支配下のままであった。 

 

（７）国際司法裁判所裁定時：カンボジア領有 

1959 年、カンボジアはハーグ（Haag）の国際司法裁判所にプレアビヒア遺跡の領有権問

題を提訴し、1962 年、国際司法裁判所はカンボジアの主張を認める判決を下した。この結

果、プレアビヒア寺院遺跡がカンボジアに帰属することが確定した５）。 

 

図２に、カンボジアの地図上の国境線と、タイの地図上の国境線の差異を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ カンボジアとタイの地図上の国境線の差異 

筆者作成 

 

 

Ⅱ．タイとイギリスの間の国境線画定 

 

筆者はこれまで、前章で示したように、プレアビヒア寺院遺跡の領有権について、タイ
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とカンボジア間の国境の位置に依存すると仮定し分析を行ってきた。しかし、少なくとも

植民地主義を標榜する西欧諸国が、タイに国境線画定を要求するようになる 19 世紀にまで

は、タイにおいて、国境という概念は存在しなかったことも事実である６）。 

タイは、16 世紀以来、隣国ビルマと戦争を繰り返していた。隣接する両国の間には、モ

ン人（Mon）７）の小さな国々が存在した。タイとビルマは、戦争を遂行するために、モン

人の小さな国々を、食糧と人的資源の供給源とした。そして、タイかビルマかどちらかの

支配下に置かれた国々は、軍用食糧の供給を強いられ、他方では、相手国に食糧を与えな

く、どの国々を支配下に置いているかという意識のみであった。これは、1824 年、イギリ

スがビルマと初めて戦い、イギリス特使としてタイ王室に派遣されたヘンリー・バーニー

大尉（Captain Henry Burney）が、国境線画定のための交渉を行ったときに、タイ王室が、

イギリス流の国境を定めることに全く関心を払っていなかったことから明らかである８）。 

同様に、イギリスは、現在の北部タイに位置し、タイの朝貢国であったランナー（Lanna）

王国に対しても、国境線を画定するために、国境の標識設定を行うよう要求した。それに

対し、ランナー王国は、それは容易なことであり、イギリスが自由に標識を設定すればよ

いと回答している９）。これは、ランナー王国も、イギリス流の国境を定めることに全く関心

を払っていないことを示している。 

当初、ビルマ人と戦う国ということで、タイは、イギリスに対し友好的態度で接してい

たが、その後も、イギリスは、国境線画定の要求を行い続けた。そして、次第に攻撃的態

度に出るイギリスに対し、タイは、1840 年代には、反西洋ともいうべき態度に変化してい

ったのである。 

タイでは、1851 年、モンクット（Mongkut）王が即位した。タイが、イギリスに植民地

化されたビルマや、フランスに植民地化されたカンボジア、ラオス（Laos）、ヴェトナム

（Vietnam）と異なり、国家としての独立を維持することができたのは、モンクット王の存

在が大きいと思われる。 

モンクット王は、ラマ（Rama）４世として即位するまでの間、27 年間は出家して寺院

に属し、経文の言語であるパーリ（Pali）語、サンスクリット（Sanskrit）語を習得すると

共に、英語、ラテン語を習得し、新時代の宗教として合理的な仏教集団を立ち上げた。そ

して、即位後は、子弟に西洋の教育を受けさせ、西洋諸国との関係を重視した。モンクッ

ト王は、西欧の力を熟知しており、それ故に、バウリング（Bowring）条約を締結し、開国

を行った。また、ヨーロッパの動静や、近代西洋の本質を理解していたからこそ、国境線

画定といった、それまでのタイでは存在しなかったような概念を以って、様々な要求を突

き付ける西欧諸国に対し、様々な施策で対抗することが可能であったと言える 10）。 

 

 

Ⅲ．タイとフランスの間の国境線画定 
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タイは、19 世紀前半、カンボジア、ラオスを支配下に置いていた。しかし、その関係は、

タイと小王国、小首長国が朝貢関係で結ばれているというもので、国境が画定されている

性質のものではなかった。また、これらの小王国、小首長国は、複数の宗主をいただくと

いう特徴も備えていた。例えば、ラオ（Lao）人の国家であるルアンプラバン（Luang 

Prabang）やヴィエンチャン（Vientiane）は、タイとヴェトナムに対し、規則的に朝貢を

行っていた。 

フランスは、1858 年、ナポレオン（Napoléon）3 世がヴェトナムに遠征軍を派遣し、そ

れをきっかけに、フランス領インドシナ植民地の建設を進めた。1863 年には、タイとヴェ

トナムを宗主国と仰ぐカンボジアが、フランスに援助を求め、フランスの保護国になった。 

さらに、フランスは、1893 年にラオス王国を保護国とし、1904 年に、カンボジア北部の

チャンパサック（Champasak）を含む地域とメコン（Mekong）川右岸を割譲させた。1907

年には、タイからカンボジア北西部のバッタンバン（Battambang）・シエムリアップ（Siem 

Reap）・シソポン（Sisophon）の 3 つの州を割譲させた。 

モンクット王および後継の王は、フランスに領土の割譲を行わない場合、フランスが軍

事力を行使し、タイの独立を脅かすことを正確に把握しており、背に腹は代えられず、領

土の割譲を行ったが、フランスの領土的野心に大いに驚いたことも事実である。 

しかし、タイ王室も、フランスと対峙する 19 世紀後半になると、国境線を画定すること

の重要性は十分に認識するようになっていた。そして、それまでの、小王国、小首長国に

対する宗主国・朝貢国という関係ではなく、タイ自身が、自国に振り分けられるべき領地

を確保するために、小王国、小首長国に対する軍事行動により、それらの地域を、タイの

排他的な主権領域へと編入する努力も行っている 11）。 

 

 

結論 

  

本論文では、はじめに、プレアビヒア寺院遺跡の領有権の変遷を、寺院建立後数回に渡

り変更されてきた、タイとカンボジア間の国境の位置に依存すると仮定して分析した。し

かし、タイにおいて、19 世紀にまでは、国境という概念が存在しなかったことは前述のと

おりである。そのため、（１）11 世紀前半頃にプレアビヒア寺院が建立されたときに、カン

ボジアが寺院を領有していたことは確かであるが、（２）1431 年に、タイ・アユタヤ王朝が

カンボジアを攻略し、アンコールワットを陥落させたときには、国境を画定するといった

概念はタイになく、プレアビヒア寺院遺跡をタイが領有したことを意識していなかった可

能性がある。 

それ以降の時期については、タイも、国境の持つ意味を認識している。従って、タイは

慎重に対応する必要が求められた。（３）1904 年に、タイがフランスへカンボジア北部を割

譲したときには、ダンレック山脈の稜線上にあるプレアビヒア寺院遺跡は、タイとフラン
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ス領インドシナ植民地の国境上に位置することになっており、遺跡の領有は確定していな

かった。しかし、（４）1904 年に設置されたフランス＝タイ合同国境画定委員会により、タ

イとカンボジアの国境は、ダンレック山脈の分水嶺とするという合意がなされていたにも

かかわらず、1908 年に、委員会の命に従いフランスが測量地図を作成し公刊したとき、遺

跡がカンボジアの領土内になるように、すなわち、ダンレック山脈の分水嶺よりも北に国

境線が引かれていた。その後、タイが 1934～35 年に実施した調査により、国境線と分水嶺

が一致していないことを発見し、プレアビヒア寺院遺跡のところでフランスに恣意的に国

境線が曲げられたことに気付いた。本来は、タイは、この時点で、フランスに国境線の不

正確について明確に抗議すべきであったが、残念ながら、それは行われなかった。そして、

タイは、その代わりに、（５）1941 年に、日本の斡旋によりタイ・フランス間で取り交わし

た東京条約により、カンボジアのチャンパサク・バッタンバン・シエムリアプをフランス

から返還させるという手段を採った。これにより、プレアビヒア寺院遺跡はタイの国境内

に位置することとなり、1934 年の時点で、国境線の不正確についてフランスに抗議しなか

ったことが帳消しになったのである。 

タイにとって不幸であったのは、東京条約の斡旋を行った日本は連合国に敗れ、（６）1946

年に締結されたワシントン条約により、カンボジアが、タイからバッタンバン西北部諸州

を回復したことである。そのため、プレアビヒア寺院遺跡は、タイとフランス領インドシ

ナの国境上に位置する状態に戻ってしまった。そのため、タイが、1934 年の時点で国境線

の不正確についてフランスに抗議しなかったことが、また意味を持つことになってしまっ

た。（７）1959 年に、カンボジアが国際司法裁判所に、プレアビヒア寺院遺跡の領有権問題

を提訴し裁定を仰いだとき、1962 年の国際司法裁判所の判決は、カンボジアの主張を認め、

遺跡の領有権はカンボジアにあるというものであった。判決の中で、1930 年の時点で、タ

イのダムロン殿下が寺院を訪問したとき、フランス国旗の下で、フランス弁理公使の公式

接待を受けた事実があること、1934 年の時点で、タイが国境線についてフランスに抗議し

なかったことが、カンボジアの主張を認めた理由とされている 12）。そして、「国境線に関し

て、不正確が発見されたとき修正がいつでも要求できるのではない」としている。 

タイは、国境がどのような意味を持っているかについて、イギリス・フランスとの長年

にわたる国境線画定作業を通じて深く学んできており、ビルマ・カンボジア・ラオス・ヴ

ェトナムと異なり、国家としての独立を維持することができたことは高く評価できる。ま

た、1934 年の時点で、国境線の不正確についてフランスに即座に抗議しなかったものの、

1941 年の東京条約によりそれを帳消しにしており、1946 年のワシントン条約で時点で不正

確な国境線の問題が再燃し、1962 年の国際司法裁判所の判決で、プレアビヒア寺院遺跡が

カンボジアの領有とされたことは、タイにとって不運であったと言わざるを得ない。 

このように、国境線の画定作業は、近代国家にとって、領土を失うかもしれないという

極めて重要な事項であり、ナショナリズムと容易に結びつき、紛争に至る可能性があるこ

とを、筆者も含め、より強く認識すべきである。その実例が、タイとカンボジアの間で、
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2008～2011 年に発生し、少なくとも 28 人の死者を出した国境紛争である。 

日本も、ロシアとの間に北方領土問題、大韓民国との間に竹島問題を抱えており、中華

人民共和国も日本の領土である尖閣諸島の領有を主張している。日本の国境線の画定につ

いて、慎重かつ迅速な行動が必要であると考える。 

 

 

注 

 

１）クメール人は、カンボジアを中心に東南アジアに分布する民族である。彼らが歴史に

登場するのは 6 世紀頃からであり、アンコールワット（Angkor Wat）、アンコールトム

（Angkor Thom）など、多くの遺跡を残している。フーオッ、タット（今川幸雄編訳）

（1995）『アンコール遺跡とカンボジアの歴史』、東京：めこん、pp.36-93 参照。 

２）山下 明博(2010)、「世界遺産をめぐる国境紛争：プレアビヒア寺院遺跡」、『安田女子大

学紀要』、No.39、広島：安田女子大学、pp.243-53 参照。 

３）1904 年当時、タイの国名はシャム（Siam）であったため、フランス＝シャム合同国境

画定委員会という呼称が用いられていた。 

４）桜井由躬雄・石澤良昭(1995)、「東南アジア現代史Ⅲ：ヴェトナム・カンボジア・ラオ

ス」、『世界現代史』7、東京：山川出版社参照。 

５）波多野里望・松田幹夫（1999）、『国際司法裁判所～判決と意見』、第 1 巻(1948‐63 年)、

東京：国際書院参照。 

６）赤木 攻（1991）、「タイ国の「国境」確定：近代的主権国家の成立 過程」、矢野暢（編）

（1991）、『東南アジアの国際関係』、東京：弘文堂、pp.130-134 参照。 

７）モン人（Mon）は、11～13 世紀にかけて、タイのランプーン（Lamphun）に、ハリプ

ンチャイ（Pariphunchai）王国を建てた民族であり、その後、タイ南部やビルマに移住

した。 

８）ウィニッチャクン、トンチャイ（石井米雄訳）（2003）『地図がつくったタイ－国民国

家誕生の歴史』、東京：明石書店、pp.122-7 参照。 

９）前掲書 ８）p.134 参照。 

10）赤木 攻（2009）、「ラーマ 4 世」、日本タイ協会（編）（2009）、『タイ事典』、東京：め

こん、pp.400-1 参照。 

11）前掲書 ８）p.188 参照。 

12）金子利喜男（2011）、『世界の領土・協会紛争と国際裁判』、第 2 版、東京：明石書店、

pp.246-7 参照。 

 



「木曜島」の真珠貝採り 

～オーストラリアの初期日本人移民～ 

塩崎 英明 

 

１． 和歌山からの出稼ぎ 

初めてオーストラリアの土地を踏んだ日本人が誰であったかということは当然のことな

がら分かっていない。しかし明治維新から程ない頃にオーストラリア北端の島で真珠貝の

採取に携わった人たちがどうやらオーストラリアと関わった最初の日本人であるようだ。 

 

1973 年（昭和 48 年）から 1978 年（昭和 53 年）まで、私は勤めていた会社の駐在員と

してメルボルンに住んでいた。第二次世界大戦が終結し、1951 年（昭和 26 年）にサンフ

ランシスコ講和条約が締結されてから 20 年以上経ていたが、日本人に対する厳しいまなざ

しがまだ残っている時代であった。経済的に補完関係にあることで 70 年代から両国の交流

は急速に活発化し対日感情も好転していったのであるが、それでもメルボルン日本人会（主

に企業の駐在員）の会員数は私が帰国する頃でもわずか 100 人程度であった。 

この頃、正確に言うと 1976 年に作家の司馬遼太郎がオーストラリアを訪れている。とい

ってもメルボルンではない。木曜島に行ったのである。木曜島というのは日本での呼び方

であって正式には Thursday Island という。メルボルンはオーストラリア本土の南端であ

り、木曜島は本土の北端にあるヨーク岬のさらに北、トレス海峡に浮かぶ面積 3.5 平方キロ

の小島である。元は無人島であったという（2006 年の人口は約 2,700 人）。メルボルンから

は直線距離にしておよそ 3,000 キロもある。残念ながら司馬氏と会う機会はなかった（メ

ルボルンに来ていれば氏の母校の同窓生に当たる私はサインの一つももらえたであろう

か）。とは言え、日本から木曜島へ直接行けるわけもなく、彼は一旦シドニーまで来て一泊

し、来た道を引き返すように国内線で北上した。ブリスベン、ケアンズでそれぞれ一泊し

てようやく木曜島へたどり着くのである。 

 

司馬氏がオーストラリアでもとりわけ辺鄙なこの島を訪れたのには理由がある。彼には

和歌山県熊野地方出身の親しい友人がいて、その人の叔父に当たる人たちからこの島で真

珠貝採りをしていた体験談を何度となく聞いていたからである。 

和歌山県は移民の多い所である。私は戦後間もない時期に 3 歳から 10 歳までの幼少期を

和歌山県御坊市のはずれで過ごしたのであるが、御坊市には「アメリカ村」というのがあ

った。移民としてアメリカへ渡った人たちが故郷に戻って一つの集落を形成していたらし

い。私の家からは随分遠いところにあったし、当時としてはよほど変わった場所であった

らしく、村の者は強い好奇心を持ちながらもそこを訪れることはなかった。変わった格好

をしているとか、言葉がおかしいとか、金持ちらしいとかという噂話が頻繁に出ていたの

を覚えている。 



長い間「陸の孤島」と呼ばれていた和歌山県、特にその南部は明治維新以来ずっと貧し

い地域であった。明治の早い時期から多くの人たちがアメリカやハワイなどへ出稼ぎに行

った。税金というものが課せられるようになり金が必要となったのである。オーストラリ

アの木曜島に渡った人たちの多くはそのような貧しい人たちであった。 

 

２．真珠貝採り 

木曜島の周辺海域（アラフラ海）は白蝶貝、黒蝶貝、高瀬貝の宝庫である、ということ

を英国人が発見した。時代が下って木曜島では真珠の養殖も行われるようになるが、当初

は真珠を取ることが目的ではなく、高級ボタンの材料となるこれらの貝そのものを採るこ

とが目的であった。当初はマレー人（インドネシア、マレーシアなどから来た人）やカナ

カ人（オセアニア地域の島人）たちを使って貝を採っていたがある時日本人が並はずれた

潜水能力を有していることを知り、日本人労働者を雇うことを思いつく。 

1883（明治 16 年）年に採貝業を営んでいたミラーという英国人が来日し、日本政府の正

式な許可を取って 37 人の契約移民を雇い木曜島へ送った。これが日本からの初めてのオー

ストラリア移民である。しかし、この年には 41 人が木曜島にいたという話もあり、恐らく

日本人の漂流漁民が木曜島にたどり着き、貝採りの仕事をしていたものと思われる。D.C.S.

シソンズ（元オーストラリア国立大学教授）によれば木曜島における最古の日本人ダイバ

ーの記録は 1876 年（明治 9 年）であるという。 

 

木曜島で採貝業に携わる日本人の数はその後増加の一途を辿った。1897 年（明治 30 年）

には 900 人にもなっていたという。当時採貝業に携わっていた人は 1500 人ほどであったと

いうからその 6 割が日本人であったということになるが、採貝業にはクルー（水夫）やテ

ンダーと呼ばれる船上の仕事もあり、実際に海底に潜っていたのはほとんど日本人であっ

たように思われる。因みに、木曜島のあるクイーンズランド州の記録によれば、1898 年 12

月に同州にいる日本人は合計 3,247 人であった。同州はサトウキビのプランテーションの

労働力として積極的に日本人移民を受け入れており、1896 年にはオーストラリア初の日本

領事館が同州のタウンズビルに置かれた（翌年シドニーに領事館が置かれた）。 

 

なぜ木曜島には日本人が多かったのか。日本人の潜水能力がずば抜けているというのは

英国人の発見である。司馬もこの見方を肯定しているが、一方でシソンズの観察が優れて

いるとしている。シソンズは次のように述べている。「日本人を特徴づけるものは、彼らの

精力と成功への強い衝動、および高い賃金を得たいという熱望であった」。要するに日本人

は単に海底に潜るのが得意であったというだけではなく、「稼ぐ」という強いモチベーショ

ンがあったということである。この点において白人や島人たちとは大きな違いがあったの

は当然であろう。日本人による貝の水揚げ量は白人の 10 倍以上もあったというから雇い主

にとって日本人は金の卵のようなものであったに違いない。ダイバーの賃金も英国人から



すれば安いものであったろうが、日本人にとっては破格といってよいぐらい良かった。「十

九歳で県知事ぐらいの収入があった」という話を司馬は聞いている。 

高い報酬をもらえたのは採貝が命がけの仕事であったからである。潜水具は粗末なもの

であり、船の上で命綱を握っているテンダーとの連携がうまくゆかなければ命を落とす。

深い海から急に浮上すると潜水病になり、命は落とさずとも二度と潜れなくなる、という

危険と常に隣りあわせであった。それでも日本人は必死で潜り、稼いだ金を故郷へ送り続

けていたのである。因みに、1926 年（昭和元年）の和歌山県の県収入の 78.8%は海外から

の送金であり、オーストラリアからの送金額は、移民の数は圧倒的に少ないにも関わらず

アメリカに次いで 2 番目であったという。 

 

1901 年にオーストラリアは連邦政府を樹立するとともに第 1 回連邦議会で「移住制限法」

を制定した。日本からの移民もこの影響を免れなかった。クイーンズランド州の日本人労

働者数は 1898 年の 3,247 人から 1901 年には 2,270 人に減少している。しかし真珠業には

日本人が必要であり、その後も契約労働者として木曜島に渡る日本人は絶えなかったよう

である。司馬は実際に木曜島でダイバーをしていた人たちから聞いた話と自らの紀行を踏

まえて「木曜島の夜会」という掌編を書いている。主な登場人物の一人吉川百次は 1929 年

（昭和 4 年）に木曜島に渡り 1941 年（昭和 16 年）までダイバーとして 12 年間その島で

暮らしている。 

 

1941 年に吉川百次が木曜島を離れたのは自分の意思ではなかった。この年の 12 月日本

海軍がハワイの真珠湾を攻撃し、オーストラリアが日本に宣戦布告するとともに木曜島に

おける日本人はオーストラリア本土の収容所に移され、やがて日本へ強制送還されたので

ある。その時点で木曜島にいた日本人は約 300 人であったという。 

 

現在木曜島には慰霊碑が建てられていて次のような碑文が記されているという。 

 

≪この慰霊碑はトレス海峡において死亡された約 700 名の日本人の霊を慰め 彼ら

の功績を後世に伝えるために 建立されたものである 

日本人は 1878 年から 1941 年まで北部オーストラリアの基幹産業であった真珠貝 

高瀬貝 ナマコの採取漁業に雇われ 島の人々とともに活躍し 漁場の発見 漁法の

改善を通して この漁業を発展させた 

この塔は 和歌山県 愛媛県を中心に 彼らの遺族や郷土とこの漁業に従事した

人々 この海域の真珠養殖会社等の寄付により 日本人来島 100 年を記念して ここ

に建立した 

  1979 年 8 月 慰霊塔建設会≫ 

 



司馬は「木曜島の夜会」を 1976 年 9 月に発表しているからこの掌編が慰霊碑建立の引き金

になったのかもしれない。 

 

（参考文献） 

遠藤雅子「オーストラリア物語」平凡社 2000 年 

司馬遼太郎「木曜島の夜会」文藝春秋 2005 年 

竹田いさみほか「オーストラリア入門」東京大学出版会 2007 年 

竹田いさみ「物語 オーストラリアの歴史」中央公論新社 2008 年 

山内由理子「北部オーストラリアへの移民とオーストラリア先住民―『ミス・タナカ』の

歴史的背景」オーストラリア公開講座 講演録 オーストラリア学会 2011 年 

探検コム「オーストラリア『木曜島』へ行く」 

http://www.tanken.com/moku2.html 2012 年 3 月 1 日 
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教員の研究活動(2011 年度) 

【青木 克仁】 

論文 

１．「言語論的転回とは何であったのか」単著、17 頁、平成 23 年度 2 月、安田女子大学

英語英米文学会『英語英米文学論集』20 号 

２．「性に関する『民間理論』が規範として働く時」単著、10 頁、平成 23 年度 2 月、『安

田女子大学紀要第 39 号 

３．再帰性による関係性の崩壊に伴って召喚される新しい『原理主義』とその帰結とし

ての全体主義化」単著、21 頁、平成 23 年度 5 月、安田女子大学現代ビジネス学科、『現

代ビジネス学科電子版紀要』1 号 

 

【垰本一雄】 

論文 

『老舗企業の研究[改訂新版]』共著、平成 24 年 3 月 30 日、生産性出版 

学会発表 

１．「J リーグクラブに見るサポーターの熱愛度」平成 23 年 10 月 1 日、実践経営学会 

54 回全国大会にて発表 

２．「プロバスケットリーグと地域活性化の可能性」平成 24 年 1 月 28 日、実践経営学 

中四国支部会にて発表 

  

【辻 秀典】 

論文 

１．「労働判例に学ぶ(判例研究・連載)：自分で辞めておいて解雇されたとは？(解雇・合

意解約・辞職)(その４)」単著、平成 23 年 6 月、ＮＥＴＷＯＲＫ(広島県労働協会機関誌)

第 53 巻、4 頁 

２．「［資料・教材］アメリカ男女雇用差別禁止法概説」単著、平成 23 年 5 月、安田女子

大学現代ビジネス学会誌第 1 号 

３．「労働判例に学ぶ(判例研究・連載)：自分で辞めておいて解雇されたとは？(解雇・合

意解約・辞職)(その５)」単著、平成 24 年 2 月、ＮＥＴＷＯＲＫ(広島県労働協会機関誌)

第 55 巻、4 頁 

講演 

１．「地方公務員の労働基本権問題」、全国公平委員会中国支部研修会、平成 23 年 5 月 27

日(三次市) 

２．「ハラスメント防止の法理」、21 世紀職業財団ハラスメント研修会、平成 23 年 7 月 4

日(広島市) 

３．「ハラスメント防止の法理」、福山市役所ハラスメント研修会、平成 23 年 8 月 29 日(福



山市) 

 

【戸井 佳奈子】 

論文 

１．「金融危機とその再発防止策の一考察」、安田女子大学紀要、第 39 号、P.209～P.221、平

成 23年２月 

２．「なぜ米国金融機関の過度なリスクテイク行動は許されたのか －社会風土や価値観に焦点

を当てて －」、現代ビジネス学科学会誌(電子版)、第１号、P.20～P.32、平成 23年３月 

 

【西村 則久】 

論文 

１．「デジタルサイネージを利用した電子くじの開発」単著、平成 23 年 2 月、安田女子大学紀要

第 39号 

２．「質問予約システムの開発」単著、平成 24年 2月、安田女子大学紀要第 40号 

 

【松藤 賢二郎】 

著書 

『シリーズ介護施設 安全・安心ハンドブック 第 6 巻施設経営における会計と税制』平

成 23 年、早坂 聡久・三田寺 裕治編、第 8 章「効率的な経営を導くための組織論」担当 

 

【森岡 文泉】 

 論文 

１．「台湾海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)的状况与前瞻」単著、平成 23 年、広島大学、

北京研センター『北研学刊』第７号。 

２．「台中経済協力枠組協定の締結と今後の展望」単著、平成 24 年 2 月、安田女子大学

紀要第 40 号 

 

【八城年伸】 

論文 

「パスワードの使用に関する意識調査」単著、平成 22 年 2 月、安田女子大学紀要第 38 号 

学会発表 

１．「パスワードの作成に関する教育とその効果」単独、平成 22 年 3 月、第 72 回情報処

理学会全国大会(於：東京大学) 

２．「就職活動が女子大生のパスワード管理意識に与える影響について」単独、平成 22

年 12 月、平成 22 年度情報教育研究集会(於：京都大学) 



３．「企業の採用情報サイトにおける初期パスワードの現状について」単独、平成 22 年 3

月、第 73 回情報処理学会全国大会(於：東京工業大学) 

４．「女子大学生の在学中におけるパスワード管理意識の変化について」単独、平成 23

年 12 月、大学 ICT 推進協議会 2011 年度年次大会(於：九州大学) 

５．「パスワードに関する意識の性別による違いについて」単独、平成 24 年 3 月、第 74

回情報処理学会全国大会(於：名古屋工業大学) 

 

【山下 明博】 

論文 

１．「地球温暖化と二酸化炭素との関係に関するによる一考察」単著、平成 21 年 2 月、

安田女子大学紀要第 37 号 

２．「タイとカンボジアの国境紛争」単著、平成 21 年 5 月、広島大学平和科学研究セン

ターIPSHU 研究報告シリーズ 研究報告 No.42 

３．「『空手術乃研究』から読み解く和道流空手３つの極意」単著、平成 22 年 2 月、安

田女子大学紀要第 38 号 

４．「世界遺産をめぐる国境紛争：プレアビヒア寺院遺跡」単著、平成 23 年 2 月、安田

女子大学紀要第 39 号 

５．「世界遺産をめぐる国境紛争の原因」単著、平成 23 年 3 月、広島平和科学第 32 号 

６．「ナコンラチャシマを巡る２人の英雄：タオスラナリとアヌウォン」単著、平成 24

年 2 月、安田女子大学紀要第 40 号 

７．「世界遺産を巡る紛争における国際司法裁判所の役割」単著、平成 24 年 3 月、広島

平和科学第 33 号 

 



卒業題目一覧 

 

【戸井ゼミ】 

若年層の車離れ対策     

日本は今後、国債残高をいかにして減らすべきか  

地域再生の取り組みについて ～呉市の過疎地域を対象に～ 

無印良品のブランド力の考察    

年金制度改革案の実現性     

吉野家の低価格戦略の行方    

中国の水ビジネス     

【染岡ゼミ】 

女子学生における Twitter の利用について   

女子学生のネットショッピングの利用について  

寄付の安全性について     

映画ビジネスと地域     

絵文字文化について     

スマートフォンと携帯電話の利用について   

ネットコミュニケーションについて   

女子大生のスタイルへの意識と健康について  

【松藤ゼミ】 

女性起業家の起業精神     

ニードオリエンティドによる経営戦略   

g.u.のマーケティング・マネジメント   

飲料メーカーのマーケティング戦略   

中小企業における BSC 導入による経営的影響について 

ネットビジネス運営企業のビジネスモデルについて  

ソーシャル・ネットワーク・サービスのビジネスモデルとビジネス展開 

スターバックスコーヒーのつながりを育む経営  

【森岡ゼミ】 

日本と中国の違いについて    

格差大国 中国      

GDP で日本を抜いた中国経済    

中国人のファッション事情    

中国の経済発展による影響    

地域密着型サッカークラブの地域貢献   

ディズニーランドの経営戦略 －日本一人気なテーマパークの接客について－  



ヤマダ電機の経営理念について    

中国の教育について     

日本マクドナルドの経営戦略    

浮上してきた中国の社会問題    

アジアのアイドルがもたらす経済効果   

【Jarman-Walsh ゼミ】 

Companies That Use English in Japan and Gender Issues 

A Discussion of Good Female Leadership   

Successful Female Fashion Designers   

Successful Women Who Travel Independently Around the World   

A Comparison of Successful Female Entertainers in Japan and Abroad 

Why are there Fewer Women managers in Japan than Other Countries?  

Divorce and Working Women 

Successful Women’s Beauty    

【田辺ゼミ】 

東日本大震災を通して外国メディアが報道した日本人の国民性 

トイレから見える日本の文化    

マンガの国際化に関する一考察    

非言語コミュニケーションにおける日英比較  

日本に受け入れられた韓国の大衆文化 ―日本人はなぜ韓流にはまるのか― 

 日本の皇室とイギリス王室の結婚観   

【八城ゼミ】 

なぜスマートフォンは好調なのか   

ディズニーランドの人気の秘密   

携帯クーポンの効果について   

インターネットオークションの現状と課題について 

電子マネーの今後    

おばあちゃんの知恵にみるマネジメント  

女子大生はなぜ仮想空間に集うのか 

～ブログを中心としたコミュニケーションについて～ 

ご当地キャラクターの経済効果   

これからの自動車について   

なぜ漫画を実写化するのか   

スマートフォンと従来型携帯電話の現状と課題 

金融機関から見た理想的な電子マネーのあり方について    

【山下ゼミ】 



３次元ＣＧによるアニメーション制作に関する研究  

３次元 CG によるアニメーション作成に関する研究について   

龍宮城の３次元ＣＧに関する研究    

お菓子の家の３次元 CG に関する研究   

樹木の 3 次元 CG 表現に関する研究   

架空の神殿の 3 次元 CG 表現に関する研究   

美容法の３次元 CG 表現に関する研究について  

３次元 CG によるオルゴールの表現に関する研究  

2 次元 CG と 3 次元 CG の融合に関する研究   

3 次元 CG による警邏用緊急自動車の表現に関する研究    

【青木ゼミ】 

カーボン・オフセットは環境に優しいのか   

なぜ人は他人の目を気にするのか    

人々はどのように他人の行動を読みとっているのか  

なぜ飢えはなくならないのか    

夢は何をあらわしているのか    

なぜ今コミュニケーション能力が重視されるのか  

人はなぜ依存せざるをえないのか ～モノやヒトに依存する人々～   

原子力発電は地球にやさしいのか    

私が私であるためには‐解離障害から考える‐  

高齢者の孤独死について     

摂食障害はなぜ増加するか    

なぜ人間だけが言葉を話すようになったのか  

【辻ゼミ】 

化粧文化とその魅力  －なぜ人は粧うのか－  

尐子化が社会に与える影響とその対策   

日本の女性経営者 ―成功した女性に学ぶ―  

現代女性とキャリア     

中国ビジネスをする前に心得ておきたいこと  

医療関係者と患者の関係 ～モンスターペイシェントについて～ 

女性の恋愛や結婚に対する意識の変化   

女性のいきる道      

女性の働き方について     

オタクの可能性  ～オタクは世界を救う～  

日本の将来の結婚形式についての提言   

【西村ゼミ】 



FLASH によるオリジナルアニメーションの制作  

横川駅前デジタルサイネージのおみくじソフトの開発 

Visual Basic を使ったコンピュータ対人間のオセロゲームの制作 

Visual Basic を使ったパズルゲームのプログラミング  

Visual Basic を使ったトランプゲームの制作   

VisualBasic を利用したシューティングゲームの製作  

【塩崎ゼミ】 

コンビニエンスストアの生き残りについて   

食玩による商品売上の効果    

セレクトショップの人気続くか    

何故コカ・コーラは強いのか    

エコツーリズムの研究     

東京ディズニーリゾートにリピーターが多いのはなぜか 

売れる商品と色の関係について    

なぜ日本人は自動販売機を利用するのか   

日本の水ビジネスの今後     

マツダスタジアムは成功するか    

ユニクロはグローバルブランドになり得るか  

【松岡ゼミ】 

英語の英会話における機能の研究 ―依頼、誘い、要望表現に焦点を当てて―  

映画の英会話表現における機能の研究 ―確認・非難表現に焦点を当てて―  

映画の英会話表現における機能の研究 ―依頼・疑問表現に焦点を当てて― 

 映画の英会話表現における機能の研究  

―慣用表現・欲求・希望・願望に焦点をあてて― 

映画の英会話表現における機能の研究 ―賞賛・申し出表現に焦点を当てて― 

 映画の英会話表現における機能の研究 ―感情表現に焦点を当てて―   

映画の英会話表現における機能の研究 ―感情表現に焦点を当てて―   

映画の英会話表現における機能の研究 ―感謝・依頼表現に焦点を当てて― 

 映画の英会話表現における機能の研究 ―挨拶表現に焦点を当てて―   

映画の英会話表現における機能の研究 ―依頼表現・激励表現に焦点を当てて―

 映画の英会話表現における機能の研究 ―謝罪・要望に焦点を当てて― 

 映画の英会話表現における機能の研究 ―賞賛・励まし・要望に焦点を当てて― 

 



現代ビジネス学会事業実施報告 

 

平成 23 年度の事業実施内容 

 

１．４年生の卒業論文の要旨をまとめた「卒業論文要旨集」を作成し、現代ビジネス学科

学生・教員、学内関係者、インターンシップ受入先企業等に配布した。 

２．現代ビジネス学科学生の就職活動の体験を「就職活動報告集 2011」にまとめ、1 年生

から 3 年生の学生に配布した。 

３．メガネの田中チェーン株式会社社長の田中登志子氏を講師にお迎えし、現代ビジネス学会

講演会を開催した。 

４．学会紀要（電子版）を刊行した。 

 

2011 年度開催の講演会 

 現代ビジネス学会講演会 

・2011年 12月８日（木曜日） 

メガネの田中チェーン株式会社 社長 田中 登志子氏 

 

 

 



人間の習性とのいたちごっこ 

西村則久 

  

各情報教室にはパソコンが数十台あり、授業が行われていないときは学生がパソコンを自由に使うこ

とができる。空きコマに情報教室前へ来た学生が、教室内で授業が行われているかいないか（つまり教

室に入ってよいか）を知ることができるよう、情報教室の外には時間割が貼ってある。恐らくほとんど

の学生は時間割が貼ってあることを知っていると思う。 

 ところが、情報教室でゼミを行っていると、関係のない学生が勝手に教室に入ってきてパソコンの電

源を入れる。外に貼ってある時間割にはこれが授業だと書いてあるはずなのに、である。なぜそのよう

なことが起こるかというと、入ってくる学生は教室内を覗いて（ほとんどの情報教室はガラス張りで、

廊下から中が見える）、授業が行われているかいないかを自分の目で判断しているのだ。ゼミは他の授

業に比べると受講者数が非常に少なく教室がガラガラ状態であるうえ教員も必ずしも教室の前方で説

明などをしているわけではないので、外から見たときにこれは授業ではないという錯覚を起こすのだろ

う。 

 教室はガラガラ状態だから一人や二人くらい関係のない学生がパソコンを使っているだけならゼミ

を行うのに支障はない。しかし一人や二人でも放っておくと、それをガラスの向こうの廊下から見た他

の学生が「あの人が中にいるということは、これは授業ではない」という錯覚を起こす原因となり、一

人また一人と関係のない学生が入ってきてしまう。割れ窓理論である。関係のない学生が増えてくると、

騒がしくなって支障を来たすことになるから、最初の一人が入ってきたときに、これが授業であること

を説明する。すると申し訳なさそうに出ていく。 

 こうして最初の一人を追い出しても、しばらくすると別の学生が同じ錯覚を起こして入ってくる。ま

た同じ説明をして出て行ってもらうが、何度も何度も面倒になってくる。ある日、ゼミを受講している

学生が「授業中！！ 入るな！！」と大きな字で書かれた張り紙を作って教室の入口に貼ってくれた。 

しかしこの張り紙はほとんど効果がなかった。お構いなしに入ってくる。なぜそのようなことが起こ

るかというと、人間というものは張り紙よりも自分の目のほうを信じる。ガラスの向こうの教室内の様

子は、授業をしているようには見えない。きっと張り紙は前の時間に貼られて、はがすのを忘れている

のだろう、と思われてしまう。 

 そこで、張り紙の文言を変えた。「授業をしています。受講者が少ないために、授業をしていないと

思い込んで入室してくる学生が多く、大変困っています。」 

 これはある程度の効果があった。しかし、まだまだ入ってくる。文言が長くなったので文字が小さく

なり目立たなくなったのかもしれない。入口付近には他の紙も貼られていたりするので、そもそも目立

ちにくい。ボーっとしていたような人には到底気付いてもらえないだろう。 

 そこで今度は、入口のドアノブを囲むような位置に貼ってみた。これはかなり効果があった。 

 しかしここで痛恨のミスが発生する。ゼミが終わった後に、はがし忘れてしまったのだ。次の時間に

これを読んだ学生は、教室内に誰もいないのに律儀に入室を控えたかもしれない。そこでまた文言を変

え、「時間割にあるとおり、火曜３限はこの教室では授業をしています。受講者が少ないために、授業

をしていないと思い込んで入室してくる学生が多く、大変困っています。火曜３限は部外者は入室しな

いで下さい。現代ビジネス学科 西村」とした。より一層文字が小さくなってしまった。しかし、これ

ならはがし忘れても大丈夫だ。 

 ここまでしても、時々入ってくる学生がいる。ボーっとしていたのだろうか。 



他の学科の授業に、情報教室を押さえておきながら教員が現れないケースが見受けられるのだが、そ

れもこの問題をややこしくしている。 

 また、最近は恐らく事務局が作成したと思われる「授業使用中」とだけ書かれたプレートが各情報教

室に用意され、よく入口に貼られているが、いつもはがし忘れられている。 

 やや強引だが、張り紙をしたうえで、教室の内側から施錠して入室できなくしてしまうのが良いかも

しれない。 


