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安田女子大学現代ビジネス学会 

会長  辻 秀典 

 

 現代ビジネス学会は、2003 年、本学に現代ビジネス学部現代ビジネス学科が創設された

ときに、同学部の学生及び教員を会員として設立されました。本学会は、これまで、学生

の卒業論文要旨集の刊行、講演会の開催など、学生会員を軸とした活動を行ってきました

が、このたび、学会誌を刊行することといたしました。学会及び会員の活動について教育

研究活動を中心に広く記録するとともに、研究成果発表の場を会員に提供することを目的

とするものです。 

 

 現代ビジネス学部現代ビジネス学科は、ビジネス、コミュニケーション及びＩＴ・マル

ティメディアの三つの研究教育領域からなり、豊かな教養と高い実務能力を有する人材を

養成することを目的としています。創設から 8 年、悪化する経済状況のなかでも卒業生の

就職率は高く、学部創設の趣旨及び教育実績は社会的にまずまず受け入れられつつあるも

のと思われます。いささか望蜀の感はありますが、学会誌の刊行により会員の研究活動に

弾みがつき、研究面でも社会的に認知されるようになること、また、研究成果を踏まえて

一段と充実した教育がなされることを心より願うものです。 

 

 学会誌は、電子版の形態で刊行されます。はじめての試みでもあり、創刊号は紙をファ

イルに置き換えただけといった体のものにすぎませんが、数年後には「電子図書」の名に

恥じない、マルティメディアをふんだんに含むものに成長していくことを期待しています。 

なお、曲がりなりにもこうして学会誌が刊行できたのも、ひとえに、刊行準備委員として

活動していただいた教員の方々、とりわけ、千葉保男教授のご尽力あってのことです。末

筆ながら、記して感謝の意を表する次第です。 

 

 学会誌創刊に当たり、その経緯といささかの抱負を申し上げ、学会の発展を祈念し、発

刊の辞とさせていただきます。 

 

 2011年 3月 31日 
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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 

 

青木 克仁 

 

序論 

この度の金融危機によって、「市場原理主義」を標榜する資本主義経済体制が完全なる「フ

ィアスコ fiasco」に陥りました。これを機に、心ある人達は、現行の経済体制を持続可能な

体制に徐々に方向転換させる必要性を模索し始めました。「持続可能性」という要求に応え

られるように、経済の在り方を変形していくことは可能か、という問いに向き合わないわ

けにはいきません。こうした問いに真剣に向き合うための下準備として、この「近代（モ

ダン）」の特徴とされる「再帰性」という概念を中心に、私達の生きているこの時代を概観

するということが、この小論の目的です。この現代ビジネス学会誌の読者の一部に、我が

現代ビジネス学科の学生達が含まれていることを考慮し、今回は、口語体を採用し、書き

進めていくことにします（彼女達とも、この時代を共に生きる者として、認識を共有した

いと考えるからです）。 

今までは社会を外側から記述するために使われていた用語が、日常生活にも入り込み、

自分達を自覚的に定義する用語になっていくことを、社会学者のアンソニー・ギデンズは、

「再帰性」と呼びました。言い換えると、「再帰性」とは「自分自身の言動をメタレベル（一

段上のレベル）から意識的に対象化し、評価すること」を言います。この「近代（モダン）」

を特徴づける「再帰性」によって、自分自身が意識的に対象化されます。そうすることで、

職場や共同体における関係から、家族の関係、果ては恋愛という関係に至るまで、ありと

あらゆる人間関係において、その関係性のあり方が問われることになるのです。こうした

「再帰性」による徹底的な捜査のメスが当てられた途端に「伝統」や「文化」は、それが｢伝

統｣あるいは｢文化｣であるところの「自明性」を失い、解体してしまいます。こうして「伝

統」が人間関係の成立基盤を担うべき自明性を失い、人は個人化していくことになります。

後ほど詳細に検討していくように、「再帰性」という名の Probe によって、己の拠って立つ

基盤を崩壊され、足元を掬われた人の中には、自分に都合のいいものを「伝統」と呼んで

美化する、堕落した保守主義に退落してしまう人達が出てきました。後ほど、詳述するよ

うに、こうした｢伝統｣の解体は、個人のレベルでは、今で言う「記号消費」に道を開き、「消

費による自己実現」という名の下、趣味に基づく選択の恣意性を許容します。しかし、政

治のレベルにおいては、「伝統」の解体後は、このような選択の恣意性に身を任せることを

回避する方法が模索されるようになります。「市場原理主義」の採用は、その最たるもので

しょう。この論考では、「市場原理主義」が何故原理として賞賛されるに至ったのかを「再

帰性」をキーワードに読み解きます。また結論として、再帰性による関係性の崩壊に伴っ

て、召喚されることになった｢市場原理主義｣が、その帰結として全体主義化を招来してし
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まうという皮肉な結果を確認していこうと思います。 

 

§１．再帰性と伝統の破壊 

前近代の生活様式においては、「伝統」が生活様式を支えており、「伝統」が疑われるこ

と無しに、「伝統」の中で、人と人を「私達」へと統合してくれていました。人々は「伝統」、

即ち、宗教や習慣、掟、文化、地縁や血縁などによる結合をベースにした生活様式に疑い

の目を向けることなく、伝統の中に生まれることで、自動的に前提として受容したのです。    

けれども、「近代（モダン）」に入ると、科学的な合理的思考法の浸透により、「伝統」を

支えてきた、諸々の「前提」に疑いの目が向けられるようになりました。「伝統的なもの」

が、科学的な合理的思考によって「ナンセンス」なものとして退けられていくことを、社

会学者のウェーバーは、「脱魔術化」と呼んでいます。それによって、今まで、人と人とを

自動的に「私達」へと結び合わせてきた「伝統」の解体が始まるのです。こうして「私達」

も解体し、それと同時に、「個人主義」が誕生しました。「脱魔術化」を経て、「伝統」が人々

を「私達」へと統合していく力を失い、ばらばらになった個人は、今後は、自らの生活様

式を、まさに「個人」として決定するよう迫られることになるのです。 

「個人主義」は、個人の選択の自由が基盤となります。「伝統」の基盤から切り離され、

何でも自分の選択の問題になると、エーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』で描いてい

るような「寄る辺の無さ」に人々は不安を感じるようになったのです。例えば、「死ぬも生

きるも自由」という過度な自由に晒されて、人々は「自由」から逃げ出したい、という不

安に見舞われるようになったのです。夏目漱石は、『夢十夜』なる不思議な短編を残してい

ます。表題にあるように、十夜に渡って見た夢を一夜一夜記していくという趣向になって

います。その第七夜目の夢は、比較的解釈し易い夢で、まさに「個人主義」を請け負うこ

との不安が表現されているのです。この夢の中で、彼は、どこに行くか分からない大きな

船に乗っているのです。ただ沈む太陽を目指しているので西に航路を取っていることだけ

は確かなようなのです。「西に向かう」というのは、当然、「西欧化」を開始した明治の日

本のことを指すわけですね。「いつ陸に上がれることか分からない」ことに心細くなり、い

っそのこと身を投げて死んでしまおう、と決心し、思い切って、甲板から飛び込むのです

が、「何処に行くか分からない船」でも乗っていればよかった、という「無限の後悔と恐怖

心を抱いて黒い波の方へ静かに落ちていく」のでした。「西欧化」に身を任せることの居心

地の悪さが、描かれているのです。そして「陸」というのは、「伝統」を頼りに生きていく

ことのできた前近代を指すのでしょう。「陸」、即ち、「伝統」の存在は、まさに、無意識に

前提されていたのですが、「西欧化」を目指す船出とともに、「陸」の自明性が喪失してい

くのです。暗い闇夜の海に身を投じる、ということは、彼の「自由選択」なのですが、身

一つで波間に漂うかのような「寄る辺の無さ」に向かって落下していく恐怖を描いている

のです。一見、「自由選択」に開かれているようですが、「個人主義」は、このような恐ろ

しいまでの孤独を強いるのです。「個人」として放り出されることの不安、「自由選択」の
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孤独、そうしたものに耐えられる程、人間は強くないということ、漱石の夢は、こうした

ことを教えてくれるのです。夏目漱石は、『こころ』の中でも「自由ゆえの寂しさ」を描い

ていますね。「自由恋愛」が許されるはずなのに、友人Ｋを、自分の選択ゆえに自殺に追い

やってしまったかもしれないという慙愧の念に囚われて生きることになってしまう、主人

公の寂しさを描いています。「私達」が解体し、全てが個人の選択ということになると、人

は、自分の「心」と向き合わないわけにはいきません。「自分が何を望み、何をしたいのか」、

「そもそも、そうした選択をしなければならない、自由な『私』とは何なのか」といった

問題が人々を悩ますようになると、まさに「心」が問題となるようになります。「自分とは

何か」ということを自己決定する時、「自我」、つまり「自分という存在を外から眺める意

識」が肥大化します。「自分とは何か」といった問題は、今までは「伝統」が解決してくれ

たのです。こうして「伝統」が何も教えてくれなくなってしまうという事態を、トルスト

イは、『人生論』の中で、「科学は人間の行為の持っていた意味を奪う」という言い方で表

現しているのです。「伝統」が人々を「私達」へと統合していく力を失い、ばらばらになっ

た個人は、自らの生活様式を、自己決定しなければならなくなるのです。こうして、「再帰

性」の時代、即ち、「近代（モダン）」が開始されるのです。人々は、「伝統」を参照して行

動するのではなく、自分で考え、「自己決定」しなければならない時代が到来したのです。

けれども、他方で、人は、自分と向き合えば向き合うほど、「再帰性」によって捉えられな

い、即ち、自己決定できない、偶然性の問題に苦しめられるようになっていくのです。こ

うして、「伝統」という名の子宮の外に放擲された人間は、「個人」化した状態を担わない

わけにはいかなくなり、「自己決定」の不安を抱えて生きるようになっていくのです。 

 

§2．「再帰性」による個人化の行き着く先としての「私化」そして「原子化」 

 前節では、「近代（モダン）」の再帰性の運動の帰結として、「個人主義」が出てくるとい

うことをお話ししました。本節では、この「個人主義」が、現行の社会において、「原子化」

という形で先鋭化してしまうということを論じようと思います。 

政治学者、山口二郎と対談した評論家、柄谷行人は、対談の基となった「地方自治から

世界共和国へ」という講演の中で、日本を代表する政治学者、丸山眞男による、興味深い 4

象限分析を紹介しています。この４象限分析は、横軸に「求心的（Centripetal）」、即ち、

「中央権力を通した改革を志向する」ということと、「遠心的（Centrifugal）」、即ち、「中

央権力からは自立的」ということをとり、縦軸に、「結社的（Associative）」、即ち、「集団

的政治活動に参加できる」ということと、「非結社的（Dissociative）」、即ち、「集団的政治

活動に参加できない」ということをとって、国家において国民が個人化する際に出てくる

タイプを分析しています。簡単に言えば、「国家」と個人の関係を表現しているのです。こ

れによって、4 象限ができるわけですが、最初のものが、「民主化」です。これに分類され

る人々は、集団的政治活動に参加しますが、中央権力を通して改革を志向しようとするタ

イプの人達なのです。次の「自立化」に属する人々は、市民的自由を重視し、中央権力か



4 

 

ら、その自由を保障させるために活動できる「中間集団」を結成し、政治活動するタイプ

です。このタイプは、政治活動を、社会的活動を介して行うといっていいでしょう。3 番目

の「私化」に属する人達は、政治には無関心で、自分やせいぜい家庭のことのような私的

事柄にのみ関心を向けるタイプで、政治的、社会的活動への契機はありません。最後の「原

子化」ですが、政治に無関心だということでは「私化」のタイプと同じなのですが、権威

主義的リーダーシップをとる権威者に扇動されれば、簡単になびいてしまって、そのリー

ダーの言動にファナティック（狂信的）に帰依してしまうような、権威に左右される浮動

層を指すのです。 

 

☆丸山眞男による個人化の形態 
                    ↑ 

結社形成的（Associative） 

 

2.自立化 

Individualization 

 

1.民主化 

Democratization 

←遠心的（Centrifugal） 

  3.私化 

Privatization 

   求心的（Centripetal）→ 

   4.原子化 

Atomization 

                 非結社形成的（Dissociative） 

                    ↓ 

 

柄谷が論じているように、この最後のタイプは、例えば、小泉首相のような断固決断を訴

え、ポピュリズムによる動員術に長けた「カリスマ的人物」に、簡単になびいてしまうの

ですが、だからと言って、「原子化」に分類される人達は、一つの集団を形成することはあ

りません。それは、あたかも、磁石に寄せられる無数の鉄片のように、権威になびくとい

う共通点以外にはお互いの間に共通点が無く、お互いに知り合いになって一つのまとまっ

た集団を形作ることもありません。2 の「自立化した層」が、例えば、NGO などの「中間

集団」を形成し、市民社会を支えるのですが、この国家と個人の間に広がる、「中間集団」

が日本には、あまり見られなくなってしまったのです。「中間集団」が無ければ、国家と個

人という分け方しかありませんので、1 のタイプが尐数である日本においては、3 の「私化」

か、4 の「原子化」に向かう「個人化」しか、ありません。「私化」したグループは、「自分
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さえ楽しければいい」という動機付けによって行動し、消費による自己実現に興味・関心

を奪われ、私事に時間を費やします。「原子化」した人達は、その孤独と不安、それに、自

信の無さゆえに、権威的な独裁者型の人物が出現すると、「国家」という自分より大きな全

体と一致しようとして、それにまさに没入してしまうようになるのです。「超人的あるいは

神秘的な力を感じさせたり 教祖的な指導力を発揮したりする能力を備えた人物」のことを

「カリスマ」と呼びますが、「原子化」した人達は、「カリスマ」的な力に魅せられる傾向

があります。政治上で有名なカリスマとして「ヒトラー」がいますが、ヒトラーのナチズ

ムを分析したアドルノやフロムは、個人的な自我の確立と自立、独立性には至らず、自分

に欠けている自立性を、自分の外にある「権力」に求めてしまう人達のことを「権威主義

的パーソナリティ」と呼びました。こういうタイプは、権威的な人物が出現すると、自分

の外部にある権威を称えてそれに完全に服従し、自分自身の言動をその権威者の言動に完

全に一致させることで、自分自身が権威として振舞うようになり、そうすることで他を服

従させたい、という願望を持つのだ、というのです。4 の「原子化」した人達とは、まさに、

アドルノ等がいう「権威主義的パーソナリティ」の持ち主であると言えるでしょう。この

タイプは、往々にして、例えば、「国家」とか「民族」などのような、自分よりも「強大な

権威」にしがみつきます。自分の自信の無さを補完してくれるような外部の権力への妄信

という形で、「カリスマ的な権威」に群がる蛾のように求心的に振舞ってしまうのです。求

心的でいながら、集まってくる連中は皆ばらばらであるがゆえに、この第 4 象限目のタイ

プには「原子的」という命名がなされているのです。簡単に言えば、政治参加に関する個

人的主張があるわけではない人達が、何か自分より大きな権威に同調してしまうことによ

って、一時的に政治権力に求心的な言動を起こすということなのです。 

 皆さんが直ぐに感じられただろう通り、日本においては、「私化」に属する人達が圧倒的

多数者でしょう。また、普段は、政治には無関心なのに、カリスマ的な権威者が出ると簡

単に煽られてしまったり、ネット上の「祭」に共鳴して、「そうだ」とか「やっちゃえ」と

噴き上がったりするような、「原子化」した個人が多いのです。総オタク化してしまった「島

宇宙」の住民は、ほとんどは「私化」か「原子化」に分類されるでしょう。「島宇宙」の住

民となっても、ネット環境が整っているとコミュニケーションには困らないのです。「メッ

セージ・イン・ザ・ボトル（Message in the bottle）」とは、大海にメッセージ入りのボト

ルを流して、誰かが見つけて、読んでくれたらいいなと思う、そんな承認願望のことを指

しますが、「大海」ならぬネット上だと「ボトル」を探してくれる人の確率が高くなるがゆ

えに、｢島宇宙｣化が、それ程の孤独を意味しなくなっているのです。しかもネットは、自

分も相手も傷ついたり、傷つけたりすることの無い匿名性があるがゆえに、誰かに承認し

て欲しくて、本来はプライヴェートであるはずの内面の記録を曝すことが容易になり、同

好の士を探し易くなります。「島宇宙」の住民が、ネット環境ゆえに、承認願望を仮令一時

的にせよ充足させ易いのだとしたら、自ら政治家になったり、政治家を後援したりするこ

とで、国政に参加することで、中央権力を通して、世の中を変えていこうとする「民主化」
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に属する個人は、尐数派となってしまうことでしょう。確かに、投票行動を通して、とい

う形で、投票日には一時的に「民主化」に属する人達が、多数に膨れ上がることはあるか

もしれません。 

「私化」と「原子化」の違いを、ハンナ・アーレントの「孤立」と「Loneliness」の違い

から論じていくことができそうです。アーレントが述べているように、「孤独（solitude）」

と孤立は違うのであって、「孤立とは、人々が共同の利益を追って相共に行動する彼らの生

活の政治的領域が破壊されたときに、この人々が追い込まれる袋小路のこと」１なのです。

であるとしたら、「島宇宙化」した人達は、ネット上で承認願望を一時的に充足し得たとし

て孤独は感じないとしても、孤立しているのです。人々が孤立しているのであるのならば、

やはり「社会」は機能していないということになるのです。このように、「孤立」は、人間

生活における公共生活の側面が何らかの形で失われている形態をいうのです。「私化」して

いる個人は、私生活における楽しみごとに没入するあまり、「孤立」ということにすら気付

かないかもしれません。「私化」を被った個人は、私的生活が残されていますので、公共生

活を遮断されても何不自由なく暮らしていけると錯覚しているのです。古代ローマの時代

から、専制君主は、大衆に娯楽と慰みを与え、そうすることで彼等を公共生活から遠ざけ、

統治し易いように飼い慣らしてきたのです。そのように考えれば、「私化」した個人が、政

治に無関心なことが分かるでしょう。 

これに対して、私的生活の側面においても、自己喪失を被ってしまうような形態が

「Loneliness」なのです。「原子化」してしまった個人は、ネット上を、承認を求めて彷徨

うわけですが、そこで得られる承認は一時的かつ部分的承認であって、親友や恋人等から

得られるような、全人格を丸ごと愛されるという形での全面的な承認ではないのです。む

しろ、全体的な承認の欠如ゆえに自信が無いということになり、そうした自信を喪失した

人達が容易に「カリスマ的な権威者」に魅惑され、権威者に己を一体化させることで、己

の自信喪失の代理物を得ようとしているのです。アーレントは、このような「Loneliness」

を感じる層が「全体主義」に吸収されるだけではなく、スターリン政権下において、人々

が人々を監視し合う状況下で、公共生活の側面のみならず私的生活の側面もが破壊され、

人々が「原子化」してしまったように、「全体主義」は「Loneliness」を感じる層を生み出

すということを見て取りました。人間関係からは己のアイデンティティを定位できない

「Loneliness」を感じる個人、即ち、「原子化」した個人、にとっては、「全体主義」が称揚

する人間を超えた巨大な力こそが、己のアイデンティティの唯一の供給源になってしまう

からなのです。 

2008 年 6 月 8 日、日曜日、歩行者天国でにぎわっていた秋葉原で連続殺傷事件を起こし

た犯人は、まさに「メッセージ・イン・ザ・ボトル」の心境でネット上のサイトに書き込

みを残しています。「友達欲しい、でもできない、何でかな。不細工だから」（４日８時６

分）とか「彼女がいない。それが全ての元凶」（６日３時４分）等のように、彼は、容姿や

性格あるいは対人関係への不器用さに劣等感を持っていたため、ネットの匿名性の中でし
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か自己表現が可能ではなかったのでしょう。彼が犯行に及ぶ引き金となった要因として、

作業場で「ツナギがなかった」ことにアプセットして、大騒ぎをし、仕事をせずに、自宅

に引き揚げてしまった、ということが報道されていました。ここで考えていただきたいこ

とは、彼が騒ぎ立てていることは、単に作業服のあるなしを騒ぎ立てているのではないと

いうことなのです。「ツナギ」を着れば誰でもいい、交換可能なのだ、ということからさえ

も見放されてしまう恐怖がそこにはあります。その証拠に、その日の書き込みには、その

年に起きた連続殺傷犯に同情を寄せて書かれた「『誰でもよかった』なんかわかる気がする」

という件があるのです。「誰にも理解されない、理解しようとされない」ということが、作

業場という公的な場にも私的な交友の場にも残されていない、まさに「Loneliness」を生き

ている彼のような人が、「原子化」を被った個人の典型なのです。 

確かに、問題は、所謂「市民層」として、「社会」を形成していく力となる「自立化」に

属する人達が極々尐数であるという点なのです。この層が薄いということは、「社会」が機

能していない、ということを意味します。この「自立化」の層が薄いことは、まさに、現

状に対する反撃（カウンター）としての「カウンター・カルチャー」を形成する運動が活

発でなければ、「社会」が見えてこない日本にあっては深刻です。「私化」や「原子化」さ

れた個人は、通常は、現状に無関心です。何かあっても、「自己責任」に縛られて、現状に

「No！」を言ってみることすらできません。「No！」を叫ぶことのできる、つまり、「自立

化」した不特定の人達が多く集まることで、カウンター・ムーヴメントが生じ、そこに「社

会」が生まれるのです。このような「カウンター」を介した「社会」の誕生の仕方もあり

得るのです。日本は、「社会」が機能していないので、このような「カウンター・ムーヴメ

ント」によって「社会」を作り上げることから始め、中間集団層を厚くしていくことが必

要でしょう。「私」からでも「体制」の側からでもない、「社会」という視座から思考を進

めていくことのできる人達が「自立化」した個人の層を作っていくのですからね。ところ

が、後の節で詳述するように、「市場原理主義」のグローバル化は、まさに、こうした「社

会」を形成し得る中間集団層に打撃を与えてしまうことになるのです。実はそれゆえ、個

人か国家かという二者択一的な状況下において、「私化」や「原子化」が当然のことのよう

に受け入れられてしまうようになったのです。 

 

§3．再帰性と文化の破壊 

 本節では、「再帰性」によって、文化そのものが極限に追い込まれていく姿を確認してお

くことにしましょう。その帰結として第二節で論じたような「私化」に導く「消費文化」

が出てきてしまうからです。文化の担い手であるとされてきた「芸術家」と呼ばれる人達

が「再帰性」によって、前衛化し、芸術を極限にまで推し進めていく様を概観しておくこ

とにしましょう。 

「近代（モダン）」と呼ばれている時代に、芸術家は、自分より前の時代の手法や慣例に

疑問を投げつけ、自分より前の時代を否定的な参照点にして、自分を位置付け、新しい手
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法を生み出していったのです。つまり、「近代（モダン）」の時代には、「前衛的な要素」が

既にあったわけなのです。例えば、音楽芸術の場合、リストやワーグナーが「新音楽」と

いう名称で己の芸術を総括し、新旧の切断を試みた時に、「前衛」が開始されたと考えてい

いでしょう。ピカソもカンディンスキーも、ポロックも、また、ドビュッシーもストラヴ

ィンスキーも、シェーンベルクも、皆、実に頑固なまでに、「伝統」からの決別を繰り返す、

このモダンの運動を己に引き受けて、その結果、抽象へと向かう、モダニズム独特の目的

意識を生み出していったのでした。そして、このモダニズムに特有の歴史の中における己

の位置付けが、意識されるようになった時に、「アヴァンギャルド」という芸術の最前線に

立つことが、芸術家として当然のこととなったのです。そして、この「アヴァンギャルド」

の極限に登場するのが、「芸術の死」を宣告することで、自分達の拠って立つ足場である「伝

統」を完全に破壊し尽してしまう、ダダイズムだったのです。 

 「ダダ」について語る時に欠かせない人物として、フランス人の芸術家にマルセル・デ

ュシャンがいます。周知のように、彼は、美術館に、「泉」と題した、サイン入りの便器を

展示したのでした。美術館の館長は、これに何か許し難きものを感じ、直ちにこの「泉」

と題された便器を展示場から撤去したのです。「これは既製品であって何の創作もここには

存在しない」というのが館長の言い分でした。それに対してデュシャンは、「あの物体に対

する新しい思考を創作したのだ」と反論したのです。これは一大センセーションを巻き起

こし、「芸術の死」を宣告するダダイストの運動が活発になったのです。「泉」と題された

便器は、デュシャン曰く「芸術を定義することの可能性を否定する形式」を挑発的に打ち

出したのでした。こうして、完全に自由であるために、ありとあらゆる定義から解放され、

芸術の自由を謳歌しようとしたわけなのです。1917 年ニューヨークでの出来事でした。 

それから半世紀後、50 年代に入ると、ダダの運動は評価されるようになり、「ネオ・ダダ

（Neo-dada）」や「ポップ・アート（Pop-art）」の運動にインスピレーションを与えるよう

になったのでした。ポップ・アートの旗手と言えば、漫画の一コマを拡大したパネルを展

示したロイ・リキテンシュタイン（Roy Lichtenstein）やキャンベルのスープ缶のデザイン

をそのまま拡大して使用したアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）の名前を皆さんは思

い出すことでしょう。1964 年、アンディ・ウォーホルは、「キャンベル・トマトジュース」

や「ハインツ・トマトケチャップ」や「ブリロ・ソープパッド」のロゴ入りのボール箱に

似せて、合板で作成した「さまざまな箱」と題した作品を展示しました。これに対し、ブ

リロのロゴをデザインした、ジェームズ・ハーヴェイが、ウォーホルを剽窃の廉で訴えた

だけではありません。カナダのトロント美術館でウォーホルの作品を集めた展覧会があっ

た際に、カナダの税関は、この「さまざまな箱」を商品と看做し、芸術作品には課せられ

ない関税をかけようとしたのでした。 

これ程、センセーショナルであったにもかかわらず、「ダダイズム」の旗手であった、当

のデュシャンはこうした動きには批判的でした。ネオ・ダダやポップ・アートは、まった

く安易にダダの行ったことを模倣しているだけである、というのが彼の不満の核にあった
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のです。デュシャンの試みは、「伝統」という名前で当然視されてきたものに挑戦し、「死」

を宣告することでした。私達が、無反省にただただ従ってきた「伝統」と呼ばれている、

既成概念の集合に対して、徹底的な揺す振りをかけ、今まで、反省されて来なかったもの

に対して、反省のメスを入れることで、「伝統」の特権を崩し、ありとあらゆる「伝統」的

なものから、人間精神を解放しようとしたのでした。つまり、デュシャンにおいては、「再

帰性」の運動が極限まで先鋭化しているのです。しかし、ネオ・ダダやポップ・アートに

なると、デュシャンの行為が、それを「挑発行為」であるとする文脈から切り離されてし

まって、ただ単に美学的に美しいという風に消化されてしまうようになったのです。 

このデュシャンとウォーホルの違いとは、何なのかが、未だこのままでは、分かり難い

と思いますので、もう尐し、俯瞰してみましょう。実は、デュシャンとウォーホルの間に

横たわっている溝は、まさに、モダンとポスト・モダンの間の溝を意味しているのです。

今まで、「伝統」として無意識の内に従ってきたものが、意識的な選択の問題になってしま

うことを「再帰性」と呼ことを確認しました。芸術も自分達が、師匠から弟子にというと

いう過程において、無意識の内に従ってきた規範や伝統を、意識的な選択の問題にしよう

としてきたわけなのです。モダンの運動の頂点に位置するダダは、そうした伝統に死を宣

告し、伝統からの完全なる自由を手に入れようとようとしたのです。けれども、ネオ・ダ

ダやポップ・アートは、そうしたダダの手法そのものを、自分達の選択肢の中に組み込ん

でしまったのです。しかも、「商業主義」の名前の下、ありとあらゆるものが「再帰的」に

選択肢に組み入れられてしまう、文化の市場化とでも呼べる状態が生まれてしまったので

す。デュシャンが破壊しようとしてきた伝統が、再び、ポスト・モダンにおいては、「再帰

的」に選択肢に組み込まれてしまい、復活してしまうのですから、デュシャンの苛立ちは

当然なのです。しかも、デュシャン自身の挑戦的な手法そのものまでもが、「再帰的」に選

択肢の中に組み込まれてしまったのですから、デュシャンが腹を立てるのは無理からぬこ

となのです。結局、デュシャンのやり方も、伝統から解放されるために、伝統を破壊する

という形で、伝統を意識しなければいけなくなるので、結局は「伝統」を「再帰性」のレ

ベルで再現させてしまい、「伝統」に頼らざるを得なくなってしまうのです。そして「再帰

性」のレベルで再現された「伝統」から自由になるためには、「破壊」しかなくなるわけで

すが、「破壊」は、「何かを破壊しなければならない」わけですから、破壊されることにな

る「伝統」に寄生することになってしまうのです。つまり、参照点としての「伝統」が常

についてまわることになるのです。 

けれども、ネオ・ダダやポップ・アートを経て、文化状況は、まさに「マーケット」と

化し、人類最古の壁画、あるいは、四大文明の産物から、デュシャンの「ダダイズム」を

契機にラディカルとなったはずのありとあらゆる方法の産物までもが、対等な商業的価値

づけの下に、並置されるに至ったのです。こうした状況は、勿論、絵画芸術だけではあり

ません。ありとあらゆる手法や方法が、開拓され尽くされ、巨大なデータベース化を被り、

商業的に価値付けの他には何の優劣も無く、ただただ横並びにされている状況なのです。
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これこそが、ポスト・モダン的な状況なのです。ここに至って、根拠への反省がもはや意

味を失い、そうであるがゆえに、平等化した諸作品が、ただただ横並びに並置されるだけ

の文化空間が出現しました。「ダダイズム」では、未だ、「アヴァンギャルド」としての歴

史における最前線が意識されているゆえ、歴史的な経緯が視野に収まっていましたが、ポ

ップ・アートに至っては、歴史という視座は遮断され、全てが並置されていくことになり

ます。全ては、歴史的な厚みを伴わない記号となり、「記号消費」という言い方がされるの

が相応しい扱われ方をされるようになっていくのです。 

「記号消費」の時代、「伝統」や文化を形成してきた「歴史的視野」が切断されてしまう

ことによって、「歴史」の厚みを失ったあらゆる「作品」の平等化が生じました。そうであ

るからこそ、この「消費による自己実現」を叫ぶ消費文化においては、むしろ失われた「歴

史」の厚みの代用物として、「スペクタクル Spectacle」が強調されるようになるのです。

フランスの思想家、ギー･ドゥボール（Guy Debord）は、「スペクタクル Spectacle」をキ

ーワードに現代の消費文化を読み解こうとしました。「スペクタクル」という語は、「壮大・

豪華な場面、見世物」といった意味があります。メディアが作り出す誇大広告的な見世物

感覚を「スペクタクル」と呼ぶのですが、私達の生活は、こうした絢爛豪華な「スペクタ

クル」なイメージの受け入れ先になってしまっているのです。コマーシャリズムによって

大袈裟に誇張された幸福イメージのように、消費文化が、ワンセットで押し付けてくる画

一的な価値観が、ありとあらゆるメディアを介して、まさに「ショー」として演出され、

私達の心を虜にしようとしているのです。テレビ・コマーシャルを見てみるといいでしょ

う：そこには、例えば、「幸せな家族のイメージ」が、その商品を所有することのイメージ

と重ねられて語られているのです。ディズニーランド的なものとは、まさに「スペクタク

ル」の典型ですね。こうして、「スペクタクル Spectacle」によって、喪失した歴史的「厚

み」に代わるまがい物を付加することで、「記号」として横並び化した物品の中から「私を

選んで欲しい」と消費者を誘惑していくようになったのです。これが消費文化ということ

なのあり、これは「再帰性」の先鋭化の一つの帰結と考えていいのです。こうした消費文

化という文化形態に呼応しているのが、第二節で触れた「私化」した人達なのです。 

こうして「伝統」や「歴史的視野」の崩壊後は、ありとあらゆるものの商業主義的な並

置とそれに対する記号的消費が取って代わり、「伝統」や文化を形成してきた「歴史的視野」

を喪失し、個人主義化した個体を「消費による自己実現」に誘い、「私化」させることにな

るのです。ただ、個人的な「自己実現」のレベルでは、多種多様な「記号」を単なる趣味

の問題として、恣意的に切り取り消費することが可能なのですが、政治のレベルでは、そ

うはいきません。「伝統」を恣意的に切り取って称揚してしまうことは、「決断主義的」な

独断とされ、抵抗を招いてしまうからです。次節では、再帰性と政治について述べようと

思います。 

 

§4．再帰性と政治：新しい原理主義 



11 

 

 政治哲学者のジョン・グレイは、『グローバリズムという妄想』という本の中で、カール・

ポラニーの『大転換』を評価し、およそ次のようなことを述べています。自由市場は、一

つのアングロ・サクソン的な出来事であって、それが完全な形で存在したのはせいぜい一

世代の期間のみだったのだと。それは、グレイによりますと、19 世紀のイギリスにおいて、

所有制度と経済生活が徹底して個人主義的であったがゆえに存在し得たのだというのです。

それゆえ、彼は、このほんの一時期のアングロ・サクソン型の市場形態を、今になって、「グ

ローバリゼーション」の名の下、普遍的なパラダイムであるかのように、全世界に移植し

ようという試みは、「傲慢」という言葉で形容されるのが相応しいのではないのかというの

です。 

さて、ここでジョン・グレイが高い評価を与えている、カール・ポラニー自身の著作に

当たってみることにしましょう。ポラニーのいう「大転換（Great transformation）とは、

社会に根差し、それゆえ多くの規制や制約が働いていた「社会的市場」を破壊し、社会的

影響とは無関係なところで働く、規制の無い「自由市場」へと作り変えてしまうことなの

です。つまり、経済活動を、社会的影響や政治的支配から解放する方向へ舵取りすること

なのです。つまり、規制された市場から規制を外し、自律的なシステムに整えることを意

味するのです。しかしこれに対して、ポラニー自身が「自己調整機能という考えはまった

くのユートピアであった、というのがわれわれの命題である。そのような制度は、社会の

人間的・自然的な実体を無にしてしまうことなしには、一時たりとも存在しえないであろ

う」２とはっきりと述べているのです。 

 アングロ・サクソンの歴史における、言わば一つの良き想い出が、こうして普遍的な原

理であるかのようにもてはやされるようになったのは、何故でしょうか？私達は、今まで、

「再帰性」と伝統の崩壊あるいは文化の崩壊の関係を概観してきました。序論でも簡単に

触れましたが、「再帰性」の Probe によって、己の拠って立つ基盤を崩壊され、足元を掬わ

れた人の中には、自分に都合のいいものを「伝統」と呼んで美化する、堕落した保守主義

に退落してしまう人達が出てきました。けれども、彼等は、「伝統」の恣意性を避けるため

に、「伝統」の恣意的選択を乗り越える必要性を感じてはいたのです。その時に、彼等が目

をつけたのが、「市場の自己調整機能」という、アングロ・サクソン的ユートピアだったの

です。私が念頭においている学者として、ブキャナンがいます。彼は「公共選択理論」な

るものを、『自由の限界』という本の中で打ち出しています。それは、「市場個人主義」が

前提にされ、個人の行動が自己利益の最大化を図るという哲学に則っています。ブキャナ

ンは、個人は、自分の利益のために、過剰な社会保障を要求し、その要求に応えようとす

る政治家や官僚は、その要求を自分の利権拡大に利用してしまうがゆえ、財政赤字の根源

と成り果ててしまうまでに行政は肥大化してしまうのだ、という論を展開しています。ブ

キャナンの結論は、私達には、もはやお馴染みの「公共部門の民営化」によって市場原理

に委ねるということなのです。 

 「伝統」の恣意的な切り取りは、一種の「決断主義」を帰結してしまうがゆえに、「市場
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の自己調整機能」という擬似的な科学原理が召喚されることになったのです。これは「市

場原理主義」とか、日本では「ネオリベラリズム」の名の下に展開していくことになる理

論なのです。斉藤貴男は『機会不平等』において、1993 年、細川政権下において作成され

た「平岩レポート」に記された「市場原理に立つ自由な経済社会の建設」という文言に、

日本における「ネオリベラリズム」の第一声を聞き取っています。「平岩レポート」の全容

は、内橋克人の『規制緩和という悪夢』の中で付録として読むことができます。内橋自身

も「経済的規制は原則自由に、社会的規制は〈自己責任〉を原則に最小限に」３という「平

岩レポート」こそ、マネーでマネーを買う「虚の経済」、内橋の言う「マネー資本主義」へ

の日本における入り口となったことを述べ批判しています。90 年代、冷戦終結後、グロー

バル市場が加速度的に成長し、バブル崩壊にともなって国際競争力の点での優位を失った

日本において、橋本内閣下の大店法廃止を経て、本格的に新自由主義路線に則って国家の

再編を企てた小泉政権が誕生するに至るのです。 

実は、この細川内閣における提言は、1980 年代以降、アメリカにおいて練り上げられて

いった「ワシントン・コンセンサス」の枠内にあるのです。例えば、ジョセフ・スティグ

リッツの『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』を読むと、この当時の情勢がよく分

かります。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」で、それが、ウォール街に本拠を置

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のです。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と言っていい

でしょう。なぜならば、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るの

が、根本思想なのですから。ですから、例えば、この「ワシントン・コンセンサス」に基

づき、IMF と世界銀行が、国家財政の破綻した途上国に、国営企業の民営化や規制緩和、

貿易自由化を条件に、財政支援や融資を行なうのです。これと同時に、先進国の多国籍大

企業が、途上国に進出し、民営化されたばかりの企業を買収し、規制緩和や貿易自由化を

利用して、その国の富をまさに収奪し尽くしていくのです。 

 1996 年のダヴォスにおける世界経済フォーラムの席で、ドイツ連邦銀行総裁のハンス・

ティートマイヤーが、会場に向かって「今後皆さんは金融市場のコントロール下に置かれ

るのです」と言って、現代世界の状況を的確に説明しました。毎年恒例のダヴォスの世界

経済フォーラムには、先進国の大統領、首相のような国家元首、大臣、多国籍企業の経営

陣、銀行総裁、など世界の経済の動きを決定するような役職についているお歴々が集まる

わけなのですが、こうした国家元首や大臣を前に、ティートマイヤーはこのように述べた

わけなのです。彼の演説は、国家を支配する人民主権を別の権力に委ねることを宣言して

いるのです。情報化社会の到来で、金融資本はサイバースペースを瞬時に移動できるよう

になりました。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

しましょう。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でしょう。 
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こうして WTO という体制下において、経済活動を、社会的影響や政治的支配から解放す

る方向へ舵取りすることになりました。このように規制された市場から規制を外し、まさ

に｢自律的なシステム｣に整える方向に進んでいるという事実に対して、ジョン・グレイが

述べているように、「民主政府の時代に世界規模の自由市場を構築しようとする企てに対し

て、これらの事実がもつ意味合いは甚大である。それは、市場のゲームのルールは、民主

的な討議と政治的な修正から遮断されなければならないことを意味するのである。民主主

義と自由市場は互いに敵なのであって、味方ではない」４のです。実際に、自由市場を統括

するという WTO のような組織によって、民主国家が長年の歴史を経て築き上げてきた法律

を超えて、市場のゲームのルールを強制させようとする、という驚くべきことが当たり前

のように実行されているのです。 

ほんの一時期のアングロ・サクソン型の市場形態を、今になって、「グローバリゼーショ

ン」の名の下、普遍的なパラダイムであるかのように、全世界に移植しようという試みは、

「傲慢」という言葉で形容されるのが相応しい、というグレイの警告を思い出しましょう。 

彼の指摘する「傲慢さ」は、自由市場が民主主義にまで敵対するようになって明白になっ

てきました。グレイはこのように警告しています：「何が自由貿易なのか、何が自由貿易に

対する制約なのか、を決定するのは WTO であり、主権国家ではない。市場のゲームのルー

ルは、民主的な選択による修正の可能性のはるか埒外になければならないのである。」５ど

の国でも健全に社会が機能していれば、市場に対する制約は、特定の社会問題への対応と

して自然に起こってくるのが普通なのだ、とグレイは強調します。むしろ自由市場の方が

人工的で、WTO のような機関によって強制的にコントロールされていなければ崩壊してし

まうのです。けれども、こうした、民主政体をも超越したところに経済を支配するゲーム

の規則を決定する機構を置くのではなく、今、まさに必要となっていることは、「経済」の

民主化なのです。そして、これは、今までの論述からも推察できるように、「市場原理主義」

的な観点からは成し遂げられないのです。 

 

§5．新たな全体主義の到来 

市場原理主義が、WTO などの組織を介して「グローバル化」していく中で、全体主義的

な体制が回帰している、と考えることができます。説明しましょう。哲学者のハンナ・ア

ーレントは、「全体主義」は、以下の点で先例のないものであると述べています。それは、

「歴史の法もしくは自然の法とみなされるものの実現のためにはすべての人間の最も切実

な利益をも犠牲にして顧みないというのが、全体主義的支配の建て前」６であるという点で

あり、これは現存する実定法を無視し得る、より根源的な権威の源泉にまで辿ろうとする

点で、先例のない統治システムであるというのです。つまり、そこには、先ず、「歴史の法

や自然の法」と看做され得る「人間を超える何らかの法則」の発見があり、権力者は、そ

の法則の代行者として、現存する実定法や民主主義をも超えた権限を行使し得るのです。

それゆえ、アーレントによれば、全体主義の運動を支えるプロパガンダは、「われわれは隠



14 

 

された力を発見した、その力こそわれわれ、およびわれわれと行動をともにするすべての

者に対し、必ずや幸福をもたらすであろう」７というものになるのです。 

「全体主義」の典型として、ナチス・ドイツの「ナチズム」とソビエト・ロシアの「ス

ターリニズム」が引き合いに出されますが、ナチズムの場合は、人種的な優生思想が「自

然の法則」として、まさに「人間を超える法則」として打ち出されたのです。これは、「社

会ダーウィニズム」とも繋がる発想で、ナチズムの場合は、劣等であると看做したユダヤ

民族の粛清に向けられました。そうすることで、人間をあらゆる制約から解放するどころ

か、却って、人間性の醜さを剥き出しにしてしまうことになりました。スターリニズムの

場合は、歴史の「運動の法則」を、「人間を超える法則」として打ち立てました。この場合

も、ナチズムと同様に、歴史の運動の法則に従わない、反革命的な思想を持つ人達が多く

粛清されたのです。この場合も、同様に、人間をあらゆる制約から解放するどころか、却

って、人間性の醜さを剥き出しにしてしまうことになったのです。全体主義に依拠して生

きようとすることは、そんなわけで、人間が人間の制約を取り除いて自由であろうとして、

人間を超える、何らかの法則に依拠してしまう、そんな運動に身を任せるということを意

味するのです。つまり、問題は、アーレントが「全体主義」の二つの形態、「ナチズム」と

「スターリニズム」の分析を通して明らかにしたように、あらゆる実定法を超え、人間を

も超えた「何らかの法則」に依拠して生きようとした途端、却って、民主主義的に定めら

れたはずの実定法が遵守されなくなり、人間性を破壊してしまうことになるということな

のです。それは、実定法や民主主義をも超えるとされる「何らかの法則」が、実定法や民

主主義を無視することを許容してしまうような、より高度な合理性を与えるとされるから

なのです。「全体主義」は、アーレントも言うように、大衆運動として、民衆を巻き込みま

すが、それは例えば、ワイマール共和国で見られたように、大衆が民主的にヒトラーを選

ぶことによって、民主主義の基盤を自ら切り崩してしまうという逆説が帰結するのです。

こうして、人間を超える巨大な法則の力に身を任せるという自由な決断を最後に、大衆は

自由選択の本来の意味を自ら放棄し、自ら選択し得たはずの自分固有のライフスタイルを

諦め、結局は自分のためにあるべき幸福の創造する権利を自分の手で奪うことになってし

まうのです。「全体主義」を煽る政治家は、彼の背後にある巨大な法則を身にまとうがゆえ

にカリスマ的な力を具現しているかのように現れ、大衆はそうした力に簡単に魅惑されて

しまうというところに、「権威主義的パーソナリティ」の根本があります。しかし考えてみ

れば、自ら幸福を創造する権利を放棄した大衆にとって、巨大な力になびく以外の如何な

る選択肢が残されているでしょうか？「全体主義」と個人主義の成れの果てである「原子

化」には密接な関係があるのです。 

それでは、現代の資本主義は、一体どのような意味合いにおいて「全体主義的」なので

しょうか？現行のグローバル化した資本主義が、己の正当化のために参照するようになっ

た「人間を超える法則」とは、まさに｢市場原理｣のことなのです。だがどうでしょうか？

「市場原理主義」は、果たして、人間をあらゆる制約から解放してくれたのでしょうか？
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今までの全体主義の二つの形態、即ち、「ナチズム」と「スターリニズム」と同様に、この

新しい「全体主義」も人間にとって、その生存が脅かされるほど、暮らし難い悲惨な状況

に陥ってしまっているのです。それゆえ、現在私達が経験しているグローバル化した資本

主義体制が何故、ここまで過酷な体制となってしまっているのかを考えておくことにしま

しょう。 

70 年代には未だ冷戦体制があり、「西側」と称されていた資本主義陣営は、先ず、労働運

動が激化して共産主義革命が世界的に拡大していくことを恐れていたため、革命に至る機

運を殺ぐ必要がありました。それゆえに、社会保障のような制度は、資本主義体制下にお

いても可能であることを実証し、資本主義の正当性を明らかにする必要があったのです。

ここから、所謂、西側諸国において、ケインズ主義的な経済路線が主流となっていくので

す。ケインズ主義的な資本主義とは、資本主義の社会主義化と揶揄されているように、国

家が福祉政策を担っていく体制を指すのです。さらに、労働者階級の不満が沸騰し革命に

向かうことがないようにするためには、マルクスの予言とは対立的な立場を表明するベル

ンシュタインの伝統上にある「労使協調路線（コーポラティズム）」を採らざるを得ません

でした。映画『沈まぬ太陽』で、経営陣の御用労働組合に過ぎない「新生労働組合」が、「労

使協調路線」を謳っていたことを思い出してください。労働者を高賃金で雇い、消費者に

してしまう、フォーディズム的な発想も「労使協調」的な手法の元祖でしょう。それゆえ、

この時期以降、アメリカでは中流階級が育ち、時間やお金に余裕のある人達が、「アフター

５」の時間帯などを活用してボランティア活動などを行い「社会」の厚い層が形成されま

した。そしてこの厚い中流階級が、実は、労働力再生産の母胎となり、労働力を供給して

くれていたのです。こうして労働者階級がそっくりそのまま「消費者階級」として栄える

と、中流階級層が厚くなり、労働力再生産の母胎となる社会が健全に機能するようになる

と、経済が回るようになっていくのです。 

ところが、冷戦体制が終結すると、共産主義の台頭を押さえ込むためのあらゆる身振り

が不要なものとなってしまいます。それゆえ、資本主義の正当性を強いて打ち立てる必要

性はなくなってしまうのです。こうなると、もはや「社会的な規制」を逃れ、労使協調路

線を捨て去り、安い労働力を求めて、大手企業は、まさに多国籍大企業と化して、グロー

バルに移動していくことになります。これはメキシコのアメリカ国境に近いリオ･グランデ

川沿いで、1965 年から「マキーラ計画」の名の下に実験が開始された「マキラドーラ・ゾ

ーン」のおぞましき実体を見れば分かることなのです。これは規制がなければ、企業がど

のように振舞うのかを教えてくれるのです。所謂「勝ち組」の多国籍大企業は、「社会的な

規制」の緩い所を目指して拠点を移そうとし、大企業を誘致したい国や地域は、「社会的な

規制」を緩和する措置に出るのです。それゆえ、負のスパイラル化が進み、労働者の権利

が侵害され、環境は劣化し、「社会」が機能しないようになっていくのです。大企業に改善

を迫ろうものなら、企業の側は、「移転」をちらつかせて脅しにかかりますし、規制が強化

されようものなら、実際に「もっと条件のいい国や地域」を目指して移転してしまうので
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す。多国籍大企業が移転してしまった後は、購買力すら失って疲弊し切った「社会」の残

骸が残されるのみなのです。 

1980 年代、アメリカ大企業は、労働組合の結成や活動を押さえ込み、人材派遣業などを

利用するなど、新しい雇用形態を次々に編み出していくことで、国際競争力を高めようと

しました。そんな工夫の一つに、「オン・コール・ワーカー」という、一種のパートタイム

制度があります。これは、人材派遣会社の「採用候補リスト」に登録した労働者が、まさ

に名前の通り、電話一本で呼び出されて、呼び出した相手とその時に初めて契約を結ぶ、

臨時のパートタイマーを雇用するシステムのことなのです。行ってみなければ、一体、ど

のような雇用条件なのかが分からないのです。しかも、個人個人と契約が結ばれるために、

一体、一人当たりどの位給料を貰うのが妥当なのか、あるいは、どの位の労働時間を要求

されるのが妥当なのかが全く分からないのです。それゆえ、会社側が提出する条件をその

まま受け入れてしまうケースが殆どということになってしまうのです。自分と同じ立場の、

他の派遣労働者達と横に結束することが困難になってしまっているのです。たとえ、結束

したとしても、１年足らずで契約が切れ、また職が変わるケースが多いので、団結するこ

とに意味がなくなってしまうのです。うまくいけば、正社員にしてもらえるかもしれない、

という期待が働くと、他の「契約社員」と結束して、会社側に悪い印象を与えてしまうの

は得策ではない、と考えてしまうのです。そこで、誰とも結束せず、一人孤立させられた

状態を我慢しなければならなくなるのです。会社側からすれば、邪魔な労働組合を排除で

きるし、最低賃金で雇うことができるし、一石二鳥ということで、「オン・コール・ワーカ

ー」式の「派遣社員」制度はまさに大歓迎なのです。こうして労働組合のような中間集団

が解体されていき、「個人主義」が「私化」や「原子化」に堕落していく道が開かれてしま

うのです。 

さらにポスト・フォーディズムの現行の社会では、労働による自己実現が可能で、それ

ゆえ「固有名」のある存在でいられる人達と、交換可能ゆえ誰でもいい「無名」の存在ゆ

え、匿名性に埋没してしまう人達との間の格差が広がりつつあるのです。現行の社会シス

テムは、こうした格差を放置し、再チャレンジできる機会すら与えていないだけではなく、

匿名性に埋没してしまう人達を道具のように使い捨てにしているという現実があるのです。

「私化」された「個人」として消費を楽しむだけの余裕すらなく、公にも私生活にも場を

失って「原子化」してしまう人達が出てきているのです。 

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態になれば、「社会」

参加なぞ不可能になってしまいますし、子どもを多く育てられなくなりますので、尐子化

が進行し、家庭における労働力再生産の力が奪われていくのは必至なのです。このように

して「社会」が弱体化するとともに、経済までもが停滞する時代が始まってしまったので

す。こんな時に、小泉・竹中流の構造改革で、経済部門のみの活性化をしようとすれば、

グローバル競争にますます巻き込まれることになりますので、購買層の弱体化が始まり、

経済も回らなくなってしまうのです。消費者も「安さ」に呪縛されている内は、体制より
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に振る舞いますが、一旦、「安全性」を巡る事故が起き、責任の所在として消費者の「自己

責任」が逃げ口上になってしまうという実状を目の当たりにし、「安全性」が問題視される

ようになると、体制に依存するあり方に不安を抱くようになります。さらに、投資効率の

悪い日本に、海外の投資化が魅力を感じるということもなくなってしまいます。「社会」が

安定していてこそ、経済も回るというのに、グローバル化した資本主義は、「社会」の崩壊

を齎しながらも、緩い規制を求めて移動し続けていく怪物と成り果てたのです。その結果、

中間社会層が切り崩され、第二節で触れたように、個人化の様態として「私化」「原子化」

が帰結してしまうことになるのです。冷戦終結後、敵対するイデオロギーへの配慮を必要

としなくなった資本主義は、今まさに「市場原理」の名の下に、WTO のような国家とは違

った権力体制を構築し始めました。 

 WTO などの機関による、「市場原理主義」のグローバル化は、アングロ・サクソン的な

ユートピアが、擬似的な科学的原理として召喚された帰結であり、それによって、まさに

アーレントの言う「全体主義」が到来しているのです。そこでは、ほんの一握りの多国籍

大企業のみが生き残ることのできる路線に向けて舵取りが行われ、民主的な統制の利かぬ

巨大な権力が構築されつつあります。そのグローバルな体制下では、民主主義は、「市場ポ

ピュリズム」的意味合いを持たされるだけのまがい物に変形され、巨大化する権力を規制

するという、民主主義の本来あるべき形が消されてしまいことになるのです。カール・ポ

パーが、｢僭主の登場を防止することが、彼ら(アテナイ人)のデモクラシーの中心問題だ｣８

と述べていたように、最悪の支配体制が齎す害悪を最小に止めるシステムこそが民主主義

なのであり、そうしたものとして民主主義を保持する必要があるのだ、ということを忘れ

てはなりません。しかも大衆は、多国籍大企業がメディアを通して吹き込む「スペクタク

ル」に淫して、幸福を創造する権利が自分にあることを忘却しているのです。まさに、ア

ーレントの言うように、人間が人間の制約を取り除こうとして、人間を超える、巨大な法

則に依拠してしまう時に、民主主義を脅かし、自分の生存基盤をも危うくさせてしまうよ

うなシステムを招来してしまうことになるのです。 

 

結論 

「近代（モダン）」以降、「再帰性」を避けられぬゆえ、個人のレベルでは、「伝統」の記

号的な消費によって、「自己実現」を楽しむということが個人任せになりました。けれども、

政治の場面では、「伝統」を恣意的に切り取って称揚してしまうという「決断主義」を採る

というわけにはいきませんでした。それゆえ、「市場原理主義」という「市場原理」という、

「人間を超える」疑似的な科学原理に己を委ねることで、「伝統」に代わるやり方を見出そ

うとしたのです。こうして、「市場原理主義」によるグローバル化が推し進められると、中

間集団が壊滅的打撃を受け、文化の解体以降、「私化」した個人が「消費による自己実現」

にのめり込むようになっていくのです。しかし、残念ながら、ポラニーやグレイが看取し

たように、「市場原理主義」の採択自体が、実は、アングロ・サクソンの歴史の一場面とい
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うローカルな伝統を恣意的に切り取ることに過ぎず、科学からは程遠い所作だったのです。

つまり、それは「伝統」を恣意的に切り取るという「決断主義」の所作と何一つ違いがな

かったということなのです。「市場原理主義」を標榜した人達は、まさに、現代の孫悟空で、

「人間を超える」原理によって、「決断主義」を克服しようとしながらも、実は未だお釈迦

様の掌を出ることがなかったという愚挙を犯していたのです。しかも、「市場原理」という

「人間を超える」はずの原理に依拠することで、その正体は「決断主義」であったにもか

かわらず、あたかも、決断をした責任者が不在であるかのように、私達は、未だにこの新

しい「全体主義」の大失敗の余震に苦しめられているのです。私達はこの新しい「全体主

義」の亡霊から、「経済」を解放するとともに、民主主義的な「決断主義」を敢えてしてい

く中で「経済」を民主的に制御していく方向を模索してみる必要があるのでしょう。こう

した可能性を次回の論考で探ってみたいと思います。 
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本小論を、同じように「金融危機」の余震の中で、新しい投錨点を模索されている同僚の

戸井加奈子先生に捧げます。 
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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 ― 

 

戸 井 佳奈子 

 

はじめに 

 

世界経済に混乱をもたらし、これまでにない大きな被害や損失を与えた今回の金融危機。

その危機の原因究明に当たっては、証券化を活用した組成・販売型モデルのもとで、融資

に対する規律を低下させてまで個々の利益を追求した米国の金融機関やそこで働く人々の

姿が大きく取り上げられた。そしてそれは、いわゆる資本主義批判に繋がっていった。す

なわち、個人の利益を追求する行動は市場を通じて社会全体の利益につながるという思想

に対する批判である。しかし、こうした議論は、金融危機がひとまず収まり、報酬制度の

見直しやリスク取引の制限などの規制強化が行われると、あまり耳にしなくなった。だが、

規制強化によって、こうした資本主義に内在する問題を解決できるのであろうか。 

米国の金融機関やそこで働く人々を、近視眼的で強欲な行動に走らせた要因の一つに、

報酬制度があるとされる。確かに、お金や報酬というものは、人々を動機づける大きな要

因であることは間違いない。しかし、その動機づけは、必ずしも社会全体の利益に繋がる

ものとは限らない。今回の金融危機のように、過剰なリスクをとり、社会的に大きな被害

や損失をもたらす場合もある。しかしながら、そうであるからこそ、そうならないために、

社会、市場、組織には、無謀な行動を抑えるための明示的あるいは暗黙の規律や規範とい

うものが構築されてきたはずである。報酬制度のあり方も幾度か見直されてきた。にもか

かわらず、なぜ、そうした規律や規範が機能しなかったのか。報酬制度の何が問題であっ

たのか。本論文では、それを明らかにしてみたい。そのうえで、今回の金融危機以後、報

酬とリスクとの関係においてどのような改革がなされたのか、また、組織の規律や規範を

機能させるために、どのような改革が組織において行われたのかをみることで、今回の改

革の評価を行ってみたい。 

本論文の構成は、以下の通りである。まず第１章では、報酬制度と利己的な取引がどの

ように結びついているのかを述べる。次の第２章では、なぜ利己的で強欲な取引行動を既

存の明示的・暗黙的な規制や規律によって止めることができなかったのかを考察する。第

３章では、そうした明示的・暗黙的制度の背景にある米国の社会的風土・組織文化・価値

観などについて考察する。第４章では、今回の金融危機以後、報酬とリスクに関してどの

ような制度の見直しが行われたのかについてみる。最後の第５章では、そうした制度改革

の評価を行うとともに本論文の簡単なまとめを行う。 

 

１．利己的な取引と報酬制度との関係 
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以下では、まず、業績連動型の報酬制度が利益追求という面において金融機関で働く人々

やその経営者にどのような影響を与えるのかを整理する。 

 

1.1 業績連動型報酬制度 

報酬は、固定現金報酬のほか、業績に応じて与える報酬などのようなインセンティブ報

酬や福利厚生などのベネフィッツから構成されている。今回問題となったのは、インセン

ティブ報酬である業績連動型報酬である。 

業績連動型報酬制度は、報酬の一部を業績評価に連動させて、経営者や従業員に業績向

上のためのインセンティブを与えようとするものである。米国の金融機関では、この業績

連動型報酬が多く採り入れられてきた。しかし、今回の金融危機以前における業績連動型

の報酬制度は、短期の収入や利益の増加に対して多額の報酬が従業員や経営者に支払われ

る仕組みとなっており、しかもそれは、収入や利益に影響するリスクについては考慮する

ものではなかった。すなわち、長期的な会社の業績と報酬、業績とリスクとの関係は、重

視されてこなかったのである。 

こうした制度の下では、業績の低下により来年度の報酬がその年の報酬よりも低下する

と予想されれば、過大なリスクをとり、収入を増やそうとする者も現れる。サブプライム

ローンにおいても銀行員の報酬は、ローンの供与額によって決まる仕組みとなっていた。

ましてや、それらのローンは、証券化され、投資家に販売されていたため、表面的にはロ

ーンのリスクは転嫁された形となっており、それが過剰なリスクをとることをより助長さ

せるものとなっていた。この場合、収入が減尐し、来年度の報酬が低下する人のみならず、

報酬が昨年並み、あるいは、それ以上に受け取れると予想される人の中にも、過大なリス

クをとろうとする人が現れても不思議はない。 

 

1.2 ストックオプション 

経営者の報酬については、業績連動給に加えてストックオプションなども加えられてい

る。もちろん従業員の報酬にも加えている企業はある。ストックオプションは、経営者が

努力し業績を上げれば、結果的に株価も上昇し、経営者に支給される報酬が増える仕組み

となっており、1980 年代以降、株主と経営者が利害を共有するために、多くの企業で採り

入れられてきた。現在、米国のマネーセンターバンクでは、ストックオプションの経営者

報酬に占める割合は５割前後にも達していると言われる(野崎[2009])。報酬のうち、こうし

た業績連動給やストックオプションに対する割合が高ければ、経営者も、リスクをとり業

績を伸ばすことを奨励するインセンティブが高まる。失敗しても経営責任を取って退任す

ればよい。これは、Rajn[2005]の言う報酬の非対称性の問題である。  

 

1.3 業績連動型報酬制度のどこが問題か 

報酬とリスク選好との因果関係の分析は、現在行われているところであるが、業績連動
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型制度による多額の報酬が、金融機関やそこで働く人々を近視眼的で強欲な行動に走らせ

た一つの要因であることは間違いないであろう。しかし、多額の報酬はこれまで、仕事の

意欲をかき立てるインセンティブとして、あるいはイノベーションを生み出すインセンテ

ィブとして機能したことも確かである。問題は、Stiglitz[2009]が言うように、その意欲が、

多額の報酬を得ることにのみ向けられ、社会の人々がよりよい暮らしを得るための新製品

開発のための資金提供や個人のリスク管理の手助けなどといった社会の利益向上のために

向けられなかったことにある。では、なぜその意欲が社会の利益向上のために向けられな

かったのであろうか。 

 

２．なぜルールや制度が機能しなかったのか 

金融機関やそこで働く人々が、近視眼的で強欲な行動に走ったことで、社会に大きな被

害や損失を与えたのは、これが初めてではない。過去に幾度となく繰り返されてきた。そ

して、その度に、無謀な行動を抑えるための明示的なルールが、市場や組織において導入

されてきた。高額な報酬についても議論され、報酬制度のあり方も幾度か見直された。で

は、なぜそうしたルールや改正された制度が機能しなかったのであろうか。以下では、そ

れを考察する。また、それに加えて、組織に存在する暗黙の規律や規範が、なぜ機能しな

かったのかも併せて考察する。 

 

2.1 BIS 規制 

BIS 規制は、金融機関の健全性を維持するために、金融機関にリスクに相当した自己資

本比率を維持することを義務づける規制であり、金融機関のリスクに対する管理意識を高

めてきたものである。しかし、今回の金融危機においては、BIS 規制は、銀行に資産の証

券化を奨励するものとなった。本来ならば、貸出が増加すれば、自己資本を増加させなけ

ればならないが、米国の金融機関は、貸出債券を証券化し、その商品をトレーディング勘

定取引とすることで、自己資本比率規制下においても、尐ない自己資本ですむことを可能

にした。トレーディング勘定は、もともと流動性が高い金融商品を短期で売買するための

勘定であり、保有する金融商品については信用リスクがほとんどかからないことになって

いた。金融機関は、この盲点を利用して、サブプライムローンを裏付けとする証券化商品

や LBO 融資などをトレーディング勘定で売買した。また CDS もトレーディング勘定で取

引された。このため、リスクに見合った自己資本が十分に積み上げられなかったのである。 

 

2.2 報酬制度の見直し 

 経営者の高額な報酬については、これまでも議論となり、規制が加えられてきた。民主

党であるクリントン政権が発足した 1992 年には、証券取引委員会（SEC）が、経営陣の報

酬に関する情報開示を拡充するルールを設けた（レギュレーション S-K、402 条）。しかし、

こうした改正によって開示された情報は、十分な報酬をもらっていないと考える経営人の
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報酬増額の取引に利用されるなどしたことから、改正の目的とは異なり、経営陣の報酬の

高額化に拍車をかける効果をもたらしたとされる（山本・山口［2008］）。 

 役員の業績連動型報酬については、2001 年のエンロン・ワールドコム事件等において役

員が業績連動型報酬を多く受け取るために不正経理に手を染めていたことをきっかけに見

直しが行われた。2002 年に制定された公開企業会計改革・投資者保護法（Public Company 

Accounting Reform and Investor Protection Act）、いわゆるサーベンス・オクスリー法の

304 条では、公開会社が不正行為により財務報告義務の重大な違反により、会計の修正が求

められた場合には、CEO および CFO は、当該財務書類を最初に公表した時から 12 カ月間

に会社から受け取ったインセンティブ報酬および株式売却益を、会社に返還しなければな

らないとした（黒沼［2006］）。 

 また、2006 年頃には、ストックオプションの付与日をより株価の低い期日にさかのぼる

ことにより報酬額をかさ上げするなどの不正会計処理問題が噴出しことから、取締役会に

設置されている役員報酬の決定・承認を行う報酬委員会が機能していないとの批判が生じ、

役員報酬規制が SEC により強化された。具体的には、報酬上位５名の過去３年分の報酬開

示等を求めるというものであった。審議過程においては、役員報酬に関する株主承認議決

の義務付け、いわゆる Say-on-Pay や巨額報酬に対する課税強化も検討されたが立法措置の

成立には至らなかった（西川［2009］）。 

このように報酬制度に関する議論は幾度となく行われ、また上記のような条例が制定さ

れてきたわけであるが、こうした条例の制定は、会計不祥事を起こさないために、役員に

責任を持たせるための罰則や情報開示規制であり、業績連動型報酬制度そのものを見直す

ものではなかったと言える。 

 

2.3 組織における暗黙の規律・規範 

社会や業界・会社組織などには、明示的なルールの他に、暗黙の規律や規範が存在する。

そして、それらは、一般には、従業員が業績を上げるために過剰なリスクをとるなどの無

謀な行動を抑えるものであり、また、BIS 規制などの明示的なルールを順守するための縛

りにもなりえるものである。では、なぜ、そうした規律や規範が働かなかったのか。以下

では、米国の金融安定化法によって公的資金が投入された金融機関を対象に考察してみた

い。 

組織における規律や規範が機能するには、メンバー同士における監視が必要不可欠であ

る。他のメンバーの無謀な行動が、組織の業績に影響を及ぼし、最終的に自分にも影響が

及ぶならば、メンバー同士で監視するインセンティブは働く。ただし、そのためには、他

のメンバーの無謀な行動が、組織の業績や他のメンバーの報酬などに影響が及ぶ仕組みと

なっていなければならない。 

アンドリュー・クオモ・ニューヨーク州司法長官がまとめた金融機関の報酬に関するリ

ポートによると、金融安定化法によって公的資金が投入された金融機関における 2008 年の
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ボーナス支給額（図表 2-1）は、シティーグループやメリルリンチは、それぞれ 270 億ドル

を超える損失を出していたにもかかわらず、シティーグループは 53.3 億ドル、メリルリン

チは 36 億ドルものボーナスを支払っていた。また、ゴールドマン・サックス、モルガン・

スタンレー、JP モルガン・チェースも、利益よりも高いボーナスを支払っていた。また、

過去のデータにおいても、業績が悪化しても好況期レベルの報酬の水準が維持されていた

と報告されている。例えば、バンク・オブ・アメリカのボーナスは、純利益が 107 億ドル

から 211 億ドルに上昇した 2003 年から 2006 年には、100 億ドルから 180 億ドルに上昇し

たが、純利益が 40 億ドルに減尐した 2008 年においても、利益のピーク時と同じ 180 億ド

ルに維持されていたという。すなわち、過剰なリスクをとり、組織全体の業績が低下して

も、他のメンバーにはその影響は及ばない仕組みとなっていたのである。そうであれば、

個々の過剰なリスクテイクを互いに監視しようとするインセンティブも働かなかったであ

ろう。また、過剰なリスクテイクをとる者も、その金融機関が破綻しない限りは他の従業

員に迷惑をかけることもないとすれば、一か八か勝負し、駄目ならば他に移ればよいと考

えたであろう。 

 

図表 2-1金融安定化法によって公的資金が投入された金融機関の 2008年におけるボーナス 

 
利益 

（損失） 

ボーナス 従業員

数 

利益／従

業員数 

ボーナス／

従業員数 

公的資金

投入額 

バンク・オブ・アメ

リカ 

$4,000,000,000 $3,300,000,000 243,000 

 

$16,461 $13,580 $45B 

バンク・オブ・ニュ

ーヨークメロン 

$1,400,000,000 $945,000,000 42,900 $32,634 $22,028 $3B 

シティーグループ ($27,700,000,000) 

 

$5,330,000,000 322,800 ($85,812) 

 

$16,512 $45B 

 

ゴールドマン・サッ

クス 

$2,322,000,000 $4,823,358,763 30,067 $77,228 $160,420 $10B 

JP モルガン・チェー

ス 

$5,600,000,000 $8,693,000,000 224,961 

 

$24,893 $38,642 $25B 

メリルリンチ ($27,600,000,000) 

 

$3,600,000,000 59,000 ($467,797) $61,017 $10B 

モルガン・スタンレ

ー 

$1,707,000,000 $4,475,000,000 46,964 

 

$36,347 $95,286 $10B 

ステート・ストリー

ト・コープ 

$1,811,000,000 $469,970,000 28,475 $63,600 $16,505 $2B 

ウエルズ・ファーゴ ($42,933,000,000) 

 

$977,500,000 281,000 ($152,786) 

 

$3,479 $25B 

(出所)Andrew M. Cuomo Attorney General State of New York “No Rhyme of Reason : The Heads I Win, 

Tails You Lose Bank Bonus Culture”  

（注）：ウェルズ・ファーゴの 2008 年の損失は、ワコビアの 2008 年の損失を含む。 

 

３．制度の背景にある社会・組織文化・価値観 

明示的な制度にせよ、暗黙の制度にせよ、その制度のあり方は、その社会や組織の価値

観や倫理観といったものと大きくかかわっている。そうであるならば、こうした制度が、

どのような社会や文化、価値観の中で生じたのか、なぜ、そうした行動をとることが組織

的に許されたのかを明らかにすることが重要である。そこで、本章では、明示的・暗黙的

な制度の背景にある、その社会や組織の文化や価値観について明らかにしてみたい。 
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3.1 米国社会 

米国の採用は、中途採用が中心であり、業務を限定するスペシャリストの採用という形

で行われる。入社すれば、数値化された経営目標の下で、明確な数値目標が与えられ、そ

れを達成したかどうかで評価される。評価される側からすれば、こうした評価方法は、ど

のくらいの業績を上げればどのくらいの報酬になるかが事前にわかっているため、恣意性

を含まず、公正な制度とされる（青木[2005]）。 

ただし、明確な数値目標があるかどうかは別として、こうした業績連動型の報酬制度は、

古くから存在していたものである。その考え方は、16、17 世紀のプロテスタント宗教改革

の時にまで遡るという人もいる（Heneman［1992］）。日本においても、戦いで活躍した武

士にはより多くの褒美が与えられていた。これらは、業績に連動して報酬を与えるという

考え方の原型であろう。 

しかし、そうした制度が米国の中で定着していく過程では、制度そのものも、その国の

価値観や歴史的な背景に影響されて、その国ならではの制度が確立されていく。米国では、

国民の多くは移民であり、文化的バックグランドも違う人々が集まり国家を築いてきた。

理想的国家として自由・平等を掲げ、物事を決める際には、文化・伝統という要素はでき

る限り排除されてきた（中谷［2008］）。こうした中で業績連動型報酬制度が選択され続け

てきたこと、そして、厳しい競争の中で成功して高級を得ることは名誉なことであり、そ

れは貢献度の高さを示すものと考えられてきたことは不思議なことではない。つまり、努

力し成果を上げる者は、公正に評価され、世の中で認められるべきであるという、米国社

会の価値観がそこにある。また、評価結果が報酬の高低で表されるため、高級＝名誉とな

るわけであろう。 

実際、米国の CEO の高額報酬は、経済がグルーバル化し、新興国が急激に成長する中で、

CEO の責任が以前と比べ格段に重くなった頃から急激に上昇した。Core et al.（2005）に

よれば、1993 年から 2003 年における S&P500 社の CEO の年平均報酬額は、急激に上昇

しているという（図表 3-1）。その後も CEO の報酬額は上昇し、タワーズワトソンと日興コ

ーディアル証券株式会社の共同調査研究結果によれば、2009 年における米国の売上高等１

兆円以上の企業における報酬額は、9 億 4,350 万円に上るとされる（図表 3-2）。因みに、 

 

    図表 3-1 S&P500社の CEOの年平均報酬額 

年 年収 年 年収 

1993 ＄1,983,000 1999 5,470,000 

1994 2,444,000 2000 6,947,000 

1995 2,765,000 2001 7,351,000 

1996 3,257,000 2002 6,585,000 

1997 3,989,000 2003 6,578,000 

1998 4,578,000  

資料：Core, John E., Guay, Wayne R., Thomas, Randall S.（2005） 
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日本は、1 億 500 万円であり、欧米は、６億 4023 万円と報告されており、その差は大きい。 

 

 図表 3-2 2009年における日米欧報酬比較（売上高等１兆円以上企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：タワーズワトソン・日興コーディアル証券株式会社の 

「ストックオプション導入概況」より。 

www.nikko.co.jp/news/2010/pdf/101228.pdf 

 

 

3.2 組織の価値観 

米国では、株主価値最大化の考え方が強いため、株主から企業側に、企業側から従業員

に対して、短期間に業績を上げることへの圧力は強い。他方、金融の労働市場においては、

人材の流動性が高く、優秀な人材も多い。このため、機関間の競争が激しい中では、高額

な報酬で、経営者や従業員を引き留める必要がある。実際、アンドリュー・クオモのリポ

ート[2009]にあるように、メリルリンチは、破綻に瀕していた時でさえ、報酬を、パフォー

マンスに基づいたものと競争相手が決めるであろう金額とを考慮して支払ったとされる。

また、2008 年に業績に応じたボーナスとしなかったことについて、メリルリンチの報酬委

員会の委員長の証言によれば、「・・我々は、１つのユニットに関連した大きな損失を被っ

た際に、その方針を委任状により変更した。全体の業績は一般には重要な要因となる。我々

は、業績を上げたユニットの従業員に支払う必要性とのバランスをとらなければならなか

った。・・・」と述べたとされる。さらに、「・・もし、そうした損失の中で業績を上げた

従業員に対して報酬を支払わなければ、長期的な会社の健全性が危険に晒され、そして、

後には、バンク・オブ・アメリカのフランチャイズの価値も危険に晒されると考えた。」と

も述べたとされる。つまり、米国の投資銀行における人材への支出は、小溝[2010]が言うよ

うに、収入を生み出す「投資」なのであり、人材確保こそが機関内の厳しい競争を勝ち残

るための手段と考えられているわけである。 

図表 3-3 は、2007 年から 2009 年における日米金融機関の純収入に対する報酬比率を比

較している。この図表によると、米国の金融機関では、純収入に対する報酬比率が、約 20％

http://www.nikko.co.jp/news/2010/pdf/101228.pdf
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後半～60％であるが、日本の金融機関は、野村ホールディングスを除いては、20％以下で

ある。いかに米国の金融機関が人材に投資しているかがわかる。また、米国の金融機関を

個別にみてみれば、モルガン・スタンレーの純収入は６社の中で最も低いが、純収入に対

する報酬の比率は、2009 年において 61.81％である。同じ投資銀行系のゴールドマン・サ

ックス（現在は、２社とも銀行系持ち株会社）が高い報酬を出す中で、純収入が尐なくと

も人材を流出させないために高い報酬を支払わなければならないのであろう。 

もちろん、役員についても同様である。西川［2009］によれば、2008 年 10 月以降の公

的資金注入からわずか８カ月で、ゴールドマン・サックス等やストレステストで資本不足

を指摘されたモルガン・スタンレーまでもを加えた 10社が、公的資金を返済した背景には、

一斉注入が適当でなかった可能性のほかに、各社が公的資金受け入れに伴う負担の大きさ、

特に、2009 年２月の財務省ガイダンスに示された役員報酬制限や外国人雇用制限による人

材流出を懸念したこと等が指摘されているという。また、このガイダンスで示された 50 万

ドルの役員報酬の上限は、最終規制では、人材流出により競争力が低下するといった懸念

に配慮し、50 万ドルの報酬の上限は撤回されたとされる（西川［2009］）。つまり、役員に

おいても組織をあげて人材の流出を防ぐのみならず、国をあげて人材流出を防ぎ競争力を

維持しようとする姿が浮かび上がってくる。 

 

図表 3-3 日米金融機関における純収入に対する報酬比率の比較 

        （Dollars in millions、％）  

    2007     2008     2009   

  純収入 報酬 

報酬／

純収入  純収入 報酬 

報酬/

純収入 純収入 報酬 

報酬/ 

純収入 

バンク・オブ・アメリカ 66,833 18,753 28.06 72,782 18,371 25.24 119,643 31,528 26.35 

シティーグループ 77,300 32,705 42.31 51,599 31,096 60.26 80,285 24,987 31.12 

ゴールドマン・サックス 45,987 20,190 43.90 22,222 10,934 49.20 45,173 16,193 35.85 

JPモルガン・チェース 71,372 22,689 31.79 67,252 22,746 33.82 100,434 26,928 26.81 

モルガン・スタンレー 26,478 16,122 60.89 22,111 11,887 53.76 23,358 14,438 61.81 

ウエルズ・ファーゴ 39,520 13,368 33.83 41,877 12,940 30.90 88,686 26,467 29.84 

（出所）各 HPの 2009Annual Reportから筆者作成。 

なお、ゴールドマン・サックスについては、HPの 2009-financial-section[1] .pdfから作成。 

        （単位：百万円、％） 

  2007   2008   2009  

 純収入 報酬 報酬／ 

純収入 

純収入 報酬 報酬/ 

純収入 

純収入 報酬 報酬/ 

純収入 

三菱東京UFJ銀行 1,927,875 367,802 19.08 1,801,446 371,862 20.64 1,875,670 372,218 19.84 

みずほ銀行 978,525 135,040 13.80 942,836 127,330 13.50 827,730 166,176 20.08 

三井住友銀行 1,484,783 211,681 14.26 1,524,856 236,966 15.54 1,455,275 245,728 16.89 

野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 1,091,101 345,936 31.71 787,257 366,805 46.59 312,627 491,555 157.23 

（出所）各HPの有価証券報告書から筆者作成。       
（注）野村については、野村證券単体の資料がなかったため、野村ホールディングスの資料を使用した。 

なお、野村ホールディングスの2009年の数値は、2008年９月にリーマンブラザーズを買収した影響であると思われる。 
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4．サブプライム金融危機以後の報酬・リスクに関する制度の見直し 

 本章では、報酬とリスクのあり方において金融危機以後、国際的・国レベルにおいて、

どのような見直しが行われたのかをみる。米国以外に英国や欧州連合の動きも見ることで、

他の国との違いも見てみたい。また、金融機関において、報酬とリスクに関して、どのよ

うな見直しが実際に行われているのか、また、組織の規律や規範を機能させるためにどの

ような改革が行われているのかも併せてみる。 

 

4.1 国際的な動き 

報酬制度のあり方が、今回の金融危機を引き起こした一つの要因であったことを受けて、

金融安定化フォーラム（FSF：Financial Stability Forum、現在は金融危機金融安定化理

事会（FSB：Financial Stability Board））は、2009 年 4 月に「健全な報酬慣行に関する原

則」（図表 4-1）を発表した。 

具体的には、報酬についてのガバナンスや報酬額とリスクに対する業績との整合性の確

保、報酬制度の監督の必要性などを挙げている。特に、報酬額とリスクに対する整合性の 

確保については、報酬の支払スケジュールをリスクの発生する時間軸に応じたものとする

こととしている。すなわち、今回の金融危機において見られたように経営者や従業員にイ

ンセンティブ報酬を支払った後に、リスクが顕現化し、そのリスクを金融機関が抱え込む

という事態を避けるためのものである。 

この FSF による勧告は、2009 年９月にピッツバーグで行われた G20 サミットにおいて

も、前面的に支持することとされた。 

BIS 規制については、バーゼルⅡの枠組みの強化などが打ち出された。2010 年９月には、

2013 年から適用する国際的に活動する大手銀行に対する新たな自己資本規制案が発表され 

 

図表 3-1 健全な報酬慣行に関する FSF原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）FSB：「FSF Principles for Sound Compensation Practices」 

    FSF プレスリリースに基づく金融庁訳文「健全な報酬慣行に関する原則（概要）」 

 

１．金融機関の取締役会は、報酬制度の仕組み及び運用を主体的に監督しなければならない。 

２．金融機関の取締役会は、報酬制度が意図された通りに機能していることを確保すべく、報酬  

  制度を監視・点検しなければならない。 

３．財務・リスク管理に携わる職員については、①独立するとともに適切な権限を与えなければ 

ならず、また②その監督する業務分野から独立した形で、かつ、社内におけるその重要な役 

割に見合うよう報酬を支払わなければならない。 

４．報酬は、あらゆるタイプのリスクに応じて調整されなければならない。 

５．報酬額は、リスクに対する業績と整合的でなければならない。 

６．報酬支払のスケジュールは、リスクの発生する時間軸に応じたものでなければならない。 

７．現金、株式及びその他の形態の報酬の組み合わせは、リスクと整合的でなければならない。 

８．報酬慣行に対する監督上の検証は、厳格かつ継続的でなければならず、問題に対しては迅速 

に監督上の措置で対処しなければならない。 

９．全ての関係者による建設的関与を図るため、金融機関は自社の報酬慣行について、明確で包 

括的かつ適時の情報開示をしなければならない。 
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た。それには、普通株と内部留保で構成する狭義の中核的自己資本の比率を 2019 年１月ま

でに実質７％とすることなどが盛り込まれた（日本経済新聞 2010.9.14）。 

 

4.2 国レベルの動き 

上記の FSF による報告書や G20 の合意を受けて、欧米諸国においても健全な報酬慣行に

向けての取り組みが行われた。 

①米国 

 米国においては、2009 年７月、下院本会議で、「2009 年企業・金融機関報酬公正法

（Corporate and Financial Institutions Compensation Fairness Act of 2009）が通過した。 

この法案では、上場企業を対象として Say-on-Pay の導入や、報酬委員会の独立性基準に加

え、FRB 等の連邦金融監督当局の金融機関のインセンティブ報酬契約に対する規制権限を

強化する内容となっている（西川［2009］）。 

また、2009 年 10 月には、当面の策として、公的資金を投入している金融機関・企業の

７社の幹部に対する現金報酬を平均９割削減することにしたほか、他の金融機関について

も FRB が検査で監視することとした(日経新聞 2009.12.12)。FRB が公表した健全なインセ

ンティブ報酬のポリシィガイダンス1によれば、全ての銀行組織は、自らのインセンティブ

報酬制度のあり方を見直すとともに、過度なリスクをとることを助長せず、その組織の安

全性や健全性と整合的なインセンティブ報酬制度を構築する責任があるとした。また、FRB

はその見直しのための取組の状況を監視し、健全なインセンティブ報酬制度の構築を進め

させるためのイニシアティブをとることにした。特に、インセンティブ報酬を有効に活用

している持ち株会社のような、大きくて複雑な銀行組織については、特別に監視を強化す

るとした。 

②欧州 

英国においては、2009 年３月「ターナー・レビュー：グローバル銀行危機への規制上の

対応」2において、過度なリスクをとることを奨励しない報酬制度のあり方を検討すべきと

した。また 12 月に発表した中期的な財政再建計画の中には、臨時措置としてではあるが、

銀行員に１人 25000 ポンド（約 360 万円）を超える賞与を支払う場合、超過分の 50％を銀

行から税として徴収する旨が盛り込まれた(日本経済新聞 2009.12.12)。この銀行員賞与のへ

の特別課税については、フランスにおいても同様の措置が採られた。 

他方、欧州では、欧州議会において、2010 年７月、「銀行員の特別賞与規制案」（2011 年

１月から発効）が可決されたことにより、銀行が現金で支払う特別賞与はボーナス総額の

うち 30％に制限された。また、ボーナスの 40～60％は、業績に応じて支給額が調整され、

繰り延べるように定められた3。すなわち、欧州連合では、現金で支払う特別賞与を制限し、

                                                   
1 http://edocket.access.gpo.gov/2009/E9-25766.htm 
2 http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf 
3http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-76988-176-06-26-901-20100625FCS76850

-25-06-2010-2010/default_p001c011_en.htm 

http://edocket.access.gpo.gov/2009/E9-25766.htm
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-76988-176-06-26-901-20100625FCS76850-25-06-2010-2010/default_p001c011_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-76988-176-06-26-901-20100625FCS76850-25-06-2010-2010/default_p001c011_en.htm
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残りの部分は業績が悪化した場合に、それを当てられるような仕組みとすることによって、

過度なリスクを取ることのないよう、また、リスクが後に顕現化した場合の取り逃げを許

さない形としたのである。 

 

 米国における報酬慣行の見直しを欧州諸国と比べてみると、米国も欧州においても、FSB

や G20 サミットの合意に従い、報酬額とリスクに対する整合性の確保が行われているが、

その具体策については、米国では報酬額の決定の仕方に関する制度改革であるのに対し、

欧州では報酬額そのものを制限する形で行われている。 

 

4.3 金融機関における報酬・リスクに関する見直し 

 金融機関における制度的見直しについては、ゴールドマン・サックスを例にみてみる。 

ゴールドマン・サックスでは、長期的な業績の評価と適切なインセンティブとの関係を

構築するための報酬制度の枠組みを築くために、図表 4-2 に示すような５つの特有の原則を

採用した4。 

注目すべき点は、その具体的な内容であるが、まず第一に、原則１を行うための評価の

対象に、生産性や法令遵守のみならず、チームワーク、市民性、コミュニケーションが入

れられていること、また、個人のパフォーマンスの評価が、上司や部下、その個人が所属

する部署のみならず、他の部署における同僚からも行われている点である。こうすること

によって、原則３にあるように、過度なリスクや集中したリスクをとることを思いとどま

らせようとしている。また、個人の年間のパフォーマンスのレビューには、流動性リスク

や資本コスト、レピュテーションリスク、時間を通じたリスクなども含まれなければなら

ないとしており、リスクをパフォーマンスの評価に加えることにより、過度なリスクや集

中したリスクをとることを慎重にさせている。 

第二に、原則５によって、年間の報酬は会社の業績によって変動することとされた点で

ある。特に高い報酬を得ている人の報酬は変動することになる旨が示された。すなわち、

これまでとは異なり、他の部門が損失を出し、それによって会社の業績が悪化すれば、利

益を出している部門の従業員の報酬にもその影響が及ぶ仕組みが採り入れられたのである。 

他方、実際の報酬制度の運用に関する動きを見てみると、2009 年 12 月には、経営幹部

上位 30 人の賞与は、すべて５年間の売却制限のある株式で受け取ること、報酬原則は、2010

年の年次株主総会の承認を得た上で決定するとの変更を発表したと報告されている5。 

図表の 3-3 に示すように、2009 年におけるゴールドマン・サックスの総収入に占める報

酬の割合は、35.85％に低下している。これは、ゴールドマン・サックスが株式を公開した

1999 年以来最低の割合になったとされる6。 

                                                   
4http://www2.goldmansachs.com/our-firm/on-the-issues/compensation/index.html  
5 野村資本市場研究所 HP 

6 http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90970900&sid=aj_KpR1zjPRs 

http://www2.goldmansachs.com/our-firm/on-the-issues/compensation/index.html
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90970900&sid=aj_KpR1zjPRs


31 

 

図表 4-2 ゴールドマン・サックスにおける報酬制度に関する５つの原則 

 

 

 

 

 

 

出所：http://www2.goldmansachs.com/our-firm/on-the-issues/compensation/index.html 

 

５．おわりに 

現代の資本主義社会の中で、個人の利益を追求する行動が、確実に社会全体に利益に繋

がるようにしていくことは、容易なことではない。その際、大きな問題になるのは、報酬

制度とリスクのバランスをどうとるのかということである。本論文でみてきたように、サ

ブプライム金融危機以後、国際的にも国レベルにおいても、報酬についてのガバナンスや

報酬額とリスクに対する業績との整合性の確保など、さまざまな制度的見直しが行われて

いる。組織においても、前章でみたように、ゴールドマン・サックスでは、リスクと報酬

の整合性を確保するのみならず、組織における規律や規範が働く仕組み、さらには評価の

対象にチームワークや市民性などが採りいれられている。これらは、組織風土や社会的価

値とかかわることである。こうしたことがうまく機能すれば過剰なリスクを取ろうとする

人も容易にそのリスクをとれなくなるであろう。また、市民性という評価は、金融機関で

働く人々の意欲を社会の利益向上のために向けるものとなるかもしれない。 

しかしながら、組織風土や社会的価値を変えていくのは容易なことではない。本論文で

も述べてきたように、米国では、人材の流動性が高く、日本などとは異なり、会社への帰

属意識や忠誠心も強くなく、かつ、経営サイドにおいて高額な報酬で優秀な人材を引き留

めることが長期的な会社の健全性に、ひいては国益につながると考える以上、高額な報酬

そのものを動かすことは現実にはなかなか難しいようにも思われる。ただし、社会からの

監視というものがあれば、現実も尐しずつ変わっていくかもしれない。ゴールドマン・サ

ックスが 2009 年の純収入に対する報酬比率を大きく引き下げた背景には、金融機関の暴走

に対する世間の非難があったからであろう。社会の厳しい目は、倫理観を植え付けるきっ

かけとなるかもしれない。  

 

 

 

 

 

 

 

有効な報酬慣行は、 

１．個人の短期的な関心を金融機関の長期的な関心に結びつけながら、チームワークやコミュニケーシ 

ョンの現実的なセンスを奨励するべきである。 

２．多年度ベースでのパフォーマンスを評価すべきある。 

３．過度なリスクや集中したリスクをとることを思いとどまらせるべきである。 

４．人材を魅了し継続的に確保するためのものであることを許すべきである。 

５．会社にとっての報酬総額は会社のサイクルを超えたパフォーマンスと整合的であるべきである。 

http://www2.goldmansachs.com/our-firm/on-the-issues/compensation/index.html
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（ 資 料 ： 教 材 ）  

ア メ リ カ 男 女 雇 用 差 別 禁 止 法 概 説  

 

辻  秀典  

 

  以下は、安田女子大学に奉職して以来５年、全学共通科目として開講されている「２１世

紀の社会と法Ｂ：女性の働き方－日本とアメリカ」の講義のために作成したノートの一部

である。日本におけるアメリカ労働法の研究はきわめて盛んであり、男女雇用差別禁止法

の領域に関しても同様である。しかし、多くの争点について精細に分析した論文は尐なく

ないが、その全体を概観したものは乏しく、粗いノートではあるが、それでも多尐は意  

味はあろうかと考えて公表することにした。「要旨」 (受講生に配布するレジュメ部分 )を

コラムで示し、必要な場合にこれに「解説」を加え、「資料」を添えるという体裁をとっ

た。  

 このノートは、アメリカで出版された労働法、雇用差別禁止法に関する教科書、ケース

ブック、論文をもとに作成している。そのうち、主な著書は次の通りである。本稿の性格

上、特に必要と判断した場合を除き、出典を示すことはしなかった。   

 

 ・ Herma Hill Kay,SEX-BASED DISCRIMINATION,West(USA)･1988  

 ・ J.Ralph Lindgren & Nadine Taub,THE LAW OF SEX DISCRINATION,West Pub.(USA)  

･1988,2nd ed.1993， 3rd ed.2005  

 ・ Mack A.Player, Federal Employment Discrimination, West(USA)･1993 

                        [井口博訳『ｱﾒﾘｶ雇用差別禁止法』(木鐸社･1997年)] 

 ・ Barbara Allen Babcock et al.,SEX DISCRIMINATION AND THE LAW,  

                        Little,Brown and Co(USA)･1996  

 ・ Robert Belton et al.,EMPLOYMENT DISCRIMINATION LAW,West(USA)･1999 

 ・ Margaret C.Jasper,EMPLOYMENT DISCRIMINATION LAW UNDER TITLE VII, 

                            Oceana Pub.･1999 

 ・ Lawrence Solotoff et al.,SEX DISCRIMINATION AND SEXUAL HARASSMENT IN THE 

WORKPLACE,Law Journal Seminars-Press･1999  

 ・ Harold S.Lewis,Jr.et al,EMPLOYMENT DISCRIMINATION LAW AND PRACTICE,  

                                                            West(USA)･2001  

 ・ Jane Campbell Moriarty,WOMEN AND THE LAW,Thomson & West(USA)･2007 

 ・ Faye J.Crosby et al.,SEX DISCRIMINATION IN THE WORKPLACE,  

                                                   Blackwell Pub(USA)･2007 
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 (１ )はじめに：歴史・特質など  

 (２ )性差別の意味                                  （以上本号 ) 

第３章  職場における性差別禁止法の運用上の重要問題  （以下次号）  

  (１ )性差別が許される場合：真正職業資格（ＢＦＯＱ）  
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 （２）救済措置  

第５章  女性労働者の保護と平等  

 （ 1)女性労働者保護の歴史  

  （ 2)妊娠・出産と性差別  

 （ 3)家族・医療休暇法（ＦＭＬＡ）  

第５章  まとめ  

 

 

はじめに  

 

 男女雇用機会均等法の導入にあたって、日本は多くの国の経験や法制度を学び参考とし

たが、とりわけアメリカは研究対象、参考例として重視された国の一つである。そのフェ

ミニズムの強さ、女性たちの華々しい活躍、多年にわたる運用経験を有する差別禁止法の

存在など、アメリカは学ぶ価値のある多くのものをもっていると考えられたからである。  

 はたして、アメリカでは男女平等は実現しているのか。女性たちはどのように働き暮ら

しているのか。その差別禁止法はどのようなもので、どのように運用されているのか。女

性に対する保護はどうなっているのか。その実態に迫ってみたい。  
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第１章  アメリカにおける女性労働者の状態  

 

（１）あらまし  

 

    ①１９世紀から２０世紀初頭の女性労働  

 

  1)たいていの女性は家庭にとどまっていた (働く女性は約20%)。  

 2)主な職場は、繊維産業、事務所および家政 (ﾒｲﾄﾞなど)で、長時間労働・低賃金が  

その特徴であった。  

 

    ②第一次大戦および第二次大戦中の女性労働  

 

  1)労働力不足により多くの女性が労働者として働いた。   

 2)しかし、賃金は男性とくらべるとかなり低かった。  

  

   ③１９世紀から２０世紀半ばまでの女性の社会的地位  

 

  1)裁判所は、この間、女性を社会的・政治的に差別する立法を憲法 (男女平等原則)に反  

しないとの判断を示してきた (女性の選挙権否認[1875年]､陪審義務免除[1961年]など)。  

 2)また、女性の雇用機会を制限する立法も憲法に違反しないと判断した (弁護士[187 

3年]､ﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰ[1948年]になることの禁止､労働時間制限[1908年]､夜間労働禁止[1924年]など)。  

 3)こうした判断は、男女間には次のような「差異」があるということで正当化さ  

れた。  
  

 

 

 

 

  後掲 [参考資料１］参照  

①母性機能の有無  

②身体的差異  

③女性は家族生活の中心であること  

④男性による嫌がらせに弱いこと  

  

 

 

    ④１９５０年代以降の女性労働  

 

  1)1950年代に入ると事態は激変する。多くの女性 (子持ちの女性も含む｡)が働くようにな  

り、職場も多様となる。  

 2)そして、男女差別の問題がようやく鋭く意識されるようになった。  

 

     家庭外で働く成人女性  小学校就学前の児童を持つ  

母親で､働く者の割合  

 

成人女性にしめる割合  ﾌﾙﾀｲﾏｰの割合 

1950年   28%   50%     10% 

1990年    57%    70%      67%  
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    ⑤第二波フェミニズムの登場と社会の変化 (60年代以降 ) 

 

  1)社会に深く根づいた性別役割の仕組み (｢仕事は男､家庭は女性｣)を批判する動きが登場  

し、アメリカ社会を激変させる。  

 2)そのきっかけとなったのは、ベティ・フリーダンによる『女らしさの神話』  

(Betty Friedan,THE FEMININE MYSTIQUE,1963,三浦富美子『新しい女性の創造』大和書房)の刊行であ  

り、全国女性機構 (National Organization for Women)の設立 (1966年)である。  

 3)その結果、連邦政府諸機関及び各州最高裁判所が男女差別是正に向けて努力  

を強める。男女平等賃金法 [Equal Pay Act](1963年)及び公民権法第７編 [Title  

Ⅶ  of the Civil Rights Act of 1964](1964年)はその成果の一例である。  

  * 第一波ﾌｪﾐﾆｽﾞﾑ:19世紀と20世紀初頭に展開された女性の権利を求める世界的規模の運動｡教育･既婚女性の法的権利･雇用機会･選挙権   

      に､要求の重点が置かれた｡  

 

（２）女性たちの現在        

                    後掲［参考資料２～１３ -3］  参照  

    ①地位の改善  

                                                                

  フェミニズム運動の前進、差別禁止立法、有利な裁判例などの結果、アメリカ  

女性労働者の地位は大きく改善された (管理職の半分近くを女性が占めるようになり、賃金格差も狭まったなど)。  

 

 

    ②その限界  

 

  1)しかし、アメリカの職場で男女の平等が実現したとはいえない。男女間の賃  

金格差はなお存在し、増加した女性管理職も中間管理職にとどまることが多い  

(｢ｶﾞﾗｽの天井｣､｢ｶﾞﾗｽの壁｣)。  

 

 2)また、８０年代以降は、フェミニズムに対する反撃も強まっている。  

 3)出産・育児に対する公的支援体制は先進国中では格段に务る (第5章で述べる)。私  

的 (民間)サービスに依拠することになるが、ここでは経済力がものをいう。  

 

    ③女性労働の主な問題点  

 

 1)賃金格差 (wage gap)   

 現在も、女性の賃金は男性の約８割である。格差是正のテンポは緩やかにな  

っている。女性間の格差も目立つ。  

2)職場の性的分離 (sex segregation in the workplace)  

 秘書・受付・正看護婦・看護助手・経理係・一般事務・小学校教師など、伝  

統的な「女性の職場」があり、そこでの賃金は総じて低い。  

3)貧困の女性化 (feminization of poverty)  

 シングルマザー (子どものいる家庭の約4割が女性が世帯主)、老齢期の女性 (年金は現役時代の報酬額に相応するの  

で､女性の低賃金は老齢期にもおよぶ)に集中する。  
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【参考資料】  

 

   [参考1]男女間の差異:ﾌﾞﾗｯﾄﾞｳｴﾙ対ｲﾘﾉｲ州事件(連邦最高裁･1873)におけるﾌﾞﾗｯﾄﾞﾚｲ裁判官の意見から  (下線は引用者) 

   自然も市民法も､男性と女性の領域および定めには大きな違いがあることを認めている｡男性は､女性の保護者および守護者であり､またそうでなければならな 

い｡女性に固有の自然的､本来的な内気さおよび繊細さは社会における職業の多くに不向きである｡  

 多くの女性が結婚せず､したがって｢女性の地位｣の法理とは関係がないのは事実である｡しかし､それは例外でしかない｡女性の至高の定めと使命は､妻およ 

び母の気高くも優しい務めを果たすことにある｡これは創造主たる神の定め給うたところである｡そして､市民社会のﾙｰﾙは自然の一般的原理にそって構築される 

べきであって､例外的事柄に基づくことはできない｡  

 現代社会は､女性に社会進出の途を開き､女性のおかれた状態や性質にあった職業を提供するようになってきている｡私は､こうした現代社会の恵み深い発展に 

心から支持をおくるものである｡しかし､極めて特殊な資格や特別の責任を有する職業を含む､いかなる職業にもつくことができる基本的権利や特権を女性が有して 

いるという気持ちは私にはない｡事物の性質上､いかなる職業につくのもその人次第というわけにはいかないのである｡  

 

       

  [参考1-2]ﾐｭﾗｰ対ｵﾚｺﾞﾝ州事件･最高裁判決(1908年):女性労働者に対する労働時間制限が合憲とされた例  (下線は引用者) 

   問題はただ一つ､洗濯場における女性の労働に関して被告が有罪(罰金10ﾄﾞﾙ)とされた法令(女性労働者につき10時間を超える労働を禁止する)の合憲 

性如何ということである｡  

  女性の身体的構造および母性機能の遂行によって女性が生存競争において不利な立場におかれることは明らかである｡とりわけ､女性が実際に母としての務めを 

果たすときはそうである｡そうでないときでも､医学界からの豊富な証言によれば､長時間､立ったまま毎日働けば､その差の身体に危害がおよぶことになる｡ま 

た､母親が健康であることは元気な子どもを産むのに不可欠であるから､女性の健康問題は､人類の活力維持のために､公的な関心事となる｡  

  しかも､歴史の示すところ､女性は常に男性に依存しているということも事実である｡男性は､そのすぐれた身体的頑健さでそもそもの初めから女性に対する支 

配を確立した｡そして､この支配はさまざまなかたちをとるが､その峻烈さは弱まりつつも､今日まで続いてきた｡女性は未成年者と同様に(まったく同じというの 

ではないが)裁判所により､その権利を守っていくのに特別の配慮を要する者とみなされてきた｡  

    長い間､女性には教育の機会が与えられてこなかったし､いま､ようやく教室の扉が女性にも開かれるようになり､女性が知識を獲得する機会は大きく開かれる 

こととなり､また､その結果､ﾋﾞｼﾞﾈｽに従事する能力も向上したが､それでも､生存競争において女性は男性の比でないことは依然として事実である｡個人的 

権利また契約上の権利に対する制限は立法によって除かれるかもしれないが､女性の人生の処し方および習慣には､こうした権利を完全に主張することを妨げるもの 

がある｡  

  男女が真に権利上対等になるためには､女性を保護する何らかの立法が必要である｡もちろん､個人的な例外はある｡また､女性が男性よりも優れている点も多 

くある｡しかし､人生を自力で切り開いていくという点でみると､女性は男性と対等な立場にはない｡こうした点で男性と異なるので､女性は女性として(個人的な 

例外はあっても)一括して扱われるのが妥当であり､女性の保護のための立法は(同様の立法は男性のためには不要であり許されないとしても)許されるであろう｡ 

     本件ｵﾚｺﾞﾝ州法は､女性の契約上の権限を制限し､労働時間について使用者と合意をする権利を制限しているが､それは女性の福祉のためだけではなく､ 

むしろ主として人類の福祉のためになされているのである｡このことをさらに明らかにするのに多言は無用である｡両性は身体の構造､両性の果たす機能､身体的頑 

健さ､長時間労働に堪える能力(特に立ち仕事の場合)､人類の将来の福祉に与える健康の影響度､権利を完全に主張することを可能とする自立性､生存競争にたえ 

る能力の諸点で異なる｡こうした違いが立法の違いを正当とし､女性が担っている負担のあるものをうめあわせることを企図した立法を正当なものとするのである｡ 

 

 

 [参考1-3]ｸﾚｱ事件･連邦最高裁判決(1968年):男性は徴兵制、女性は志願制とする兵役制度が合憲とされた例  

  議会は､男性には兵役義務を課し､女性は志願制としたのであるが､その際､議会は次のような歴史的教訓に従ったのである｡すなわち､ひとたび国が存亡の危機 

にさらされるときには､男性が防衛の第一線にたち､女性は銃後で家庭をまもるべきである､との教訓に｡加えて､議会は､現代では女性の志願兵によって遂行可能 

な職務が軍隊には存在することも認識していた｡以上の理由で､兵役に関して男女の別があることは恣意的でも､不合理でも､気まぐれでもない｡  
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   [参考2]B.ﾌﾘｰﾀﾞﾝの主張 

  この本の中心的ﾃｰﾏは､白人で教育のある中産階級の主婦の琴線に触れるものであった｡ﾌﾘｰﾀﾞﾝはそれを｢名前を持たない悩み｣と呼んだ｡  

  ｢長い間､ｱﾒﾘｶの女性の心の中には､ある悩みが秘められていた｡20世紀の半ばになって､女性たちは奇妙な動揺を感じ､不満を覚え､あこがれを抱い 

た｡郊外に住む主婦たちは､誰の助けも求めずひそかにこの悩みとたたかってきた｡ﾍｯﾄﾞﾒｰｷﾝｸﾞをし､日用品の買い物に出かけ､ｿﾌｧのｶﾊﾞｰの色あ 

わせをし､子どもと一緒にﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰのｻﾝﾄﾞｲｯﾁを食べ､ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄやｶﾞｰﾙｽｶｳﾄの催しの運転手を務めたり､夜､夫のそばで横にな 

るときも､心に浮かんでくる疑問､｢これですべて｣と問うことさえおそれていた｡｣ (引用者訳)  

 

 

  [参考3]女性管理職に関する経営者の意識状況の変化(1965~1985年) 

  女性管理職に関する男性経営者の意識は､1965年から1985年の20年間で次のように変化している(｢ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾚﾋﾞｭｰ｣19 

85年9-10掲載の調査による。ﾎｰﾝ川嶋瑶子『女たちが変えるｱﾒﾘｶ』[岩波新書･1988年]から引用)。  

    ①｢女性は高い地位に就くことを希望していない｣という回答は､半数から9%に減尐した｡  

       ②｢女性が経営幹部になることに賛成｣という回答は､10%から半数に増加した｡  

       ③｢女性の上司を持つことに自分は抵抗ない｣という回答は､27%から47%に増加した｡  

       ④｢女性は生来的に経営者に向いていない｣という回答は､半数から20%弱に減尐した。  

 

 

  【参考4】｢ｶﾞﾗｽの天井｣(Glass Ceiling)について 

 (1)｢ｶﾞﾗｽの天井｣とは何か 

  女性は中間管理職までは昇進するが､上級管理職や役員まで昇進するのはまれである｡見えないが硬い｢ｶﾞﾗｽの天井｣が存在していて女性の昇進を妨げてい 

るのである｡また､女性の就く管理職ﾎﾟｽﾄは更なる昇進につながるものでないことが多い(女性の担当部門は､会計･人事･渉外･企画関係の部門であり､製造 

･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･販売といった企業中枢部門の責任者にはなかなかなれない)｡見えないが強固な｢ｶﾞﾗｽの壁｣が存在する｡  

(2)ｱﾒﾘｶ労働省の調査  

  ｱﾒﾘｶ労働省は､80年代後半から､この問題に取り組んでいるが､その報告書で(1993年および1995年)ｱﾒﾘｶには確かに｢ｶﾞﾗｽの天井｣が 

存在しており､経済活性化のためには､｢ｶﾞﾗｽの天井｣を除くことによって､多様な(人種･性を問わない)優れた人的資本の活用を可能にすることが必要であ 

るとして､産業界および政府に様々な提言を行っている｡  

(3)その実態の一端:1993年の報告書などが明らかにした｢ｶﾞﾗｽの天井｣の状況は次のとおりである  (N.V.Benokraitis & J.R. 

Feagin,MODERN SEXISM[2d.ed.],Prentice Hall,1994参照)｡ 

   ･ Fortune1500企業の経営幹部(副社長以上)のうち､女性は5%にすぎない｡なお､女性幹部の95%は白人である｡  

   ･ ﾏｲﾉﾘﾃｨや女性の管理職･専門職は､政府機関､教育､社会福祉､専門ｻｰﾋﾞｽ等の第三次産業に多い｡  

   ･ ﾏｲﾉﾘﾃｨや女性の管理職･専門職の賃金は､白人男性とくらべて低い｡たとえば､最も格差のある銀行では男性の50%､最も格差の尐ない人材ｻｰ 

  ﾋﾞｽ業でも85%である｡  

   ･ 初任給についても格差がある:たとえば､ｱﾒﾘｶのﾄｯﾌﾟ20のﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｽｸｰﾙ卒業生(MBA)の初任給についてみると､女性の年俸･ 

  ﾎﾞｰﾅｽは5､4779ﾄﾞﾙであるのに対し､男性は61､400ﾄﾞﾙである｡ 

   ･ ｱﾒﾘｶの25大労働組合の指導幹部のうち女性は11.5%にすぎない｡  
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 [参考5]労働力人口･労働力率(2008年)               [参考6]男女ﾌﾙﾀｲﾏｰの平均週給額(1979-2000)      

  労働力人口(16歳以上)   労働力率    年度   女 性   男 性 男女比(男=100) 
 

 

 

 

 

  

［  

男性  82,520万人  73.0%  1979   431    695    62.1% 

女性  71,767万人  59.5%  1980    424   676    62.7% 

* 出典:U.S.Dep.Lab.(米労働省),  

 Women in the Labor Force  

 :A Databook(2009)[以下､米労働省書(2009)と表示] 

 

 [参考6-2]男女ﾌﾙﾀｲﾏｰの週給･中間値  

1985    455    680    66.9% 

1990    474    658    72.1% 

1995    480    660    72.7% 

1999    513    690    74.4% 

2000    515    700    73.6% 

   男女比(男=100)                            * 出典:後掲･Lindgren & Taub書(3版) 

                   [参考7]年間収入階層別割合(1993年) 1995   75.5 

2000   76.9 
 

* 出典:上掲・米労働省書ほか  

 2.5万 

ﾄﾞﾙ以下 

2.5万～ 

3.5万ﾄﾞﾙ  

3.5万 

ﾄﾞﾙ以上 

平均賃金 

(ﾄﾞﾙ) 

 

2005   81.0 

2008   80.0 男性 40%弱  20%強 40%強 39,862  

 女性 60%弱  20%強 20%強 26､718  

                                        *出典･岡崎淳一『ｱﾒﾘｶの労働』(日本労働研究機構･1996)    

 [参考7-2]週給（中間値）階層別割合 (2009年 )                             (％ )             

 150 

ﾄﾞﾙ未満 

150~ 

249.99ﾄﾞﾙ 

250~  

349.99ﾄﾞﾙ 

350~ 

499.99ドル 

500~ 

749.99ドル 

750~  

999.99ドル  

1,000~  

1499.99ドル 

1,500  

ﾄﾞル 以上 

週給・中間値  

 (ﾄﾞﾙ) 

 

 男性   0.8    1.2    5.5   14.1  22.0  17.6   20.5  18.4  819ﾄﾞﾙ  

 女性   1.1    1.9    8.7   19.2  26.9  17.5   15.6   9.2   657ﾄﾞﾙ  

                                               * 出典:上掲・米労働省書(2009)          

  [参考8]｢女性の職場｣(1992年)                                   

 女性労働者中  

の割合(%)  

    職 種 当該職種中の女性  

労働者の割合(%)  

 

    [参考9]女性労働者の産業別分布･特徴   * 出典:前掲・米労働省書(2009)  26  事務職    80  

 10  看護職等    87   半数以上が女性  金融､教育､保健､ﾚｼﾞｬｰ､医療､その他ｻｰﾋﾞｽ業  

 8 飲食ｻｰﾋﾞｽ等    82  女性が尐ない産業  農業､鉱業､建設､運送、電力・ガス等  

 7 販売･経理事務職    77  
 

* 出典:後掲･  

Lindgren  

Taub書(2版)  

 6 教育職(大学教員は除く)    74  

 3 縫製職    76  

 1 社会福祉ｻｰﾋﾞｽ    74  

 62     計  
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 ［参考10]産業別平均時間賃金･女性労働者比高率順(1982)     [参考11]就労経験者中のﾌﾙﾀｲﾑ･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ割合(1970~2007年) 

  産業 

 ［ 52産業 ] 

女性労働者比率  

  同順位 

 平均時間賃金  

  同順位 

  男女計      男性      女性  

ﾌﾙﾀｲﾑ ﾊﾟｰﾄ ﾌﾙﾀｲﾑ ﾊﾟｰﾄ  ﾌﾙﾀｲﾑ ﾊﾟｰﾄ 

ｱﾊﾟﾚﾙ･その他 

繊維製品 81.9%:1 位 

81.3%:2 位 

$5.18:50位 

1970   79.4 20.6  67.9 32.2   87.6 12.4 

1980   78.5 21.4  67.7 32.3   87.2 12.8 

保健 $7.01:36位 1990   78.8 21.3  69.8 30.2   86.4 13.5 

銀行 70.8%:3 位 $5.80:46位 2000   80.4 19.5  72.9 27.1   87.5 12.6 

ｱﾊﾟﾚﾙ･ｱｸｾ  

ｻﾘ 70.0%:4 位 $4.85:51位 

2007   80.9 19.1  73.6 26.4   87.4 12.6 

                         * 出典:上掲・米労働省書(2009) 

 

 

    [参考12]家族収入に占める妻の収入 (中間値 )割合 

ｸﾚｼﾞｯﾄ  69.7%:5 位 $5.99:43位 

法律事務所 69.3%:6 位 $8.75:21位 

[中略]  

 … 

  

    年  (%)  
 

 

 

 

* 出典:上掲・米労働省書(2009) 

1970  

1980  

1990  

2000  

2007  

26.5 

26.7 

30.7 

33.5 

36.0 

大規模建設請負   7.2%:51位 $11.47:5位 

石炭鉱山  5.1%:52位 $13.05:1位 

     * 出典:前掲･Lindgren & Taub書(1版) 

  [参考12-2]夫婦世帯の稼働状況(1967年~2007年)                                       

  年 稼働者なし     稼働者1人       稼働者2人以上  

 計 夫のみ 妻のみ 他の家族員  計  夫婦 夫と他の家族員  妻と他の家族員  夫婦と他の家族員  

1967   6.8  38.1 35.6  1.7  0.8 55.1 43.6  10.7  －   －  

1970   7.3  35.9 33.3  1.9  0.7 56.8 45.7  10.2  －    －  

1980  12.0 28.2 23.6  3.5  1.2 59.8 51.8   6.9    －   －  

1990  13.0 22.3 17.4  3.5  1.3 64.8 59.0   4.5   0.9    0.3  

2000  13.2 22.5 16.8  4.6  1.1 64.4 59.8   3.3   1.0    0.2  

2007  13.5 24.4 17.8  5.6  1.0 62.1 57.6   3.2   1.0    0.3  

                                                * 出典:上掲・米労働省書(2009)   

                                                  

 [参考13]人種別･性別賃金格差(1993年)                [参考13-2]女子､黒人､ﾋｽﾊﾟﾆｯｸが占める割合の高い職業(1993年) 

  男 子   女 子 
 

(週給･中間値 

   女    子   黒      人  ﾋｽﾊﾟﾆ ｯｸ  

白人 100 75［ 100]  秘書 98.5 看護補助 30.4  農場労働 40.3 

黒人  75  67［  89]  幼稚園教諭 98.2 建物清掃 29.1  家事使用人 24.8 

 ﾋｽﾊﾟﾆｯｸ  67  60［  80]  ･白人男子=100) 受付 96.5 ﾊﾞｽ運転手 27.9  縫製工 23.1  

    * 出典･岡崎淳一『ｱﾒﾘｶの労働』 (日本労働研究機構･1996) 家事使用人 95.5 社会福祉 23.7  公園管理 24.1 

ﾀｲﾋﾟｽﾄ 94.3 警備員 23.4  建設労務 21.2 

看護婦 93.1 縫製工 20.3  建物清掃 19.4 

経理事務 92.8 用務員 20.1  用務員 19.1 

                                          * 出典･岡崎淳一『ｱﾒﾘｶの労働』(日本労働研究機構･1996)   

                                          * 従事者50万人以上の職業対象                     
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 [参考13-3]週給(中間値)人種･性別階層別割合(2009年) 

 150 

ﾄﾞﾙ未満 

150~ 

249.99ﾄﾞﾙ 

250~ 

349.99ﾄﾞﾙ 

350~ 

499.99ドル 

500~ 

749.99ドル 

750~  

999.99ドル 

1,000~  

1499.99ドル 

1,500  

ﾄﾞル 以上 

 

白人   0.9    1.4    6.5   15.5  23.9  17.8   19.0  15.1 

 女性   1.1    1.8    8.2   18.5  27.0  17.7   16.1   9.5  

男性   0.7    1.1    5.3   13.2  21.3  17.8   21.1  19.4 

黒人   1.0    2.2   10.0  22.8  28.1  16.4   13.0   6.5  

 女性   0.9    2.3   11.7  24.2  28.0  16.5   11.3   5.2  

男性   1.2    2.1    8.1   21.1  28.3  16.3   15.0   8.0  

ｱｼﾞｱ系   1.1    1.8    5.0   13.0  19.4  16.9   21.1  21.7 

 女性   1.3    2.5    6.6   13.9  21.7  17.6   20.2  16.3 

男性   1.0    1.2    3.8   12.3  17.6  16.3   21.8  26.1 

ﾋｽﾊﾟﾆｯｸ   0.9    2.6   14.6  25.6  26.4  12.9   10.7   6.4  

 女性   1.2    3.2   18.6  25.1  26.5  11.5    9.4    4.4  

男性   0.7    2.1   12.2  25.9  26.3  13.7   11.4   7.6  

                                       * 出典:上掲・米労働省書(2009) 
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第２章  職場における差別禁止法のあらまし                                          

        

(１ )はじめに  

 

    ①制定時期  

 

  １９６０年代以降、連邦および各州で、差別の禁止・是正を目的とする立法  

が制定された (20世紀末の時点で､南部の4州を除き､すべての州で連邦法にならった性差別禁止法が制定されている)。  

 

    ②主な連邦法  

     

 1)次表の通りである。  

  ① このように、性別のほかに、人種、障害、年齢などを理由とする雇用差  

別が広く禁止されている。  

 ② また、単独の法令によるのではなく、公民権法第７編を中心とする複数  

の法令によって雇用差別が禁止されていることに注意が必要である。  

2)このほかに、次の立法等がある。  

 ①妊娠差別禁止法(1978年):公民権法第7編を修正し､妊娠差別を性差別とするもの  

②1991年公民権法:公民権法第7編を修正し､裁判所による緩やかな解釈を是正するもの 

③家族・医療休暇法(1993年):育児･介護･出産のための休暇制度を定めるもの  

④平等条項など、連邦憲法の諸条項  

 

 

                                               

［参考］アメリカにおける主な雇用差別禁止立法の概観   

  公民権法第7編 年齢差別 

禁止法 

障害者差別 

禁止法 

男女平等 

賃金法 

入国制度改革･管理法 1866年 

公民権法 

   ﾘﾊﾋﾞﾘ法    大統領令11246号  

憲法上の根拠 

規定 

 州際通商条項 

(第1編8節3項) 

 同左  同左  同左      帰化条項 

  (第1編8節4項) 

適正手続･平等 

条項等 (第1 

4修正1節) 

  －     大統領の執行権限 

 (第2編1節1項､3節) 

差別禁止事由 人種･肌の色･宗教･ 

性別･出身国 

 年齢  障害  性別  市民たる身分･出身国   人種     障害     人種･性別･出身国 

 差別禁止行為  雇用関係行為全般  同左  同左  賃金  雇用関係行為全般 雇用契約の締結 

･履行･終了･ 

利益･期間等 

   雇用関係行為全般       同左  

適用対象 使用者･労働組合･雇 

用紹介機関 

 同左  同左 被用者 個人･法人(但し､出身国 

に関しては公民権法第7編 

の適用外の使用者に限る) 

 すべての人 連邦政府職員･連邦政府と契約 

を締結した使用者･連邦政府か 

ら財政援助を受けている者 

連邦政府にｻｰﾋﾞｽ物品を供給 

する契約を締結している使用者等 

運用行政機関  EEOC  同左  同左  同左   司法省公民権局   なし   被申立人により異る 連邦政府の契約担当機関･労働省 
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    ③連邦法と州法の関係  

   

  性差別禁止法はたいていの州で連邦法と州法が競合しているが､その適用関係  

を一言でいえば、規模の大きな企業には連邦法が、規模の小さな企業には州法  

が適用されるということである (もう尐し正確にいうと､州内で事業を営んでいれば州法､州を超えて事業を営んでいれば連邦 

法が適用される)。  

 

    ④女性労働者の保護について  

       

  1)後述するように (第5章 女性労働者の保護と平等)、 1960年代後半に女性労働者保護法は  

女性差別であり、また女性の社会進出を妨げるものとして廃絶される。  

 2)その徹底ぶりはすさまじく、妊娠・出産保護さえ認めない時期さえあった  

ほどである (1970年代中葉の最高裁判決参照)。  

 3)しかし、その後、妊娠・出産に関する女性労働者の保護は適法とされるが  

(1978年､妊娠差別禁止法の制定)、他の先進諸国とくらべて保護は極めて薄い (1993年制定の家族･ 

医療休暇法参照)。  

 

     ⑤人事権の法律による制限  

       

  1)アメリカは、ヨーロッパや日本と異なり、使用者の人事権を法律で厳しく  

禁止することはしていない国である。たとえば、解雇権の行使はアメリカでは  

原則として自由である。原則として禁止されている（西）ヨーロッパ諸国やそ  

れに近い状態にある日本と異なる。  

 2)したがって、雇用差別は厳しく、かつ広範に禁止されているのでるが、し  

かし、雇用差別にあたらなければ人事権の行使は自由であることに注意しなけ  

ればならない。  

 

(２ )雇用における性差別の意味  

 

   ①あらまし  

 

  1)雇用における性差別とは、 a)雇用に関して (募集から退職まで､様々な雇用の場面で)、 b)性別  

(男であるとか､女であるとか)を理由にして、 c)合理性のない (いわれのない)不利な取扱いをする  

ことである。  

 

 2)なお、アメリカ法においては、日本の改正 (2006年)前の男女雇用機会均等  

法と異なり、その当初から女性に対する差別だけではなく、男性に対する差別  

も同様に禁止されていることに注意する必要がある。  

 3)上記①のうち、 a)については特に説明することはない。 b)、 c)について  

は、次のような問題がある。  
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 a)「性別」 (sex)とは何か   (本章(2)で扱う)  

     :性別とは男か女かであるが、次のことを理由に差別することは、性  

  別を理由に差別することになるかどうかが争われた。  

 * セックス・プラス：子持ちの女性  

* 平均的女性のライフスタイル  

* 性的指向 (sex orientation)  

 ：同性愛者であることを理由とする差別は性別による差別か  

* 妊娠・出産  

* 間接差別：性中立的ではあるが一方の性に属する者に大きな  

不利益を与える雇用慣行（ 採用条件としての身長体重基準等）は差別か  

 

b)「理由にして」（ because of）とは何か    (第4章で扱う)  

     :性別であることが理由で採用されないなど、不利な取扱いの原因が  

  性別であることをいう。  

 * 証明方法：理由が性別であることをどのように証明するか  

* 動機の競合：難しいのは、不利な取扱いの原因が一つではな  

いケースである。不採用の理由が女性であるからとも成績が  

良くないからとも考えられるとき、どう判断するか。  

 

 

c)「合理性のない」 (no reasonable)不利な取扱いとは何か  (第3章･第4章で扱う)  

     ：性別が不利な取扱いの原因となっていても、それに合理性があれ  

  ば違法とはならない。  

 * 真正職業資格 (bona fide occupational quality:bfoq）  

* 積極的差別是正措置 (affirmative action)  

 

 

 

   ②「性別」 (sex)の意味  

 

     a)セックス・プラス法理（ "Sex-Plus" doctrine）  

 

 1)どこに問題があるか   

  a)女性であることを理由に採用しないのであれば違法な性差別であること  

は明らかである。  

 b)しかし、「子持ちでない」女性は採用されているのに、「子持ちの」女  

性だけが不採用となった場合はどうか。  

 c)「女性」ということではなく、「子持ち」という性別とは無縁の「中立  
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  的な基準」によって不採用となったのであるから、性差別といえないのでは  

ないか (女性であることに､子持ちという基準が加わったということで､ｾｯｸｽ･ﾌﾟﾗｽ法理[Sex-Plus doctrine]とい 

う)。  

 

2)最高裁の考え方  

  最高裁は、就学前の子どもを持つ女性を採用対象から除く基準が争われた  

 事案で、次のように説示して、セックス・プラス法理をしりぞけた(ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ 

事件･1971年)。  

  公民権法第７編 [日本の男女雇用機会均等法に相当]は、同様の資格を有する人には性に  

かかわりなく雇用の機会が与えられることを求めている。  

 ところが、本件会社は、就学前の子どもを持つ女性を採用対象から除  

く一方で、就学前の児童を持つ男性については採用対象としている。  

  本件会社は、就学前の児童を持つ点で同様の状態にある男女について  

異なった扱いをしており、性差別をおかしたといわざるを得ない。  

 

 

3)他のケース  

  このほか、もっぱら女性客室乗務員に対してのみ適用されてきた「非婚ル  

ール」(結婚している者は採用しない､結婚すれば解雇する)が違法な性差別と判断されている(ｽﾌﾟﾛｷﾞ 

事件･第7控訴[高等]裁判所･1971年)。  

 

    b)「真の一般論」 ("True Generalizations")         

 

 1)何が問題か   

  a)「女らしさ」や「男らしさ」についての伝統的な固定観念 (sex stereo- 

type)に基づいて、女性や男性を扱えば性差別となる。  

  b)たとえば、「もっと、女らしくしなければ駄目だ」として昇格を拒否さ  

れた女性会計士の事件は性差別とされている(ﾌﾟﾗｲｽ･ｳｵｰﾀｰﾊｳｽ事件･最高裁判所･1989 

年)。  

  c)しかし、このような古臭い「固定観念」ではなく、女性や男性について  

の「真の一般論」(女性の平均的ﾗｲﾌｽﾀｲﾙなど)に基づいて、男女を扱えばどうなるか｡ 

2)最高裁の考え方  

   a)最高裁は、女性が男性にくらべて平均寿命が長いことに基づいて退職年  

  金の掛け金を男性よりも高くしていたロスアンジェルス水道・電力局の年金  

制度を違法な性差別と判断している (ﾏﾝﾊｰﾄ事件･最高裁判所･1978年)。  

 

  b)その理由は次の通りである。  

   ① 女性の平均寿命が男性よりも長いことは事実である。  

  ② しかし、公民権法第７編は、人を人種や性別などにより、
じ っ ぱ

十把  
ひ と か ら げ

一絡げ（ひとまとめ）にして扱うことを禁止し、一人ひとりについて  

その能力・適性・特徴を見ることを求めている。  
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     ③ 平均寿命の問題について言うと、女性の中には早くなくなる人も  

あり、逆に男性であっても長生きする人もあるのである。  

  

 

3)その後の判例の展開  

   a)このマンハート事件以後、最高裁は、掛金男女同額・支給女性低額とい  

うアメリカでは普通のタイプの年金制度も違法な性差別と判断した (ﾉﾘｽ事件･1 

983年) 

  b)なお、使用者とは無関係の、民間保険会社などによる年金制度は公民権  

法第７編の適用対象外である。  

 

   c)性的指向  (sexual orientation)  

 

 1)あらまし   

   a)「性的指向」とは、性的欲望がいずれの性を対象としているかを意味す  

る概念である。異性愛（ heterosexuality）、同性愛（ homosexuality）、両  

性愛（ bi-sexuality）がある。  

     その実態等  ⇒  後掲の表 (ｼﾝｼﾅﾃｨ市事件･第六控訴裁判決･1995年より)参照  

  b))雇用等の差別の対象となるのは、通常、同性愛者である。  

  c)判例は、性的指向は公民権法第７編にいう性別にはあたらない (性的指向を理由と 

する雇用差別は違法ではない)と一貫して判断している (ただし､ｵﾝｹｰﾙ事件･連邦最高裁判決･1998年参照)。  

  d)州法のなかには、性的指向を理由とする雇用差別を違法とするものがあ  

り、また、公務員に対する性的指向を理由とする雇用差別は連邦憲法の平等  

条項に反するとする裁判例が有力である。  

2)判例の立場：性的指向は、公民権法第７編所定の性別 (sex)ではない  

 ：リーディング・ケースはドサンティス事件 (第９控訴裁判決･1979年)で、その理由  

は次のとおりである。  

 ①公民権法第7編による性的差別禁止の趣旨は男女平等の実現にあること  

②同法を改正して｢性的指向｣による差別もその禁止対象とする試みがことごとく失敗に終わっていること  

③そのことにも示されるように､議会の意思は伝統的な意味の｢性｣を念頭に置いていることが明らかであること 

 

 

2)-2 裁判例の新たな動向  

    ：しかし、裁判所の中には、性的指向に関する差別問題につき、性的固定  

 観念に基づく差別問題としてとらえた上で、公民権法第７編に違反する違法  

 な性差別と判断するものもでてきた (ﾆｺﾙｽ事件･第9控訴裁判決[2001年]ほか｡同控訴裁は､この判決 

  で､ﾌﾟﾗｲｽ･ｳｵｰﾀｰ事件最高裁判決[1989年]に照らし､今や､ﾄﾞｻﾝﾁｪｽ事件判決は不適当と断じている)｡  

 

     [参考]ﾆｺﾙｽ事件(第9控訴裁･2001年) 

 

  本件の原告ｻﾝﾁｪｽは､ﾒｷｼｺ料理店のｳｴｲﾀｰである｡彼の述べるところによれば､彼は同僚･上司から｢男らしくない､女 

々しい｣と誹謗され､これに抗議したことを理由に解雇された､ということである｡一審敗訴｡  
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   控訴裁は､ｻﾝﾁｪｽ主張の事実を認めた上で､ﾌﾟﾗｲｽ･ｳｵｰﾀｰ事件最高裁判決(1989年)は性的固定観念に基づく差別 

を公民権法第7編に反する性差別として認めており､これに照らすと､本件でｻﾝﾁｪｽが｢男らしくないﾔﾂ｣として誹謗されるなど 

したことは同法違反であると判示した｡  

  

 

3)性的指向と連邦憲法・州立法  

 a)性的指向と憲法  

   9０年代以降、軍隊を含む公的部門における雇用に関し、連邦裁判所に  

は、性的指向を理由とする雇用差別を平等条項に反するとして違法とする  

傾向が見られる。  

b)性的指向と州立法  

 ①州憲法による保護  

  州のなかには(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州など)､州憲法中の適正条項･平等条項などを解釈して､連邦憲法の場合よりも広い保護をﾎﾓｾ 

 ｸｼｭｱﾙに与えるものがある｡  

②州立法などによる保護  

  ｺﾛﾝﾋﾞｱ特別区および10州､10以上の郡･市の条例が性的指向を理由とする雇用差別を違法としている(1999年現在) 

③その他 

  *大統領令11478号の改正(1998年5月)により､連邦公務員に関し性的指向を理由とする雇用差別は禁止された｡  

  *その他､労働協約や会社の雇用方針の中に､性的指向を理由とする雇用差別を禁止するものもある｡  

 

 

 

     ［参考］ホモセクシュアルについて (ｼﾝｼﾅﾃｨ市事件･第六控訴裁判決･1995年から抄訳)  

 1.ﾎﾓｾｸｼｭｱﾙ(同性愛者)は､人口の5～13%である｡  

2.性的指向は､性的行為や振る舞いとは独立して存在する特徴である｡  

3.性的指向は､諸要因の深く､複雑な結合によるものである｡  

5.性的振る舞いは､当該個人の性的指向を必ずしも示すものではない｡  

6.男性が女装するといった服装倒錯は､ﾎﾓｾｸｼｭｱﾙであることを示すものではない｡  

8.性的指向は幼いうちに(3歳から5歳)に決まり､必ずしも本能的なものではないが､変更することが難しいものである｡  

9.性的指向は､業務遂行能力､社会への貢献能力､または社会への参加能力と無関係である｡  

12.ﾎﾓｾｸｼｭｱﾙは精神的障害ではない(1979年に､ｱﾒﾘｶ公衆衛生局は関係学会の知見などを踏まえ､ﾎﾓｾｸｼｭｱﾙは｢性的異常｣や 

｢精神病質者｣ではないと宣言している)。  

13.ﾎﾓｾｸｼｭｱﾙはその性的指向を理由に雇用､政治社会､その他社会生活のすべての領域で､いわれのない不当な差別を受けてきた｡ ﾎﾓｾｸｼ 

 

 ｭｱﾙに対する差別意識は社会に広くしみわたっている｡  

14.このような差別によってｹﾞｲ､ﾚｽﾋﾞｱﾝおよびﾊﾞｲｾｸｼｭｱﾙ(両性感応者)が深刻な心理的悪影響を受けることが多々ある｡  

15.ｹﾞｲ､ﾚｽﾋﾞｱﾝおよびﾊﾞｲｾｸｼｭｱﾙは､その性的指向およびその故に受ける差別に基づいて同定できる一つの集団である｡  

16.ｹﾞｲ､ﾚｽﾋﾞｱﾝおよびﾊﾞｲｾｸｼｭｱﾙは､その性的指向の故にﾍﾃﾛｾｸｼｭｱﾙ(異性愛者)による暴力の対象となることが多い｡ 
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    d)性同一性障害（ Transsexuals）と公民権法第７編  

 

 1)性同一性障害の定義  

   自分が身体的・社会的 (戸籍など)にいずれの性別に属するかを認識していなが  

ら、精神的には自分自身の身体的・社会的な性別に違和感を抱き、あるいは  

反対の性別に属していると感じ、それにより強い精神的な葛藤をおぼえ、身  

体的および社会的な性別や性役割を精神の性にあわせようとする、精神の性  

別と身体的・社会的性別との間に生ずる適応障害のこと。  

2)性同一性障害と公民権法第７編  

  性同一性障害を理由とする雇用差別も公民権法第７編違反にあたらないと  

するのが判例である(ｲｰｽﾀﾝ航空事件･第７控訴裁判決･1984年、オイラー事件・ルイジアナ州東部地区連邦地裁判決・２ 

００２年ほか)  

  

    e)妊娠・出産  

 

   妊娠・出産を理由とする不利益扱い (解雇など)は、今日では違法な性差別とされ  

ている (1978年の妊娠差別禁止法)。しかし、それまでは、最高裁が性差別ではないとす  

るなどの困難があった。  

        詳細は、「第 5章  女性労働者の保護と平等」で述べる。  

 

  ③間接差別  (ｱﾒﾘｶでは､「 差別的効果｣ disparate impactという)  

                               

    a)あらまし  

 

  1)ある会社が、警備員の採用にあたって「６フィート以上の者 (男女不問)｣とい  

う条件をつけたとしよう。この条件自体は差別的ではない (性中立的である)。６フィ  

ート以上なら男でも女でもよいといっているのだから。  

 しかし、その結果はどうか。いかに身長の高い女性が多いアメリカでも６フ  

ィート以上の者はそうはいない。たいていの女性は条件を満たさず採用されな  

いことになろう。これに対し、男性の場合は条件を満たす男性は尐なくない。  

 

 2)このように、雇用慣行(募集･採用･配置･昇進基準など､雇用に関するﾙｰﾙのこと)自体は性中立的で  

差別的ではないが、その効果が一方の性 (上記の例では女性)に不利になる場合を間接差  

 別という｡   

  3)アメリカでは、公民権法第７編の解釈として、１９７０年代から判例によ  

り認められている(間接差別を認めた最初の最高裁判決は､人種差別事件であるｸﾞﾘｯｸﾞｽﾞ事件･1971年である｡性差別事件で 

は､ﾄﾞｯﾄﾊｰﾄﾞ事件･1976年［下掲の参考裁判例１参照］が最初である)。  

  4)その理由はつぎのように説かれている。  

  公民権法第７編は、人種の平等・男女の平等を妨げるあらゆる障害物  

を取り除くことを目的としている。  
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   したがって、ある雇用慣行が中立的であり、そこに差別的意思が含ま  

れていなくても、それが人種や男女の平等を妨げる働きをしていれば、  

これを放置しておくわけにはいかないのである。  

  

 

 

     b)間接差別禁止の仕組み  

    

  上記の身長基準の例により、裁判の進行プロセスに従い説明する。  

1)第一段階  

  原告（女性労働者）は、この身長基準により採用されない女性の割合が男  

性の場合よりもかなり多いこと (正確には｢五分の四ﾙｰﾙ｣により､男性の採用率の8割にみたないこと)を証  

明しなければならない。  

  証明に成功すると女性に対する差別が推定され、裁判は次の段階に進む (失 

敗す れば女性敗訴で裁判終了)。  

2)第二段階  

  被告（使用者）が、この身長基準には合理的な理由があることを証明しな  

ければならない (現行法の規定では､「当該雇用慣行が当該職務に関連しており､かつ事業上の必要性に合致していること｣を証明し 

なければならない)。たとえば、警備員の仕事には強靱な体力を要し、それには６フ  

ィート以上の身長を有することが必要であることを証明すればよい。  

  この主張が認められれば、差別の推定はくつがえり、裁判は最終段階に進  

む  (この主張が認められないと-たとえば､体力が必要としても､身長は6ﾌｨｰﾄも必要はないと結論されるなど-､裁判は被告敗訴で終了する 

る)｡  

3)第三段階  

    原告は、身長基準以外の方法で、警備員に必要な体力を図る方法がある  

こと (一般的にいえば､｢問題となっている方法と同じくらいに効果的で､かつ､この方法よりも差別的でない他の方法｣があること)を証  

明する必要がある｡走力・握力など、直接に体力を図ればよいことが証明で  

きれば、裁判は原告勝訴で終了する (証明できなければ､裁判は原告敗訴で終了する)。  

 

     c)裁判例の動向  

   

  1)裁判所による雇用慣行の合理性判断は、次第に緩やかなものになり、たと  

えば、労働コスト減の必要も合理的な理由に含まれると解されるようになって  

 

 きた (後掲の参考ｺﾗﾑ参照)。  

  2)これに対して、連邦議会は公民法第７編を改正し、合理性判断の緩和に歯  

止めをかけた (裁判所の当初の厳しい判断とその後の緩やかな判断の中間にあるといわれている)。  

 

   [参考]雇用慣行の合理性:判例の動き  

 

 ①ｸﾞﾘｯｸﾞｽﾞ判決(1971年)の判旨 

   :事業上の必要性があること､職務遂行と明白に関連していること  

②同判決後しばらくの状況:厳格な解釈  
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   :下級裁判所の多くは､当該慣行は事業に不可欠 essentialでなければならず､単に役立つ efficaciousだけでは 

 足りないとの立場をとった｡最高裁自身も､｢事業上の必要性｣は狭いものであり､雇用慣行は｢安全で効率的な職務遂行に欠くことができ 

 ない necessaryものでなければならない」と判示していた(1975､1977年判決)｡  

③下級裁による緩和傾向  

  :使用者のｺｽﾄ減も事業上の必要性と解するようになる(下掲の[参考裁判例2､3]参照)｡ 

④最高裁の後退(ｳｵｰｽﾞ･ｶﾌﾞ会社事件･最高裁判決･1989年)  

  :雇用慣行は使用者の目標にはっきりと役立つものでなければならないが､事業に不可欠 essencial､indispensa- 

 bleなものである必要はない｡  

⑤議会の反撃:1991年公民権法第7編改正 

 :雇用慣行が当該職務に関連しており､かつ事業上の必要性に合致していること  (the challenged practice 

 is job related for the position in question and consistent with 

 busi-ness necessity) と定めている｡  

  

 3)身長・体重要件の取扱い  

  身長や体重といった一般的身体的要件を課すことが職務上必要と認められるのはまれである｡  

 しかし､職務上､一定の頑強さや身体的機敏さが必要な場合には､その能力をﾃｽﾄすることは適法である｡たとえば､消防士は職務上重量物 

を運ぶことが必要であるから､一定の重量物を運ぶことができない者を排除することは適法である｡また､警察官については､一定の基準のﾗﾝ 

ﾆﾝｸﾞ･ｽﾋﾟｰﾄﾞ､ｽﾀﾐﾅ､及び身体的頑健さの証明を求めることは適法である｡  
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[参考裁判例 ]  

 

  [参考1]ﾄﾞｯﾄﾊｰﾄﾞ事件(最高裁･1977年):最高裁による｢異なる影響｣(間接差別)法理の性差別事件への最初の適用事件    (下線･見出しは引用者)  

 [事実関係]  

  ｱﾗﾊﾞﾏ州では法律により､監獄看守の資格要件として身長5ﾌｨｰﾄ2ｲﾝﾁ以上､体重120ﾎﾟﾝﾄﾞ以上を要求していた｡原告(女性)ﾛｰﾘﾝｿﾝ 

は､体重要件を充たしていないため､採用を拒否された｡この身長･体重要件が男女差別にあたるとして争ったのが本件である｡  

［判旨](ｸﾞﾘｯｸﾞｽﾞ事件最高裁判決によって判断枠組みを示した後､本件について次のようにいう)｡  

  ①証明ﾌﾟﾛｾｽの第一段階 

  ｱﾗﾊﾞﾏ州では､14歳以上の女性は全人口の52.75%､労働力人口の36.89%をしめるが､看守については12.9%をしめるにすぎない｡州法によ 

る身長･体重要件についてみると､身長要件(5ﾌｨｰﾄ2ｲﾝﾁ以上)は合衆国の18-79歳の女性の33.29%を排除するのに対し､男性については同年齢人 

口のわずかに1.28%を排除するにすぎない｡また､体重要件(120ﾎﾟﾝﾄﾞ以上)は､女性(同年齢人口)については22.9%を排除するのに対し､男性 

(同年齢人口)については2.35%を排除するにすぎない｡両要件をあわせると､女性はその41.13%(対女性人口)が排除されるのに対し､男性はその1%未 

満(対男性人口)が排除されるにすぎない｡これら要件が女性求職者に対する差別的影響を有していることは証明された｡  

  ②証明ﾌﾟﾛｾｽの第二段階 

  被告は､これら要件は頑強さと関係があると主張する｡どの程度と特定することはできないが､十分なだけの頑強さがないと､看守として職務を効率的に遂行する 

ことはできない､というのである｡しかし､被告は､効率的な職務遂行に不可欠と考えられる頑強さと身長･体重要件の関連性を示す証拠を提出していない｡身長･体 

重要件を具体的に正当化する証拠の提出をしていないのである｡  

 ③[証明ﾌﾟﾛｾｽの第三段階]  

 仮に､頑強さが職務遂行に欠くことができない要件だと仮定した場合､それは直接に頑強さを測定するﾃｽﾄ方法を採用すれば可能なことである｡このようなﾃｽﾄ 

方法は､｢人を職務との関連で評価し､抽象的に評価しない｣ものとなろうから､公民権法第7編の基準を完全に充たすことになろう｡しかし､本件記録には､そのよ 

うな試みがなされたことを示す証拠さえないのである｡  

 

  [参考2]ﾎﾞｲﾄﾞ事件(第8控訴裁･1977年):ﾊﾟｲﾛｯﾄの身長要件が合理的とされた例   (下線･見出しは引用者)  

 [事実関係]  

 被告航空会社では､ﾊﾟｲﾛｯﾄの身長要件として5ﾌｨｰﾄ7ｲﾝﾁ以上を要求している｡原告(女性)ﾎﾞｲﾄﾞがこれを男女差別として争ったものである。  

［判旨]  

  ①証明ﾌﾟﾛｾｽの第一段階 

  この身長要件により､男性(18-34歳)ではその25.8%が排除されるのに対し､同年齢人口の女性ではその93%が排除される｡女性に対する差別の存在 

が推定された  

  ②証明ﾌﾟﾛｾｽの第二段階 

  航空ﾊﾟｲﾛｯﾄがｺｯｸﾋﾟｯﾄの中の装置の自由な操作などには､ｺｯｸﾋﾟｯﾄの広さ･高さなど(この点について航空会社は先ずいかんともし難い)の制 

 

 約から､一定の身長が必要である｡身長要件は､航空機の安全かつ効率的な運行に不可欠である｡事業上の必要性は証明されている｡  

 もっとも､被告航空会社は5ﾌｨｰﾄ7ｲﾝﾁ以上が必要というが､実際には5ﾌｨｰﾄ5ｲﾝﾁ以上で十分である｡いずれにせよ､原告ﾎﾞｲﾄﾞは､5ﾌｨｰ 

ﾄ2ｲﾝﾁを尐し下回るが､被告会社が運航している航空機のいずれの機種についても安全かつ円滑に操縦することができない｡  

 ところで､ﾎﾞｲﾄﾞは､被告側提出の証拠は､身長要件が職務に関連していること及び事業上の必要性を一般的には証明するものではあるが､厳密な証明がなされ 

ていない､と主張する｡しかし､この点については､第10控訴裁が判示しているように(ｽﾊﾟｰﾛｯｸ事件･1972年)､高度の技能が要求され､資格を充たさ 

ぬ労働者を雇用すれば経済的･人的危険が大きなｹｰｽでは､使用者には比較的軽い証明責任が課され､選考基準が職務に関連していることを証明すればよいのであっ 

て､この見解によれば､本件被告会社は証明責任を十分に果たしている､と結論できる｡  
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  [参考3]J.C.ﾍﾟﾆｰ事件(第九控訴裁･1983年) 

    :会社の医療保険制度の適用を世帯主である被用者の配偶者に限ったことが女性被用者に対する間接差別に該当しないと判断された例  

 [事実関係]  

  同社では､週20時間以上勤務する被用者に会社負担75%の医療保険を提供している｡  

 問題は被用者の配偶者への適用である｡同社は､1971年に､それまで配偶者については妻のみを適用対象としていたのを改め､世帯主基準(head-of- 

household rule)を導入し､当該被用者の収入が配偶者のそれよりも大であるときは､夫であると妻であるとを問わず､すべての配偶者を適用対象とす 

ることにした｡  

[判旨]  

  ①同社の被用者の70%が女性であるが､たいていの女性被用者は賃金の低い労働に従事している｡この世帯主基準の結果､同社既婚女性被用者のうち有資格者は 

12.5%でしかいないのに対し､他方､既婚男性被用者に関してはその89.34%が有資格者となっている｡｢異なった影響｣があることの証明(第一段階の証 

明)はなされた(女性に対する差別の推定)｡  

  ②(証明ﾌﾟﾛｾｽは第二段階に移り)被告会社は次のように主張する｡  

    本件世帯主基準は､最大多数の被用者､しかも本件保険制度を最も必要としている被用者に利益を提供するものである｡本件世帯主基準によって保険制度 

     の適用を受ける被扶養者である子どもおよび配偶者が最も制度の適用を必要としている｡適用対象となった配偶者が他の医療保険の適用を受けていることは 

     先ず考えられないのである｡保険制度の適用を必要としている者が適用を受けられるように努める一方､ｺｽﾄ減にも会社は努める必要がある｡配偶者すべ 

     てが適用を受けるようにすると､ｺｽﾄは高くなるであろう｡  

  ③本廷は､以上の会社の主張により､本件世帯主基準について､適法で優越的な事業上の必要性が証明された､と結論する｡  

 

                                                                  （以下次号）  

 



研究ノート 

 

「英語の社内公用語化」と高等学校の「授業は英語で」 

 

田辺 尚子 

Naoko TANABE 

 

 

１．楽天の「英語の社内公用語化」 

 2010 年 5 月，インターネット・サービスを展開する楽天株式会社が 2 年後をめどに社内

の公用語を英語にすることを発表した。経営会議や一般業務の会議など，社内で使われる

言葉を全て英語に統一するというもので，同年 1 月から取締役会などの会議を英語で行っ

ており，毎週月曜日に行う全社会議は，同年 3 月から英語で行っている（The Japan Times，

2010 年 5 月 18 日）。楽天は日常業務では日本人同士でも原則として英語を使うことを社員

に義務づける計画で，社内の電子メールも英語で書かなければならない（読売新聞，2010

年 8 月 9 日）という徹底ぶりである。これは，三木谷浩史社長自身がハーバード大の経営

学大学院を修了していて英語が堪能ということも影響しているかと思われるが，2011 年度

の新入社員採用内定者約 480 名のうち 6 分の 1 に当たる約 80 名が外国人（日本経済新聞，

2010 年 10 月 2 日）ということからも，楽天における公用語としての英語の必要性を完全

に否定することはできないであろう。  

 そして，楽天に続いて，カジュアル衣料を扱うユニクロを展開しているファーストリテ

イリング（ＦＲ）も２年後をめどに英語を社内公用語とすることを表明した。これらの動

きは企業の海外展開や外国人社員の増加に対応したものであると言える。読売新聞（2010

年 8 月 9 日）によると，楽天の海外売上高は全体の数％に過ぎないが，将来は 7 割まで増

やす計画であり，ＦＲも現在の 14％から 5 年後には 5 割まで拡大する予定で，2011 年度の

採用も半数を外国人とする方針だという。  

これまでにおいても英語力を昇進の条件とする企業は尐なくなかった（表１）。他にも

入社の条件，もしくは参考とする能力の一つに英語力を挙げる企業もあり，日本では英語

力を測定する最も一般的な検定試験が TOEIC であることから，大学での英語教育において

TOEIC 対策を実施している大学は枚挙に遑がないほどである。ここで表１を見ると，これ

らの企業における英語の位置づけ，もしくは重要度にはかなりの温度差があることがわか

る。同紙は，今回の楽天の英語の社内公用語化を批判するホンダの伊東孝紳社長の発言（「日

本人が集まる日本で英語を使うなどバカな話だ」）も掲載している。しかし，実際にはホ

ンダの国内の会議でも英語を使う機会は多く，義務づけるのではなく，「時と場合に応じ

て使い分ければいい」とも言っている。この発言は，確かに英語の社内公用語化に反対す

るものではあるが，国内の仕事で英語が必要とされる時と場合があることを認めるもので，

必要があるときには英語を使うべきだという発言であるとも解釈できる。昨今の急激な円



高により，約 15 年半ぶりに円の史上最高値（79 円 75 銭）を更新しそうな世界経済の状況

を背景に，国内の企業の更なる海外進出が予想されている。日本での英語の必要性が増加

していることは否定できない事実と言えよう。 

 

表 1 英語を社内で使う主な企業の取り組み （読売新聞，2010 年 8 月 9 日） 

企業名 英語を使う頻度・位置づけ 管理職や幹部昇進に必要な TOEIC の成績 

楽天 社内の公用語にする予定 ６５０点以上 

ファーストリテイリング 重要な会議や文書など ７００点以上 

トヨタ自動車 時と場合に応じて ６００点以上 

日産自動車 役員会は英語で通訳なし 特になし 

ホンダ 時と場合に応じて 特になし 

マツダ 公用語にする予定は当面なし ６００点以上 

日本板硝子 役員会などは日英の通訳が同席 参考にする程度 

 

２．『高等学校学習指導要領』の「授業は英語で」 

 英語の必要性の増加がはっきりと見られるのは，教育界においても同様である。現代社

会は経済を中心に全世界が連動して動いていると言っても過言ではないので，産業界から

の影響が教育界に及んでいるという見方もできる。教育の独立性，中立性を尊重するため

には産業界からの影響に振り回されないことが重要ではあるが，時代の流れにあった教育

を創り出していくことも教育に携わるものの使命と言ってもよい。  

 日本の英語教育もこうした時代の流れを反映して，ここ数年で大きな変化が見られる。

来年度の 2011 年度からは小学校で，5，6 年生を対象に週 1 コマの「外国語活動」（英語）

が必修化される。2012 年度からは，中学校での英語の授業時間が週 3 時間から 4 時間へと

1 時間の増加となる。また，2013 年度新入生から実施される『高等学校学習指導要領』（文

部科学省）では，「授業は英語で行うことを基本とする」と明文化されており，このこと

が 2008 年 12 月 22 日に発表された際にはニュースとして取り上げるテレビや新聞報道が

多かった。中でも朝日新聞は批判的な立場で記事を載せており，「英語，話せば分かる？」

「英語で授業…really?」（同紙，2008 年 12 月 23 日）の見出しから推測できるように，教

室現場の不安や混乱を前面に出した形で取り上げた。その約 1 年半後の 2010 年 5 月に『高

等学校学習指導要領解説外国語編・英語編』（文部科学省）が発行され，「授業は英語で行

うことを基本とする」の意図するところがやっと明確にされることとなった。  

 では，この「授業は英語で行うことを基本とする」の文言は，どのような文脈で用いら

れていたのであろうか。2009 年 3 月に公示された『高等学校学習指導要領』の該当する箇

所を次に示す。  



 

英語に関する各科目については，その特質にかんがみ，生徒が英語に触れる機会を充実  

するとともに，授業を実際のコミュニケーションの場面とするため，授業は英語で行うこ  

とを基本とする。その際，生徒の理解の程度に応じた英語を用いるよう十分配慮する。  

（pp.50-51，筆者下線）  

 

この文脈からは，100 パーセント英語で授業しなければならないという意図は感じ取れ

ないと思われるが，学習指導要領は法的拘束力をもつものであるから，「基本とする」と

いう文言が包含する範囲が明確にされる必要がある。そこで，2010 年 5 月に発行された『高

等学校学習指導要領解説外国語編・英語編』では，次のように説明されている。  

 

  「授業は英語で行うことを基本とする」こととは，教師が授業を英語で行うとともに，生  

徒も授業の中でできるだけ多く英語を使用することにより，英語による言語活動を行うこ  

とを授業の中心とすることである。（中略）このように，本規定は，生徒が英語に触れる機  

会を充実するとともに，授業を実際のコミュニケーションの場面とするため，授業を英語で  

行うことの重要性を強調するものである。しかし，授業のすべてを必ず英語で行わなければ  

ならないということを意味するものではない。英語による言語活動を行うことが授業の中心  

となっていれば，必要に応じて，日本語を交えて授業を行うことも考えられるものである。  

（pp.115-116）  

 

この最後の文章では日本語の使用を認めているわけであるが，決して日本語を使うこと

を無条件で容認しているわけではない。あくまでも，英語による言語活動を行うことが授

業の中心となっているという前提条件のもとで，必要に応じて日本語を交えてもよいと言

っているのである。つまりもともと英語が中心であって，必要に応じて部分的に日本語が

交じるのはよしとするのが文部科学省の意図するところである。  

 

３．高等学校での英語の授業における英語使用の現状 

 今回『高等学校学習指導要領』に「授業は英語で行うことを基本とする」と明記された

背景には，今まで授業が英語で行われてこなかったという教室現場での実態があるからに

他ならない。『平成 19 年度英語教育改善実施状況調査結果』（文部科学省，2008）によ

ると，英語の授業における英語の使用状況について，「半分以上」あるいは「大半は英

語を用いている」と回答した学校を合計した割合は次のとおりである。  

 

中学校（回答校 10,029 校）： 第 1 学年（34.2％），第 2 学年（33.5％），第 3 学年（32.9％） 

高等学校（回答校 3,710 校のうち，国際関係・語学の学科・コース以外の学科・コース）：

オーラル・コミュニケーションⅠ（54.6％），英語Ⅰ（11.5％），

英語Ⅱ（8.3％），リーディング（5.9％），ライティング（4.9％） 

 



つまり，中学校では約 3 分の 1 の学校が半分以上は英語を用いて授業しているのに

対して，高等学校ではリスニングとスピーキングに特化した科目である「オーラル・

コミュニケーションⅠ」において，54.6％の学校が半分以上は英語を用いて授業してい

ると回答しているが，それ以外の科目では半分以上英語を用いて授業している学校は

１割かそれ以下に過ぎない。したがって，高等学校の英語の授業における使用言語は

日本語が半分以上を占めており，英語使用は極めて尐ないという実態があると言える。

ただし，この調査結果は学校単位としての回答の集計値であるので教師個人を対象と

した調査による検証が必要である。  

ここで，日本以外の EFL（English as a Foreign Language）の国では教室での教師

の英語使用の実態はどうなっているのであろうか。この種の調査結果はほとんど報告

されていないが，林（2006）の報告では英語の授業でほとんど英語を使用している割

合は，スウェーデン（59.8％），ノルウェー（56.5％），オランダ（9.1％）であり，日本

よりは高い数値である。また，中国では日本の指導要領に当たる教学大綱で「中学か

ら大学レベルの授業ではできるだけ英語を使うこと」と規定されており（本名ほか，

2002），尐なくとも日本以上に教師の英語使用が奨励，実践されていると考えられる。

岡（2011）も，「教育言語として目標言語である英語を使うのが世界の標準」であり，

いまだに文法訳読法が主流を占め，ほとんど英語が使われない日本の教室は外国人に

とっては「時代錯誤」と映ると述べている。  

 

４．高校教師の教室での英語使用に関する意識調査 

 それでは，日本の高校教師は教室での英語使用に関してどのような意識をもっているの

であろうか。筆者は，2009 年 7 月に質問紙（4 件法）を用いて「高校教師の教室での英語

使用に関する意識調査」を実施した。主に広島県の高校教師 118 名の回答を分析すること

により，次のような結果を得た。  

4.1  教師の授業中の英語の発話量 

授業中の教師の発話のうち英語が占める割合を，0～25％，26～50％，51～75％，76～

100%の 4 件法で尋ねた。結果としては，授業の半分以上を英語で行っている教師の割

合は，担当科目を総合的に考えると  9.3%で，最も英語の発話量が多い科目では  27%

であった（図１）。また，最も英語の発話量が多い科目は，オーラル・コミュニケーシ

ョンⅠ（32 名）であった。また，英語の発話量が 25％以下，つまり授業の大半を日本

語で行っている教師が 61.9％もおり，しかも，自分の担当科目の中で最も英語の発話

量の多い科目においても 40.7％もいるという調査結果は，「授業は英語で行う」ことが

教室現場といかにかけ離れているかを表している。前述の『平成 19 年度英語教育改善

実施状況調査結果』（文部科学省，2008）では教師の英語使用の尐なさが学校単位で明

らかにされたが，本調査によって教師個人単位でも実証されたことになる。  
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図 1  教師の授業中の英語の発話量. 

 

4.2  英語で授業するときの困難点 

 「英語で授業を行う自信がない」と答えた教師が半数を超える 57.6％もいたが，最も

多い回答は「生徒の反応がよくないと雰囲気に負けてしまい，妥協してつい日本語を

使ってしまう」であり，4 分の 3 にあたる 75.5％の教師が英語で授業するときの困難点

は生徒のよくない反応だと思っていることがわかった（表 2，図 2）。  

 

表 2  英語で授業するときの困難点 

 アンケート項目  １  ２  ３  ４  平均  

1 英語で授業を行うやり方がわからない。  6 46 52 14 2.6 

2 英語で授業を行う自信がない。  15 53 38 12 2.4 

3 自分の英語が適切なものかどうか自信がない。  19 52 39 8 2.3 

4 授業中に臨機応変に適切な英語が出てこなくてあせってしまう。  21 55 37 5 2.2 

5 準備していても授業では緊張してあがってしまう。  11 31 63 13 2.7 

6 生徒が理解できるレベルの英語で話すのは難しい。  14 49 48 7 2.4 

7 
生徒の反応がよくないと雰囲気に負けてしまい，妥協してつい

日本語を使ってしまう。  
31 58 27 2 2.0 

１：とてもあてはまる ２：ややあてはまる ３：あまりあてはまらない ４：全くあてはまらない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  英語で授業するときの困難点 . 
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4.3  英語で授業することに対する賛成の理由についての考え  

 英語で授業することに対する賛成理由についての考えでは，8 割を超える教師が，「教

師が英語を使うことによって，生徒にとって良きロール・モデルを示すことができ」，

「授業で英語を使えば，生徒に尐しでも多くの英語に触れる機会を提供でき」，「授業

を英語で行うことによって，教師の英語力を鍛えることができる」と考えているが，「授

業を英語で行うことによって，生徒の英語力が伸びる」と考えている教師は約半数の

53.4％に減り，「授業を英語で行うことを生徒が望んでおり，授業が楽しいものになる」

と考えている教師は更に減って 36.5％しかいなかった（表 3，図 3）。この結果からも，

「英語で授業すること」が一つの理想として形成されたビリーフ（belief：信念）（注１）

であり，教師の教室での実践に基づいて育まれたものではないことがわかる。  

 

表 3  英語で授業することに対する賛成意見についての考え 

 アンケート項目  １  ２  ３  ４  平均  

8 教師が英語を使うことによって，生徒にとって良きロール・モ

デルを示すことができる。  
4 17 58 39 3.1 

9 日本では日常生活で英語を使用することがほとんどないので，

授業で英語を使えば，生徒に尐しでも多くの英語に触れる機会

を提供できる。  

1 15 61 41 3.2 

10 授業を英語で行うことによって，生徒の英語力が伸びる。  6 49 53 10 2.6 

11 授業を英語で行うことを生徒が望んでおり，授業が楽しいもの

になる。  
18 57 39 4 2.2 

12 授業を英語で行うことによって，教師の英語力を鍛えることが

できる。  
4 13 55 46 3.2 

13 英語の授業に限らず，「外国語の授業は，当該外国語で行うべき

だ」と思う。  
18 47 41 12 2.4 

１：全くそう思わない ２：あまりそう思わない ３：ややそう思う ４：とてもそう思う  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 英語で授業することに対する賛成意見についての考え. 
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4.4  英語で授業することに対する反対意見についての考え  

 英語で授業することに対する反対意見についての考えでは，「授業を英語で行うほど

英語運用能力に自信がない」と答えた教師が半数をやや下回る 42.4％いたが，反対意

見の最大のものは生徒に関するものであり，75.4％の教師が「英語で授業をした場合，

生徒が授業についてこられないと思うと不安だ」と答え，61.1％が「生徒が英語で授業

を行うことを望んでいないと思う」と答えた。また，一般的によく言われている反対

理由である「現行の大学入試や就職試験には役に立たない」に対しても，63.6％の教師

がそう思っていることがわかった（表 4，図 4）。 

 

表 4  英語で授業することに対する反対意見についての考え 

 アンケート項目  １  ２  ３  ４  平均  

14 授業を英語で行うほど英語運用能力に自信がない。  10 40 54 14 2.6 

15 今までに英語で授業を受けた経験がないので難しい。  6 37 54 21 2.8 

16 今までに英語で授業をするための研修を受けたことがあま

りないので難しい。  
10 50 41 17 2.6 

17 英語で授業をした場合，生徒が授業についてこられないと思

うと不安だ。  
32 57 24 5 2.0 

18 生徒が英語で授業を行うことを望んでいないと思う。  18 54 40 6 2.3 

19 授業を英語で行うことのメリットが見出せない。  5 47 49 17 2.7 

20 授業を英語で行うことのメリットよりもデメリットの方が

大きいと思う。  
13 46 50 9 2.5 

21 現行の大学入試や就職試験には役に立たない。  18 57 37 6 2.3 

１：とてもそう思う ２：ややそう思う ３：あまりそう思わない ４：全くそう思わない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4  英語で授業することに対する反対意見についての考え. 
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4.5  考察 

本調査は，回答者数の不十分さ（118 名），地域・校種の偏り（広島県の公立の普通

科が中心），質問項目の数と内容の精査不足などにより，一般化するには危険性がある。

しかし，先行研究と同様に日本では授業を英語で行うことが現時点であまり行われて

いないことを，学校単位ではなく教師個人の単位でも追認できる結果を得ることがで

きた。  

そして，授業を英語で行うことがあまり行われていない状況の中でも，約 8 割の教

師が英語を使うことによって，生徒にとって良きロール・モデルを示すことができる

と考え，生徒に尐しでも多くの英語に触れる機会を提供でき，教師の英語力を鍛える

ことができると考えていることがわかった。つまり，本調査において「英語で授業す

ること」は「べき論」として教師になる前後にビリーフとして形成されたものであり，

教師の実践によって裏付けされたものではないということが実証された。  

また，61%の教師は英語での授業を生徒が望んでいるとは考えておらず，75%の教師

が生徒が授業についてこられないという不安を感じており，生徒の反応がよくないと

妥協して日本語を使ってしまう傾向があることもわかった。つまり，授業を英語で行

うときの教師の最大の関心事は生徒の反応であり，今まで英語で行った経験があまり

ないために不安が先立ち，実際に英語で授業してみて，生徒がわかる範囲の英語を使

う工夫をしていくという次の段階に踏み出せないでいるという一般的な教師像が浮か

び上がってきた。それに関連して，授業で半分以上英語を用いている教師の一人が，

本調査の自由記述の欄に「英語の授業を英語で行うことに慣れることが大切だと思い

ます。生徒への説明も回数をこなすにつれてより明確になり，生徒も英語への抵抗感

がなくなると思います。」と回答していた。この記述から示唆されることは，英語での

授業に教師が慣れるまでにどの程度の期間や英語使用量，或いは他の要素が必要であ

るのか，また，教師が慣れれば生徒も慣れるのか，生徒の方が早く慣れるということ

はあるのかなど，多くの興味深い課題を含んでいる。  

 

５．まとめ 

 以上，楽天の「英語の社内公用語化」と高等学校学習指導要領の「授業は英語で」につ

いて個別に述べてきたが，この 2 つの取り組みには類似点が多い。つまり，世界的な英語

使用の拡大の流れの中で日本国内では今まで英語使用がほとんどと言っていいくらいなか

った実態を踏まえて，ほとんど同時期に，基本的に英語を使うということを明文化して実

行しようとするものであり，組織（または学校）の内外からの批判の声も多い。 

しかし，吉田（2004）が日本と韓国の高校生の英語力や教師の教え方を調査した結果か

ら，英語を使う機会が多いほど英語に自信が持てると指摘していることから考えると，こ

れらの施策の方向性は正しいものであると言えるのではないか。吉田の報告では，韓国は

日本よりもテストで低い点数の生徒でも「英語が使える」と答える傾向が強く，それは，

韓国の教科書には教科書を離れてより広く英語を使用する練習や課題が含まれ，授業以外

に広く英語を使う機会が与えられているからだと分析している。その上で，国民性の違い



を考慮したとしても，英語を実際に使う機会が多ければ，テスト結果にかかわらず英語が

「使える」との自信につながると考えた方が自然であると提言している。前述した筆者の

質問紙調査でも，高校教師が教室で英語をほとんど使用していないという実態は，自信の

なさと表裏一体をなしていた。実際に使わないので自信がなく，自信がないので使えない

という負のスパイラルに陥っていると言っても過言ではない。それとは対照的に，英語を

使用している教師の一人が「授業を英語で行うことに慣れることが大切であり，生徒も

英語への抵抗感がなくなる。」と述べていたように，まずは英語を使って慣れることに

より英語使用の次の段階に踏み出せるのであり，逆の言い方をすれば慣れない限り次

の段階には進めないとも考えられる。  

楽天の事例に戻ると，楽天野球団社長兼オーナーの島田（2011）は「英語を公用語

にする必然」と題して次のように述べている。  

   

楽天グループが昨年 6 月から社内の公用語を英語にして，約 9 ヶ月が経った。当初は日本人  

同士が英語で会議することに違和感を覚えたが，すぐに慣れてしまった。今では会議だけで  

なく，日常会話まで英語でチャレンジしている部署も出ているくらいだ。（中略）英語を公用  

語にする理由を一言で言えば，そうせざるを得ない経営環境になってきた，ということに尽き  

る。（中略）環境が変われば，世の中の仕組みも個別の戦略も，対応する布陣も変えなければ  

ならない。  

  

また，岡（2011）によると，英語話者の数は 20 億人（内訳：母語話者 3 億人強，第 2 言語

としての話者 10 億人，外国語としての話者 7 億人）に達し，世界人口の 3 分の 1 近くを占

めることになる。英語を使う必要性がますます高まりつつある現状を受け止め，まずは英

語を使ってみて，そこから次の段階への円滑な移行を模索する時期が到来したと認識すべ

きであると考える。 

 

注 

1  「ビリーフ（belief）」の定義についてはあいまいな時期もあったが，Batsurken et al.

（2004）は「教師が『こうすべきだ』『適切な事例だ』『好ましい』などと評価して，

自身の考え，思考，知識について述べること」と定義している。  
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メルボルンの「戦争花嫁」 

塩崎英明 

 

初めてメルボルン・タラマリン空港に降り立ったのは１９７３年の８月、冬も終わりに近い頃のことで

あった。勤めていたマツダ（東洋工業＝当時）から現地販売店への出向である。その後５年に亘る

オーストラリア生活の始まりであった。 

 メルボルンはイギリス人によって作られた町で、町の中心部は他の植民地と同様碁盤の目のように

道が走り、外国人でも道に迷うことはない。勤務先の「マツダモータース」は５分も歩けば City 

Centre という好立地に小さなオフィスとショールーム、修理工場を構えていた。 

 このショールームに頻繁に出入りする日本婦人がいた。名前を A子さんとしておこう。年齢は５０歳

ぐらいであったろうか。２台続けてマツダ車に乗ってくれている上得意だという。ご主人はオーストラリ

ア人であるが退役軍人として恩給生活をしている。しかも A子さんは日本人ながら正看護師の資格

を持ち有力病院の「婦長」として勤めているので家計は豊かであるという。息子さんも自動車の整備

工として「マツダモータース」に雇われていた。時間が経つにつれ分かったことであるが、二人はご

主人が戦後占領軍の軍人として岡山に駐屯していた時に恋に落ち結婚してオーストラリアに来たと

のこと。夫の国に来たものの言葉は出来ない、仕事は出来ない、周囲の目は敵意に満ちているは

で随分苦労をしたらしい。幸いA子さんは高等教育を受けていたことと負けず嫌いな性格で看護師

の資格を取ることができ、比較的豊かな家庭を築くことができたとのことであった。しかし親から結婚

に反対され勘当同然で日本を離れたため、一度も故郷には帰っていないということであった。 

 

 戦後日本は連合国軍の統治下に置かれた。連合国軍の実体は言うまでもなくマッカーサーをトッ

プとするアメリカ軍であったが英連邦軍もその中にいたのである。当初アメリカ軍に占領されていた

中国・四国地方は１９４６年２月から英連邦占領軍（BCOF）の管轄下に入った。BCOF の中核はオ

ーストラリア軍であり、BCOF の中心地となったのが呉であった。１９４６年１２月から一旦撤退が始ま

り約３万７千人いた BCOF も一時は７千人強にまで減ったものの、１９５０年に朝鮮戦争が勃発する

とともに再び増員され、呉に英連邦占領軍司令部と基地部隊、オーストラリア第３４歩兵旅団、イギ

リス太平洋艦隊司令部が設置された。駐留は１９５６年１１月まで続いたのである。 

 「戦争花嫁（War bride）」は占領軍軍人と日本人女性との国際結婚であり、アメリカに移住した女

性の数は約１０万人と推定されている。一方 BCOF 軍人と結婚した女性の数は１９５２年から１９５７

年の６年間で８６６人と確認されている。８６６人の夫の国籍はオーストラリア６５０人、カナダ９５人、イ

ギリス８７人、ニュージーランド３４人となっている。このような明確な数字が残っている背景には以下

のような事情があったのである。 

 アメリカは日本人との宥和に前向きであった。戦後の日本を写した記録映画には、ジープに乗っ

たアメリカ人兵士が子供たちにキャンディーを投げ与える、という光景がよく出てくる。軍人と日本女

性との結婚に関してもアメリカは鷹揚であったため、多数の日本女性がアメリカに渡ったが正確な数

字は把握できていない。 

しかし、オーストラリアはそうではなかった。今は死語となりつつある「白豪主義」が厳然とあった。



英語圏の白人が最もすぐれた民族であり、アジア人は劣等民族であるとみなされていた。さらに日

本は、オーストラリアの歴史の中で唯一その国土を爆撃し、侵入した国である。２万人のオーストラリ

ア人が太平洋戦争で命を落とし、日本の捕虜となった２万２千人のうち８千人が非人道的扱いのた

めに死亡したと言われている。蔑視と敵意が強く存在していたその時代、オーストラリア人が日本人

と結婚することは考えられなかった。実際、１９４５年９月に発令された「英連邦占領軍管理司令」で

は「いかなる場合においても、英連邦占領軍人と日本国民との結婚の許可は与えられない」として

いた。 

 オーストラリアは戦争経験のない訓練兵を日本に駐屯させたという。それは日本と戦った兵士が

駐屯すれば報復行為が行われる恐れがあったからだと言われている。若い兵士が多かったことが結

果的に「戦争花嫁」を産むことにつがったであろう。占領業務を遂行するために、多い時には２万人

の日本人が BCOF に雇用されていた。その中には通訳や、タイピスト、事務員など女性も多くいた。

また、教会には占領軍兵士や家族だけでなく日本人も出入りした。人と人とが日々接触すれば友

好関係が進展することは自然の流れである。戦争のために若い男性が少ない中で、とりわけ女性を

大切に扱ってくれる異国の若い兵士に対して日本の若い女性が夢見心地になることは十分理解で

きることである。他方、若いオーストラリア人兵士から見れば、控え目で、従順で、優しい女性は女

神のように思えたことであろう。 

こうして「戦争花嫁」は誕生した。しかしながら、兵士が日本人妻をオーストラリアに連れ帰るまで

には茨の道を乗り越えねばならなかった。日本で結婚をし、子供ももうけたものの、兵士に帰還命令

が出た時、家族の同道は認められなかった。日本人妻の入国が正式に認められたのは１９５２年２

月のことである。 

 

メルボルンの中心部に「京都」という名の日本料理店があった。７０年代、企業が接待に使えるよ

うな日本料理屋はここ１軒しかなかった。ここにいた１０人ほどの仲居さんは皆「戦争花嫁」であり、広

島、呉の出身者たちがほとんどであった。その中の一人 B 子さんは後に独立して小さな「ご飯や」を

開いた。年々増える日本からの駐在員、特に単身赴任者に夕食を提供する「お母さん」となった。

彼女によれば「京都」で働いている女性は皆オーストラリア人の夫と離婚した人たちであるという。夫

を頼りに見知らぬ国に来たけれど、世間からは敵国の女と冷たい目で見られ、夫の家族からも疎ま

れ、情熱の冷めた夫からも見放されたというケースばかりだという。B 子さんもその一人であり、夫に

引き取られてアデレードに住んでいるという娘の写真を見せながら涙目になることが少なくなかっ

た。 

あれから４０年近く経ち、オーストラリア人の日本を見る目は大きく変わったけれど、メルボルンの

「戦争花嫁」たちの老後は幸せなのだろうかとふと思い出す。 
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時代錯誤 

西村則久 

 当時はインターネットなど無かったから、大学３年の秋頃になると、リクルートとか毎日コミュニケ

ーションズとかから、毎週のように巨大なダンボール箱が郵送されてきて、中に百科事典かと思うくら

い分厚い企業情報誌と、今で言うエントリーのためのハガキ数百社分の束、そして試供品などがあった。 

なぜ自分の住所・名前が知れているのだろう、については、そういえば心当たりがあった。少し前に

学友たちから「いいアルバイトがある」と言われ、それを友人が一緒に申し込んでくれて、約束の日時

にリクルート社へバイクで行って、社員の方に会い、名前や住所を書いて、いろいろお話をして、結構

な額のお金をもらったのだった。 

 百科事典みたいな企業情報誌は、どの会社のページも、ありとあらゆる個性が発揮された自社アピー

ルのオンパレードだ。当時はテレビのＣＭも、お客さん向けの宣伝ではなくて、自社を志望してくれる

学生を増やすためのイメージアップＣＭがあったほどだ。 

 企業の学生集めへの熱の入り方は相当なものだった。例えば広島の某自動車販売会社が送ってきたダ

イレクトメールの冊子の表紙にはコンパニオンみたいな女性販売員「トレーダー」がポーズをとってい

て、中を読むと、会社訪問に行けば、そのまま会社から宮島口まで 500 万円くらいの超高級車を運転（ト

レーダーが同乗）させてもらえて、宮島口からはディナークルーズと書いてあった。ちなみにその会社

は今も存在し、現ビの卒業生も就職している。 

 そんな大学３年の秋のある日、授業が終わった教室に４年生の先輩たちが入って来て、「みなさんち

ょっといいですか」とお知らせ。こんど、Ｎ社（某有名コンピュータメーカー）から数名の卒業生が来

られて、○○号教室でＮ社の説明をする会を開きます、みなさん就職活動はまだ始めていないでしょう、

これが最初の練習と思って是非とも参加してください、という。 

 当日の放課後、「どうする、面倒臭いね」とか言いながら参加してみると、８人くらいの卒業生が「Ｎ

社はいい会社ですよ、是非入社試験を受けてください」とか思いっきりアピールして終了。Ｎ社に入社

してＮ社の名刺を持ったら格好良いけど、本社は東京で、広島に住めそうにないので気が進まない。と

か思いながらも、そのまま夜の飲み会には大勢で参加してカニ料理やお酒をご馳走になり、「ああ、こ

れが話に聞いた卒業生による勧誘か」と勉強になった。Ｎ社とはそれっきりである。 

 そもそも私は大学院に進学するつもりだった。しかし家庭の都合もあり、４年生の秋になってやっぱ

り就職しようと思った。家に届いていた分厚い資料の中で一社だけ良さそうだと思っていたＰ社（某有

名電機メーカー）の広島にある研究所に、時期が遅かったのでまだ受けさせてもらえるかなあと不安に

なりながら電話したところ、開発部長さんが切れのいい声で「是非お願いします」。数日後に受けに行

き、筆記試験と面接があり、帰宅したらすぐに社長さんから電話があり「内定です」。 

 つまり私はＰ社の研究所だけを受けて入社したのだが、友人の多くは東京の企業を複数かけもちで訪

問したり受けたりして、全社から交通費・宿泊費を出してもらい、一回の東京行きで 10 万円くらい利

益を上げたという。 

 またああいう時代になって欲しいものだ。 



2010 年盛夏 CCLP 台湾紀行 

森岡 文泉 

 

 今年の夏、2010 年度の中国文化語学演習(台湾)の引率をするため、8 月６日から約二週間

台湾台中市に滞在した。台中市とは台湾西部の中央に立地し、交通の便や気候が良く、お

茶や果物なども豊富でとても住みやすいところである。前年度には未知の新型インフルエ

ンザの襲来により中止したため、今回が二年ぶりの台湾研修となった。 

今年の宿舎はホテルではなく、研修先の台中技術学院のゲストハウス(国際交流センター)

に宿泊することとなった。一回目のホテルとは違い、素朴な設備や自主生活管理などを通

して現地住民の日常生活のスタイルを体験したことは学生にとって予想外の収穫といえよ

う。しかし、冷房や排水など設備の故障が多々あり、その対応に追われることは引率者に

とって予想外のことであった。 

一方、研修期間が短いこともあって、中国語会話の学習をはじめ、中国と台湾文化の講

座・実技、名所史跡・博物館の見学やホームステイなど過密なプログラムがびっしり予定

されていた。このようなハードな研修日程に加えて、毎日 35 度前後の猛暑に学生諸君はど

こまで耐えられるのか、とりわけ心配だった。ところが、出国前の連日猛暑に鍛えられた

ことで幸いにも熱中症等のトラブルもなく、楽しい研修を終えることができた。 

研修期間のほとんどは、まず午前中に学内で中国語会話のレッスンを受けて、そして午

後には伝統民俗文化の講義または台中市内の史跡・名所見学や交流訪問するという流れで

あった。最初の日帰り旅行は、隣県の南投県にある名所日月潭と九族文化村に出かけた。

高所にある湖の綺麗な景色に身を包まれる一方、台湾の九つの少数民族の文化や生活様子

を堪能しながら楽しい一日を過ごした。さらに、研修の後半には一泊二日で台北まで旅行

に出掛けた。世界四大博物館のひとつとして有名な故宮博物院をはじめ、蒋介石の生涯と

思想にふれる中正記念館、仏教と道教の神々が祭られている台北最古の寺・龍山寺、中国

革命の父・孫文を記念したメモリアルホールの国父記念館や世界最高の建築物の台北 101

などを見学した。また、ニューヨーク・タイムズ紙の世界の十大レストランに選ばれたこ

ともある小籠包の有名店・鼎泰豊で多種多様な小籠包をはじめ、沢山の台湾料理や南国の

フルーツを堪能した。 

一方、日月潭をはじめ、故宮博物院、中正記念館、国父記念館や台北 101 など人気の高

い観光地には、多くの中国人観光客を目についたことが最も印象的であった。見物すると

きのみならず、記念写真の撮影にまで長い列ができ予想以上に時間がかかってしまった。

この中国人観光客の人波は、前回の研修ではまったく見られなかったことであり、日本そ

して台湾にまで中国人観光客に頼らなければならないことに万感胸に迫った。 

総じて今回の研修について、最も印象に残ったのはやはり双方の若者の交流であった。

とりわけ送別会の時に、別れを惜しむ学生諸君の泣き笑う姿を見て、このプログラムは本

当にすばらしいものであったことを、改めて実感できた。すべての人に感謝したい。 



 

 

 

 



孤独でも続けることの大切さ 

 

現代ビジネス学科 八城年伸 

 

 ２００９年１１月、東北大学において開催された情報教育研究集会において、前年に発表した

論文で優秀論文賞を受賞しました。私の講義を受講した人であれば一度は答えたことがあるはず

の「パスワードに関するアンケート」を基にした論文への表彰ですので、学生の皆さんの協力が

評価されたとも言えるでしょう。 

 ところでパスワードについて疑問に感じたことはありませんか？ 「他人に推測されにくいも

のにする」はまだ理解できるとしても、「定期的に変更する」はいかがでしょう。そんな面倒なこ

とはできないよ、と思いながら強制されないから放置をしているのではないかと思います。とこ

ろが大学によっては９０日ごとの変更が強制されたり、企業ではより短い間隔での変更を求めら

れたりします。今ではキャッシュカードの暗証番号もＡＴＭで変更できますし、定期的な変更を

求められています。 

 こうした定期的な変更の有効性は確率論的には証明されているのですが、それをユーザーが守

ることはできるのか、という視点からの研究は一切行われていませんでした。ユーザーは機械的

に決められたことを守ることを強要されている、言わば情報ネットワークの一構成要因としての

振る舞いを求められていた訳です。 

 そうした常識に対して「無理なんじゃない？」と反論しようとしているのですから、発表に際

しては勇気が必要でした。最初は、パスワードを変えないのには何か理由があるに違いない、と

いう現状の分析から入り、データが揃うのに連れて毎年少しずつ意見を加えていきました。まだ

正面切っての反論ではありませんが、セキュリティのあるべき姿と、ユーザーである学生の皆さ

んの実行可能な事柄のバランスを取った「落としどころ」を探っていくつもりです。 

 

 と、今では大仰なことが言えますが、２００６年７月に最初のアンケートを採った時には具体

的な目標などはありませんでした。それまでの研究環境との違いから、できる範囲内でやむなく

始めた、というのが本当のところです。でもドン・キホーテ的に無謀に突進したのではなく、あ

る人の「その視点は面白いね」の一言で踏み出しました。 

クラレの元社長で、倉敷美観地区の整備にも尽力された大原総一郎氏は生前、１０人のうち１

人も賛同者がいないようでは早すぎるが、５人も賛成するような時には遅すぎる。仕事を始める

のは、２、３人が賛成する時でなければならない、と述べています。人数に多少の違いはあれど、

変革をなした経営者が異口同音に述べるこの言葉を知っていたからこそ、数少ない理解者の力を

得て続けることができたと言えるでしょう。 

現代ビジネス学科で学ぶ皆さんも恵まれていないと感じたり、評価されないと感じたりするこ

とはあると思います。そのような時こそ、腐ることなく、性急な成果を求めるのではなく、一人

でも理解者がいれば継続した努力をしてみてください。そうすれば、いつかは必ず努力が実を結

ぶのではないでしょうか。 

 







現代ビジネス学部現代ビジネス学科研究年表（平成 20～22 年度） 

 

【青木 克仁】 

著書 

１．『メタファーを巡る言説』単著、平成 20 年 3 月、安田女子大学、言語文化研究所（モ

ノグラフシリーズ）112 頁 

２．『環境の世紀をどう生きるか』単著、平成 22 年 4 月、大学教育出版、465 頁 

論文 

１．「ジャック・ラカンの精神分析における言語」単著、平成 20 年 2 月、英語英米文学論

集第 17 号、安田女子大学英語英米文学会、15 頁 

２．「ローベルト・シューマン論の試み」単著、平成 20 年 3 月、安田女子大学紀要、第 36

号 

３．「現実に対する態度：実在論と認知意味論」単著、平成 21 年 2 月、英語英米文学論集

第 18号、安田女子大学英語英米文学会、15 頁 

４．「内部告発のための倫理」単著、平成 21 年 3 月、安田女子大学紀要、第 37 号、10 頁 

５．「後期ハイデガー言語論の現代的意味」単著、平成 22 年 2 月、英語英米文学論集第 19

号、安田女子大学英語英米文学会、18 頁 

６．「ハイデガーリアンは環境主義者たり得るだろうか」単著、平成 22 年 3 月、安田女子

大学紀要、第 38 号、10 頁 

 

【染岡 慎一】 

論文 

１．「高品質動画像通信に対応した学校」共著、平成 20 年 1 月、電子情報通信学会技術報

告 IA2009 

学会発表 

１．「安田女子大学における地域 J リーグ活動と連携したキャリア教育」単独、平成 20 年

12 月、日本インターンシップ学会平成 20 年度第 2 回研究会(於 立命館大学) 

２．「地域 J リーグクラブと連携したメディア教育」共同、平成 21 年 9 月、日本教育工学

会第 25 回大会(於 東京大学) 

３．「映像撮影を通じた地元大学との連携～サンフレッチェ広島と安田女子大学現代ビジネ

ス学部の実践報告～」共同、平成 21 年 10 月、日本スポーツマネジメント学会第 2 回大会(於 

立命館大学) 

 

【田辺 尚子】 

著書 

１．『高等学校新学習指導要領の展開 外国語科英語編』共著、平成 22 年 4 月、明治図書 



論文    

１．「広島市の悉皆研修―『夏休み小学校教員のための英語塾』」単著、平成 20 年 9 月、英

語教育（大修館）、平成 20 年 9 月号 

２．「言語教師認知と英語教育連載 第 4 回『初任から熟練へと進む英語教師の成長』」共

著、平成 22 年 1 月、英語教育（大修館）、平成 21 年 1 月号 

３．「高校教師の教室での英語使用に関する意識調査―新学習指導要領の公示を受けて―」

単著、平成 23 年 2 月、大学英語教育学会（JACET）中国・四国支部紀要 

４．「学生による授業評価における授業満足度を高める取り組み―自由記述に焦点をあてて

―」単著、平成 23 年 2 月、安田女子大学紀要 

学会発表 

１．「言語教師認知の効果的なリサーチ方法―質問紙調査とエスノグラフィー―」共同、平

成 21 年 9 月 6 日、大学英語教育学会（JACET）2009 年全国大会（於北海学園大学） 

２．「短期大学保育科における基礎教育科目『英語コミュニケーション』の実践報告―授業

満足度を高める工夫―」単独、平成 22 年 9 月 25 日、大学英語教育学会（JACET）中国・

四国支部、2010 年度広島・山口・島根ブロック研究会（於安田女子大学） 

 

【千葉 保男】 

論文 

１．「安田教育支援システムのためのＷｅｂ経由課題提出」共著、平成 21 年 2 月、安田女

子大学紀要 37 号 

 

【辻 秀典】 

著書 

１．『法と現代社会』共著、平成22年1月、世界思想社、13頁 

  執筆担当分：第Ⅲ部第 7 章「両性の平等・労働法上の地位」  

論文 

１．「労働判例に学ぶ（判例研究・連載）：名ばかり管理職とは何か？（その１）」単著、

平成20年6月、ＮＥＴＷＯＲＫ（広島県労働協会機関誌）」第41巻、4頁 

２．「労働判例に学ぶ（判例研究・連載）：名ばかり管理職とは何か？（その２）」単著、

平成20年8月、ＮＥＴＷＯＲＫ（広島県労働協会機関誌）」第42巻、4頁 

３．［資料紹介］アメリカ合衆国教育省公民権局『学校におけるセクハラ・ガイダンス改訂

版』（2001 年）（１）単著、平成 21 年 2 月、安田女子大学紀要 37 号 

４．「労働判例に学ぶ（判例研究・連載）：景気悪化を理由として採用内定を取り消すこ

とができるか」単著、平成21年12月、ＮＥＴＷＯＲＫ（広島県労働協会機関誌）」第47巻、

4頁 

５．［資料紹介］アメリカ合衆国教育省公民権局『学校におけるセクハラ・ガイダンス改訂

版』（2001 年）（２・完）単著、平成 22 年 2 月、安田女子大学紀要 38 号 



６．「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１）」単著、平成22年3月、ＮＥＴＷＯＲＫ（広島県労働協会機関

誌）」第48巻、3頁 

７．「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２）」単著、平成22年6月、ＮＥＴＷＯＲＫ（広島県労働協会機関

誌）」第49巻、4頁 

８．「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３）」単著、平成22年9月、ＮＥＴＷＯＲＫ（広島県労働協会機関

誌）」第50巻、4頁 

 

【戸井佳奈子】 

著書 

１．『改訂版 消費者と証券投資』共著、平成 23 年 3 月、財団法人放送大学教育振興会 

本人担当箇所 第４章「ライフプランと資産運用」 

論文 

１．「大競争時代における地域金融機関のあり方」、安田女子大学紀要、第 36 号、P.105～

P112、平成 20 年２月 

２．「日本の金融機関の行動様式と監督規制体系」、安田女子大学紀要、第 37 号、P.257～

P.263、平成 21 年２月 

３．「日本の金融制度改革の方向性 -監督規制体系の問題点とその解決策を中心に-」、安田

女子大学紀要、第 38 号、P.197～P.212、平成 22 年 2 月 

学会発表 

１．「日本の金融制度改革の方向性 －監督規制体系の問題点とその解決策を中心に－」、

2008 年度日本金融学会秋季大会（於 広島大学）、平成 20 年 10 月 

 

【西村 則久】 

著書 

１．「English Writing forCommunication コミュニケーション英作文[New Edition]」共著、

平成 20 年 4 月、金星堂 

論文 

１．「新しいコンピュータ将棋の練習試合環境について」単著、平成 21 年 2 月、安田女子

大学紀要第 37 号 

２．「英作文自動添削システム『サッと英作！』の改良」単著、平成 22 年 2 月、安田女子

大学紀要第 38 号 

 

【松岡 博信】 

論文 



１．「A Diachronic Quantitative Analysis of the First Year EFL Textbooks of Japan 

-with a Focus on the Introduction of Verbs」共著、平成 20 年 9 月、ICTATLL(Information 

and Communication Technology in Analysis，Teaching，and Learning of Languages) 

2007 International Workshop 論文集 

２．「Present perfect of the first-year EFL textbooks of Japan: a diachronic quantitative 

comparison」共著、平成 20年 9月、ICTATLL(Information and Communication Technology 

in Analysis，Teaching,and Learning of Languages) 2007 International Workshop 論文集 

３．「Vocabulary of the First-year EFL Text-Books of Japan: A Diachronic Quantitative 

Comparison」共著、平成 20 年 9 月、 ICTATLL(Information and Communication 

Technology in Analysis，Teaching，and Learning of Languages) 2007 International 

Workshop 論文集 

４．「CMS 支援による授業内および授業外ディクテーション演習の効果について」単著、

平成 21 年 3 月、安田女子大学大学院文学研究科紀要第 14 集 

５．「Course Management System 支援英語学習に対する学習者の評価について」単著、

平成 21 年 3 月、大学英語教育学会中国・四国支部研究紀要 6 号 

６．「英語ディクテーション演習におけるワーキングメモリ使用について」共著、平成 23

年 2 月、大学英語教育学会中国・四国支部研究紀要 8 号 

７．「反復ディクテーション演習における添削回数とリスニング力の関係について」単著、

平成 23 年 3 月、安田女子大学大学院文学研究科紀要第 16 集 

学会発表 

１．「Course Management System 支援英語学習に対する学習者の評価について」単独、

平成 20 年 6 月、大学英語教育学会中国・四国支部研究大会（於 広島国際大学） 

２．「英語リスニング力養成のために－ワーキングメモリ増強について－」共同、平成 21

年 12 月、山口大学英語教育研究会（於 山口大学） 

３．「ディクテーション演習におけるワーキングメモリ使用について」共同、平成 22 年 6

月、大学英語教育学会中国・四国支部研究大会（於 鳥取大学） 

 

【松藤 賢二郎】 

著書 

１．『福祉サービスの組織と経営』共著、平成 21 年 4 月、「ナーシングビジネス 2009 年夏

季増刊」メディカ出版 

２．『看護のための経営指標 みかた・よみかた超入門』共著、平成 21 年 6 月、「ナーシン

グビジネス 2010 年冬季増刊」メディカ出版 

３．『わかる・使える看護マーケティング超入門』共著、平成 22 年 12 月、「ナーシングビ

ジネス 2010 年冬季増刊」メディカ出版 

論文 



１．「医療機関の現状とマネジメント」単著、平成 20 年 3 月、テレビ山梨厚生文化事業団 

２．「転換する医療政策における医療提供体制の構造変化」単著、平成 21 年 2 月、『現代ビ

ジネス研究』山梨学院大学現代ビジネス研究会 1 号 53～64 頁 

３．「民間中小病院の戦略的事業再構築（修士論文）」単著、平成 21 年 3 月、東京医科歯科

大学医歯学総合研究科 

 

【森岡 文泉】 

著書 

１．『続・陳先生の中国語(改訂版)』共著、平成 22 年 9 月、白帝社、98 頁 

論文 

１．「中国の三農問題の現状を考える」単著、平成 20 年 2 月、安田女子大学紀要第 36 号 

２．「世界経済危機と中国台湾の経済関係」単著、平成 22 年 2 月、安田女子大学紀要第 38

号 

 

【八城 年伸】 

論文 

１．「地方中核都市における交通系電子マネーについて」単著、平成 21 年 2 月、安田女子

大学紀要第 37 号 

２．「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．「パスワードに関する教育と意識調査」単独、平成 20 年 12 月、平成 20 年度情報教育

研究集会（於：九州工業大学） 

２．「パスワードの作成に関する教育とその効果」単独、平成 21 年 3 月、第 71 回情報処理

学会全国大会（於：立命館大学） 

３．「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） 

４．「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） 

５．「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） 

 

【山下 明博】 

論文 

１．「タイピング速度による情報リテラシ能力測定」単著、平成 20 年 2 月、安田女子大学

紀要第 36 号 



２．「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 

３．「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 

４．「『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 

５．「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 

 

 



第 5期生卒業論文題目 

【青木ゼミ】 論文指導：青木克仁 

07121117甲田 千智 環境に優しい企業          

07121154山本 佳奈 生物多様性について         

07121205岩本 静佳 地球の未来を救う循環型社会を目指して       

07121208江藤 成美 若者たちのキャラ化         

07121217河野 美紀 貧困問題はなぜなくならないのか        

07121230中川 裕紀 どのように食の安全を確保できるか            

07121231中島 実苗 恋愛依存症について        

07121241藤原 美里 食の安全について              

07121243堀川 未帆 オタからヲタへ         

07121246皆田 有加里 増加する「新型うつ病」        

07121248村上 奈々 なぜ人間はステレオタイプ化してしまうのか      

07121253山村 絵理 文化相対論について－相対主義と客観的基準－ 

     

【塩崎ゼミ】 論文指導：塩崎英明 

07121202阿部 幸美 ヒット商品と広告の関係        

07121211奥田 晴香 PBは今後どうなるか        

07121214川野 沙知 ネスレのマーケティング戦略        

07121226田中 宏依 なぜＩＫＥＡは成長し続けるのか       

07121229友崎 世梨 クマキャラクターと不景気の関連について  

キャラクタービジネスの戦略に関する一考察      

07121116木原 彩乃 益若つばさプロデュース商品がヒットする理由      

07121137中本 奈々美 秋元康のマーケティング戦略       

07121130辻本 彩  ヒットする邦画の秘密        

07121135中野 佑美 ブックカフェの経営戦略 

－異業種が融合したビジネスの効果－      

07121138野島 麻美 化粧品とイメージキャラクターについて       

07121144辺弥 典子 "餃子の王将"にみるデフレ時代のマーケティング     

07121145堀尾 美由紀 「ひろしまドリミネーション」における周辺の経済効果 

     

【松藤ゼミ】 論文指導：松藤賢二郎 

07121104池田 奈央 松下幸之助の経営論-なぜ「経営の神様」とよばれるのか-    

07121110浦谷 成美 IT社会における旅行代理店の経営戦略      

07121112大宮 千寿江 県内ショッピングセンターの経営戦略 

～イオンモール広島府中ソレイユを中心に～      



07121121柴原 春香 資生堂の国内・国外戦略        

07121141福間 千果 アウトレット・モールの経営戦略       

07121149村田 絢子 JALの経営再建について        

07121155横内 真衣 イオングループの PB～経営戦略とこれからの動向～     

07121201安達 美佳 ベネッセの事業戦略と多角化経営       

07121207上原 誓恵 雇用関係から見る人材管理        

07121212柏原 みゆき 今後の日本の医療現場の行方       

07121227檀上 友理 食品の品質管理と企業の不祥事撲滅       

07121240藤井 真紀 なぜユーズドショップが増えているのか 

      

【森岡ゼミ】 論文指導：森岡文泉 

07121103有光 希望 日本の環境への取り組み        

07121111大谷 沙織 上海万博と中国経済について       

07121114川戸 菜緒 日本企業の行方～三角合併解禁による影響～      

07121119細美 沙菜恵 中国の知的財産権について        

07121128唯間 加奈子 中国の経済発展によるファッションに対する意識の変遷     

07121151矢野 真里加 中国の社会と暮らし        

07121152山﨑 智華 人民元はドルの脅威となりうるか～中国経済の行方～     

07121209大原 麻美 中国観光産業がもたらす経済効果       

07121222白石 百華 アジアの貧困問題－貧困層の子供たち－      

07121223新元 紗也加 日中経済関係の実態と行方        

07121232中野 瞳  中国の格差問題について        

07121247三原 奈津子 日本高度経済成長と中国高度経済成長の相違  

     

【染岡ゼミ】 論文指導：染岡慎一 

07121157高木 茜  スキー場利用者の減尐について       

07121221庄野 友梨 女子学生の健康管理とセルフメディケーションについて     

07121225田賀 千晶 「デート車」への興味のうつりかわり      

07121233中村 香菜子 女子学生の音楽購入について      

07121234長本 沙織利 女子学生の結婚観について       

 

【八城ゼミ】 論文指導：八城年伸 

07121156井場 久美子 電子書籍の現状と今後の展望      

07121127瀧本 麻衣子 学校の ICT化における支援制度について 

－広島市 ICT支援員に焦点を当てて－     

07121133中島 潤  日本のマンガ産業の展開と今後 



－日本文化の誇るマンガとは－        

07121134中田 絢子 携帯電話について－大手 3社と普及による影響－    

07121105石井 遥香 ペットビジネスについて～特に犬について～     

07121236西林 朝子 女性アイドルの変遷と現代社会への影響      

－松田聖子を中心とした女性アイドル黄金期に焦点を当てて－ 

 

【辻ゼミ】 論文指導：辻秀典 

07121115川端 友子 現代の結婚－婚活－       

07121203石井 碧  現代日本の恋愛と結婚       

07121143フジカワ 満里奈 現代日本の離婚        

07121237軒原 春佳 働く女性とワークライフバランス      

07121142藤井 絵梨 アルバイトの法律問題       

07121251山縣 奈実 ペットと法律        

07121244松浦 未和 旅行の法律問題        

07121210大本 郁子 悪徳商法について-架空請求を中心に-     

07121140原田 亜也加 韓国音楽 K-POPの日本進出－日本への影響と今後－    

07121122正原 麻衣 VMD－売り上げを上げるための商品計画・商品演出－    

07121123白倉 夏未 ディズニーランドのリピート率の高さについて     

07121146光本 愛  ユニクロの経営戦略 

       

【戸井ゼミ】 論文指導：戸井佳奈子 

07121118高畑 静香 日本の子育て支援～女性の社会進出を促進するには～    

07121120榊 祥子  どうしたら紙屋町地下街シャレオが繁栄するか    

07121129田中 美絵 なぜキリンとサントリーの経営統合は失敗したのか    

07121132中川 奈保子 ファンケルの健康食品ビジネスは成功するのか          

07121136中村 真奈 日本の M&Aの現状と課題 

～敵対的買収に焦点を当てて～      

07121139野村 茉莉子 成功する低価格戦略とは？       

07121150森田 裕美子 JAの今後と課題        

07121215川本 純子 今後顧客が求めるヒット商品とは 

～ヒット商品と顧客価値の関係に焦点を当てて～    

07121219近藤 静香 広島ガスの現状と今後       

07121242堀 愛  JALは再建できるのか       

07121249森田 智美 日本は雇用の空洞化をどう乗り越えるのか     

07121250森本 彩加 Twitterマーケティング       

 



【松岡ゼミ】 論文指導：松岡博信 

07121102阿部 美佳 映画における英会話の感情表現 

-賞賛・依頼・許可表現に焦点を当てて-     

07121108上木 英里奈 英会話の機能表現について-依頼・要望について-    

07121109植野 佐織 英会話における機能表現-感謝・挨拶・依頼について-    

07121125峠井 美樹 映画の中の英語表現-怒り・謝罪について-     

07121147皆本 知恵里 映画における英会話の機能表現 

-感謝・称賛表現について-       

07121148三村 紗代 映画における英会話の機能表現 

-依頼・感謝・賞賛に焦点を当てて-      

07121204入江 純子 映画の中の会話表現-依頼・感謝・賞賛の表現-    

07121206植田 桃子 映画の中の英会話 

-「依頼」・「賞賛」・「タブー語」に焦点を当てて-     

07121213鐘築 奈央子 映画における英会話の感情表現 

-感謝・賞賛に焦点を当てて-      

07121218小谷 輝美 映画における英会話表現 

-喜怒哀楽と賞賛表現について-      

07121252山田 美紅 映画の中の多様な会話表現-賞賛・感謝について-    

07121255寄田 祐香理 映画の中の英会話表現-感謝・依頼について-     

 

【山下ゼミ】 論文指導：山下明博 

07121113岡本 真依 架空の城の 3次元 CGによる表現に関する研究    

07121126高山 久美子 3次元 CGによる船舶の表現に関する研究 

～戦艦・大和～        

07121153山根 三奈 歴史的建造物の 3次元 CG表現に関する研究 

～シュノンソー城～       

07121220齋藤 公美 歴史的建造物の 3次元 CG表現に関する研究 

～西本願寺 虎渓の庭～       

07121224曽川 陽子 元宇品の 3次元 CG表現に関する研究     

07121235西尾 麻美子 ３次元 CGアニメーションに関する研究     

07121238福田 麻里子 オリエンテーションセミナーの映像編集に関する研究 

～2009 千載一遇～       

07121239福本 裕貴 3次元 CGによるアニメーションの表現に関する研究    

07121245光信 亜津佐 広島広域公園の 3次元 CG表現に関する研究     

07121254山本 真希子 3次元 CGによるオープニング動画に関する研究    

 



【Jarman-Walshゼミ】 論文指導：Joy Jarman Walsh 

07121101赤坂 友子 Fashion and Gender       

07121124末次 沙羅 How to be a successful “P”Woman      

07121216栗原 かおり Business Women's Blood type, Character and Job Type.    

 

【田辺ゼミ】 論文指導：田辺尚子 

07121106和泉 美紀 日本人の国際結婚の諸相 

－日本人男性とフィリピン人女性の国際結婚に焦点をあてて－ 

07121131寺岡 侑美 日本に移民は必要か－移民不要論に焦点を当てて－    

 

【西村ゼミ】 論文指導：西村則久 

07121158中本 みよこ Visual Basicを使用したトランプゲームの製作     

07121159前田 芙美 落ち物パズルのｉアプリ開発  



 現代ビジネス学会事業実施報告 

 

平成 21 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 2010」にまとめ、１年

生から３年生の学生に配布した。 

３．山下江法律事務所所長の山下江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。 

  

 

 

 

 

 

 

                  

（

就

     （就職活動報告集）             （講演会）                       

 

2007 年以降開催した講演会 

 ・２００７年６月２８日（木） 

 中国経済産業局 総務企画部長 陣山 繁紀氏 

 ・２００７年１１月２２日（木） 

 広島市都市活性化局長 濱本 康男氏 

 ・２００８年７月３日（木） 

 中国新聞社代表取締役副社長 山本 一隆氏 

 ・２００９年７月２日（木） 

 広島放送株式会社 専務取締役 新宅 富士夫氏 

 ・２０１０年１０月７日（木） 

 山下江法律事務所 所長 弁護士 山下 江氏 

  

 



編集後記に代えて 
 

千葉 保男 
 

 「現代ビジネス学会誌を発行しよう」という辻学会長・学部長の発意を受けて編集作業

に携わること半年余り、なんとか学会誌の発行に漕ぎつけた。WEB 経由で公開する PDF
（Portable Document Format）形式のファイルとすることで、紙形式の学会誌の編集作業

と会誌配布に必要な作業量を削減するとともに、経済的に発行することを図った。 
学術研究誌という側面では論文を、また、機関誌という性格を持たせたいということで

随筆を、ご多忙中にもかかわらず諸先生にお願いした。途中、日々の教育・研究活動の中

で書き留めたものを発表する領域が「現代ビジネス学会誌」には必要だという議論がなさ

れ「研究ノート」という形で実現した。学生諸君の研究活動の一端を示す意味で「卒業論

文題目一覧」を載録した。一応のアウトラインは出来上がったが、まだまだ改良すべき点

は多いだろう。論文の書式統一では、青木先生のお手を煩わせた。 
 当初は経済性と省力化の視点から PDF フ

ァイルを採用したが、形がたちあがってくる

と文字だけの文書を機械的に電子化した無味

乾燥なモノとなっていることに、ためらいを

感じた。学会誌という性格上「文字」が多い

のは当然であるがどうも魅力を感じられない。 
 さらに、ビジネス領域・コミュニケーショ

ン領域・IT マルチメディア領域を教育研究基

盤としている「現代ビジネス学会誌」として

は、「IT マルチメディア」の具体的表現が不足しているとも感じた。実態としては、日常的

に行われているマルチメディア領域の学生の活動のいくつかがあるにもかかわらず、それ

らがほとんど反映しないのでは、編集責任を果たしたことにならないのではないかと考え

た。幸い、コンピュータグラフィックスの研究教育を実施している山下研究室の協力を得

て卒業研究で作成された作品から、PDF ファイルに flv および mp4 形式の動画を含めるこ

とができた。小規模ではあるが、「電子書籍」として学会誌を刊行できることの意味づけが

できたような気がする。とはいえ、「J リーグ サンフレッチェのビッグアーチ競技場にお

ける応援動画の編集」結果については著作権処理が必要であり今回は載録できなかった。 
小職が安田女子短期大学に赴任した約 20 年前に、生活科学科の「生活情報学」で「テレ

ビが変わる・電話が変わる」と称して「地上波デジタルテレビ、PHS/携帯電話」について

紹介し「生活が変わる」ということに触れていた。いまやどちらも「変わってしまった」

というも愚かな状態になっている。 
2010 年は「電子書籍元年」といわれ、「電子書籍」の可能性はどういうところにあるか、




また新聞・出版業界に代表される従来の紙媒体の行く末はどうなるのかが話題となった。 
5 年遅くとも 10 年もすれば、見えてくることではあるが、今現在は、紙媒体の優位な部

分に比べ電子書籍であるが故の利点・特徴を生かした「何か」を見つけ形にする意欲と能

力のある学生を育成できる方途を考えることが、文系大学の教育課題の一つとなろう。 
 
 
 
 

 



	paper_aoki
	paper_toi
	paper_tuji
	note_tanabe
	col_shiozaki
	col_nishimura
	col_morioka
	col_yashiro
	3.pdf
	note_yamashita
	research
	2010grad
	2011report_asoc
	編集後記 col_tiba


