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一般財団法人京都大学名誉教授
森下正明研究記念財団研究紀要第５号の発行にあたりご挨拶

森下正明財団紀要第 5 号の研究紀要の発行にあたり，ご投稿いただいた方々，また審査・編
集をご担当いただいた方々に深く御礼を申し上げます。
私たち森下正明研究記念財団は，森下正明の研究精神を引き継ぎ、この研究紀要が観光学，経
営学分野を中心に幅広い学問分野において世界に向けて大きく発信できるよう，努力したいと考
えています。皆様方の変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
この紀要は毎年 3 月に発行をしています。京都大学名誉教授森下正明研究記念館に併設して
いる居室には，3 月をもって大学から巣立つ方，また 4 月から入居される方が何人かいらっしゃ
います。今回退去する方から森下の研究精神を理解していただいた旨をお話いただき大変うれし
く思っています。また新しく入居する方にも引継いでいきたいと思います。また研究記念館で
は，学際的な活発な議論の場所としての利用もいただいています。昨年は大型モニターも設置し
研究の場所を提供しています。今後ともよろしくお願いいたします。

一般財団法人
京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
代表理事
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Kyoto University Professor Emeritus Foundation
A Message upon the publication of the 5th issue of the Masaaki Morisita
Research Memorial & Foundation Journal
With the publication of the 4th issue of the Masaaki Morisita Research Memorial &
Foundation Journal, we would like to express our gratitude to all those who published,
researched and edited.
We at the Masaaki Morisita Research Memorial & Foundation intend to continue the
research spirit of Masaaki Morisita. This journal in the fields of tourism and business
management is published every March, and we hope to disseminate it to the world. We
appreciate your continued support.
Individuals staying at the Kyoto University Professor Emeritus Masaaki Morisita
Research Memorial & Foundation Hall have left the university this March. We are very
pleased to hear that you have learned of the spirit of Morisita's research from those who are
currently departing. Others will be moving in to take their place this April. We are looking
forward to taking in new tenants. The Research Memorial Hall serves as a place for lively
interdisciplinary discussions. In addition to projectors, we hope to install a large monitor in
our continued effort to provide a place for research. We look forward to your cooperation in
the future.

Kyoto University Professor Emeritus Masaaki Morisita Research Memorial & Foundation
Director
Masayuki Maruyama, PhD, Economics
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【 論

文 】

傷害保険における限定支払条項に対する一考察
―後縦靭帯骨化症に関する判例を参考として―

日野 一成 ∗
Kazunari Hino
【要

旨】

傷害保険において、被保険者が既往症等の影響により、事故による傷害が重大になった場合に、それらの影
響がなかったときに相当する保険金を支払うとの保険約款上の命題がある。これは、損害賠償事案においても
同様の命題が認められるが、そこでは、損害の発生および拡大に対する素因の寄与度等の観点から賠償額の減
縮に関わる問題である。
傷害保険では、第三者行為による受傷の結果、保険金請求に至るケースも多く、本稿では、この素因に関わ
る問題について、損害賠償事案や人身傷害保険事案における頚椎後縦靭帯骨化症の既往症事例の判例や裁判例
を参考にしながら、傷害保険における限定支払条項の取り扱いについて考察し、方向性を探るものである。

キーワード： 傷害保険、限定支払条項、後縦靭帯骨化症(OPLL）

１. はじめに
1.1. 問題の所在と研究の目的
傷害保険において、被保険者が受傷する前に既に存在していた身体の障害もしくは疾病（以下、
「既往症」という。）や受傷後、当該事故と関係なく発症した傷害もしくは疾病の影響により、本
受傷の傷害が重大になった場合に、それらの影響がなかったときに相当する保険金を支払うとの
保険約款上の命題がある 1。
これに関連して、第三者による加害行為により受傷した被害者に対する損害賠償として、被害
者が有していた精神的・身体的性質や病的疾患が、素因として損害の発生あるいは拡大の一因と
なっている場合、損害賠償額を算定するに当たって素因を考慮して、損害の発生・拡大に対する
寄与度や寄与率をはかり、賠償額を減縮するという法理が存在する 2。すなわち、損害賠償におい
ては、被害者が事故によって生じたと考えられる損害賠償額を請求し、それに加害者側に異議が
なければ、損害賠償請求額の満額を認められることになるが、異議があれば、被害者の素因にか
かわる当該損害の発生あるいは拡大の寄与度や寄与率を証明し、損害賠償額から減額を行うとい
う主張になる。
傷害保険約款を素直に読めば、保険者は被保険者に既往症があった場合、事故により発症した
鹿児島国際大学経済学部准教授 Associate Professor, Faculty of Economics, The International University
of Kagoshima
1
傷害保険普通約款 10 条 1 項（他の身体の障害または疾病の影響）は、「被保険者が第２条（保険金を支払う場
合）の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後に
その原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当
会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。」と規定される。
2
窪田充見『過失相殺の法理』（有斐閣、2004 年）３頁参照。
∗
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傷害が通常よりも重大となった場合は、通常の傷害に相当する金額を支払えばよいということに
なると考えられる。すなわち、保険者は「既往症により傷害が通常より重大となった」との立証
責任を負うと考えられるが、その寄与度や寄与率について考慮するまでもないということになる
のではないだろうか。
これらは、事故と相当因果関係のある傷害を対象とする点において共通する問題であるが、損
害賠償事案と傷害保険事案にはやや相違する面もみられる。すなわち、損害賠償事案では、被害
者に実際の損害が発生しており、加害者と被害者間の損害の公平な分担と言う観点から導かれる
法理であるが、定額給付型の傷害保険においては、被保険者間の公平な保険金支払いの観点から
導かれる約款解釈ということになると考えられる。
そこで、本稿では、この既往症に関わる問題について、損害賠償事案や人身傷害保険事案にお
ける頚椎後縦靭帯骨化症の既往症事例の判例や裁判例の判旨を参考として定額給付型の傷害保険
における既往症事案の取り扱いについて考察し、前述した問題の方向性を見出すことを目的とす
3

る 。

1.2. 問題の所在と研究の目的
本研究の方法は認識論に基づき、解釈主義の立場から進める。具体的な流れは次の通りである。
次章では先行研究として既判例について先行研究や判例を深耕する。
本稿で取り上げる定額給付型の傷害保険における既往症事案の取り扱いについては、直接的な
判例等がないことから、損害賠償事案や実損填補型の傷害保険（人身傷害保険）の既往症（後縦
靭帯骨化症）の扱いの典型的な判例（最判平成８年 10 月 29 日交民集 29 巻５号 1272 頁）および
それを依拠した裁判例（大阪地判平成 24 年 9 月 19 日自動車保険ジャーナル 1887 号 1 頁）の判
旨を参考とし、定額給付型の傷害保険の扱いについて、分析し検討したものであり、結論の形成
をする。
既往症といっても一般化することは困難であるが、もっとも困難性の高い既往症の一つとして
の後縦靭帯骨化症（OPLL)を選択したのは、そこにこの問題点の限界点が潜んでいるからであり、
いわゆる軽微物損詐病型の事案との限界点もあるからである。
すなわち、本研究の一般化は困難であることを認めるものであるが、今後の研究のささやかな
参考に寄与できることを試みるものであり、法的研究ではあるが、社会科学的アプローチで進め

3

「自動車保険の解説」編集委員会『自動車保険の解説 2017』(保険毎日新聞社、2017 年)111 頁・168 頁。自動
車保険では、自損事故条項 11 条 1 項および搭乗者傷害条項 11 条 1 項に規定があるが、「傷害と相当因果関係の
ある障害、疾病または死亡」との解説を行っている。例示として、「通常ならば生命に別条のない程度の軽傷を
負った被保険者が、心臓疾患があったために死亡したような場合、死亡という結果は事故と相当因果関係がない
から、死亡保険金は支払われず、心臓疾患がなければ要したであろうと考えられる治療日数に対する医療保険金
相当額が支払われる。」と解説している。
5
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ていく。

２. 先行研究および判例について
2.1. 先行研究
先行研究については，潘（2006） 4など「傷害保険契約における傷害事故の外来性の要件につい
て」や清水（2017） 5「人身傷害補償保険に関する判例と問題点の分析」などは一般的な損害保険
研究は発表されているが、本稿であつかう先行研究はほとんどない。
傷害保険事故の一般的な外来性の研究はあるが、本稿でとりあげる限定支払条項の取り扱いに
ついて既述のように、ほとんどみることがない。

2.2. 判例についての考察
2.2.1. 損害賠償事案における素因減額事例（頸椎後縦靭帯骨化症）
損害賠償事案において、後縦靭帯骨化症（OPLL） 6の素因減額に関する典型事例として、最判平
「最判平成８年」という。）が認められるが、
成８年 10 月 29 日交民集 29 巻５号 1272 頁 7（以下、
その概要について確認し、その理論から傷害保険における同既往症の取り扱いの方向性について
確認したい。
(1)事実の概要
Ｙ １ は、Ｙ ２ が所有する自動車を運転中、前方不注意によりＸが徐行運転中の自動車に追突。Ｘ
は、本件事故により運転席のシートに頭部を強く打撲し、事故の翌日から「頚椎捻挫」の診断を
受けて治療した。しかし、転医した病院は、検査の結果、事故前から頚椎後縦靭帯の骨化が進行
し、神経症状を起こしやすい状態にあったところ、事故による衝撃を受けて頚部運動制限、頚部
痛などの症状が発現したと診断した。そこで、ＸはＹ １ 及びＹ ２ に対して損害賠償請求訴訟を提起

4

潘阿憲「傷害保険契約における傷害事故の外来性の要件について」法学会雑誌 46 巻２号 273 頁。
清水秀規「人身傷害補償保険に関する判例と問題点の分析」損害保険研究 78 巻４号 241 頁。
6
石井清一他『標準整形外科学第 8 版』(医学書院、2002 年)414 頁。後縦靭帯骨化症（Ossification of
posterior longitudinal ligament：OPLL）とは、脊柱後縦靭帯の骨化変性をいう。後縦靭帯は、上位頚椎から
仙椎に至るまで、椎体後壁に密着して縦に走る靭帯であり、弾力繊維が主な構成要素となっている。この後縦
靭帯が肥厚し、骨化が起きることによって、脊髄や神経根が圧迫され、徐々に麻痺が起きる。同時に脊椎の動
きに関わる靭帯の柔軟性が失われるため脊柱の運動障害が生じる。靭帯の牽引ストレスなどの外的因子や遺伝
的背景が解明されつつあるが、発症原因は不明であるとされる。後縦靭帯骨化症は厚生労働省指定の難治性疾
患の一つであり、有病推定率は人口 10 万対 6.33 人であり、後縦靭帯の骨化は整形外科外来患者の頚椎Ｘ線像
で 2％にみられると指摘される。
7
本判例の評釈として以下。高崎尚志「素因に関する平成８年 10 月 29 日の最高裁２判決をめぐって」（判タ
No.947、1997 年）78 頁、加藤了「一 被害者の体質的要因についての最判（一） 二 被害者の身体的特徴につい
ての最判（二）」
（判タ No.947、1997 年）85 頁、舟越忠「素因に関する平成８年 10 月の最高裁二判決を巡る臨床
医学的考察」（判タ No.947、1997 年）91 頁、八島宏平「素因に関する平成８年 10 月の最高裁二判決を巡って」
（判タ No.947、1997 年）93 頁、倉科直文「原因競合―過失相殺の類推（４）―頸椎後縦靭帯骨化症」
『交通事故
判例百選＜第４版＞』（別冊ジュリスト No.152、1999 年）52 頁、山本豊「素因減額（４）―頸椎後縦靭帯骨化
症」『交通事故判例百選＜第５版＞』（別冊ジュリスト No.233、2017 年）174 頁。
5
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した。
（2）訴訟結果
①第一審は、頚椎後縦靭帯骨化症による減額を否定。心因的要因による寄与度として総損害か
ら２割の減額を行い、約 1133 万円の支払いを命じた。Ｙ １ 及びＹ ２ 控訴。
②控訴審は、第一審の身体的素因斟酌を否定して次の判断を行った。すなわち、
「Ｘが本件事故
前から頸椎後縦靭帯骨化症に罹患していたことが、Ｘの治療の長期化や後遺障害の程度に大きく
寄与していることは明白であるが、本件事故前、Ｘは、頸椎後縦靭帯骨化症に伴う症状は何ら発
現しておらず健康な日々を送っていたのであること、頸椎後縦靭帯骨化症は、発症の原因も判ら
ないいわゆる難病の一種であるが、近年、特に本邦においては決して稀ではない疾患であり、Ｘ
が右疾患に罹患するについて何ら責められるべき点はないこと、本件事故によりＹ １ がＸの頸部
に与えた衝撃は決して軽いものではなく、Ｘに右素因がなくとも、相当程度の傷害を与えていた
可能性が高いと推測されること、腰痛症や老化からくる腰椎や頸椎の変性等何らかの損害拡大の
素因を有しながら社会生活を営んでいる者は多数存在していること等に鑑みると、Ｘが頸椎後縦
靭帯骨化症の素因を有していたがために拡大した損害について、これを加害者であるＹ １ らに負
担させても、公平の理念に照らして不当であるとは認め難い。」。Ｙ １ 及びＹ ２ はこれを不服とし
て上告。
③最高裁は、以下の理由で原判決中の上告人の敗訴部分を破棄し、原審に差し戻した。
「前記の事実関係によれば、Ｘの本件疾患は頸椎後縦靭帯骨化症であるが、本件においてＸの
罹患していた疾患がＸの治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白である
というのであるから、たとい本件交通事故前に右疾患に伴う症状が発現しておらず、右疾患が難
病であり、右疾患に罹患するにつきＸの責めに帰すべき事由がなく、本件交通事故によりＸが被
った衝撃の程度が強く、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者が多いとしても、
これらの事実により直ちにＹ １ 及びＹ ２ に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときに当た
らないとはいえず、損害の額を定めるに当たり右疾患を斟酌すべきものではないということはで
きない。右と異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、その違法は原判決の
結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決は上告人ら敗訴の部分につ
き破棄を免れない。そして、本件については、上告人らに損害の全部を賠償させることが公平を
失するかどうか及び損害額全般について更に審理を尽くさせる必要があるから、右破棄部分につ
きこれを原審に差し戻すのが相当である。」。
④差戻控訴審では、頚椎後縦靭帯骨化症の素因斟酌による減額割合を３割と認定した 8。

8

大阪高判平成 9 年 4 月 30 日交民集 30 巻 2 号 378 頁。
7
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2.2.2. 人身傷害保険の素因減額裁判例（頸椎後縦靭帯骨化症）
人身傷害保険は、被保険者が受傷により生じた損害を填補する実損填補型の傷害保険である。
しかし、約款上は一般の定額給付型の傷害保険と同様に、
「被保険者が傷害を被ったとき既に存在
していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となっ
た事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当
会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。」との規定（以下、「限定支払条
項」 9という。）を有しており、既往症に対する約款上の考え方は定額給付型の傷害保険と同様で
ある。
そこで、人身傷害保険に関して５割の素因減額を行った大阪地判平成 24 年 9 月 19 日自動車保
険ジャーナル 1887 号 1 頁（以下、「大阪地判平成 24 年」という。）を確認し

10

、その理論から定

額給付型の傷害保険における既往症の取り扱いの方向性について、確認したい。
（１）事実の概要
①平成 16 年４月 20 日、Ａ市の技能職員であるＸ １（原告）は、勤務中に駅の階段から転落して
左肩を中心に強打し受傷（左肩関節挫傷、頸椎捻挫、腰部挫傷、右胸部挫傷。以下「前件労災事
故」という)し、全休職、通院のうえ、平成 17 年 10 月 31 日に症状固定（残存症状：左手指の巧
緻障害、頸椎由来の左手背部の知覚過敏、手指の巧緻障害（母指の機能障害）の増悪の可能性）
し、労災保険により後遺障害 12 級該当との認定を受けた。
平成 18 年３月 15 日午後９時 55 分頃、Ｂ市付近路上において、Ｘ １ が後部 座席に乗車中のタ
クシー（以下「被害車」という。）に、Ｙ（被告）が被害車へ前方不注視により普通乗用自動車を
進行させ、被害車に軽微な追突事故を起こした（以下「本件事故」という)。
Ｘ １ は平成 18 年３月 15 日にＥ病院を受診し頸椎捻挫と診断されたが、その後、種々既往疾患
も顕著となり、平成 20 年 1 月 3１日を症状固定日として、頸椎後縦靭帯骨化症等の後遺障害診断
がなされ、今後の見通し等については、頸部以下は痙性麻痺状態で緩解の見通しはなく、現在も
就業不能状態である、とされた。この結果、平成 20 年 10 月 30 日に自賠責保険により、経時的な
症状経過などを勘案すれば、本件事故を契機に頸椎後縦靭帯骨化症による脊髄損傷不全麻痺の症
状が発症したものと捉えられ、手術加療がなされるも脊髄症状が消退することなく残存したもの
と認められ、その程度は、後遺障害診断書及び脊髄症状判定用書面を踏まえて全身症状を総合評
価すれば、後遺障害等級５級２号（神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の
労務に服することができないもの）に該当する（既存障害 14 級の加重障害に該当する）と認定さ
れた。
9

南出行生「搭乗者傷害保険」山下友信・永澤徹編『保険法Ⅰ」（第一法規、2015 年）352 頁。
裁判例の評釈として、肥塚肇雄「人身傷害保険契約と素因減額」損害保険研究 76 巻４号 401 頁、甘利公人
「人身傷害保険と素因減額」交通事故判例百選（第５版）別冊ジュリスト No．233・222 頁。
10
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②Ｘ １ は、本件事故当時、保険者をＸ ２ として保険金額 3000 万円の人身傷害保険（以下、「本件
保険契約」という。）に加入していた。そこで、Ｘ １ はＹに対して損害賠償を求める（①事件請求）
と共に、Ｘ １ に保険金を支払ったＸ ２ 社がＹに対して保険代位による求償を求めて、提訴した（②
事件請求)。本稿では、①事件請求を中心に取り上げる。
③Ｘ １ の受傷等に関する主張は、次の通りである。
Ｘ １ は、本件事故により受傷して、入通院治療を受け、後遺障害等級５級該当の後遺障害が

ア

残った。Ｘ １ の手術を担当したＦ病院の医師が、もともと骨化が存在し、そこに軽微な外傷が加わ
り、脊髄症状が発症したと考えるのが妥当としていることや、自賠責保険でも本件事故との因果
関係を認めていることからすれば、Ｘ １ の本件事故後の症状や後遺障害が、本件事故によって生じ
たことが明らかである。
イ

なお、Ｘ １ は、本件事故前には、後縦靱帯骨化症と診断されたり、その症状により入通院し

たことはないし、本件事故後に後縦靱帯骨化が進行したのでもないし、本件事故後は監視業務に
しか従事していなかったのであり、後縦靱帯骨化症による脊髄症状（脊髄損傷不全麻痺の症状）
は、全て本件事故によって発症したものである。
仮に、Ｘ １ の後縦靱帯骨化が本件事故により生じたのではないとしても、それは加齢変化である
から素因減額の対象とはならないし、仮に、素因減額の対象となるとしても、本件事故前には症
状が無かったこと、本件事故を契機として経時的に脊髄症状が発症したことからすれば、上記素
因の影響は３割を超えないというべきである、と主張した。
（２）判旨
ア

一部請求認容（素因減額５割、因果関係と素因減額の箇所のみ掲載する）

因果関係について

前記認定事実を総合すれば、Ｘ １ は、本件事故を契機として経時的に頸椎後縦靱帯骨化症による
脊髄症状を発症したものと認めるのが相当であり、本件事故との因果関係を肯定するのが相当で
ある。
イ

素因について

前記認定のとおり、Ｘ １ は、本件事故を契機として経時的に頸椎後縦靱帯骨化症による脊髄症状
を発症して後遺障害として残存したものであるところ、Ｘ １ には、もともと後縦靱帯骨化症（ない
し後縦靱帯骨化）の素因があったこと、それは、単なる加齢変化として一般的にみられるもので
はなく、難治性の特定疾患とされているものであり、素因減額の対象となるものというべきであ
ること、本件事故自体は、到底重大なものとはいえない軽微なもので、通常であれば（後縦靱帯
骨化症の素因がなければ）せいぜい頸椎捻挫等を受傷するに止まる程度のものといえること、Ｘ
１

の後縦靱帯骨化症の程度は、平成 19 年１月頃時点で、骨化の厚さ７ミリメートル、有効脊柱管

前後径７ミリメートル、骨化占拠率 50％に至っていたもので、もともと、後縦靱帯骨化症による
脊髄症状を発症しやすい状態にあり、脊髄症状を発症した場合には手術によっても十分な改善を
9
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得られない可能性がある状態にあったといえること、他方、Ｘ １ が本件事故以前から後縦靱帯骨化
症による症状を発症していたとは認められないことや、後縦靱帯骨化症であっても無症状のこと
も多いこと、骨化は緩除にしか大きくならないこと、Ｈの管理は平成 19 年４月から民間委託され
たもので、本件事故がなくともその頃までにはＸ １ もＡ市職員に復職したはずと考えられ、頸部に
負担のかかる労務に従事し続ける状況にあったわけではないこと、したがって、後縦靱帯骨化症
の自然的経過や労務負荷により、本件事故がなくとも、数年内には後縦靱帯骨化症による脊髄症
状を発症する可能性が高い状況にあったとまではいえないことなどを考え併せれば、Ｘ １ が本件
事故を契機として経時的に頸椎後縦靱帯骨化症による脊髄症状を発症して長期間の治療後に後遺
障害として残存したことについて、素因（後縦靱帯骨化症）の寄与度が５割、本件事故の寄与度
が５割とみるのが相当である。

2.3. 先行研究と判例のまとめ
最判平成８年では、被害者の体質的素因であった「頸椎後縦靭帯骨化症」について、1 審およ
び控訴審ともに、本件事故前に症状が発現していなかったことを理由として、
「 素因原則不考慮説」
11

を採りいれ、判決したものと考えられる。
素因原則不考慮説は素因原則考慮説に対するもので、心因的要因や身体的特徴につき被害者に

回避の義務や可能性、帰責事由の認められないケースにおいては、これらを斟酌することを原則
否定する考え方である。この素因原則不考慮説に立つ裁判例として、いわゆる「あるがまま」判
決

12

が認められるが、比較法的見地からの有力な支持が得られている

13

。

一方、最高裁は、寄与率の具体的評価をしていないものの、損害の公平の分担の観点から、素
因斟酌が必要な事案として、控訴審に差し戻した

14

。これを受けて、差戻控訴審においては、頚

11

窪田充見『不法行為法』(有斐閣、2007 年)400 頁。
東京地裁平成元年 9 月 7 日判例タイムズ 729 号 191 頁。同判決は「原告は精神的打撃を受けやすい類型の人間
であることは前記の通りであるが、不法行為の被害者がいわゆる賠償神経症であるためその賠償請求を認めない
ことがかえって当該被害者の救済となる場合または損害の拡大が被害者の精神的・心理的状態に基因するためそ
のすべてを加害者に負担させるのが公平の観点に照らして著しく不当と認められる場合には、当該賠償請求を棄
却しまたはその一部を減額すべきと解するのは格別、『加害者は被害者のあるがままを受け入れなければならな
い』のが不法行為法の基本原則であり、肉体的にも精神的にも個別性の強い存在である人間を基準化して、当該
不法行為と損害との間の相当因果関係の存否等を判断することは、この原則に反するから許されないと解すべ
き。」と判示。
13
西垣道夫「『鞭打症』における損害算定上の諸問題」坂井芳雄編『現代損害賠償法講座 7』(日本評論社、
1974 年)318 頁参照。西垣は「素因の寄与の問題」について、「過失相殺の規定ないしその準用によって解
決しようとする考え方もみられる」が、「過失相殺制度は、あくまで被害者の注意義違反をその基礎にお
いており」、「損害発生に寄与している因子が病的素因であっても、それだけでは過失相殺ないしそれに
準ずる問題とはなりえないと思う。」としている。
14
高崎・前掲注７・78 頁。高崎は上告人代理人として、控訴審を上告するかいなかに際して考慮した点として、
「後縦靭帯骨化症は、その人がすき好んでなったわけではないから、責めに帰すべき事由があるともいえないし、
顕在化したものでもない。しかし、逆にみると、相当因果関係は、加害者が責任を負うべき原因を与えたと考え
られる範囲であるから、被害者の後縦靭帯骨化症によって、それがない人に比べて、治療の長期化や後遺障害の
程度に大きく寄与しているのに、どの程度の減額をするかは別として、すべて加害者の責任にするのは公平では
12
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椎後縦靭帯骨化症の素因斟酌による減額割合を３割と認定したものである。
大阪地判平成 24 年は、極めて軽微な追突事故の結果、後縦靭帯骨化症の脊髄症状を発症させた
事案であるが、最高裁の上記素因原則考慮説を採り、本件事故と後縦靭帯骨化症の発症との相当
因果関係を認め、Ｙに５割の賠償責任を負わせ、同時に人身傷害保険も保険会社の求償問題に対
して、５割の割合的認定を行ったものと考えられる。

３. 判例に対する批判的洞察
3.1. 本邦における判例について
本邦の後縦靭帯骨化症に関する下級審裁判例

15

においては、疾患と身体的特徴との区別に関す

る説明は曖昧である。そこには、医学的にも説明困難な面があるにしても、ルールとして不透明
なのではないだろうか。
そうすると、頸椎後縦靭帯骨化症事例における素因考慮は、素因原則不考慮説に立脚しつつ、
「事故がなくとも、数年内には後縦靭帯骨化症による脊髄症状を発症する可能性が高い状況にあ
った場合」か、
「事故がなくても日常生活もしくは受傷の機会により同様の症状が発生した可能性
が高い状況にあった場合」に限定的に既往症として扱われ、素因斟酌されるべきなのではないだ

ないのではないかと考えた。」としている。
15
下級審裁判例は以下。①東京地判平成 13 年 4 月 24 日交民集 34 巻２号 553 頁（交通事故で受傷した被害者が、
事故前に罹患していた脊柱管狭窄症と後縦靱帯骨化症について、被害者はこれまで治療を受けたことがなく、か
かる病態による症状が発現したこともないが、本件交通事故のみを契機にこれらが発症したとは考えられないこ
とから、被害者が受けた治療の程度や期間等を考慮して、３割の素因減額された事例）、②大阪地判平成 13 年 10
月 17 日交民集 34 巻５号 1403 頁（交通事故で中心性頸髄損傷の傷害を負い、歩行障害等の後遺障害が残った被
害者に、本件事故前から頸椎後縦靱帯骨化症の既存障害があった場合に、同既存障害が事故後の後遺障害の程度
等損害の拡大に相当の寄与をしているとして、公平の観点から民法 722 条２項を類推適用し、被害者に損害額の
５割を負担させるのが相当とされた事例）、③東京地判平成 16 年 2 月 26 日交民集 37 巻１号 215 頁（交通事故で
受傷した被害者に加齢性の変化による脊柱管狭窄や後縦靱帯骨化等があり、それと本件事故による衝撃が相まっ
て、被害者の症状が出現したと認められるが、被害者の加齢性の変性が通常の程度を超えるものとはいえず、加
害者に被害者の損害全部を賠償させることが公平を失するとまではいえないとされた事例）、④神戸地判平成 16
年 8 月 16 日交民集 37 巻４号 1065 頁（交通事故で頭部打撲、外傷性頸部症候群等の傷害を負い、四肢のしびれ
や上肢巧緻運動障害、歩行障害等の後遺障害（併合８級）が残った被害者に、頸椎後縦靭帯骨化症と変形性頸椎
症の既往症があった場合に、本件事故が既往症による神経症状の発現に主として寄与していると見るのは困難で
あるが、被害者に対する治療の長期化や後遺障害の発症については、既往症の存在が主たる要因となっていると
して、５割の素因減額がなされた事例）、⑤京都地判平成 22 年１月 21 日交民集 43 巻１号 16 頁（信号に従って
停止中の普通自動車の被害車に、普通貨物自動車の加害車が追突し、被害車運転者が受傷し、歩行障害等残存し
た後遺障害等級３級の後遺障害につき、本件事故による衝撃と被害者が本件事故前から有していた頸椎後縦靭帯
骨化症とがともに原因となって被害者の症状が発現したものであるとして、本件事故と被害者の症状との間に相
当因果関係があると認められた事例）、⑥東京地判平成 24 年 7 月 17 日交民集 45 巻４号 820 頁（後遺障害等級１
級１号の後遺障害を残した交通事故の被害者の後縦靱帯骨化症の既往症に対して、加害者らが素因減額を主張し
たことについて、被害者に同な既往症が存在したことを認めるには十分ではなく、仮に後縦靱帯骨化症があった
としても、加齢による影響等も全く不明であるとして、素因減額が否定された事例）、⑦大阪地判平成 24 年 9 月
19 日交民集 45 巻５号 1164 頁（交通事故後、頸椎後縦靱帯骨化症を発症した被害者につき、同骨化症の素因が
あったこと、事故がない場合に数年内に同骨化症を発症する可能性は高くなかったことなどから、被害者が事故
を契機に経時的に脊髄症状を発症して後遺障害を残したことにつき、素因の寄与度が５割、事故の寄与度が５割
と見るのが相当であるとされた事例）
11
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ろうか

16

。

この考え方は、傷害保険においても同様に扱われるべきものではないだろうか。すなわち、傷
害保険普通約款 10 条 1 項の限定支払条項から、頸椎後縦靭帯骨化症が、既に存在していた身体
の障害として傷害の重大性に対する寄与があったことについて、その程度に応じて個別に判断さ
れる必要があるものと考えられる。
林によれば、
「先天する疾病と関係なく傷害事故は生じたが、疾病があったために傷害の結果が
加重された場合」として、日本の約款とイギリスおよびアメリカの場合を指摘する。すなわち、
イギリスでは、約款に別段の規定（たとえば、solely and independently of any other cause
という文言）がないかぎり、保険者は疾病によって悪化した傷害の結果についても責任を負うと
している。その理由として、
「傷害事故は疾病とともに障害結果をもたらした複合原因（combined
cause）であり、傷害事故がなければ疾病だけではかような傷害結果を生じなかったであろう。」
という点を挙げる。アメリカの数多くの裁判所は、複合原因たる傷害事故そのものが傷害結果の
近接的(proximate)、効果的（efficient）、または優勢的（predominant）な原因となっていれば、
傷害効果に対する保険者の責任を認めるとしている

17

。

これらは、傷害保険における被保険者間の公平性においても一定の合理性を有するものと考え
られるが、上記のように頸椎後縦靭帯骨化症という素因を斟酌すべき限定的な場合には、損害賠
償事案との一定の整合性を有する必要があるのではないだろうか。
すなわち、わが国の傷害保険の場合、限定支払条項から、頸椎後縦靭帯骨化症の影響が大きい
場合に、それがなかったときに相当する傷害保険金、つまりその影響がなければ要したであろう
と一般的に想定される治療日数に対する医療保険金相当額等の支払いを想定している。これは、
被保険者間の公平性の観点から考慮すれば、妥当性が高いと考えられるが、その影響度が低い場
合や不明の場合には、敢えて既往症による減縮を考慮せずに、そのまま受け入れることも必要で
はないだろうか

18

。

3.2. 最判平成８年の訴訟結果について
前述したように、1 審および控訴審が素因原則不考慮説を採ったのに対し、最高裁は、寄与率
の具体的評価を明示していないが、損害の公平の分担の観点から、素因斟酌が必要な事案として、
控訴審に差し、差戻控訴審では、頚椎後縦靭帯骨化症の素因斟酌による減額割合を３割と認定し
16

舟越・前掲注５・92 頁。舟越（医師）は、後縦靭帯骨化症の問題として、病気はもっていても本人は全然自覚
症状がなく、過去にそのための症状を発症したことがなかった場合をある。そして、普通に見られる加齢的変形
（一般的素因）と同年代であっても加齢的変形がより高度であり、後縦靭帯骨化症によるものと同じ程度変形が
見られた場合、前者と後者で賠償に差をつけることに疑問を呈している。
17
林輝榮「傷害保険の法的構造」田辺康平・石田満編『新損害保険双書３新種保険』
（文眞堂、1985 年）362 頁。
18
八島・前掲注７・94 頁。八島は疾患であっても、それが加齢性変化に基づくものであれば、素因減額の主張
は控えるべきとするが、加齢性変化であっても、その程度によるものと考えざるを得ない、とする。
12
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たものである。
この結果、被害者の疾患が損害の拡大に寄与したり、加害行為とともに損害の発生の原因とな
ったりしている場合、裁判所は当該疾患の態様・程度などに照らし、被害者の素因（疾患）を斟
酌して損害賠償額を減額すべきであることを明示したということになる。

3.3. 大阪地判平成 24 年について
本件人身傷害保険における限定支払条項は、自動車保険では、自損事故保険や搭乗者傷害保険
の約款にも規定されているが、一般の傷害保険においても同様の規定がある。この限定支払条項
の規定解釈については別れており、その意義について一義的に定めることは困難であり、実務上
問題となっている

19

。

この限定支払条項は、傷害と相当因果関係のある死亡・後遺障害等に限り、保険金を支払うも
のであり、いわゆる素因が競合し、その影響により傷害が重大となった場合には、保険会社はそ
の全部を負担するものではなく、他の原因の影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれ
を支払う旨を定めている

20

。ただし、妊婦が妊娠の影響によって傷害が重大になったり、妊娠そ

のものに異常をきたしたりした場合は、妊娠は身体の障害や疾病ではないから、この限定支払条
項に抵触しないと考えられている

21

。次章で筆者考察をのべる。

４. 判例に対しての考察
まず，最初に例示した最判平成８年の訴訟結果に対するこれは、素因原則考慮説ということに
なる 。一方、本件が傷害保険であった場合、傷害保険普通約款 10 条 1 項をあてはめると、
「被保
険者が傷害を被った時、既に存在していた身体の障害（頸椎後縦靭帯骨化症）の影響により、傷
害が重大となった場合」に該当し、
「当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払い
ます」との限定支払条項から、当初の診断結果であった、
「頚椎捻挫」の治療に伴う相当金額を支
払えばよいということになるのではないかと考えられる。
すなわち、①損害賠償事案では、
「総損害×（１－既往症寄与率）」で損害賠償金を算定するが、
②傷害保険事案では、
「 既往症がなかった場合を想定」し傷害保険金を支払う、ということである。
傷害保険に関して、②のような扱いが妥当なのであろうか。
この点について、実損填補型の傷害保険・人身傷害保険の裁判例でもある大阪地判平成 24 年の
判旨を参考として検討したい。
中西によれば、保険契約上因果関係が問題となる場合には、一般には相当因果関係説によって

19

南出・前掲注９・352 頁。

20

南出・前掲注９・352 頁。南出は、鴻常夫『注釈自動車保険約款＜上＞』[金澤理]251 頁を引用説明。
前掲注３・112 頁。

21
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よいが、約款に限定支払条項等がある場合には、それによらなければならないとする。これらの
規定は、傷害保険契約が傷害に対する保護の提供を目的とすることにかんがみ、疾病の影響があ
る場合を一定範囲において保険保護の対象から除外することを意図したもの、換言すれば、疾病
保険契約において保険金支払いの対象たるべきものが傷害保険契約に取り込まれることの防止を
はかったもの、であると解釈される、としている

22

。

佐野は、この限定支払条項によれば、かならずしも既存の疾病や障害の寄与率に比例した減額
になるのではないとする。例えば、元の事故では傷害のみであるのに既存疾病によって加重され
たことで死亡という結果が生じたような場合には、死亡保険金の割合的減額が行われるわけでは
ないとし、その意味で、損害賠償の局面での素因減額の結果と、人身傷害保険の局面での限定支
払条項適用の結果は必ずしも一致しないとしている

23

。

南出は、限定支払条項は、相当因果関係の範囲に重きを置いた規定と理解すべきか、素因減額
の法理による規定とすべきは定かではないとし、これらの寄与度減額について、定額給付型の傷
害疾病保険は割合的因果関係に、実損填補型傷害疾病保険は素因減額の法理になじむかという議
論もありえるとしている

24

。

そこで、本判旨について検討すると、極めて軽微な追突事故の結果、後縦靭帯骨化症の脊髄症
状を発症させたことについては、疑念が生じざるを得ないところではあるものの、極めて軽微な
追突事故であっても、本件では、その原因が全く皆無であることの立証が困難であったのであろ
う。その結果、本件事故と後縦靭帯骨化症の発症との相当因果関係を認め、Ｙに５割の賠償責任
を負わせ、同時に人身傷害保険も保険会社の求償問題に対して、５割の割合的認定を行ったもの
であるが、人身傷害保険における既往症の取り扱いとして、割合的認定を行ったことは、損害賠
償との整合性もあり、一定の合理性を有するものと考えられる、もっとも、この寄与率の５割に
ついては、裁判官の裁量の問題であると考えられる。
すなわち、定額給付額型の傷害保険においても既往症が競合する場合の取り扱いとして、既往
症がなかったものとして判断するというよりは、割合的認定をもってすることが妥当することに
なるのではないだろうか。

５. おわりに
頸椎後縦靭帯骨化症の事例について、同症が加齢とともに発生頻度が高くなる病態であること
から、加齢に伴う程度の範囲内であれば、それが明確に疾患であると断定することは困難であり、
本問題における線引きは困難性が高いのではないだろうか。

22
23
24

中西正明『傷害保険契約の法理』（有斐閣、1992 年）31 頁。
佐野誠『ノーフォルト自動車保険論』（保険毎日新聞社、2016 年）273 頁。
南出・前掲注９・253 頁。
14

Morisita Memorial & Research Foundation
Journal of Morisita Memorial Research No.5

一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
森下財団紀要 第５号

海外の事例に眼をむければ，窪田によると、損害賠償に関するドイツ法では「虚弱な者に対し
て不法行為をなした者は、健康な者に加害をなした場合と同様に取り扱われるべきことを主張す
る権利を有しない」というルールがあり、英米法には「不法行為者はその被害者をあるがままの
状態で引き受ける」というルールがある。イギリスには、卵の殻のように異常に薄い頭蓋骨であ
ったことをもって賠償額を減額すべきではないと判示された裁判例を指摘している

25

。

本稿で分析した内容は、頸椎後縦靭帯骨化症に対する賠償事案に係る判例や人身傷害保険に関
わる裁判例から傷害保険における頸椎後縦靭帯骨化症という既往症疾患の取り扱いについてのも
のであり、疾患の内容によって、個々の病態があり、これらを一括りにして既往症におけるルー
ルとして把握することは困難であると考えられる

26

。

しかしながら、定額給付型の傷害保険では、約款文言の解釈からしても、限定支払条項は、
「既
往症がなかった場合を想定」し傷害保険金を支払うということは極めて明確な規定ということに
なるが、そこには医学的にもその根拠が担保されるレベルでないと保険者と被保険者間に争いが
生じる可能性が認められる。
すなわち、保険会社は、傷害保険の場合、限定支払条項から、既往症の影響が大きい場合に、
それがなかったときに相当する傷害保険金相当額等の支払いを想定しているが、医学的には、個々
の既往症の状況により判断がわかれる可能性がある。
そうすると、通常よりも素因が大きい事案の場合には、損害賠償事案や人身傷害事案との整合
性の観点から、約款上の規定の解釈としては、割合的因果関係で判断するのが合理的であると考
えられる。また、更に医学、科学、その他関連する分野の知見も取り入れた総合的な考察が必要
であろう

27

。

したがって、今後、他の典型的な疾患も個別に考察するとともに、関連する判例や裁判例を分
析し、本問題の全体像を明らかにすることを，後続研究としたい。
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【Abstract】
In accident insurance, there is a problem with the insurance contract wherein an insured whose
injuries become serious due to their medical history pays an insurance amount equivalent to when there is
no such history. A similar problem is also seen in the case of restitutions, but this is a problem related to
the reduction of indemnities when looked at from the degree to which predispositions relate to the
development or worsening of an injury.
With accident insurance, there are many cases that lead to insurance claims resulting from injuries
caused by third parties. This paper examines the treatment of limited payment clauses in accident
insurance, referring to the precedents and court cases of ossification of the posterior longitudinal ligament
of the cervical spine in cases of damages and personal injury insurance. A course of action will then be
explored.
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【 論

文 】

A Study on Features of Earlier Studies Related to
Filming Locations of Movies and Dramas
KAKUTANI Naohisa ∗
【Abstract】
This study analyzes the characteristics of previous studies on film and TV dramas. In recent years, travel to places
related to popular culture such as movies and TV dramas has emerged as a new tourist market, and national and local
governments have been actively marketing the filming sites to increase the number of visitors. Under these
circumstances, studies on movies and dramas have been actively conducted in academia.
This study considers the characteristics of the published papers and analyzes the characteristics of this paper by
classifying the flow of previous research into the relationship between the cognitive and emotional reactions of
consumers on the image of tourist destination and the intention to visit. Then, a new direction for this research is
suggested based on the results.
Keywords： tourist destination, cognitive reaction, emotional reaction, emotional strength

Ⅰ. Introduction
Recently, the film and TV drama tourism industry, which connects the film or TV drama filming
sites with the tourism industry, has been highlighted. Traveling to places related to popular culture, such
as movies and TV dramas, is emerging as a new tourist market (Swarbrooke & Horner, 1999). As popular
culture deeply penetrates the lives of modern people, people find the stage of movies, TV dramas, and
novels and discover the meaning of their works with beautiful sceneries.
This type of tourism is one of the most important examples of economic value added in New
Zealand as the filming location of The Lord of the Rings, the hometown of Middle Earth, attracted the
attention of the world. In Korea's case, “Daejanggeum,” a successful Korean wave drama, has been
opened as a Daejanggeum theme park due to the success of Daejanggeum, making it an economic added
value.
However, because each person's tastes are as varied as the types of movies, some people like their
own location rather than a very large place. When you go to a filming location that is not very popular,
there are times when it is difficult to find the exact place where the scene of the movie appeared because
there is no signboard. When you visit the location, you may want to see or recall only the scene
corresponding to the location. It is not possible to make all these shooting sites all set or to
commercialize them. In line with this, efforts are being made to attract movies and TV dramas to attract
tourists.
In many countries, research on the relationship between popular culture and tourism is also active.
∗

Senior Associate Professor, Meio University
18

Morisita Memorial & Research Foundation
Journal of Morisita Memorial Research No.5

一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
森下財団紀要 第５号

The real impact of films and television dramas on tourist growth has been influenced by several
researchers (Riley & Van Doren, 1992; Riley, Baker, & Van Doren, 1998; Tooke & Baker, 1996), and the
motivation to visit places related to popular culture (Cohen, 1986; Tooke & Baker, 1996; Riley & Van
Doren, 1992; Herbert, 1996) and the characteristics of tourism experiences (Squire, 1994). In addition, in
the field of tourist physics, the process of changing places appearing in popular culture into tourist
destinations and their meaning to visitors was analyzed in terms of social construction of space (Squire,
1994).
Among various approaches to the influence of popular culture, 'image' is a concept that is attracting
attention by many researchers in order to analyze the influence of video media including movies and TV
dramas on tourism, and to explain tourists' choice of destinations. Tourism is a cultural practice related to
the visual and spectacle (Urry, 1990). The choice of a destination is based on the destination's image
(Hunt, 1975) or symbolic elements (Mackay & Fesenmaier, 2000) rather than on the objective reality of
the place. There is a characteristic. Also, because most of the destination's images are recognized as
images (Milman & Pizam, 1995), the images of places reproduced in movies or TV dramas before the trip
replaces the actual images of the real space. Schofield (1996) suggests that people form images of places
and have an interest in visiting through surrogate consumption of film or TV drama images to confirm
that.
A study to grasp the image of tourist destination as a constructive concept of consumer's
knowledge (belief), emotion, and overall impression of the place (Baloglu & MacCleary, 1999; Lee,
2002) was conducted, and many articles are published. Considering that consumer's understanding of
psychological reaction is essential not only for consumer's cognitive information processing but also for
consumers' subjective emotional experience, exposure to film or TV drama as an environmental stimulus.
It is necessary to understand both the evaluation and the emotional response.
Therefore, this study proposes a new research direction by examining the preceding studies to
investigate the influence of consumer's cognitive and emotional reactions on the image of tourist
destination and visit intention.

Ⅱ. Consideration of Theoretical Background
2.1 Concept of tourist destination image
The study of tourist destination imagery began in the early 1970s, and Hunt (1975) studied the role
of tourist destination image in tourism development. Since then, tourist destination image has become
one of the major areas of tourism research. The tourist destination image is defined as an attitude concept
consisting of beliefs, attitudes, ideas, and impressions that tourists have about the tourist destination
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(Crompton, 1979). Research on these tourist destinations has been ongoing (Kotler et. Al., 1993; Aaker,
Batra, & Myers, 1992; Gallarza, Saura, & Garcia, 2002; Hunt, 1975; Mackay & Fesenmaier, 2000).
A tourist destination image is a “combination of beliefs and attitude ideas and impressions” that
tourists have about a place (Kotler et al., 1993). Perception (Baloglu & McCleary, 1999). An image is an
associative system (Aaker, Batra, & Myers, 1992) in which a variety of information is associated with an
object, such as a specific person, symbol, model, lifestyle, and user characteristics. The image of the
tourist destination before their visit reflects the results of the active information search as well as the
passive information processing of tourists (Assael, 1995). Because of this, it has a complex, plural,
relative, and dynamic (complex, multiple, relativistic, & dynamic) structure (Gallarza, Saura, & Garcia,
2002).
Although image is a general term that is widely used, criticism is steadily raised because its
meaning is not clear, and there is a lack of conceptual research (Echtner & Ritchie, 1991; Fakeye &
Crompton, 1991; Gartner, 1993). For example, Yoo Pyeong-geun and Jin Hyung-jun (2000) presuppose
that image is always a model, but it cannot be 'what' itself, but the ambiguity between the extremes of
sense and meaning, sign and symbol exists. Nevertheless, many researchers are paying attention to the
concept of 'images' in order to explain the choice of tourist destinations. This is because tourist
destinations tend to be determined by the symbolic meaning or overall image (Hunt, 1975; Mackay &
Fesenmaier, 2000), which is perceived by consumers rather than the objective characteristics of places. In
this context, Burstein (2004) argued that tourists' interest is defined by images that is produced in the
mass media.
2.2 Influence of Movie or TV Drama on Tourist Destination Image
Movies and TV dramas are one of the most popular cultures these days and have a great impact on
the place image (Kotler et al., 1993; Schofield, 1996). Gartner (1993) says that autonomous drivers such
as popular culture and news have a high credibility and market penetration to change local image in a
short period of time. Butler (1990) and Waitt (1996) insist the influence of visual and mass media in
image formation respectively, which can be large.
Movies and TV dramas are also powerful sources of image formation. Viewers have a surrogate
experience (TV, Linnington, 1994; Turner, 1994) through identification with various characters or
situations while watching TV. This experience is not exposed to real-world adventures or commercials,
which promotes high levels of involvement, active discovery of places, and the formation of new images
(Baloglu, 2001; Riley & Van Doren, 1992; Williams, 1999).
Schofield (1996) suggests that in a qualitative study of postmodern perspectives on Manchester's
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Hollywood tourism, the subject of visual media, the superstructure of media images of places is a
positive and romantic image of the city as well as a new perspective on urban heritage. In particular,
tourism is a visual practice (Urry, 1990; Williams, 1999). Tourists not only acquire information about
places and create specific images through movies, but also consume the image of places themselves
(Pretes, 1995).
Kwon Yu-hong (2005) noted that the image of tourist destinations includes people's feelings about
the place, and how the feelings of watching movies or TV dramas influence the formation of the image of
the drama’s locations. As a result of the empirical research on weekend melodrama, the feelings of
watching dramas directly affect the cognitive images of tourist destinations rather than indirectly
affecting the formation of tourist destination images through drama attitudes. It appeared to be important.
Therefore, Kwon Yoo-hong (2005) suggested that the positive change in tourist image due to the viewing
of drama could be due to the positive effect of emotional reaction on cognitive judgment, in addition to
the surrogate experience and rediscovery of beautiful landscape.
The impact of movies and TV dramas was also confirmed by Shin Yoon-sook (2005) 's image
survey of Bali, Indonesia. The drama 'What happened in Bali' (75.7%) is the typical of beach resorts such
as 'sea, beach and marine sports'. Following the image appeared as the second important image. On the
other hand, Hwang Kyu-sung (2004), in the study of the effect of the background of the movie (movie,
TV drama, CF) on the tourist image, showed that the perception of the image, the attribute of the image,
and the attribute of the tourist attraction had a partial correlation with the tourist image.
There is also a critical view of the tendency of the influence of popular culture to be focused on the
formation and change of tourist image. Choi In-ho (2005) discusses the social composition of tourist
destinations through media, criticizing that image studies have neglected efforts to identify the
production of meanings of tourist destinations through media by focusing on the discovery of image
formation factors and measurement of results. He conducted a case study on 'Winter Sonata', where
tourists constantly interact with the media throughout their journey from preparation to recollection,
rather than following the eye of the expert as a passive being, driven by huge amounts of information. He
argued that it plays the role of producer to produce various discourses.
The above research is summarized as follows: the tourist destination image is the overall
perception that includes not only beliefs about the property of the place or the result of the visit, but also
feelings about the place. It is understood as an constructive construct. And people watching a movie or
TV drama not only find a place through a surrogate experience, but also recognize the background as part
of the film while experiencing various emotions.
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Ⅲ. Review of Previous Studies on Emotions and Consumer Behavior
3.1 Emotion concept
The nature of emotion is still being debated among psychologists. In other words, terms related to
emotions such as emotion, feeling, and mood have been confusingly used in the state of low agreement of
concepts among researchers (Kwan Wan-suk, 1991, 2002; Bagozzi et al., 1999; Batra & Ray, 1986;
Luomala & Laaksonen, 2000). Some common perceptions have recently been formed on terms related to
emotions and the context in which they are used (Erevelles, 1998). Affects are 'valenced feeling states'
(i.e. positive or negative feelings). It is defined as the most common term for 'state' (Cohen & Areni,
1991).
Emotion and mood are often described as contrasting concepts as special examples of emotion
(Cohen & Areni, 1991). In other words, emotion refers to an emotional reaction with strong intensity and
specific behavioral tendencies. Mood, however, refers to a rather global feeling that is less intense and is
not associated with a specific stimulus object (Yoon and Min Jae-yeon, 2004; Bagozzi et al., 1999;
Gardner, 1985; Erevelles, 1998; Luomala & Laaksonen, 2000: 196; Peter & Olson, 1994).
In the field of consumer behavior, emotional research is focused on the emotions and moods of
consumers (Seo Yong-won, Sohn, 2004). Unlike the differences between the two concepts in Table 1,
which are accepted by many researchers, some researchers distinguish between emotions

(Gardner,

1985) and moods (Clark, 1982), or both are not distinguished, which is totally depending on the
researcher. It is used as a concept (Peter & Olson, 1994) with a moderate intensity and arousal level.
Also, researchers who do not distinguish emotions and moods at all (Edell & Burke, 1987; Burke &
Edell, 1989), or understand emotions as a more comprehensive concept than emotions (Holbrook &
Batra, 1987; Hirschman & Holbrook, 1982). Meanwhile, there are some marketing researchers who
translate 'affect' as 'emotion' and 'emotion' as feelings. Therefore, it can be said that there is difficulty in
consensus.
Affective responses are not used separately from “emotion” in the above-mentioned sense. But the
word 'response' implies the meaning of 'object-oriented'. For this reason, it is mainly used to express 'the
emotional state subjectively experienced while being exposed to a certain situation or stimulus' rather
than the general emotional state that can be at a time irrelevant to a specific object. Peter and Olson
(1994) categorize emotional responses into four types of emotions, feelings, moods, and evaluations
according to the intensity and arousal level of experience, as shown in Table 1.
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< Table 1> Type of emotional reaction
Type of emotional

Physiological

reactions

recognition level

Experience

Emotion

High

Strong

How to feel

↑

↑

Warmth, Satisfaction, Discomfort, Sadness

Feeling

↓

↓

Relax, Calm, Melancholy, Relax, Boredom

Evaluation

Low

Week

Example
Joy, Love, Fear, Resentment,

Good, Like, Not good, Disliked

Source: Peter, J. & Olson, J.(1994). Understanding consumer behavior. Burr Ridge, IL: Irwin.

3.2 Influence of emotion on consumer's evaluation and judgment
The debate between Lazarus (1982) and Zajonc (1980) over the independence of cognitive and
emotional systems and whether emotions can occur before cognition is still not consent within
psychology. However, it has the effect inducing various theories and studies on the relationship between
the two systems. Recently, it is common to think that the two systems of emotion and cognition are
related to each other as shown in <Figure 1>. Research on the problem is ongoing.

< Figure 1> Relationship between cognitive and emotional systems

Source: Peter, J. & Olson, J.(1994). Understanding consumer behavior. Burr Ridge, IL: Irwin.

The emotional impact on consumer behavior illustrates the process was feeling the effects of direct
and indirect effects on the recall (recall) and judgments, and actions such as <Figure 2> (Gardner, 1985).
Recall is compounded by emotions at the time of withdrawing information as well as emotions when
exposed to stimuli and whether the emotions at exposure and withdrawal coincide (Bagozzi et al., 1999).
This paper examines the effects of emotional responses to film and TV dramas on cognitive and
emotional evaluations of backgrounds.
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< Figure 2> Role of emotion in consumer behavior

Source: Gardner, M.(1985). Mood states and consumer behavior: a critical review.
Journal of Consumer Research, 12(December): 281-300.

The impact of emotion on evaluation and judgment can be distinguished between direct and
indirect (Gardner, 1985). In other words, there is a direct effect of emotion in which the emotion caused
by one stimulus (unconditional stimulus) is combined with the other (condition stimulus). But emotions
can indirectly affect evaluation through information processing. The effects of emotion have been studied
focusing on the relationship between emotion and cognition.

Ⅳ. Role of Emotional Responses in Advertising and Film
4.1 Control role of emotional strength
Responses to emotion-inducing stimuli vary from person to person. Aaker and Stayman (1989) find
that personal differences in emotional responses play an important role in determining advertising
effectiveness because people are more deviant from emotional judgments than people make cognitive
judgments. Larsen (1984; Larsen, Diener, & Emmons, 1986) has developed an Affect Intensity
Measurement (AIM), which pays particular attention to individual differences in the intensity of
emotional responses.
Effect Intensity can be conceptualized as 'personal difference in the intensity of the emotions
people experience' (Larsen & Diener, 1987). It is assumed that people with high emotional intensity not
only pursue and prefer emotional stimuli, but also enjoy the stimulation itself (Raman, Chattopadhyay, &
Hoyer, 1995; Goossens, 2000). Also, it is generally known that females have stronger emotional strength
than males .
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Early work on emotional strength has been studied mainly by Larsen (1984) and colleagues (Larsen
& Diener, 1985-1987; Larsen et al., 1986). As well as finding a stable individual difference in intensity
with respect to the individual's emotional experience, this difference was analyzed to be consistent in
time.
Emotional strength is a concept similar to emotionality among the four temperaments of human
beings: emotionality, activity, sociability, and impulsivity (Buss & Plomin, 1975). Larsen et al., 1986).
However, Larsen et al. (1986) show that emotionality only occurs in negative emotions such as fear and
anger (Buss & Plomin, 1975), whereas individual differences in emotional intensity are found in both
positive and negative emotions.
Emotional strength is a personal characteristic that represents the degree of emotion that
individuals experience with a particular subject (Lee Sik-Jeong, Joo-Hoon Lee, Ho-bae Lee, 1998). In
addition to experiencing strong positive emotional reactions (Moore, Harris, & Chen, 1995), they form
more favorable advertising attitudes and brand attitudes. However, even in the case of exposure to
positive emotion-induced stimuli, the negative emotional response showed a relatively weak negative
emotional response compared to the low emotional one and the other (Moore & Harris, 1996).
Regarding the usefulness of emotional strength, the higher the emotional strength, the more the
emotions induced through advertising influences the brand attitudes. There are studies that show that
attitudes are better in using two variables together than using emotions or emotional strengths caused by
advertising (Moore et al., 1995). On the other hand, Lee Hak-sik et al. (1998) found that emotional
intensity alone did not significantly affect brand attitudes. However, research shows that favorable brand
attitude can be formed only when strong emotional appeals and interaction effect occurs. This fact proved
that individual differences in emotional strength were of value as moderating variables in the persuasive
communication process. In this regard, emotional intensity can be a temperamental characteristic that
controls the influence of mood on cognitive processing (Basso, Schefft, & Hoffmann, 1994:). It is widely
accepted among marketing researchers that can be an important regulatory variable in studying effects
(Erevelles, 1998).
4.2 Study on the Attributes and Emotional Responses of Movies and TV Dramas
The research on film and TV drama consumers focuses on the effects of information sources such
as advertisements, criticisms, oral traditions, and the various attributes of film as a product to identify
how to select and evaluate movies and the causes of movie entertainment. The purpose of this paper is to
investigate the influence of consumer's cognitive evaluation and emotional response on the formation of
image about place. Representative preceding studies focusing on the practical attributes and emotional
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aspects of films rather than the influence of external sources are as follows.
Kindem and Gorham (1982; Sung-A Kim and Tae-Joon 2004), Linton and Petrovich (1988), and
Wallace, Siegerman, and Holbrook (1997; Ahn, Kim Tae-Jun, 2004) have shown that the characteristics
of actors or acting influence film revenue. It has been specifically verified that it is crazy. Austin (1984),
Litman (1983), and Sochay (1994) are genres, and Austin (1984), Linton, and Petrovich (1988),
respectively, are plots or stories that determine the success of a movie. .
Shapiro and Biggers (1987) examined the effects of three levels of emotions (fun, awakening,
control) on watching a movie. As a result of the test, the dimension of enjoyment and arousal except for
the control had a significant influence on the evaluation of the film.
Eliahberg and Sawhney (1994) proposed the model of movie enjoyment, insisting that the core of
the pleasure consumption experience, such as movie watching, is the dynamic interaction between the
individual and the experience product. In other words, the dynamics of movie consumption experience
are determined not only by the emotional content of the film, but also by the individual's temporary
moods, stable individual differences in the tendency to pursue sensations, and the propensity to change
mood (sensitivity to mood changes). In conclusion, it is emphasized that individual differences are the
decisive factor in the enjoyment of movie experience by grasping the pleasure consumption experience as
the result of a series of complex interactions between the nature of the consumption experience and the
personality of the individual.
The study of films suggests key attributes that determine the success of a film. Kim Hue-jong
(1999), a representative researcher on movie boxing, said that the influence of the star and director,
background, and award are the major factors that determine the number of movie audiences. Based on the
research model of Neelamegham and Jain (1999), there are also studies that identify various emotional
stimuli as important determinants of movie selection along with practical properties. Kim Kwang-soo
(2000) studied the expectation of films and the perception of movie screening by dividing it into practical
attribute (core attribute / peripheral attribute) and emotional attribute (enjoyment / stimulation). In
addition, the expectation of core attributes and enjoyment influences the selection of movies, and the
perception of the core attributes, excluding peripheral attributes, and the dimension of enjoyment and
stimulus affect the movie evaluation. Aas the work of Neelamegham and Jain (1999)suggests, these
results support that the expectations of emotional stimulation play a very important role in film selection.
Meanwhile, Ahn, Shin and others (1994) analyzed the emotions of watching and feeling movies
based on subjects' self-report data. Factor analysis revealed 14 factors. Factors were named as anger,
pleasure, boredom, surprise, shame, loneliness, disgust, compassion, fear, flutter, vanity, jealousy,
emotion, and heartache. According to the scree test, the four-dimensional analysis reveals a unipolar
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dimension of pleasure, negative feelings, boredom or sinking emotions, and compassion and sadness.
They argue that feelings of compassion are not found in Western emotional studies, and that special
attention is needed in the study of Korean emotional dimension.

Ⅴ. Intention to Visit
5.1 Concept of intention to visit
Intention refers to the tendency of the consumer's planned future behavior, and it is likely that the
individual's beliefs and attitudes toward specific behavior will be appealed in the behavior (Engle,
Blackwell & Miniard, 1995). In the service sector, visit intentions are expressed as reuse intentions and
revisit intentions, and the representative expression is action intentions (Kyu Choi, 2005). In other words,
the intention to visit according to the study subjects was visit intention, revisit intention, and purchase
intention of travel products, intention to travel. Boulding, Kalra, Staelin & Zeitham (1993) defined visit
intention as the will and belief to visit at a certain point after the consumer's attitude toward a place. Wu
(2005) defined the chance of visit as predictability of behavior in the near future with beliefs about
visiting specific places, such as tourist attractions, or not visiting, for personal activities.
Visit intention is an important variable for predicting consumer behavior and is a key factor in
relationship marketing. The term of behavioral intention is referred to as the intention to visit the
destination in the field of tourism, etc. The intention to visit means the visitation behavior of the planned
tourist destination, which is the probability that the belief and attitude toward the tourist destination will
be an action (Hsiao & Yang, 2010). Also, tourists' intentions are largely divided into economic and social
intentions. First, economic intention means that it has a positive effect on the financial aspects of the
visitor, such as repurchase intention, premium intention, and conversion intention. Next, social
behavioral intention refers to the expression of customer dissatisfaction and negative word of mouth,
which means that it can affect not only the current customer response but also the opinions of potential
customers.
5.2 Prior research on visit intention
Previous studies related to visit intention, familiarity, image, satisfaction, attitude, brand
personality and information disclosure were reviewed. Jeong Seung-hwan and Kim Jae-seok (2010) said
that the higher the convenience of using a restaurant and its problem solving experience, the better the
intention to return to the restaurant. Hyun Yong-ho and Park Young-ah (2012) said that the satisfaction of
using the website had a greater influence on the intention to revisit the website than the intention to visit
the hotel. Cho Mi-hye et al. (2006) found that emotional attitudes and cognitive attitudes toward the
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environment were all factors influencing visitation in a study of Japanese tourists who visited a drama
location. In addition, Chung Chul (2009) found that the image and attitude toward foreign countries
influenced the intention to visit through the selection of overseas travel destinations.
Ju Hyun-sik (2007) said that the image and attitude toward Korea had a significant influence on the
intention to visit Korea. As Mason & Paggiaro (2012) suggests, the emotional and valuation satisfaction
of consumers is a direct influence on visit intention. Tourism research has limitations in measuring actual
visits, and most research studies look at behavioral intentions rather than actual behaviors because the
timing of actual visits is different.

Ⅵ. Conclusion
This study examines the flow of the preceding studies focusing on the relationship between
consumer's cognitive and emotional responses on tourism destination image and visit intention.
Based on the contents, theoretically, the role of emotional response to the image of the place and
the visit intention according to watching a movie or TV drama was identified. In terms of strategies, more
detailed information is divided into five parts.
(1) Influence of emotional response on tourism destination image
Consumers experience a variety of emotions while watching movies or TV dramas. The emotions
also affect the processing of cognitive information about the place, and facilitate the withdrawal of
information that is consistent with the emotions. Judgment can be biased (Bower, 1991; Gardner, 1985;
Isen et al., 1978). In this regard, Forgas and Moylan (1987; Bower) find that there is a big difference of
view between political issues and criminal punishment for those who have seen a pleasant or sad movies
or a TV dramas.
The advertising effect is the dual mediation hypothesis that explains the influence of advertising
attitude on the brand attitude, which is a consumer's emotional response, through the direct influence of
the attitude and indirect effects through brand cognitions (MacKenzie et al., 1986; Brown & Stayman,
1992). Batra and Stayman (1990) agree that the consumers in positive emotional states have a more
favorable cognitive response than those in other emotional states with information processing by reduced
elaboration and biased evaluation (mood congruency hypothesis). Edell and Burke (1987) also found that
emotional responses directly affect beliefs about brand attributes. In addition, Brown and Stayman (1992)
emphasized that in the meta-analysis of advertising effects, instead of overestimating the direct influence
of advertising attitudes on brand attitudes, indirect effects through brand awareness should be fully
recognized.
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Meanwhile, Chebat and Michon (2003), who studied the emotional response of shopping mall
visitors to service products, found that positive emotions of consumers not only simplify decision making
and build a positive store image, but also improve the perception of the quality of goods or services.
The tourist destination image is an association system centered around the place. It includes the
attributes and benefits of the place as well as the people's feelings about the place. Transitions can affect
the emotional image of a tourist destination. In particular, classical conditioning works well when
unconditional stimuli and conditional stimuli are repeated. Movies and TV dramas are not only capable
of continuous exposure, but also have characteristics that cause an emotional response of empathy (Stern,
1994).
According to previous researchers, Yoo Chang-jo (1999) classified the feelings of advertising into
pleasure (+), pleasure (-), stimulation (+), and stimulation (-). In other words, three emotional dimensions
except stimulus (-) affect brand attitude through advertisement attitude, and in particular, pleasure (+) has
a direct effect on brand attitude. As a result of this study, the effect of each emotion response was
somewhat different according to the research procedure such as the classification of emotions (Gardner,
1985).
In particular, the effect of advertising is different according to the emotions caused by TV
programs (Goldberg & Gorn, 1987)). It suggests the possibility of being conditioned or transferred to
(conditional stimulus). In other words, those who have a pleasant feeling of watching a movie or TV
drama have bright and friendly feelings against the background of the movie or TV drama, and those who
are nervous or excited in the movie or TV drama are more irritating than the leisure or relaxation of the
place. It will be easy to have a strong and intense feeling. Therefore, it can be seen that the feelings of
watching a movie or a TV drama have a significant effect on the emotional image of the background of
the movie or the TV drama.
(2) The relationship with image composition concepts
Lately, tourist destination image has been identified as an constructive construct of consumer's
beliefs, feelings, and general impressions about places (Kim Byung-kuk, Park Seok-hee, 2001; Baloglu &
MacCleary, 1999; Lee, 2002). In other words, the evaluation (cognitive image) and the emotional
evaluation (emotional image) of various attributes of a place ultimately form an overall image that can be
called an overall impression of the place.
Therefore, clearly verifying the interrelationship between image composition concepts in the
process of film affecting tourism destination image formation will help to identify the process through
which the entire image is formed after watching the movie.
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(3) Influence of image on visit intention
Previous studies related to visit intention, familiarity, image, satisfaction, attitude, brand
personality were reviewed. And information exposure have been suggested as influencing factors. Cho
Mi-hye et al. (2006) found that both emotional and cognitive attitudes toward the environment were
factors influencing visitation in a study of Japanese tourists who visited a drama location. In addition,
Chung Chul (2009) found that the images and attitudes toward foreign countries influenced the intention
to visit through the selection of overseas travel destinations.
Therefore, it is necessary to test how the image affects the visit intention.
(4) Control role of emotional strength
Individual differences in emotional responses are one of the important factors in determining
advertising effectiveness (Aaker & Stayman, 1989). In particular, emotional intensity, which is an
individual difference in the intensity of emotions experienced by people, is known as an important
control variable in studying the effects of various types of appeals (Erevelles, 1998; Moore et al., 1995).
In other words, it is found that those who have high emotional strength not only experience stronger
positive emotional reactions but also form more favorable advertising attitudes and brand attitudes when
exposed to strong positive emotion-induced stimuli than those who have low emotions (Moore et al.,
1995;).
In this regard, Kim Jae-hui and Lee Hae-yang (2003) argued that the sad emotion caused by TV
drama is not a negative emotion but a positive emotion with stronger incentives.
Eliahberg and Sawhney (1994), on the other hand, found that stable individual differences in
sensory pursuit tend to be important factors in determining movie enjoyment. It has been shown that it
can be a temperamental trait that regulates the effects of emotion in cognitive processing.
These emotions can be expected to be associated with places through the transfer of emotions
according to classical conditioning because high emotional intensity consumers have relatively strong
emotional responses compared to low emotional intensity consumers.
(5) The effect of movie attribute evaluation on emotional response
Several researchers have verified that cognitive evaluation of advertising itself in advertising
effects is an important antecedent to advertising attitudes, the emotional response of consumers (Edell &
Burke, 1987; MacKenzie et al., 1986). In addition, a study that measured the effects of film attributes and
emotional stimuli together showed that only emotional stimuli had a direct effect on movie selection
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(Neelamegham & Jain, 1999). The emotions seen and felt suggest the possibility of indirectly affecting
the image structure of the tourist destination. Here, the attributes of the film are only practical attributes
(e.g. story, acting, background music, etc.) that exclude the pleasure attributes (emotional stimuli), as in
the works of Linton and Petrovich (1988) and Neelamegham and Jain (1999).
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【 論

説 】

コミュニティ・ビジネスの創出と発展のプロセスに関する研究
The Creation and Development of “Community Businesses” in Japan

小林 康志 ∗
Yasushi Kobayashi
【要

旨】

コミュニティ・ビジネス（以下「CB」）は金銭授受を伴う経済活動で地域課題を解決しようとする。国や地
方の財政悪化で地域課題を財政支出だけで解決することが困難になり、CB が注目されている。本研究は農村
地域を対象に CB の創出と発展が地域活性化に及ぼす効果を考察した。CB は地域貢献と利益確保の両立が必要
でありそのすり合わせも考察した。考察の結果、CB の発展プロセス、地域活性化に及ぼす効果、行政主導の
CB 及び過疎地域における CB が地域活性化に及ぼす効果を明らかにした。
キーワード： コミュニティ・ビジネス、発展段階、地域活性化、特産品、都市農村交流

序章

はじめに

本稿の課題は、少子化・高齢化が進行する我が国においてコミュニティ・ビジネス（以下「CB」）
の創出と発展が地域活性化に及ぼす効果を考察することである。
小林（2017）は、調査の主たる軸足を農村に置き CB に関する事例研究を行った。そこでは、
CB の発展プロセスを明らかにする課題、CB が地域活性化に及ぼす効果を類型化する課題、行政
主導の CB が地域活性化に及ぼす効果、限界集落での CB 展開が地域活性化に及ぼす効果を論じ
た。CB は本来異質な地域貢献と利益確保のすり合わせが必要であり、そのありようも考察した。
取り扱った個々の事例では実践的課題が残された。本項の第 1 章から第 3 章および第 5 章は、
小林（2017）を要約する。第 4 章と第 6 章は、それぞれ第 3 章と第 5 章で取り扱った事例を追跡
調査し残された課題に接近する。

第1章

コミュニティ・ビジネス発展段階のモデル化に向けた一考察
―非営利組織が経営するワイナリーを事例として―

第１節

本章の課題

国や地方自治体の財政悪化を背景として、これまで行政が担うべきとされていた、まちづくり・
福祉・教育・環境などの地域課題を行政施策だけで解決することが困難な状況である。
このような状況で CB が注目を集めているが、比較的新しい社会経済現象であり研究蓄積が十
分ではない。特に、CB は多種多様な捉え方があるため構成要素を「共通の理解」として構築する
こと（橋本 2007）、経営実態を把握するため多くの事業主体を定点観測して時系列分析すること
（櫻澤 2008）が必要である。本章は CB の発展に資するため、CB に対する共通の理解を構築し、

∗

非営利活動法人スタイルワイナリー
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起業から事業が一定の成果を収めるまでの発展段階モデル化を試みる。

第2節

CB の構成要素

先行研究 1から CB の構成要素を、1）自発性、2）コミュニティ性、3）非営利性、4）継続性
の４点に整理した。「自発性」は主体が自ら地域課題を解決しようと行動すること、「コミュニテ
ィ性」は地域課題を共有する主体が組織を形成すること、
「非営利性」は組織の利益の最大化・分
配よりも地域貢献を優先して事業活動を行うこと、
「継続性」は事業を持続的に継続させる経営資
源を備えることをそれぞれ意味する。

第3節

分析方法

分析方法は 3 段階からなる。まず①先行研究が示した発展段階をもとに、どの時期に筆者が抽
出した構成要素が発現するのかを「CB の仮説的発展段階モデル」として提示する。次いで、②分
析対象（非営利組織が経営するワイナリー）の事業内容や成立過程について聞き取り調査を行い
発展段階の実態を把握するとともに、構成要素の発現時期と様相を検証する。そして、③①の仮
説と②の検証結果を比較し、構成要素を視点とした CB の発展段階モデルを構築する。
第4節

分析

（1）CB の仮説的発展段階モデルの導出方法
仮説的発展段階の導出では、神原（2005）が示した CB の発展段階のどの時期に、筆者が抽出
した CB の構成要素が出現するのかをあてはめてモデル化する。
神原（2005）は、①市民が地域生活に問題意識を持つ「個人レベル」、②個人の問題意識に共感
し結束することで仲間が集まる「集団レベル」、③集団が地域の人々の支援を得て組織としての体
裁を整える「社会レベル」、④「社会レベル」に経済の仕組みを導入する「経済レベル」の順に発
展することが望ましいと指摘する。本論では、個人が呼びかけやグループ加入という行動を起こ
し、地域課題を共有する組織が形成される「集団レベル」で、自発性とコミュニティ性が発現し、
利益の最大化よりも地域貢献を優先した事業活動が展開される「経済レベル」で非営利性と継続
性が発現すると仮定する（図 1－1）。

1

細内(1999)、神戸都市問題研究所(2002)、金子(2003)、経済産業省(2004)、石田(2008)
経済産業省(2010)に依拠する。
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図 1－1

神原モデルを取り込んだ CB の仮説的発展段階と構成要素の発現時期

資料：神原（2005）を参考にして筆者作成。

（2）分析対象
分析対象として 2000 年以降に設立された非営利組織が経営するワイナリーを選択した。2002
年施行の構造改革特別区域法によって、果実酒の製造免許取得が比較的容易になったことなどを
機に全国で小規模なワイナリーが設立されている。それらの中から NPO 法人などの非営利組織
が経営するワイナリーを全件調査の結果 5 件抽出することができた 2。商店街の空き店舗でワイ
ンを醸造する追浜ワイナリー（神奈川県横須賀市・以下「追浜」）、青空ワイナリー（熊本県荒尾
市・以下「青空」）は、その利益を高齢者向けの食料品店・日用品宅配・コミュニティースペース
運営などに充てている。伝統的ブドウ産地でワインを醸造する百笑一喜ワイナリー（大分県宇佐
市・以下「百笑一喜」）、内子ワイナリー（愛媛県内子町・以下「内子」）、スタイルワイナリー（三
重県伊賀市・以下「スタイル」）は地元産ブドウを主原料としている 3。
（3）事例分析―各ワイナリーに共通する設立展開過程－
5 事例の発展段階は、①地域課題を認識した主体がそれを解決しようと行動を起こすまで、②
主体が中心となり事業主体を組織化し経営資源を調達するまで、③地域貢献を優先した事業を開
始し社会的な評価を得るまで、④事業を評価する賛同者からの支援を得て事業継続と地域課題解
決の両立を図るまでの 4 段階に区分できた。
第5節

結果と考察

これまで理想論的に整理されていた CB の発展段階は、構成要素の視点の下、以下のように整
理できる（図 1－2）。
「個人レベル」では、主体が地域課題を認識しそれを事業活動で解決するための行動を開始す
2012 年 10 月実施。地域総合整備財団から派遣され、非営利組織によるワイナリー設立を国内で初めて指導
した地域再生マネ－ジャーから聞き取り調査を行った。また、内閣官房地域活性化統合事務局・内閣府地域活
性化推進室のホームページ「認定された構造改革特別区域計画」から酒造に関する計画を抽出し、ワイン醸造
であるか、事業主体が非営利組織であるかを各事業主体に聞き取り調査した。
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/index.html）［2012 年 10 月 1 日参照］
3 追浜は事業協同組合、青空・百笑一喜・内子は企業組合、スタイルは特定非営利活動法人である。
2
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る。それゆえ、主体が行動を開始する段階で自発性が発現するといえる。
「社会レベル」では、主体と賛同者が地域課題を共有し事業主体が組織化される。それゆえ、
組織が形成された段階でコミュニティ性が発現するといえる。
「経済レベル」では、事業主体が財・サービスの提供を開始し自らの利益を最大化するよりも地
域貢献を優先する事業活動を展開する。それゆえ、事業活動を開始した段階で非営
利性が発現するといえる。また、非営利性の発揮による地域貢献が、地域の人々の共感を得
て事業活動に対する社会的評価を高める。
「社会経済統合レベル」では、
「経済レベル」における社会的評価の高まりによって事業活動を
継続及び発展させようとする経営支援者が出現する。経営支援者は、事業主体とは別の支援組織
を形成するか、事業主体の組織に加入する。これら支援組織の形成や加入者の出現は地域課題を
共有する組織の拡大であり、CB の構成要素の視点からは「コミュニティ性の拡大」と捉えるこ
とができる。他方、事業主体はコミュニティ性の拡大による経営支援を得ることで、事業を持続
的に継続させる経営資源を備える。それゆえ、継続性は CB が「社会経済統合レベル」まで発展
することで発現すると考えられる。
図 1－2

CB の発展段階と構成要素の発現時期

資料：事例分析に基づいて筆者作成

第２章
第１節

コミュニティ・ビジネスが地域活性化に及ぼす効果
本章の課題

本章では、第１章で分析対象としたワイナリーの組織形態と地域課題に着目し、各事業主体の
事業形態を類型化することで、それぞれの事業形態が地域活性化にどのような効果を及ぼすかを
明らかにする。なお、本研究では地域活性化の概念を、岡田（2005）、小川（2013）、小田切
（2011）に依拠し、「生産面において地域の経済活動が向上すること、生活面において地域の社
会生活の質が向上することの双方、もしくは少なくともどちらかが実現すること」としておきた
い。
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第２節

分析方法

分析方法は、まず、①事例ワイナリーの経営実態を労務と財務面から把握する。次いで、②労
務と財務面から各事例ワイナリーを比較することで、組織形態と地域課題を分類基準として事業
形態を類型化する。そして、③各ワイナリーの事業形態の類型からみた地域活性化の効果を明ら
かにする。

第3節

労務と財務面から見た分析対象ワイナリーの経営実態

（1）労務面の実態
分析対象ワイナリーの経営者・役員はワイナリーとは別の本業を持ち経済的に自立しているた
め、本業の余暇を利用して効率的に管理労働を提供している。作業労働に関して、追浜・青空・
スタイルは、経営者・役員が自分たちの都合の良いタイミングで無理なく提供できる労働量を無
償で提供している。百笑一喜・内子は有給スタッフを雇用して通年従事させている。
（2）財務面の実態
百笑一喜・内子は建物に投資し有給スタッフを雇用しているのでワインの製造コストが高くな
り現状では収支均衡もしくは赤字である。
追浜・青空・スタイルは、
「空いた時間、都合の良い時間」に効率よく作業を行うため 1 本当た
りの労働時間が短く、販売価格の約 15％の利益を確保している。
第4節

事業形態の類型化

（1）組織形態の類型
追浜・青空・スタイルは、経営者が無理のない範囲で労力を提供し地域貢献をしようとしてい
ることからボランティア型の組織といえる。百笑一喜・内子は、有給スタッフを雇用し、自立経
営できる本数を製造・販売しようとすることから私企業型の組織といえる。
（2）地域課題の類型
追浜・青空が所在する地域は、高齢化が進行し徒歩での買い物やコミュニケーション不足など
生活面での課題を有する。これらのワイナリーは生活課題解決型といえる。スタイル・百笑一喜・
内子が所在する地域は、生食用ブドウ産地の生産量減少・後継者不足など生産面での課題を有す
る。これらのワイナリーは生産課題解決型といえる。
これら、組織形態の類型と地域課題の類型を組み合わせると、分析対象ワイナリーの事業形態
は図 2－1 のように整理できる。また図 2－1 からそれぞれの事業形態は表 2－1 のように簡略し
て類型化できる。
よって、分析対象ワイナリーを表 2－1 の CB の類型別事業形態にあてはめると、追浜、青空は
ボランティア型組織が生活課題を解決しておりモデル 1 と同定できる。スタイル
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は、ボランティア型組織が生産課題を解決しておりモデル 3 と同定できる。百笑一喜・内子は私
企業型組織が生産課題を解決しようとしておりモデル 4 と同定できる。
図 2－1

分析対象ワイナリー事業形態の整理

資料：小林（2017）を簡略化して筆者作成

表 2－1

CB の類型別事業形態

ボランティア型組織

私企業型組織

生活課題解決型

モデル１

モデル２

生産課題解決型

モデル３

モデル４
資料：小林（2017）より引用

第5節

事業形態の類型からみた地域活性化の効果

生活課題解決型ワイナリーの経営目的は、生活支援事業の財源捻出である。このことは、ワイ
ナリー経営で得た資金を「てこ」にして地域で必要とされる財・サービス（生活支援事業）を創
出・提供することで、地域内の課題を解決していると言える。生産課題解決型ワイナリーの経営
目的は、ブドウ産地の維持発展であり、ブドウ産地に伝統的に存在する生産面での課題を解決し
ようとする。このことは、地域に存在するブドウをワインという新しい財・サービスに加工し、
それを広域的に提供することでブドウ産地の維持発展という地域課題を解決していると言える。
（図 2－2）。
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図 2－2

事業形態の類型から見た地域活性化の効果

資料：小林（2017）より引用

第３章

行政と住民が地域政策の課題を共有する農村地域活性化の実現
―三重県伊賀市菜の花プロジェクトを事例として―

第１節 本章の課題
菜の花プロジェクトは、資源循環型社会を実現しようとする全国的な活動である。ナタネ栽培、
菜種油製造、廃食油を原料にしたバイオディーゼル燃料の製造、燃料を利用した農業機械による
ナタネ栽培という循環である 4。活動経費は菜種油や燃料の販売で得るケースが多い。
本章では、行政施策として実施した伊賀市菜の花プロジェクト 5（以下「プロジェクト」）で得
られた地域活性化の効果を考察し、プロジェクトに参加する CB の事業主体における、本来は異
質な地域貢献と利益確保のすり合わせのありようを明らかにする。

第２節

分析対象と方法

（1）分析対象
分析対象は、新たな CB を開始したナタネ栽培主体（長田ナタネの郷づくりの会 6・以下「郷
づくりの会」）である。
（2）分析方法
分析方法は 3 段階からなる。まず、①プロジェクト担当職員であった筆者が農村地域活性化
を実現するために考えた施策を主観的仮説と見立て、主観的仮説に基づいて実施した行政施策
（客観的事実）を提示する。次いで、②行政施策に呼応した郷づくりの会の行動プロセスを把握
する。③地域活性化の効果及び地域貢献と利益確保のすり合わせを第 2 章の考察結果を用いて
明らかにする。

4
5
6

菜の花プロジェクトの資源循環は（藤井 2005）を参照されたい。
伊賀市菜の花プロジェクトの展開は（小林・大原 2014）（小林 2019）に詳しい。
長田ナタネの郷づくりの会は、伊賀市菜の花プロジェクトに参加する主体の１つである。
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第3節

事例と分析

（1）伊賀市における行政施策の概要
ナタネ栽培による農村地域活性化を目的として、栽培面積 100ha に対応できる菜種油搾油施設
を設置するとともに、ナタネ栽培主体が多様な出荷形態を選択できる条例を制定した（表 3－1）。
その結果、72 主体がプロジェクトに参加した（2011 年）。

表 3－1
附属設備等の
名称
乾燥・調整用
機械器具
搾油・瓶詰用
機械器具

多様な出荷形態

区分

金額

ナタネ搬入時重量１kg の処理につき

50 円以内

ナタネ以外搬入時重量１kg の処理につき

100 円以内

ナタネ乾燥重量１kg の処理につき

200 円以内

ナタネ以外乾燥重量１kg の処理につき

400 円以内

備考
ナ タ ネ 乾 燥 重 量 の 10％ を 金 額 の
かわりに物納することができる。
ナ タ ネ 乾 燥 重 量 の 20％ を 金 額 の
かわりに物納することができる。
資料：伊賀市条例

（2）郷づくりの会の行動プロセス
長田地区の世帯数は 512、地区内の農地は約 200ha である（2013 年）。長田地区は、地区の中
心を交通量の多い国道が通るため遊休農地による景観の悪化が地区外の人々の目につきやすく、
その解消が地域課題であった。課題に対し、地元鉄工所の社長である M 氏を中心に有志が試行的
に 2006 年から景観作物として「ひまわり」と「ナタネ」の栽培を始めた。2009 年には、プロジ
ェクトに呼応し郷づくりの会を設立し、本格的なナタネ栽培を始めた。その際、汎用コンバイン
を約 800 万円（農協借入金）で購入した。
郷づくりの会（2013 年会員数 42 名）は、地区内の遊休農地を有償で地主から借上げ、会員
がナタネ栽培を行っている。地元産原料の菜種油は搾油施設から全量引き取り、「長田の菜種
油」ブランドで販売している。収益は会員に作業賃金として支払っている。郷づくりの会は、地
域内遊休農地の全てにナタネを栽培している（約 8.5ha・2013 年）。
第4節

結果と考察

（1）プロジェクトから得られた地域活性化への効果
郷づくりの会は、地域景観の向上という生活環境の課題を有し、住民有志が無報酬で遊休農地
の調査を行うボランティア的な組織であった。よって、郷づくりの会は、第 2 章表 2－1 類型別
事業形態から、ボランティア的組織が生活課題を解決しようとするモデル 1 と同定できる。ま
た、地域住民の絆作りや地域に住む誇りといった精神面での効用を高める CB であり、社会・生
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活的な効果（小川 2013）を目指した生活維持的経済事業（小田切 2009）といえる。
郷づくりの会は、借入金の返済など CB の事業継続に必要な利益を「長田の菜種油」販売で確
保しなければならない。つまり、モデル 1 の事業形態が発揮する地域活性化の効果を保ちつ
つ、ボランティア型組織が地域に存在する資源（ナタネ）を新たな財・サービス（ナタネ油）に
加工して広域的に提供するモデル 3 の事業形態に変容する必要が生じた。
これらを整理すると、モデル 3 の事業形態でありながら、生活維持的経済事業と生活改善的
経済事業（小田切 2009）を併せて行い、社会・生活的な効果と経済的な効果（小川 2013）を双
方発揮しているといえる。
（2）地域貢献と利益確保のすり合わせ
郷づくりの会にとって、交通量の多い長田地区内の遊休農地の存在を地域外の人々に見られる
ことが精神的・社会的な苦痛であった。その苦痛を解消し地域貢献を実現するため第 2 章で示
したモデル 1 の事業形態で CB を開始したが、利益を確保する必要が生じたためモデル 3 の事
業形態に変容した。変容を可能にしたのは、「長田の菜種油」として製品を地域に持ち帰り独自
ブランドとして販売することでナタネを原料として出荷するよりも大きな利益獲得が可能となる
条例（表 3－1）の制定であった。加えて、商品に「長田」という地名を冠することで、伊賀市
で最初にナタネ栽培にとりくんだ誇りの維持、住民の一体感の醸成、子供たちに地産地消の大切
さを学ばせ郷土愛を育ませたいという思いがあったからである。

第4章
第1節

菜の花プロジェクトの継続

―地域内垂直統合―

はじめに

第 3 章で取り扱った事例（伊賀市菜の花プロジェクト）では実践的課題が残された。課題は菜
種油販売事業の継続と黒字化である。本章は、事例を追跡調査し事業継続と黒字化要因を分析す
る 7。

第2節

伊賀市菜の花プロジェクトの実践的課題

国内で活動する菜の花プロジェクトの事業主体は NPO 法人など非営利組織が多く、全国的組
織である菜の花プロジェクトネットワークには約 130 主体が加入している 8。活動の主要な収入
源はナタネ油の販売であるが、国産ナタネ油は量販店で販売される外国産原料のナタネ油

9 と比

7

本章は小林（2019）での成果を基礎にしつつ、異なる視点で分析をおこなった。
菜の花プロジェクトネットワークは同ネットワークのウェブサイトを参照されたい。
http://www.nanohana.gr.jp/
9 国産ナタネ油は圧搾法で物理的に搾油するが、日本で販売される外国産原料のナタネ油のほとんどは化学的
に抽出する。
8
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較して販売価格が割高で消費者の購買につながりにくい

10 。

第 3 章は、搾油施設の設置と運営に国の交付金を充てていた時期を対象にしている。2011 年国
の支援終了後、伊賀市は搾油施設（名称「菜の舎」）運営を第 3 セクターである一般社団法人大山
田農林業公社（以下「公社」）に指定管理契約で業務委託した。契約内容は、伊賀市の行政支援を
年々逓減させ公社による黒字経営を目指すものであった。公社は大山田村（市町村合併で現伊賀
市）が伊賀北部農業協同組合（現伊賀ふるさと農業協同組合）と村民有志の協力を得て 1995 年
に設立した。設立目的は村内の農地が高齢化などで耕作放棄されるのを未然に防ぐことである。
2018 年現在、所有者から約 170ha の貸付申し込みを受け、比較的好条件の農地約 110ha は地域
の担い手農家に貸し付けている。条件不利な農地約 60ha は、公社の関連会社である（有）大山
田ファーム（以下「ファーム」）が耕作している。伊賀市菜の花プロジェクトでは、公社とファー
ムに新たな役割が加わったのである。
菜種油の年間販売額は 2014 年までは 800 万円前後で推移していたが、2015 年以降は約 1,100
万円に増加している。菜の舎単独の決算状況は、販売額が増加して以降黒字であり公社の運営に
寄与している。

第3節

販売戦略の変化

伊賀市が当初描いた販売戦略は、高級品イメージの定着であった。最も高い評価を得たのは生
搾りのバージンオイルであり、ビンやラベルデザインは女性受けするようこだわった。一方で、
「よい商品だが価格が高い」、「ガラスビンを使い終わる毎に捨てるのがもったいない」といった
女性消費者の声や「かご盛に使いたいが容器が割れると困る」といった農協や取引先の声が聞こ
えてきた。菜の舎を黒字運営する必要のある公社は「高級感を保ちながら比較的廉価なバージン
オイルを割れない容器に入れた新商品」を開発することにした。割れない容器は角型ペットボト
ルを採用し従来のガラス瓶より資材費を軽減した。原料は新商品用のランクを設けて管理するこ
とにした。従来商品の高級イメージを損なわないため商品名を「やさしい油」とし、ラベルデザ
インも新たに考案した。販売価格は 500g で 650 円とした。
新商品の販売戦略では対面販売を重視した。公社はこだわりの食材を扱う直売所や百貨店でほ
ぼ毎週末に試食販売を実施している。これらの店舗では多少高価でも良質な食材を購入したい消
費者が多い。試食はやさしい油をスプーンで一口飲んでもらうことを基本にしている。イベント
や催事への出店も積極的である。大きなイベントでは、１日の売上げが 30 万円を超える日もあ
り、主要な事業として拡大する方針である。

10

例えば、事業主体の収支を分析した（古川、2010）、（古川、2011）、ナタネ栽培に対する公的支援の影響を
分析した（小野・野中、2011）を参照されたい。
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第4節

事業を継続させる仕組み

（1）販売戦略を支える仕組み
第 3 節で述べた販売戦略は、指定管理契約で公社の経営自由度と責任が高まったこと、公社
の本来業務を行政と農協が支えていることで可能になったと考える。指定管理契約は、施設の管
理は細かく規定されるが業務内容の自由度は高い。契約変更により自由度の高まった公社は、高
級商品イメージを定着させたい「プロダクトアウト」の戦略を残しつつ、良質な商品を適正価格
で提供する「マーケットイン」に舵を切ったのである。
菜の舎の運営は 3 名の専従スタッフが担い、公社の本来業務は事務局長をはじめとする事務
スタッフが担っている。事務スタッフは菜の舎を含めた公社全体の経理や理事会などの組織運営
を担当する。この体制は、伊賀市と JA いがふるさとが公社の本来業務を支えることで可能とな
っている。
（2）菜の花プロジェクトを支える取組み
栽培面では、伊賀市がナタネ栽培のインセンティブを高め経営が成り立ちやすくするため、種
子を無償配布するとともにナタネを産地交付金の交付対象作物にしている（いわゆる転作補助金
で 1kg あたり 50 円上乗せ）。収穫・搾油面では、地域が公社を支えている。汎用コンバインを
所有する営農組織は、収穫繁忙期に他の集落の収穫作業を請け負っている。販売面で最も公社を
支えるのは、JA 伊賀ふるさとである。主力商品となった「やさしい油」を中心に伊賀産ナタネ
油をかご盛や贈答用に採用して年間通じて仕入れる大口取引先となり、農協の経済事業に菜種油
販売を取り込んでいる。
（3）事業継続の要因（主体間相互配慮による垂直統合）
公社の本来業務は耕作放棄地の発生を未然に防ぐ公益的事業であるため地域貢献と利益確保を
すり合わせる必要がない。菜の舎の運営は、公社にとって有利な条件を設定すると農家や販売事
業者と利益が相反するため地域貢献と利益確保をすり合わせる必要がある。
プロジェクトでは、ナタネ買取価格は公社が農家に配慮し多少割高に設定している。収穫・搾
油作業では農家が公社に配慮している。それら作業は労働集約的であり公社のスケジュールを尊
重する必要性を農家が理解しているからである。菜種油販売面では仕入れ事業者が公社に配慮し
て、仕入れ価格と店頭価格の差額を薄めに設定している。利益の最大化よりも特産品の存続を優
先するからである。
伊賀市菜の花プロジェクトの継続要因は、関係各主体が相互に配慮しながら「地域全体」でナ
タネ栽培と菜種油の製造・販売を垂直に統合していることといえる。

第５章

限界集落における CB の創出と地域活性化の実現
―三重県伊賀市上高尾地区の取り組みを事例として―
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第1節

本章の課題

限界集落は「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査

11 」によると全国で

10,091

集落に及び社会問題化している。こうした集落が最終的に限界を超え消滅することを防ぐには、
人が住み続けること、住み続ける環境を整えていくことが必要である。本章は限界集落を対象に
して、伊賀市が実施した地域活性化モデル事業と、その結果創出された CB の地域活性化効果を
考察し、限界集落の住民がどのように地域貢献と利益確保をすり合わせたのかを明らかにする。

第２節

分析対象と方法

（1）分析対象
分析対象は、三重県伊賀市上高尾地区である。伊賀市の南端部にあり、他地域との交流機会は
大変少なく住民同士のコミュニケーションも以前より減少している。4 集落からなる同地区の人
口は 2013 年現在 165 人、うち 89 人が 65 歳以上で高齢化率 53.9％（2011 年）で、いわゆる共
同体の機能維持が限界に達しているとされる「限界集落」である。
（2）分析方法
分析方法は 3 段階からなる。まず、①モデル事業担当職員であった筆者が農村地域活性化を
実現するために考えた施策を主観的仮説と見立て、主観的仮説に基づいて実施した行政施策（客
観的事実）を提示する。次いで②行政施策に呼応した上高尾住民の行動プロセスを把握する。③
地域活性化の効果および地域貢献と利益確保のすり合わせを第 2 章の考察結果を用いて明らか
にする。

事例と分析
（1）伊賀市における行政施策の概要
上高尾をモデル地区に選定するとともに区長に事業実施の承諾を得た。次いで、住民の意向を
調査し、都市農村交流イベントを提案するとともに開催を支援した。交流活動の経費捻出の相談
を受け、藁灰コンニャク作りを提案し製造技術の取得を支援した。
（2）上高尾住民の行動プロセス
2009 年試行的に実施した都市農村交流イベントを契機として、農村側の参加者に「交流活動を
継続しよう」という気概が生まれ、翌年住民有志が「ふるさとづくり上高尾の会」
（以下「上高尾
の会」）を設立した。以降年 4 回の定期交流会が継続されている（2020 年現在）。2011 年には定
期交流で親しくなった都市住民が宿泊できるよう古民家を改修した。同時期に活動継続の経費捻
出が課題となり、大阪市での農産物出張販売を始めるとともに、2013 年には藁灰コンニャク加工
国土交通省ウェブサイト（2020 年 1 月閲覧）
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk3_000010.html
11
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場を設置して販売を始めた。2016 年には、旧中学校分校を改修しレンタルスペース「ハナレ」を
オープンした。同年、ハナレを活用して農家レストランを開業し、翌年には上高尾の会女性メン
バーが、地区内の高齢者を対象に健康教室（にこにこルーム）の定期開催を始めている。

第4節

結果と考察

（1）交流事業から得られた地域活性化への効果
上高尾の会は、地域のコミュニケーションの質と量を向上させたいという生活面の課題を有
し、住民有志が無報酬で活動するボランティア的な組織であった。よって、上高尾の会は活動開
始時点では CB の創出には至っていなものの、組織の性格は第 2 章表 2－1 類型別事業形態から
ボランティア的組織が生活課題を解決しようとするモデル 1 的な事業形態であったといえる。
また、上高尾の会の都市農村交流は、地域の魅力を都市住民から評価され地域に住む誇りを保つ
といった精神面での効用を高める活動であり、地域活性化への効果という視点では、社会・生活
的な効果（小川 2013）を目指した生活維持的経済事業（小田切 2009）といえる。
藁灰コンニャクをはじめとする CB の創出は、モデル 1 的事業形態に地域資源（コンニャク
芋）を新たな財・サービス（藁灰コンニャク）として広域的に提供する生産課題解決型モデル 3
の事業形態を付加した。さらに、「ハナレ」や農家レストランの開業で私企業型組織に変容し、
生産課題を解決するモデル 4 へ発展する潜在力を獲得した。
これらを整理すると、モデル 1 的な生活維持的経済事業（小田切 2009）を行うことで社会・
生活的な効果（小川 2013）を発揮したととともに、生活改善的経済事業（小田切 2009）を併せ
て行い、経済的な効果（小川 2013）を今以上に発揮できる潜在力を獲得したといえる。
（2）地域貢献と利益確保のすり合わせ
藁灰コンニャクは上高尾の看板商品として認知され、農家レストランは盛況である。交流活動
を盛んに行うほど参加者が知人に紹介するなど売り上げが増える。つまり、モデル 1 の事業形態
による生活課題とモデル 3 の事業形態による生産課題を同時に解決し両立させることで 、地域貢
献と利益確保をすり合わせている。
藁灰コンニャクや農家レストランはパートを雇用するなどでモデル 3 からモデル 4 に事業形態
を変容させることが可能だが、女性メンバーはそれを望まず「にこにこルーム」など地域の生活
課題解決にとりくんでいる。外面的にはモデル 3 であるものの、女性会員にとっては今まで出来
なかった自己実現や地域貢献の場として機能しており、内部的な事業性格は生活の質を向上させ
ようとするモデル 1 の事業であるからだと考える。すなわち、外面的な事業形態と内部的な事業
性格を並存させることで、本来異質な地域貢献と利益確保のすり合わせを可能にしている。

第6章

交流継続が農村にもたらす変化

－柔軟な行動力－
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第1節

はじめに

第 5 章で取り扱った事例（伊賀市上高尾地区における交流活動）では、都市住民（以下「都市
側」）と農村住民（以下「農村側」）の交流活動を契機に CB が創出された。都市農村交流による
農村側の好ましい変化も確認できた。本章は、事例を追跡調査し変化を時系列に整理しつつ要因
を分析する。

第2節

交流活動の発展と内容の変化

2009 年の試行的イベントを契機として始まった交流活動は新たな参加者が現れ発展的に継続
している。2017 年に同地区を訪れた交流参加者は、都市側が延 1,155 人、農村側が延 521 人で
ある。継続の過程で交流内容は変化している（表 6－1）。
表 6－1 から、疲労した農村側を都市側がサポートすることで交流基盤が整ったこと、双方有
志の小グループが個別活動を行うことで活動が多様化し、新たな交流参加者を呼び込んだことが
読み取れる。注目すべきは 2018 年ツリーハウス建設である。農村側は学生の求める建設用地・
伐採林・用具などを提供・貸与したものの作業の手伝いはしていない。「黙って見守る」「好きに
させる」良い意味でドライかつ成熟した対応が見て取れる。2018 年には 8 年間継続した定期交
流メニューを縮小している。農村側がさらに高齢化したこと、都市側の子どもたちが中学生・高
校生になりいわゆる「どろんこ体験」希望者がいなくなったことが原因である。固定されたメン
バーでの交流活動は、経年による衰微的変化があることもわかる。

表 6－1

交流内容の主要な変化

年

交流内容

2011

農村側のもてなし疲れが顕在化。

2012

合同会議を開催。経費・労力を双方で分担することを合意。

2013

都市側が「上高尾サポートの会」を組織化。農村側の支援を始める。

2015

有志が生産活動（ニホンミツバチの採蜜）を始める。

2016

有志が大人の部活動を始める。草木染・鹿の角細工・菜種油製造、焚火、木炭づくりなど

2017

学生サークルがツリーハウスを建設。

2018

8 年間継続した定期交流メニューの一部（米作り）を縮小。
資料：筆者作成

第3節

交流が農村にもたらす変化―楽しもうとする活動－

上高尾の会は交流会を重ねるうちに新たな活動を始めた（表 6－2）。ただし、順調に始まった
わけではない。定期交流会を重ねるうちにメンバーの多くは「もてなし疲れ」を吐露するように
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なり、事務局長 T 氏は学習会を企画した。講師の三重大学名誉教授は「都市農村交流の目的は自
分自身が楽しむこと」と平易に説いた。学習会を契機に、毎月開催される定例会は「楽しむため
にどうするか」を考える場に変化していった。同年には、女性メンバーを男性メンバーが慰労す
る会が企画された。高齢者が多い農村家庭では主として女性が台所仕事を担うが、逆転が「楽し
い」との発想である。表 6－2 から、自分たちが楽しむための経費捻出が必要なり CB を創出した
こと、CB が一定の成果をあげたことでより大胆で多彩な行動を可能にしたことが読み取れる。
2016 年のレンタルスペース「ハナレ」整備は、楽しみ方を多様にしている。農家レストランで
は女性メンバーが材料調達・献立・調理・配膳など主要業務を担い、男性メンバーは生ごみ処理・
駐車場整理などを担うことで女性を支えている。ニコニコルームは女性メンバーによる自分たち
よりも高齢者を対象にした有料の健康教室で、体操や手芸・工芸などを行っている。農家レスト
ランは異性間、ニコニコルームは世代間の相互扶助で成立している。ワンデーレストランは、有
料で料理を提供したい都市側がハナレで開催する。
「カレー対決」などテーマを決めて都市側と農
村側が競う場合もある。開催される毎に上高尾の住民は趣向を凝らした食事を楽しめる。
これら独自の活動は交流活動が農村にもたらした変化であり、楽しもうとする活動が生活の質
を向上させる効果を発揮している。変化の要因は、交流活動の継続で外部者に対する閉鎖性・開
放性が逓減・逓増し、多様な楽しみ方を追求する「柔軟な行動力」を身につけたことと考える。

表 6－2
年

上高尾の会独自の活動

活動

概要

2010

定例会の開始

毎月 1 回開催。懇親会も兼ねる。

2011

男性が女性をもてなす会

男性が食事準備、女性を慰労する。

2013

藁灰コンニャク加工場設置

商品名藁コンちゃん。販売開始。小規模なプレハブ。

2016

宿泊施設設置（二瀬屋）

数十名が宿泊できるよう古民家を改修（２度目）。

2016

レンタルスペースオープン

旧中学校分校を改修。名称「ハナレ」。

2016

農家レストラン開業

ハナレで毎月 1 回営業。

2017

ニコニコルーム開始

ハナレで女性メンバーが健康教室開催。

2018

ワンデーレストラン

ハナレで都市側が不定期営業。
資料：筆者作成

終章

おわりに

本稿は、小林（2017）で取り扱った事例を追跡調査した（第 4 章、第 6 章）。小林（2017）は
CB の創出から一定の成果を収めるまでのプロセスを研究対象としたが、事例における地域活性
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化活動は研究対象期間以降も継続しており、事例の「その後」を追跡することは研究のみならず
地域での実践に資すると考えるからである。
第 4 章は、伊賀市菜の花プロジェクトを追跡し、特産品づくりを継続するには原料生産から加
工・販売（川上から川下まで）に関わる関係各主体が互いに配慮し「地域内垂直統合」する必要
性が確認できた。
第 6 章は、限界集落（伊賀市上高尾地区）における都市農村交流活動を追跡し、交流継続が高
齢化の進行する農村住民の視野を広げ「柔軟な行動力」を身につけることに役立つことが確認で
きた。
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【Abstract】
“Community businesses” (CBs) work to resolve community issues through financially compensated
economic activities. Interest in CBs has grown as it has become apparent that, due to national and local
government budgeting constraints, publicly funded efforts alone are insufficient to resolve the many issues
communities face. This study examined the impact the creation and development of CBs in rural areas has
had in revitalizing communities. This included an examination of how these businesses have reconciled the
need to contribute to communities with the need to be profitable. Results revealed how CBs were developed,
the impact they had on the revitalization of local communities, and how both local government-sponsored
CBs and CBs in depopulated areas were effective in their efforts.
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【 論

説 】

転換期の旅館経営

Climacteric Ryokan Business
石崎 祥之 ∗
Yoshiyuki Ishizaki
【要

旨】

近年インバウンド客が急増し、宿泊施設の不足が叫ばれる中で、日本の伝統的な宿泊施設であり、観光資源
ともなるべき旅館の経営不振が日本の各地でみられる。その経営不振の要因は、近年の情報化への対応が遅れ
たことに求められることが多いが、実はインターネットが普及する以前から旅館の経営不振の芽は生まれてい
た。それは、団体客から個人客へのシフトに伴って生じており、さらにその構造変化がそののちの情報化の進
展と相まって形成されたものであることを明らかにしている。

キーワード：団体旅行、個人旅行、家業としての旅館、泊食分離、旅館再生ビジネス

はじめに
旅館の衰退が止まらない。昨今のインバウンドブームによって、外国人観光客が急増し、宿泊
施設の不足が叫ばれる中にあって、ホテルの軒数は場所によっては供給過剰が心配されるまでに
急増しているのに対し、旅館の軒数は減少を続けている。1980 年に 83000 軒で最高を記録した
旅館数は、2018 年には半数以下の 38000 軒余りにまで半減してしまった 1。
このような旅館の衰退傾向の要因として一般的に指摘されているのは、インターネットを基軸
とした情報化が進展する中で、旅館がホテルに比較してその対応に遅れたことである。
確かに情報化への対応は旅館業界のみならず、かつては団体客の獲得に二人三脚で取り組み、
一時期は大きな成果を挙げてきた旅行会社にとってもその存在意義が問われるまでに大きな影響
を及ぼしている。のみならず、情報化は観光産業全体の行く末を決定づける要因であり続けるこ
とに疑問の余地はないであろう。
しかし、旅館経営の歴史を振り返った場合、情報化の進展以前にそれまでの旅館経営を変革せ
ざるを得ないような第一の大きな潮流の変化があり、これに情報化という第二の波が加わってい
るというのが旅館経営の現状を捉える上で必要ではないかと思われる。
本稿では、これら変化を紹介した上で、この変化への対応に成功した旅館はたとえ小規模であ
っても経営改善を実現していること、そして、その上に立って情報化に前向きに取り組むことが
旅館の生き残りをかける上で非常に重要であることを明らかにしてゆきたい。
さて、この課題に対して、一つの手がかりになるのが、ちょうど世紀が変わるタイミングで旅
館業界からの「反省と提言」の形でまとめられた『２１世紀の旅館経営の課題

－10 年後を生き

残るためにー』である。
∗
1

立命館大学経営学部教授 Professor, Faculty of Business Administration, Ritsumeikan University
運輸省編『運輸白書』各年版による。
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この報告書は旅館経営者の集まりである「21 世紀の旅館ホテルを考える研究会」が 2002 年 5
月にまとめたものである。その中で、まずこの当時多くの旅館が直面していた経営上の課題とそ
の背景、さらにはそこから進むべき方向性を以下のようにまとめている 2。
本稿では、この内容を詳細に検討することを通じて、第一の転換点としてのバブル経済崩壊以
降の団体旅行から個人旅行へのシフトとその対応、第二の転換点としての情報化の進展による影
響とその対応という二つの側面を中心として検討し、困難に直面する旅館経営の進むべき道を探
ってゆくことにしたい。

第1章
第１節

団体から個人への移行期における旅館経営の課題
歴史的に見た旅館経営の課題

まずこのレポートでは、
「旅館はこのままでは半分しか生き残れない？」という危機意識を鮮明
に打ち出すと共にその理由として①「複合不況」ともいわれた（当時の）デフレ不況の深刻化②
社会構造の変化③観光地・旅館と消費者ニーズのミスマッチの三点を挙げている 3。
第二の社会構造の変化とは、それまでの旅館経営を支えてきた団体旅行や法人旅行が不況の影
響によって激減する一方で、個人旅行へのシフトが進んだが、従来型の効率の良い「職場旅行」
を中心とした法人団体旅行への依存体質が旅館業界と旅行業界のいずれにあっても抜けきらず、
体質改善が遅れたことを指摘している。
第三にこの第二の要因と関連して、団体客への対応という効率優先の施策を取ったことが、多
様できめ細かい対応を求められる個人客への対応と相いれなかったことをあげている。
そして、「反省点」としてより具体的に次のような８項目にも及ぶ問題点を挙げている。
① 団体・法人客偏重によるサービス・システムの画一化
内容的には、例えば料理が「品数競争」に陥り、多種多様な食事の魅力を提供できなかった。
また、旅行会社も料理の価値を「品数」だけで判断しがちだった。
② 同一市場志向による競争の激化
団体宴会時代には団体旅行獲得にしのぎを削り、バブル時代には高級懐石旅館を志向するな
ど同一マーケットを志向しすぎたこと。
③ 総合点主義による個性の喪失
旅行会社の評価として、料理が良くても部屋が悪ければ B ランクとなるようなシステムがあ
り、結果として旅館の特徴が発揮できなかったこと。
21 世紀の旅館ホテルを考える研究会『21 世紀 旅館経営の課題 －10 年後を生き残るためにー』財団法人
日本交通公社、2002 年 5 月、８～10 ページ。
3 「複合不況」とは経営学者の宮崎義一氏によって命名された当時の深刻な不況を指すが、その内容はいわゆる
「バブル経済」が 1991 年に崩壊し、そこから長い不況が続いたことに加え、金融に対する国際的規制が強化さ
れたことによる金融不況が加わることによって生じた深刻な不況状態を指している。
2
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④ 旅行会社への依存体質
顧客の声を直接聞かず、旅行会社の満足度のみを追求した結果、顧客獲得が旅行会社任せと
なったこと。
⑤ 旅館業界は「特殊」だとする甘え
「旅館は情緒商品」だと、定義したために価格体系をあいまいにし、商品と価格についての
消費者からの不信感を招いたこと。
⑥ 室料と食事代が一体であるための部門別管理の弱さ
宿泊と食事という別々の商品の価格と原価を区分しなかったために損益管理があいまいにな
ったこと。
⑦ 調理場の計数管理・労務管理の遅れ（勘と経験に頼った仕事であったため、コストダウンへ
の努力を怠った）
料理に関して調理場任せとなっていたため、品数の増大がコストアップに直結したことや同
時期に外食産業などで展開された技術革新や合理化の展開に遅れをとったこと。
⑧ 旅館は「家業」であったため、事業損益を客観的に評価して投資判断をする必要がなかった。
したがって、事業そのものの収益性よりも土地の担保力や、業界での横並びの対抗意識で投
資判断をしていた
というものである 4。
それらの反省に立って、今後の方向性として次の 3 点を挙げている。それが
① 個人客への対応
② 滞在客、インバウンド、リピーターの確保
③ 分散化による需要の平準化
である。

第2節

個人客対応へのシフト

（１）団体旅行のはじまりとその発展
団体旅行の始まりをどこに求めるかは諸説あるが、例えば玉村（1971）は、修学旅行をその第
一の要因として挙げている。第二次大戦後、10 年もたたない 1953 年にはすでに中学校の修学旅
行の実施率が 86.8 パーセント、高等学校が 65，7 パーセントにも達し、団体旅行としての修学
旅行の重要性を指摘している

5 。さらに「旅行のススメ」では、そのルーツはさらに古く戦前か

ら修学旅行が定着していたことを指摘している 6。

4
5
6

21 世紀の旅館再生の旅館ホテルを考える研究会、前掲書、10 ページ。
玉村和彦『レジャー産業成長の構造』文眞堂、1982 年、44 ページ。
白幡洋三郎『旅行のススメ』中公新書、1996 年、46 ページ。
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この修学旅行に加えて、戦後、特に高度経済成長期に著しい伸びを示したのが「慰安旅行」や
「社員旅行」とも呼ばれていた職場単位での団体旅行であった。週休二日制の実施以前において
は、社員に対する福利厚生の一環としての社員旅行への要望は高く、土曜日の午後に出発し、夕
方には目的地の旅館に到着し、宴会を行い翌日帰着するという一泊二日の旅行は多くの企業によ
って実施されることとなった。
その普及ぶりについて、玉村はその足となる貸し切りバスの台数の激増を根拠に説明している。
1953 年には全国で 2316 台だった貸し切りバスがその 10 年後の 1963 年には 13190 台へと急増
している事実を指摘している 7。また、旅館数でみても 1950 年の 39013 軒が、1960 年には 62194
軒へとほぼ倍増し、1970 年には 77438 軒に達しており、その急成長ぶりが裏付けられている。
しかも、この団体旅行の増加は、旅館の増改築工事（＝デラックス化）に直結しており、これ
によって旅館の機能分化と耐火性能の向上が同時に実現したとしているのである。
機能分化に関しては、まず客室がそれまで四畳半程度の小部屋でしかも襖で仕切られるというプ
ライバシーや安全性からみても問題のあるものであった。
これが、団体客を効率よく、しかも公平さばくために一部屋当たりの定員を４～5 名として、
これにふさわしい８～10 畳の部屋へと大型化し、各部屋にバス・トイレを設けることにより、快
適性が確保されるとともに、まだ家庭風呂が普及しておらず、トイレも汲み取り式が多かった当
時としては「非日常性」を顧客に提供する効果も期待された。また、団体客の宴会需要にこたえ
るために大型の宴会場が設けられ、さらには宴会後の二次会場なども館内に設けられるようにな
った。団体の受け入れによる大型化が進む以前には、各客室がダイニングであり、寝室であった
ものが、それぞれの機能を分化させることによって旅館のホテル化ともいうべき状況が生まれた
のである。
このような団体向けの大型旅館の建設は全国的な広がりを見せ、これによって旅館の個性が失
われたり、団体客の館内への「囲い込み」により、地域が衰退するという問題をも生じさせる結
果ともなったのである。
このような動きを積極的にリードしたのが、大手を中心とした旅行会社の存在であった。大型
の団体はこれを扱う旅行会社にとっては、極めて営業効率が良いため、その獲得に各社が奔走す
ることとなった。その獲得のために旅館には、さまざまな要求が行われるようになった。その一
つが料理の「品数競争」であり、5 品より 8 品が、8 品より 10 品がより「豪華」だとする価値観
の下、いたずらに品数を競うような風潮が蔓延することとなった。
また、団体旅行のような大量販売にあたっては、商品内容である部屋の大きさや料理などが規
格化されればされるほど、コンピューターによる処理の際にも威力を発揮することになり、この

7

玉村、前掲書、45 ページ。
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面からも「合理化・画一化」が進められることとなった。
しかも大型化した旅館においては、オフシーズンの集客が、大型化に伴う設備投資を回収する
観点からも重要となり、この面ではより旅行会社に依存する体質が形成されることとなった。そ
のため、本来重視すべき顧客からの直接の声ではなく、旅行会社の声が大きく影響するという弊
害をもたらすに至ったのである。

（２）個人客対応へのシフト
このように、バブル末期まではひたすらに団体客重視、大型化を推し進めてきた旅館と旅行会
社であったが、バブル経済の崩壊とともにその様相が一変することとなった。
週休二日制の浸透や長引く不況による経費抑制、さらには私生活重視といった価値観の転換が
進むことによって、旅行形態は団体から個人主体へと大きく変化することとなった。
しかしすでに述べたように、ひたすら団体客を追い求めてきた旅館と旅行会社の双方にとって
その転換は容易なものではなかった。
団体旅行全盛時代に建設された大型旅館にあっては、４～５名収容の部屋に二人客しか入らず、
客室稼働率はともかく、定員稼働率では非常に低い水準にとどまらざるをえない
状況が生じた。これは旅館にとっては経営効率が著しく悪くなったことを意味している。
しかも、宴会中心の短時間滞在、高単価消費の団体客とは異なり、個人客は旅館に対してゆと
りや静けさ、さらに特徴のあるサービスを求める傾向にある。
部屋の広さではなく、快適さがより重視され、料理も品数よりも地産地消などが意識されたそ
の地ならではの食材や調理法が好まれるようになった。
その上、旅費が個人負担となる個人旅行ではいわゆる「コストパフォーマンス」が追及される
ことになり、部屋や食事などの総合点ではなく、支払った料金に見合った食事内容や部屋の快適
さなどに合理的な根拠が求められるようになったのである。
これが、先の「反省点」①～④に示された内容であり、旅行主体が団体から個人へとシフトす
る中で、単に人数が減っただけではなく、求められるサービスの内容が根本的に変化したことを
押さえておく必要がある。
つまり、実は旅館経営においては情報化に影響が表れる以前から以上のような問題が存在し、
解決を求められていたことが明らかになった。そして、これらの問題にこの時期から真剣に取り
組んだ旅館にあっては、たとえ小規模であっても一定の経営改善がみられるのである。その実例
の一つとして、群馬県のある小規模温泉旅館を見てゆくこととしたい。

第３節

個人客への対応とコスト管理に成功した小規模旅館

この旅館は 300 年以上の歴史を誇る老舗旅館であるが、現経営者の先代にあたる福田勲一氏が
58

Morisita Memorial & Research Foundation
Journal of Morisita Memorial Research No.5

一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
森下財団紀要 第５号

特に一人客重視という方針でユニークな経営を平成 8 年ごろから展開し始めた。それに先立つ平
成 6 年よりこの旅館は改装を行ったが、その目的は個人客の重視と、
「泊食分離」システムの導入
によって合理的な経営を進めることにあった。
そして、その前提には従来の「一泊二食」体制を支える大前提となる良い調理人の確保が困難
であるという課題の解決をも見据えていたのである。その事情について、
「旅館の板前はあちこち
渡り歩く人も多く、いい人を長く確保するのは大変。最悪、食事なしでも借入金が返済できるよ
うに一畳ごとの原価計算をし、部屋の料金を細かく決めました。食事も品数によってランクを付
けて料金を明示」したとしている 8。
この結果、料金体系は泊食分離システムとなった。具体的には部屋料金は二人の場合 5250 円
～8450 円（一人泊の場合はこの 1.5 倍）で、食事料金は夕・朝食で 5250 円（夕食 8 品）、3250
円（夕食５品、１５７５円（夕食 3 品
全体の

ただし 2 泊目からのみ適用）となり、この組み合わせで

料金が決まる合理的な価格となった。さらにこの改装を機にこの旅館では一人客歓迎を

打ち出している。その背景について養子であり、現経営者である福田智氏は次のように述べてい
る。
「朝、チェックアウトのとき、お客さんの反応を見ていて、宿泊客が 30～40 人くらいまでだ
と、
『また来るよ』と言ったり、パンフレットを持ち帰ってくださることが多く、満足度が高いこ
とに気づきました。一人客をとらないと、50～60 人は泊められますが、お風呂なども混むので満
足度が低い。６～７部屋が一人客なら満室になっても満足度が高い人数の範囲なので、一人客を
歓迎するようにしたんです」と述べている 9。
なお同氏は、この旅館経営の経営に携わる前は地方の金融機関の担当者であり、この旅館の経
営内容を熟知していたとしている。実際にこの旅館は先のような泊食分離型の料金体系への移行
に先立ち、平成 6 年に設備投資資金１億円を借り入れながら、平成 17 年には完済していること
からもその堅実な経営ぶりがうかがえる。
このようにたとえ小規模であっても、しっかりした経営理念を持ち、顧客のニーズに基づく適
正な原価管理を行ってきた旅館はバブル経済崩壊の影響を被ることもなく、堅実な経営を継続し
ていることが理解できる。

第４節

差別化のポイントを料理に絞り込むことによる旅館の再建

先の「まるほん旅館」の例は、料理と宿泊をそれぞれの料金体系の中に合理的に位置づけるこ
とにより、中規模旅館ながらも経営を改善することに成功している。しかも、それによって一定
規模の設備投資を行うことによって長期的な経営の改善を見通しているところが優れていると言
8
9

自遊人『自遊人 2007 年 6 月号別冊
同上書、28 ページ。

温泉図鑑

－温泉再生取り組み中』自遊人、2007 年、26 ページ。
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えよう。
しかし、一般的には、高度経済成長期に団体旅行化の波に乗り、積極的な設備投資を行うこと
ができた例はそれほど一般的ではなかった。
現在では環境衛生金融公庫などからの融資が受けられるようになっているが、かつては市中の
金融機関から旅館が融資を受けることは困難であった上に、仮に融資を受けられた場合でもその
返済期間が、減価償却期間よりも短く設定されることが多かったために、資金繰りに苦慮する旅
館は数多く存在していた。そのような中にあって、信用力を持つ企業が後ろ盾となった旅館は資
金調達面で有利な立場にあり、私鉄企業などがレジャー産業の将来に着目し、地方に当時として
は大規模な旅館を建設するケースが多くみられた。次に取り上げる和歌山県田辺市・湯の峰温泉
にある「湯の峰荘」がそれに該当する。
同旅館はもともと南海電鉄経営で、客室数２６、90 名収容であり、個人経営がほとんどのこの
地域にあっては比較的大規模な旅館であり、高度経済成長期の私鉄企業によるレジャー産業への
進出の典型例であった。しかし、高度経済成長の終焉やバブル経済の崩壊により、この旅館は経
営不振に陥り、現経営者である矢野悦史氏に平成 14 年に譲渡されることとなった。経営を引き
継いだ矢野氏は前職が旅行会社勤務であり、旅館を外の目から見ていた視点をこの旅館の再出発
にあたって積極的に取り入れている。
かつては地域を代表する旅館であった」同館も矢野氏が引き継ぐにあたって事前に調査した時
点では、
「第一に料理がまずい。接客も気が利いていない。でも建物は築 40 年だけれど構造はし
っかりしているし、お風呂の雰囲気と温泉は文句ない。改善点に知恵を絞れば問題ないと思いま
した」と回顧している

10 。

これは前述の「反省点」③の「総合点主義による個性の喪失」状態にあり、これをポイントを
絞って改善してゆくことが経営改善への道筋となった。その後、この旅館を 3700 万円で取得し
新たなスタートを切ったが、そのポイントの置き方について同氏は、
「館内清掃には力を入れてい
ますが、建物の古さは否めません。かといって設備投資をするにはお金がかかる。傷んだ部分は、
その都度直していますが、それ以外の設備投資は現状では考えにくい状況です。そこで他の施設
との差別化要素を考えた場合、料理しかないんですね。地域としてもハード、ソフト面からいっ
ても高級旅館を営む環境下にはありませんから

11 」として、料理重視の姿勢を打ち出している。

しかも料理重視の際に従来であれば必須条件とされていた優秀なプロの料理人の買う穂につい
ても、再開業当初はプロの料理人を雇用したものの、
「思うような料理が出てこない。悩んだあげ
く、
『自分たちで作るしかない』と厨房に立つことにしました」と回顧している。つまり素人が料
理を提供することになったわけであるが、
「見栄えは悪かったのですが、良い食材を使っているの
10
11

同上書、50 ページ。
柴田書店『月刊ホテル旅館』柴田書店、

2014 年 2 月号、188 ページ。
60

Morisita Memorial & Research Foundation
Journal of Morisita Memorial Research No.5

一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
森下財団紀要 第５号

で味はよかったですよ。半年間、メニューなどに試行錯誤しましたが、一年で見栄えも取り合わ
せも格段に良くなりました」としている

12 。この変化を支えたのが、食材へのこだわりであり地

元産であり、地域外ではほぼ入手不可能なブランド牛「美熊野牛」や勝浦港のマグロなどの厳選
された食材を使用することで個人客からの高い評価を得ることに成功している。（本人へのイン
タビューによる）
さらに再スタートを切ったのち、この地域を含む熊野古道が世界遺産に登録されたことから外
国人観光客が急増することとなった。しかし、すでに述べたようにこの地域の宿泊施設は個人経
営がほとんどであり、経営者も高齢化が進んでいることから、せっかく外国人観光客が目に見え
て増えていく中で、この層を積極的に取り込もうとはしてこなかった。それは、外国語ができな
いという理由がほとんどであり、実際の受け入れに当たっては、それほどの困難があるわけでは
ないにもかかわらず、「心理的」な「壁」が存在していたのである。
この問題に対して旅行会社時代の経験をもとに、地元観光協会の理事として同氏はその受け入
れに積極的に取り組んできた。そして、その成果は、インバウンドの定着ととも自館への誘客と
なって結実しているのである。

第５節

料理コスト管理の精緻化による旅館の再建

バブル経済の崩壊と共に経営に行き詰まる旅館が増加する中で、その再建にあたっては外から
の視点を取り入れることによって、成功へと導いた例もみられるようになった。その一例を、長
野県に本拠を置く、八十二銀行による取引先旅館の再建例に見ることができる。
対象となった旅館は客室数 76、従業員数 37 名（ほか季節によりパート・アルバイト最大 39
名）、売上高 7.5 億円（平成 14 年度）の中規模旅館であった。その再生に携わることになった銀
行の担当者は、再建にあたってのポイントの一つとして食材原価の問題を取り上げている。そし
て、
「食材原価は板長に任せきりのところが多く、さらに全体として何パーセント以内に抑えない
場合が多い」として上で、
「売上高にもよるが、月間の仕入金額が数千万円にもなることから、改
善の度合いが経営を左右することとなる。改善のポイントは①メニューの見直し、②仕入れ原価
と数量のチェック③在庫管理であり、板長に毎日報告を求め、社長自身がチェックすることが必
要である」としている

13 。

そして、①については「当社は低料金の団体旅行客から高価格の個人客までカバーしているた
め、メニューの種類だけでも数十種類に及び、板場でも全体を把握できていなかった。エージェ
ントからの要請もあるが、メニューを多くすることがサービスであり、それが自慢であると板長
も社長も考えていた。結果的にはメニューが多いことで現場が混乱し作業効率が低下するととも
12
13

自遊人、前掲書、52 ページ。
経済法令研究会『銀行法務２１別冊

旅館・ホテル経営の再生と実務』経済法令研究会、2003 年、75 ページ。
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に、メニュー単位での原価管理ができなくなってしまっていた。具体的には、メニューの数を絞
り込み、メニュー単位での原価管理を徹底させ、仕入れ原価低減につなげた。」としている。そし
て「原価算出表」を作成したことによって「この表を基に宿泊料金のランクに応じて１～２品目
追加したり、食材のグレードを上げることで原価管理を徹底した。さらに、
「お客様アンケートに
基づき、料理のボリューム、洗い場での食べ残し状況のチェックを定期的に行い、分析すること
により、改善が必要な点を次回のメニュー更改時に反映させた」としている

14 。

このように従来の団体旅行を基本とした規格化された旅行会社と旅館との宿泊商品が個人旅行
化の流れの中で、多様化してゆくことに対して対応してゆく難しさがここにも表れていると言え
よう。例えば、旅行会社からの要求に応じて調理場の人数を増やすことなく、夕食の品数を増や
そうとすれば、冷凍食品や半製品を使わざるを得なくなる。これは地産地消が叫ばれ、地元の食
材を使って手の込んだ料理を期待する傾向がより強まっている個人旅行客の満足度を引き下げる
だけでなく、食材原価の上昇や食材在庫管理の複雑化というマネジメント上の問題を引き起こす
という点で旅館経営により深刻な影響を与えるのである。
これまで、見てきたように旅行形態が団体中心から個人旅行中心へと転換することは、単に顧
客の規模が縮小したという問題ではなく、この変化によって、①それまで宿泊商品流通の中核を
担っていた旅行会社がその地位を失ったこと。②団体旅行を前提とした場合には最も効率的であ
り、合理的であった画一的なサービスが限界に達し、個性的なサービスが求められるようになっ
たこと。③一泊二食付きの包括的ではあるがあいまいな価格設定ではなく、泊食分離を前提とし
た合理的で明確な基準をもった価格設定が求められるようになったこと。などの旅館業界の基本
的考えを根底から覆すような動きが生まれ、否応なく業界全体がその対応に追われることとなっ
たのである。その過程において、このような動きをいち早く捉え、対応した旅館が規模の大小に
かかわらず、厳しい転換期を生き抜くことになったのである。
そして、その大きな変化はこの段階にとどまらず、間髪を入れず、次のフェーズに突入するこ
ととなった。それが 21 世紀に入って本格化したインターネットの発展に象徴される情報化の進
展であった。

第２章

情報化の進展に伴う旅館経営の課題

旅館経営における情報化進展の意味
今や日常生活のあらゆる場面で全面的に展開されている情報化の流れの中で、旅館業界を含む
観光産業全体がその影響を被ることとなった。

14

同上書、75 ページ。
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前節で取り上げた団体旅行のオーガナイザーであった旅行会社は旅行形態が個人へと移行した
という事情の変化に加え、情報化がもたらした情報の流通量と質、そしてコストというあらゆる
面で影響を受けることとなった。
従来の旅行会社が旅館に対して優越的地位を保ちえた理由の一つが団体客のあっせんであり、
オフシーズンの集客であったことはすでに述べた。そして、それが可能であったのは、団体旅行
において事前仕入れを行うことによって自らとパートナーである旅館の経営の計画化を進めるこ
とができたからであった。
また、オフシーズンに送客ができたのは、旅行会社が顧客名簿を中心とした顧客情報を独占的
に保有し利用できたという事情があった。さらにその背景には、インターネットを中心とした情
報化が進む前の情報機器の中心は個人にとっては電話であり、その通信コストは現在の水準から
みれば、著しく高いものであった。このため消費者は、旅行にあたって自ら交通機関や宿泊施設
と時間とコストをかけた交渉を行うよりも、市中にある旅行会社のオフィスを訪問し、手配を依
頼する方が効率的であり、合理的であった。
しかも旅行会社はいち早くコンピューターを導入したことによって、スピードの点でもコスト
の点でも顧客よりも有利な立場に立つことができた。これによって、仲介者としての旅行会社は
顧客情報を結果として独占することができ、これが宿泊という旅行素材を提供する宿泊施設にと
っての優位性を確立する源泉となったのである。
この状況を一変させたのがインターネットの登場であった。ネットの登場は、それまでの旅行
会社主導の画一的で硬直的な価格決定システムを合理的で柔軟性のあるものに変化させた。
例えばネット販売はまず、従来の商慣行を大きく変えた。従来であれば旅行会社には通常、宿
泊日の一週間前あたりに「手仕舞日」が設定され、これを過ぎても販売できなかった客室は旅館
に「返品」されるのが当然とされていた。この返品された客室を捌くために、割安な宿泊料金を
設定しようとしても旅行会社との契約上、これが困難であり、結果として旅館側に返された客室
は事実上デッドストックとなり、旅館経営を大きく圧迫していた。
これがネット化によって、事情が大きく変化した。たとえ、旅行会社から間際になって客室が
返品されたとしても、価格を柔軟に設定することによって販売し、収益につなげることが可能と
なった。さらに、従来であれば「規格外の商品」であり販売が困難とされていた、制限付きの客
室、例えば、客室からの展望に難がある部屋、エレベーター横の部屋、階段利用せざるを得ない
部屋などが「訳アリ客室」などの名称で販売されるようになった。
また、食事の面でも基本は同じ食材を使用した供食が基本であったものが、個人旅行化による
ニーズの多様化によって、例えばカニのシーズンであれば、カニを何匹使用するのか、調理方法
は生での提供か蒸すのかなどに始まり、カニの種類は生か、冷凍か、生であれば産地はどこかな
どの情報が提供されている。牛肉の場合は、調理法はすき焼きか、しゃぶしゃぶかステーキかと
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いった選択に加え、素材としての牛肉そのものの等級が A4 なのか A5 なのかによって分けられ
た上に、提供されるグラム数なども細かく分類されている。
これは多くの旅館料理の主役であった刺身についても同様である。かつての団体旅行全盛時代
には、同一品質のものを大量に提供できるという理由によって冷凍のイカ、マグロそして養殖の
タイが「定番」とされてきたものが、
「5 点盛り」や「舟盛り」などのバリエーションが登場した。
客室の設備でみてみると、かつては顧客に敬遠されがちであり、これも「規格外商品」として
扱われることもあった１階客室の付加価値強化のために「客室露天風呂」が考案されブームとな
った。
この客室露天風呂が一般的になるとさらなる差別化が必要となり、浴槽の種類が陶器か木製か、
配置は露天か半露天もしくは室内かなどによって細かく分類されることになった。
それ以外の細かな付帯サービスについても、女性に人気となったエステサロンを併設する旅館
や女性客のみに色浴衣のサービスを行うことも一般化している。
以上のような結果として、現代の旅館にあってはサービスの範囲は著しく多様化しており、主
要な要素を列挙しただけでも客室の種類やアメニティ、料理の内容や質、付帯サービスの有無や
その内容、など多岐にわたっており、これらを組み合わせることで同一旅館内であっても 100 種
類をはるかに上回る様々な宿泊プランが提案され、販売価格にも大きな幅が生じることとなった。
このようなネット化に伴う、情報の質と量の飛躍的向上をどう評価すべきであろうか。
一言でいって、これは旅館側にとっては、諸刃の剣をもたらすこととなったといえよう。まず、
プラスの側面としては提供するサービスの内容を反映した合理的な価格設定を独自の判断で行う
という価格決定権を取り戻せたという点で大きなメリットが生じていると考えられる。その反面、
価格に見合ったサービスの提供がより厳密に求められると同時にその設定の根拠を顧客に提示す
る「説明責任」が生じてきているわけであり、消費者にとって受け入れられる価格とサービスの
バランスが厳しく求められていると言えよう。
またネット化の進展に伴って別の問題も提起されるようになった。様々な商品がネットを通じ
て販売されることが一般化する中で、あまたある競合他社の商品の中から自社製品をいかに差別
化し、さらにそれをうまくアピールするかという「ストーリー展開」の重要性である。
かつては、PR の媒体として有力なのは新聞やテレビなどのマスメディアであり、これに広告
を出稿できる資金力が情報発信力に直結していたといえよう。それが誰もが情報発信ができるネ
ット化時代にあっては、より注目を集めることができる特徴をもった情報発信ができるかが問わ
れるようになってきている。
例えば、近年、旅館再生の分野で大きな成果を挙げている星野リゾートの場合を見てみよう。
大型案件を多く手掛ける同社にあっては、その信用力と資金力を利用して積極的な広報活動を行
うことで成果を挙げていると思われがちである。
64
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しかし、同社が旅館再生のビジネスを始めた当初には、資金背制約が厳しく、アイデアで勝負
をせざるを得ない状況になった。
再生の初期物件であった「青森屋」のケースでは、その規模が大きいために全面的な改装は資
金的に不可能であった。このため、最小の資金で最大の効果をあげる可能性のある部分から順次
投資が行われることとなった。
まず、温泉旅館であることの最大の意義は温泉そのものであり、これを印象付けるために「浮
き湯」が考案された。これは水面にあたかも浴槽が浮いているかのように見える画期的デザイン
であり、この改造により、温泉での差別化に成功することとなった。
次に重要なのは食であるが、マーケティング上重要だと認識されたのが、首都圏からの観光客
であった。これらの顧客に東北色、青森色を強く印象づけるために設計れたのが「かっちゃのだ
いとこ（台所）」と名付けられたダイニング・キッチンであった。料理の素材そのものを地産地消
とすることはすでに他の多くの旅館において取り入れられており、それをさらに一段と強く打ち
出す「何か」が求められていた。
その結果、調理のプロセスを顧客に印象付けるために、あたかも地元の主婦が家庭料理を調理
しているかのような「台所」が設けられ、ここで割烹着を着用した多くの主婦パートが実際に調
理を行うことによって「演出」に成功したのであった

15 。

また、別のより小規模な旅館での実践例として、大分県湯平温泉の山城屋旅館の実例がある。
家族経営で客室数も 6 室しかない同旅館は今やその顧客の大半がインバウンド客によって占めら
れ、平日であっても満室状態を継続している。
かつて国内客に依存していた時代には全く閑散としていたというこの旅館が、これほどまでの
変化を遂げるきっかけはここでも「台所」にあった。
香港での雑誌に取り上げる記事の中で、この旅館を紹介するという企画が持ち上がった際にこ
れといった特徴がなかったと認識してきたオーナーの二宮氏は、苦肉の策として本来客には見せ
ることない台所において家族全員で調理を行っている姿を写真として掲載した。
ところが、これが大評判となり、本当の家族経営の旅館に泊まってそのもてなしを体験してみ
たいというインバウンド客が押し寄せ、さらにその宿泊体験者がその経験を SNS 等を通じて発
信することによってさらなる集客につながるという循環を作り出したのである

16 。

このように情報化がすさまじい勢いで進展する現代にあっては、情報化のスピードとその方向
性を見極めることはあらゆる産業にとって不可欠であり、旅館業界もそのただなかにあることを
この例は示していると言えよう。

15

青森屋の再建に関する記述については、星野リゾートの初代支配人である佐藤大介氏へのインタビューに よ
る。
16 二宮謙児『山奥の小さな旅館が連日外国人で満室になる理由』あさ出版、2017 年、31 ページ。
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おわりに
本稿においては、旅館の経営がますます困難になる中で、どのようにすれば改善に向かうのか
という問題意識の中で、そのカギが歴史に学ぶことと情報化に対応するという二つのポイントに
あることを明らかにしようとしたものである。
特に旅館経営の第一のターニングポイントが団体旅行から個人旅行へとその形態を変えた時期
にあり、これによって旅館業界はもとよりそれと表裏一体の関係にあった旅行会社の経営をも大
きく変化させ、その余波が今も続いていることを示した。
第二のターニングポイントは今も急速に進展しつつある情報化への正しい対応にあることをい
くつかの実例を挙げて併せて示したつもりである。
サービス経済化が進展し、さらにインバウンド客も今後ますます増加すると予想される我が国
の観光にあって、旅館はその中心的なセクターとして発展させてゆく必要がある。しかし、実際
には物理的軒数や存在感が希薄になりつつあることに個人的に大きな危機感を持っている。我が
国観光が、今後も継続して発展してゆくためには、旅館業の健全な発展が不可欠であり、そのた
めにはより経営的な視点を深めてゆく必要があると言えよう。
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【Abstract】
Due to dramatic increase of foreign visitors to Japan, hotel industry is enjoying economic boom. On the
other hand, many Japanese inn (Ryokan) are suffering from economic downturn. Generally speaking, the
advance of information technology is a main reason for this phenomenon, however, the structural change
which the shift from group tour to independent travelers was the first factor for this situation. In addition
to this change, information technology brought further chaotic change for this industry. In this thesis, these
mechanism of structural changes are analyzed.
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【 研究ノート 】

観光地ブランドの定量分析

Quantitative Analysis of Tourism Area Brands
香月 義之 ∗
Yoshiyuki Katsuki
【要

旨】

本稿は、観光地ブランドは同じ属性をもつ観光資源の充実により明確化が可能であると考え、日本全国を対
象として定量的にこれを明らかとし、全国各地域の観光地ブランドがどのような状態であるかを定量的に明ら
かとすることを目的とするものである。分析においては、全国を 207 地域に区分し、各地域の観光資源を分類
し分類した観光資源数を用いて「ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI 指数）」を算出し、全国各地の
観光地ブランドの定量化を行った。そして、算出された HHI 指数を用いてクラスター分析を行った。分析の結
果、次の二点が明らかとなった。一点目は、観光地ブランドの明確化は、当該地域における地域資源の中から
同じ領域の観光資源の充実に特化した場合において、より明確化される。そして二点目は、観光地ブランドの
明確化を目指す場合においては、観光資源は複数の観光資源領域において数量的な充実を必要としない点であ
る。

キーワード：観光地ブランド、定量化、定量分析、ハーフィンダール・ハーシュマン指数

１．はじめに
2006 年の観光立国推進基本法の成立や 2008 年の観光庁設置等に後押しをされ、地域活性化の
手法として改めて観光振興が注目され、過疎化や低迷する地域経済の対策として取り組みが行わ
れてきた。施策の中心は観光客誘致や観光地域づくりある。
観光地域づくりの取り組みとして、着地型観光商品開発、新たな観光施設の整備等、様々な取
り組みが行われている。また、国が広域観光圏整備において求めているように、観光地ブランド
の形成が観光地域づくりにおいて重要である。しかし、現状では観光地ブランドの形成要因が定
量的に明らかではない。その結果、地域によっては明確な観光地ブランドの形成につながってい
ないのが現状である。
本稿は、観光地ブランドは同じ属性をもつ観光資源の充実により明確化が可能であると考え、
日本全国を対象として定量的にこれを明らかとし、全国各地域の観光地ブランドがどのような状
態であるかを定量的に明らかとすることを目的とするものである。
最初に第 2 章では、本稿における観光と観光資源の定義をおこなう。第 3 章では、観光地域づ
くりの現状と課題について述べ、その取り組みが観光客の誘致に結びついていない原因を推測す
る。そして、観光地のブランドとその定量化に関する先行研究を踏まえて、日本全国を対象とし
た観光地ブランドの定量的な先行研究が存在しないことに点について触れ、本稿の意義を明らか
にする。第 4 章では、観光地ブランドの定量化の試みをハーフィンダール・ハーシュマン指数

同志社大学大学院総合政策科学研究科 技術・革新的経営専攻一貫制博士課程 Doshisha University
Graduate School of Policy and Management Technology and Innovative Management Doctoral student
∗
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（HHI）を用いて行い、地域特性の明確化すなわち同じ分類の観光資源の充実が観光地ブランド
の明確化に結びつくことを明らかとする。また、導出された HHI 指数を用いてクラスター分析
を行い、国内の各地域が観光地ブランド形成において、どのように分類され、国内の各地域の観
光地ブランド形成がどのような状態にあるのかを明らかにする。そして、分析によって得られた
結果に基づき、魅力ある観光地域づくりの方向性について触れてみたい。

２．観光と観光資源
２.１. 観光の定義
観光という言葉の語源は、中国の書物『易経』の六四爻辞の「観国之光、利用賓于王」
（国の光
を観るは王に賓たるに利し）との一節によるといわれ、「国の光を観ること」という意味になる。
今日では観光は人々が風物や名所の訪問を目的とし、気晴らしや保養のために定住的場所を一時
的に離れて行う自由時間における消費活動であるといえる（大橋

2010：１）。また観光は、歴史・

自然・景観・施設・食など可視的なものから、雰囲気・人情といった感覚的なものまで広範に含
まれ、いずれも共通するのは「そこに行かなければ味わえない」という非転移性や有機的連鎖性
といった特長を有する（深見

2009：46）。

本稿では、居住地を離れ異なる地域を訪れ、訪問先の固有の光を見る、自分の生活圏と異なる
地域の誇るもの、異文化と接点を持つということを観光と定義する。

２.２. 観光資源の定義
溝尾（2009）は、資源とは資産の源の意味で、人間が社会生活を向上させる源泉として働きか
けの対象となる自然や労働力であり、資源の中で旅行者にとって価値があるものが観光資源であ
ると述べている（溝尾 2009：46）。また、井口（2005）は、人々が住み続けてきた地にはその営
みの証としての固有の光は必ず存在し、この固有の光が地域の資源であり、ブラッシュアップす
ることによって観光資源となる可能性があると述べている（井口 2005：3）。すなわち、地域の
人々の営み、逸話、伝承、民話等である。
観光資源の分類に関しては、足羽 (1997)は自然的資源、文化的(人文的)資源、社会的資源、産
業的資源の四つに分類し、香川（2007）は日常生活に存在する無形資源について述べている。ま
た観光資源は自然資源と人文資源の両面性を備えている。例えば、鮎は自然資源だが、鮎をとる
漁業体験は人文資源である。このように地域において資源の体験プログラムなどの観光資源化が
すすめられており、現状に合わせて観光資源の分類の定義が追認されている（森重 2011)。
本稿では、先行研究を踏まえて観光資源を自然資源、歴史資源と近年作られた現代資源に分類
し、表１にその定義を示す。
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表１

本稿における観光資源の定義

1.山岳 2.高原 3.原野 4.湿原 5.湖沼 6.峡谷 7.滝 8.河川 9.海岸 10.岬 11.島
嶼
自然資源
12.岩石・洞窟 13.動物・植物 14.自然現象 15.動物園・植物園 16.水族館
17.自然体験型プログラム.
1.史跡 2.寺社、城跡・城郭 3.歴史的庭園 4.伝統行事 5.碑・像 6.建造物
歴史資源
7.歴史系博物館 8.田園風景 9.郷土景観 9.人物 10.逸話、伝承、民話
11.語り部、ボランティアガイド 12.歴史体験型プログラム.
1.建造物 2.博物館・美術館 3.都市景観 4.近年の人物
現代資源
5.現代産業体験型プログラム 6.公園 7.各種イベント
溝尾（2009：44-6）の観光資源分類および森重（森重 2011：113-24)の述べる体験型プログラムに無形の資
源を歴史資源と現代資源に加えた。

３．観光地ブランドと観光地域づくり
本章では、第 2 章の観光資源の定義を踏まえて観光地域づくりの現状と課題について述べ、そ
の取り組みが観光客の誘致に結びついていない原因を推測する。そして、観光地のブランドとそ
の定量化に関する先行研究を踏まえて、日本全国を対象とした観光地ブランドの定量的な先行研
究が存在しないことに点について触れ、本稿の意義を明らかにする

３.１. 観光地ブランド
観光地ブランドとは競争上のアイデンティティであり、風景・人・文化・歴史等を内在したも
のであり、他の観光地との差別化を明確におこない観光地の中心的・本質的部分を表し観光地の
特性を恒久的に示すものである（竹林

2013：125） 1。そして観光地の特性を示すことから、消

費者の訪問先選定と来訪に影響を与える。Konecnik and Gartner（2009）は、観光地ブランドが
購買動機の最大要因となると述べている（Konecnik and Gartner 2009：400-21）。
本稿における観光地ブランドは、永瀬（2013）が述べる地域全体の統合ブランドの観点（永瀬
2013：157）に立ち、当該地域が消費者の間でどのように位置づけられるかを地域で共有する視点
（Baker2012：87-90）を持って、他の観光地との差別化をおこない観光地の中心的・本質的部分
を表し、観光地としての特性を恒久的に示す DNA のようなもの（竹林 2013：125-6）で、地域の
観光資源から構成されるものと定義する。

３.２. 観光地域づくりと不明確な観光地ブランド
着地型観光商品開発を中心とした観光地域づくりが取り組まれているが、観光客の持続的な誘
致に結び付いていないのが現状である。じゃらんリサーチセンター（2019）の調査によると、着
地型観光商品を旅行目的とする回答は全体の 1.7％にとどまっている。多くの地域では単一的な

1

観光庁（2014）もブランド観光地域認定の要件のひとつとして、地域に根ざした「独自の価
値」を述べている。
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先進地域事例の模倣に終始し成功に結びついていないのが現状である（桑田 2014)。
その原因は、地域における観光地ブランドの不明確さであると考える。観光資源は地域固有資
源から他地域からもたらされた外来資源まで多岐にわたる。観光地域づくりにおいて、多岐にわ
たる領域への取り組みが進められると、多様な分類の資源が混在し、地域性すなわち観光地ブラ
ンドが不明確になる。そのため、地域の特性は何なのか、他地域との違いを消費者は識別するこ
とが困難となり、訪問先候補として選ばれにくくなる。これは、観光地ブランドの客観的な指標
が明らかでないため、試行錯誤の中で多岐にわたる領域への取り組みが行われているからである
と考える。大井（2013）が指摘するように、地方自治体や観光業界は観光地のブランディング 2を
推進し、観光地ブランドの確立に成功した地域は比較的競争優位を発揮することができるが、そ
うでない地域では観光入込客数の減少に直面しているのが現状である。しかし、観光地ブランド
を客観的に評価する手法も現時点では確立されていない。そのため観光地のブランディングに成
功している地域とそうでない観光地において、どの程度、観光地ブランドの価値の差異が影響し
ているのかについても不明である（大井 2013：9）。差異が不明であることから、観光地ブランド
の価値の向上に影響する要因も不明である。

３.３. 観光地ブランドとその構成要因の定量化に関する先行研究
大井（2013）が述べるように観光地ブランドの定量化に関する先行研究は少なく、観光地のブ
ランド形成を客観的に評価する手法も現在のところ確立されていない（大井 2013：9-10）。そし
て、観光地ブランド調査は、その概念が抽象的なこともあり計量的把握が困難であるが、日本が
観光立国を目指す上で必要な調査であるとし、課題を提起している（大井 2013：25）。
土居（2009）は、伊豆半島全体をひとつの観光地として想定しコンジョイント分析を行ってい
る。分析結果を踏まえて、伊豆半島という観光地ブランドは温泉、ならびに観光地の雰囲気が重
要な要素として成立していると述べている（土居 2009：157-63）。
杉本・菊池（2014）は、都道府県単位で観光資源の分類毎の集中度を観光資源タイプ別の特価
度として算出し、地域特性の分類を行っている。説明変数としては国土交通省国土政策局が発表
する観光資源データを使用している。この観光資源データには、視覚的に認識される有形資源の
みが観光資源と定義されており、地域における伝統や文化、日常生活における無形資源は観光資
源に含まれていない。また、分析にあたっての対象区域を都道府県単位で設定している為、都道
府県内において異なる歴史的・文化的文脈の地域を単一に扱っている（杉本・菊池 2014：4-16）。

2

ブランドとブランディングの概念の違いとして、Anholt（2007）は「ブランドとは、製品もしく
はサービスまたは組織を、その名称、アイデンティティ、名声と結びつけてとらえたもの」をい
い、
「ブランディングとは、名声の獲得や保持を目的として、名称とアイデンティティをデザイン
しコミュニケートするプロセス」（Anholt 2007:4）と述べている。
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４．観光地ブランドの定量化
観光とは、第１章で述べたように、居住地を離れ異なる地域を訪れ、訪問先の固有の光を見る、
自分の生活圏と異なる地域の誇るもの、異文化と接点を持つということである。また、訪問先の
固有の光とは、その地域としての観光地ブランドを意味する。しかし、第 3 章で述べたように、
観光地ブランドを客観的に評価する手法は現時点では確立されていない。
本章では、日本全国を 207 地域に区分し地域の観光地ブランドの定量化を試みる。観光地ブラ
ンドの定量化にあたっては、ハーフィンダール・ハーシュマン指数を用いて、区分した各地域の
観光地ブランドの定量化を行い、日本全国における各地域の観光地ブランドがどのような値を示
すかを定量的に明らかにする。次に導出された値を用いてクラスター分析を行なう。クラスター
分析によって、区分した国内各地域の観光地ブランドの状態を分類し、それぞれの各地域の観光
地ブランド形成がどのような状態にあるかを明らかにする。

４.１. ハーフィンダール・ハーシュマン指数による観光地ブランドの定量化
観光地ブランドは、他の観光地との差別化を明確におこない観光地の中心的・本質的部分を表
し、観光地としての特性を恒久的に示す DNA のようなものであり、観光地としての特性が明確
化されたものである。一方で、地域に存在する観光資源の領域は、自然資源、人文資源、現代資
源と多岐にわたる。多岐にわたる領域の観光資源が混在すると、地域としての特性すなわち観光
地ブランドが不明確となる。言い換えるなら、同じ領域の観光資源に集中した場合、当該地の観
光地ブランドは明確になると言える。
本節では観光地ブランドの定量化として、観光資源のハーフィンダール・ハーシュマン指 数
（HHI）を算出し、これを用いる。

４.１.１. ハーフィンダール・ハーシュマン指数
ハーフィンダール・ハーシュマン指数は、市場の集中度を測る指標として用いられる。市場に
参入している企業の市場占有率（%）を二乗し、すべての企業における総和を求めたものである。
市場において独占状態のとき、つまり企業数が 1 企業のみで市場占有率が 100%のときに最大値
となり、完全競争状態に近づくにつれ、その値は 0 に近くなる。本節においては、収集した観光
資源情報を歴史資源数、自然資源数と近年つくられた現代資源数に 3 分類し、各資源数の資源全
体占有率を二乗した値の総和を求めることにより、観光資源の分類における集中度を明らかにす
る。

HHI＝ ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝑖𝑖2

𝐶𝐶𝑖𝑖 :観光資源の資源分類占拠率（%）
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n

:観光資源数

求められた値は、値が大きいほど同じ属性の資源が多いことを示し、地域としての特性すなわ
ち観光地ブランドが明確化されていることを示す。値が小さいほど多分類にわたる観光資源が混
在していることを示し、その地域の特性すなわち観光地ブランドが不明確であることを示す。

４.１.２. 区域に対する定義
本稿の分析にあたっては、区域・当該地とは国土交通省が行う全国幹線旅客純流動調査におけ
る 207 の地域区分と定義する。国土交通省（2010）は、日本全国を 207 に区分し地域区分を生活
圏として設定している。この生活圏で旅行目的地を区切ることは、次の 2 つの理由から妥当であ
ると考える。第 1 に観光客は、その旅行において単一の地方自治体のみを訪問することは少なく、
多くの場合は旅行目的地周辺の他の地方自治体区域もあわせて広域を訪問する。よって、当該地
区を市町村単位の自治体区分で設定すべきでない。第 2 に国土交通省は、生活圏を設定する際に、
観光資源をつないだ回遊性など地域の魅力を共有できる合理的な区域として設定し、生活圏の形
成に取り組むにあたっての留意ポイントを次のように述べている。
『圏域の考え方として、住民の生活行動実態に即したものであるのみならず、自然環境条件、
地域で生活する人々に共通する帰属意識、観光資源をつないだ回遊性など地域の魅力・潜在力を
共有できる合理的な区域として設定されている。』（国土交通省 2010）。
以上の理由により、本章の分析における区域・当該地とは、国土交通省が行う全国幹線旅客純
流動調査における 207 の地域区分とする。また、各区域は複数の地方自治体と観光協会を含む広
域で設定されているので、各都道府県が発表する観光統計を使用して、各区域内で最も多くの観
光入込客数を有する地方自治体を分析対象地区として設定する。

４.１.３. 使用するデータ
本稿の観光地ブランドの定義に従えば、観光地ブランドは当該地区の観光資源によって構成さ
れる。このことから、ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）を算出するにあたり、対象
とする観光資源は、分析対象地区における全ての観光資源とする。観光資源の定義は本稿の第 2
章で述べた定義に従う。そして、各観光資源を第 2 章で定義した観光資源の分類に基づき自然資
源、歴史資源、現代資源の 3 つに分け、それぞれに分類された観光資源数を使用する。

４.１.４. 観光資源情報の収集と収集対象
本節の目的は観光地ブランドの定量化であり、観光地ブランドは当該地区の地域資源のなかか
ら、同じ属性をもつ観光資源で構成することにより、明確になる傾向であると考える。また、消
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費者に対して可視化されていない地域資源は、その存在自体が知られることが無いため、観光資
源となり得ない。従って、観光資源情報の収集については観光客の視点からデータの収集を行う
必要がある。消費者は観光資源の情報収集に関しては、図 1 に示すように宿泊旅行の目的地を決
定する際に 62.4%が ICT から情報を収集している。また、地域外部からのマスメディアの取材等
に関しては、一般的に地域の観光協会ホームページでの情報収集からはじまる。消費者、マスメ
ディアともこれらの媒体上に掲載されていない地域資源に関しては、その存在を知ることはない。
本節では、観光客の視点からデータの収集を行う必要があることから、観光資源に関するデー
タの収集は、本稿の観光資源の定義に従って各地域内の観光協会ホームページに掲載されている
情報から集計を行う。また、各区域の範囲に関しては本章の区域の定義に従い、各分析対象地区
内の観光協会ホームページに掲載されている情報から集計を行い、観光協会を有しない地域に関
しては当該地方自治体ホームページから観光資源情報を収集する。また、情報提供の主体が異な
ることから、他の URL へのリンクは HHI 指数の算出にあたっての情報収集の対象外とする。

図１

宿泊観光旅行の目的地を決定する際に参考とするもの
（単位：%）

出典：（公社）日本観光振興協会（2017:11）をもとに筆者作成

４.１.５. 使用しないデータ
次に掲げる地区のデータは、本項の HHI 指数の算出に使用しない。
① 各地域を構成する地方自治体単位の観光入込数が未発表の地区
各地域を構成する地方自治体別の観光入込数が未発表の地域が複数存在し、当該区域において
は、分析対象地区を設定することができない。よって、次に掲げる区域のデータに関しては、本
節においては使用しない。茨城県下館・古河地区、鹿嶋地区、東京都全域、山梨県峡北地区、大
阪府全域、徳島県徳島地区、香川県香川西部地区、愛媛県宇和島地区、八幡浜・大洲地区、鹿児
島県川北薩・串木野地区、鹿児島県熊毛地区。
② 千葉県成田地区
74

Morisita Memorial & Research Foundation
Journal of Morisita Memorial Research No.5

一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
森下財団紀要 第５号

千葉県成田地区は 20 の地方自治体で構成されている。当地区内で観光入込客数の最大値を有
する成田市の観光入込客数は 1000 万人を超えており、国際空港からの出国者数も含んでいると
考えられる。従って、当地区を目的地とする観光入込数の最大値を有する当地区内の市町村を、
他地区と同条件下において特定することができない。従って、当地区は本項の対象としない。
③ 東日本大震災において被災した東北地方の太平洋沿岸地区
東北地方の太平洋沿岸地区は東日本大震災の津波被害の影響により、太平洋沿岸地区の居住人
口は内陸部の居住人口と比較した場合、東日本大震災前の居住人口に対して大きく変化している。
平成 21 年と平成 28 年の人口を比較した場合、太平洋沿岸地区は 91.4%となり内陸地区の 102.7％
に対して値に乖離が生じていることから

3

、地域としては復興途中と考えられる。また、震災被

害による自然資源の構成の変化に加えて、人々が居住する地域が復興途中の状況から、地域の人々
が代々受け継いできた人文資源もその構成や内容が変化している。したがって、比較分析におい
ては、他の地域と同条件で分析を行うことは困難である。このことから、分析を行うにあたって
は東北地方の太平洋沿岸地区は分析対象から除外する。対象から除外する具体的な地区は、岩手
県釜石・大船渡地区・宮古地区、宮城県石巻地区、福島県いわき地区・相双地区とする。

４.１.６. HHI 指数の算出結果
算出された各地域のハーフィンダール・ハーシュマン（HHI）指数の分布を図 2 に示す。
算出対象となった 175 地域のうち、HHI 指数が 9,001 以上の値となった地域は、5 地域で全体
の 2.86%を占める結果となった。また、HHI 指数が 7,001 以上の値となった地域は、前述の 5 地
域を含めて合計 19 地域となり全体の 10.86%を占め、そして同様に、HHI 指数が 5,001 以上の値
となった地域は、合計 85 地域で全体の 48.57%を占める結果となった。
算出結果を個々の地域で見てみると、最も高い HHI 指数を導出したのは、北海道北見地区と
鹿児島県奄美地区で HHI 指数は 10,000 である。両地域とも、観光資源数は少ないが地域の自然
資源を中心に、観光資源化がなされている。同じように少ない観光資源数の中において、自然資
源を中心に観光資源化がなされている北海道羅臼地区の HHI 指数は 9,027 であり、山口県美称
地区の HHI 指数は 9,311 であり、両地域とも高い HHI 指数が算出されている。また、高知県高
知地区は歴史資源を中心に観光資源化がなされており HHI 指数が 9,524 であり、歴史資源数に
おいて最多数を示している京都府京都地区の HHI 指数の 8,808 より高い値が算出されている。
また、京都府宇治地区や山口県津和野地区も歴史資源に重点をおいて観光資源化がなされており、
京都府宇治地区の HHI 指数が 8,787、山口県津和野地区の HHI 指数が 8,320 と高い値の HHI 指
数が算出されている。これらの地域は、改めて述べるまでもなく、それぞれが自然または歴史が
22 年 3 月 31 日住民基本台帳人口（総務省）、平成 29 年 1 月 1 日住民基本台帳（総務省）
より、算出した。

3 平成
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イメージされる観光地である。

図２ HHI 指数の度数分布

次に、図 3 は観光資源総数が 600 以下の 174 地域を対象とした、各地域の観光資源総数と HHI
指数の散布図である。散布図から読み取れる事は、全般的には観光資源総数が 100 以下で HHI 指
数の値が 6,000 台から 3,000 台に多くの地域が分布している。また、観光資源総数が 100 以上の
地域では、HHI 指数の値が 3,000 台から 8,000 まで広く分布している。そして、観光資源総数が
100 以下の地域においても、HHI 指数が 10,000 から 3,000 台まで広く分布している。
以上の状況から、各地域の観光資源総数と HHI 指数の値の関係性には、何らかの類似する点
が存在すると考えられる。よって次節ではこれらを明らかにするために、クラスター分析を行う。
クラスター分析を行い類似する点を見出す事により、国内の各地域の観光地ブランドがどのよう
な状態であるのか分類し、明らかとしたい。

図３

観光資源総数が 600 以下の地域の分布
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４.２. 観光地ブランドのクラスター分析
本章では、4.1 にてハーフィンダール・ハーシュマン指数を用いて、全国各地域の観光地ブラ
ンドの定量化を行い、日本全国における各地域の観光地ブランドがどのような状態であるかを定
量的に明らかにした。
本節では、4.1 にて導出された HHI 指数の値を用いてクラスター分析を行なう。クラスター分
析によって、国内の各地域が観光地ブランド形成において、どのように分類され、それぞれの各
地域の観光地ブランド形成がどのような状態にあるかを明らかにする。

４.２.１. クラスター分析
クラスター分析は、複数の異なるものが混ざりあっている集団の中から類似度または非類似度
を定義し、類似度または非類似度の高いものを集めてクラスターを作り、対象を分類するという
方法で（石黒・小林・相田 2014：165）、変数の正規性や線形関係などの仮定が必ずしも必要でな
く、個体間の関係を表す距離や非類似度だけが与えられれば、分類が可能になる分類法である（張
2013：133）。この方法を用いると、標準化された手続に従って対象の分類ができるため、マーケ
ティングリサーチにおいてはポジショニングの確認を目的としたブランドの分類などを行うこと
ができる。
クラスター分析の方法には、大きく分けると階層的クラスター分析、非階層的クラスター分析
の 2 種類の方法がある。階層的クラスター分析と非階層的クラスター分析であり、一般的には大
規模なサンプルに対しては非階層的クラスター分析が用いられる（石黒・小林・相田 2014：165）。
本節の分析おいては、サンプル数が 150 を超えるため非階層的クラスター分析を行い、各観光
資源数と HHI 指数との関連性に基づく分類を行う。

４.２.２. 分析対象とその区域設定
クラスター分析を行うにあたり、その分析対象と区域設定は 4.1.2 に従い設定する。

４.２.３. 使用するデータ
本節のクラスター分析を行うにあたっては、4.1 で算出された HHI 指数を用いる。

４.２.４. 分析結果
各地域の分類別の観光資源数と観光資源総数および 4.1 で求められた HHI 指数を用いて、ク
ラスター分析を行った。分析結果を図 4 に示す。分析結果から、全国の各観光地は 4 つに分類さ
れた。分析結果について、HHI 指数が高いクラスターから順に述べる。
HHI 指数が最も高い値のクラスター1 は、観光資源総数は 4 クラスターにおいて最も少ないが、
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観光資源が 1 つの観光資源領域に特化している地域であり、地域特性が明確であり HHI 指数の
値が高くなっている地区である。具体的には観光資源が歴史資源領域に重点に置かれている地域
である。高知県高知地区、京都府宇治地区、山口県津和野地区などが、このクラスターに含まれ
る。
HHI 指数が 2 番目に高い値のクラスター4 は、観光資源総数は 4 クラスターにおいて 2 番目に
多く、その内訳は 1 つの観光資源領域の観光資源数が多く、またそれ以外の他の 2 つの観光資源
領域においてもクラスター1 より観光資源が多い地域である。結果的に観光資源総数がクラスタ
ー1 より多く、また歴史資源が多くその色合いが強いが、自然資源や現在資源も混在するため地
域特性が不明確となり、HHI 指数の値がクラスター1 より低い値の地区である。鹿児島県鹿児島
地区、山口県萩地区、北海道函館地区などが、このクラスターに含まれる。
HHI 指数が 3 番目に高い値のクラスター2 は、2 つの観光資源領域で観光資源数が多く、これ
らが混在しているため地域特性が不明確となり、HHI 指数の値が低くなっている地区である。具
体的には、自然資源と歴史資源の 2 つの観光資源領域で観光資源数が多い地域で、新潟県上越地
区、富山県南砺地区、奈良県吉野地区などが、このクラスターに含まれる。
HHI 指数が一番低い値のクラスター3 は、観光資源総数は 4 クラスター内で一番多いが、3 つ
の観光資源領域において観光資源がほぼ同じ数量で存在する地域である。結果として地域特性が
不明確となり HHI 指数の値が 4 クラスター内で一番低くなっている地区である。具体的には、
自然資源と歴史資源が多く、またほぼ同じ数量の現在資源が存在する地域で、福岡県久留米地区、
兵庫県神戸地区、福島県郡山地区などが、このクラスターに含まれる。

図４

クラスター分析の結果

４.３. まとめ
本章においては、観光資源の集中度を表す指標としてハーフィンダール・ハーシュマン（HHI）
指数を用いて、全国各地域における観光地ブランドの定量化を行った。また、導出された HHI 指
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数を用いてクラスター分析を行った。

４.３.１. 観光地ブランドの定量化
本章においては、各地域の観光資源を自然資源、歴史資源、現代資源の 3 領域に分類を行い、各
資源領域の観光資源数を用いて HHI 指数を算出し、本稿の定義における観光地ブランドの定量
化を行った。つまり、観光地ブランドの定量化は当該地域における観光資源分類において、分類
別の観光資源の集中度を求める事により可能である。
算出の結果、各地域の HHI 指数が示すように、観光資源の特定の観光資源領域への集中度が高
ければ、全体として HHI 指数は高くなる傾向にある。すなわち、一つの観光資源領域の観光資源
が多い場合には、地域特性が明確になり高い値の HHI 指数の導出に結びつき、観光地ブランド
の明確化に結び付く傾向にある。

４.３.２. 観光地ブランドのクラスター分析
クラスター分析の結果が示すように、観光地ブランドの明確化は、当該地域における地域資源
の中から同じ領域の観光資源の充実に特化した場合において、より明確化されることが明らかで
ある。言い換えれば、観光地ブランドの明確化を目指す場合においては、観光地ブランドの構成
要因である観光資源について、複数の観光資源領域において数量的な充実を必要としていない。
クラスター分析の結果においても、クラスター3 に属する地域は観光資源の総数が他のクラス
ターに属する地域と比べて、観光資源数が最多の値となっている。しかしその内訳は、複数の観
光資源領域において観光資源数が多く存在し、結果として最も低い値の HHI 指数が算出されて
いる。一方で、クラスター１に属する地域は、他のクラスターに属する地域と比して観光資源数
が最少の値となっている。その内訳は、複数の観光資源の領域に対して、単一の観光資源領域で
のみ観光資源の数量が多くなっており、結果として最も高い値の HHI 指数が算出されている。
つまり、観光地ブランドの明確化は、複数の観光資源領域における観光資源数の多さに依存せず、
複数領域の観光資源を充実する必要性が無い事を示している。
すなわち、観光地ブランドの明確化は、地域における観光資源総数に依存するのではなく、単
一の観光資源の領域において観光資源の充実を行った場合に、観光地ブランドは明確化される。
クラスター1 では、歴史資源領域に特化した地域であり HHI 指数の値が高くなっている地域で
あり、高知県高知地区、京都府宇治地区、山口県津和野地区が例として挙げられる。いずれの地
区も、歴史的景観や人物が連想される地域である。
また、北海道北見地区と鹿児島県奄美地区は最も高い HHI 指数の値を算出しており、その特徴
としては観光資源を自然資源領域のみに特化している。北海道北見地区は観光資源として流氷、
花、森林浴、バードウォッチング等の自然資源のみが、消費者居住地域への情報発信としてホー
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ムページ上に表現されている。また、鹿児島県奄美地区においては、観光資源として海や海での
アクティビティ、亜熱帯気候における自然の植物等の自然資源が消費者居住地域への情報発信と
してホームページ上で表現されている。両地域とも他の領域の観光資源が混在せず、例えば近年
造られた現代資源がなく自然にあふれた地域として情報が出されている。

４.３.３. 観光地域づくりと観光地ブランドの明確化
観光地域づくりは、観光地のブランドの明確化を念頭において取り組む必要がある。すなわち、
同じ属性をもつ資源により観光地ブランドを形成し明確にしなければならない。観光地ブランド
の明確化は、地域特性の明確化を行うことである。そして地域特性の明確化とは、地域固有資源
の明確化、すなわち地域の営みなど「ほこり」の明確化と地域内での共有を行うことによって可
能である。そして地域内での共有を行うことによって、個人の記憶の中などに埋もれているもの
が次世代への継承につながり、地域の記憶の断絶を防ぐことにつながる。また、地域固有資源と
外来資源が混在する現代においては、これらを分類する事により、地域で引き継がれてきたもの
が何であるかを明確化する必要がある。
一方、分析結果から多岐にわたる分類の資源が混在する状態は、観光地ブランドの明確化に結
び付かないのは明らかである。地域の資源には地域の固有資源と地域外からの外来資源が混在す
る。多様な領域の資源が混在する状態では、観光地ブランドの形成は困難であり、結果として、
消費者にとって地域特性を伝えることが困難になる。
また、外来資源を中心とする多様な地域資源を、筆者は否定するものではない。これらは観光
地ブランド形成に用いず、当該地域での来訪者の回遊性向上に結びつけることを目的に用いるの
が有効である。回遊性の向上は、地域内での滞在時間の延長につながり、観光客の飲食等の消費
額拡大に結びつけることが可能である。
最後に、当該地には観光資源は無いといった認識のもとで、地域資源の見直しを行わずに全く
新たなものが構築される場合もある。全く新たなものは、観光客の観光目的である地域特性を表
すには限界がある。大規模テーマパークのように相当なる投資による充実を行わない限り、観光
地としてのブランドを表すのは困難である。

５．おわりに
本稿では、日本全国を対象にし観光地ブランドの形成は同じ属性をもつ観光資源の充実により
観光地ブランドの明確化が可能であると考え、ハーフィンダール・ハーシュマン指数を用いるこ
とによって定量化を行った。また、算出された全国各地のハーフィンダール・ハーシュマン指数
を用いてクラスター分析を行い、日本全国における各地域の観光地ブランドがどのような状態で
あるかを定量的に明らかにし、考察を行った。その結果、次の二点が明らかとなった。一点目は、
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観光地ブランドの明確化は、当該地域における地域資源の中から同じ領域の観光資源の充実に特
化した場合において、より明確化される。そして二点目は、観光地ブランドの明確化を目指す場
合においては、観光地ブランドの構成要因である観光資源は、複数の観光資源領域において数量
的な充実を必要としない。
今後の課題は、観光地ブランドが地域の観光誘客にどのような影響を与えるのかを、定量的に
明らかにすることである。
そして、残された課題を明らかにすることによって、誘客に結びつく観光地域づくりの定量的な
指針を示すことが可能となると、筆者は考える。
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評 】

Nikolay Anguelov, The Dirty Side of the Garment Industry の紹介・考察
A study of Nikolay Anguelov, The Dirty Side of the Garment Industry

濱田 雅子 ∗
Hamada Masako
【要

旨】

本稿は、衣服産業が生態学に及ぼす重大な影響について書かれたニコレイ・アンゲロフ博士の下記の著作の
書評である。ニコレイ・アンゲロフ博士はブルガリア出身で、ダートマスにあるマサチューセッツ大学の公共
政策学科の経済開発教授である。彼は新しい技術を創り出すことに強い信念を持っており、近い将来テキサス
のメカニックの開発プロジェクトに参加して、安定した環境に優しい染料を製造するための代替方法や新しい
方法を見つけることを望んでいる。
Keywords： Dr. Nikolay Anguelov, The Dirty Side of the Garment Industry, Fast Fashion and Its
Negative Impact On Environmental and Society, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton,
London, New York, 2016.

Ⅰ．はじめに
1．映画「The True Cost」の概要
筆者は、拙著『パリ・モードからアメリカン・ルックへ―アメリカ服飾社会史

近現代篇―』

（インプレス R&D, 2019）の第二部第４章において、「映画『ザ・トゥル－コスト』は非常に衝
撃的である。あるいは本書の本題とははずれるかもしれないが、今後のアメリカ服飾史研究の課
題の参考になればという思いから、この映画の概要を以下に、紹介する。」と述べて、筆者がま
とめた以下の文章を紹介した 1。

日本のファッション産業は、2016 年で約 9 兆 2000 億円。一番、ピ－クだった 1992
年より 4~5 兆円も規模が小さくなっている。その理由は「安い、早い、大量、トレン
ド」を特徴とした、いわゆるファスト・ファッションが急激に増えたからである。ファ
スト・ファッションの店舗数は、ここ 10 年で 2 倍になっていて、日本の 45％の衣料品
は安物衣料である。
表題の映画は、この服飾ビジネスの世界を牽引しているファスト・ファッションをテ
－マにしたドキュメンタリ－である。この映画は、最新の流行を取り入れて、大量生産
された洋服が低価格で供給され、ほぼ使い捨て同然にまでなってしまったファスト・フ
ァッションにメスを入れ、その生産者たちが置かれている現況や環境を追っている。主
に欧米向けのほとんどの安価な衣服を作っているバングラディッシュや原料の綿花栽培

∗

元武庫川女子大学生活造形学科教授
濱田雅子著『パリ・モードからアメリカン・ルックへ―アメリカ服飾社会史
（株式会社インプレス R&D POD 出版サービス、2019）pp.271-274.

1
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地であるインドなどで取材した映像を元に、衣服の製造に携わる人たちの劣悪な労働環
境、低賃金長時間労働、化学薬品の垂れ流しによる環境汚染や遺伝子組み換えコットン
農家の悲惨な現状などを浮き彫りにしている。
さて、映画『THR TRUE COST』は、なぜ制作されたのだろうか？
アンドリュ－・モ－ガン監督がインタビュ－で語ったところによると、「この映画製作
の動機は、2013 年 4 月 24 日、バングラデシュの首都、ダッカ郊外の 8 階建商業ビル
『ラナ・プラザ』が崩落事故を起こし、1,100 人以上の犠牲者を出したという記事が翌
日のニューヨーク・タイムズの記事に掲載されたのを読んだからだ」という。
かつてのアパレル業界では、季節ごとにラインナップを揃えるメ－カ－がほとんどで
あった。だが、ファスト・ファッションではそうではない。1 週間でショップのディス
プレイがガラッと変わっていることも日常茶飯事である。そして、安すぎるぐらい安
い。消費者にとっていいことずくめのように見えるファスト・ファッションは「世界の
縫製工場」バングラディッシュなどの悲惨な製造工場によって支えられているのであ
る。カンボジアのプノンペンの繊維工場においてもバングラディッシュ同様、労働者の
賃上げを要求するデモが起こり、警察官による発砲・逮捕劇が起こっている。
バングラディッシュの首都ダッカに立ち並ぶ多くの縫製工場で働く労働者は、ほとん
ど貧しい女性たちである。労働時間は 1 日 12 時間以上、賃金はわずか 3 ドル。この映
画に登場する 20 代の工員の女性、シ－マは、一児の母で、子どもを一人前にすること
を夢見て、子どもを親戚に預けて、働いている。住まいはバラックのようなところであ
り、朝から晩まで工場で働いている。
服を作る工場では、毎日、大量の化学薬品が使われている。使用水の汚染水は農業用
水としても使われる。この水を使った農地で獲れた農作物や、海で獲れた魚介類を食べ
た人たちの健康は損なわれ、癌患者が沢山出て、先天性の重度の麻痺や奇形なども後を
絶たない。
インドの Bt 綿栽培農家では、大量の農薬が撒かれている。世界のコットン出荷量世
界第 2 位のインドでは、そのほとんどがモンサント社が開発した GM（遺伝子組み換
え）綿である。インドの種苗会社マヒコは 1999 年にモンサント社に買収され、細菌由
来の殺虫性毒素が組み込まれた「Bt 綿」は、綿花の天敵である蛾の幼虫が近寄らない
ように開発されたものだったが、その実、他の新たな害虫や立ち枯れ病が発生して、結
果、大量の農薬を撒かなければならない。モンサント社が販売する除草剤「ラウンドア
ップ」を飲んで、畑で自殺する人が急増している。
映画では、アメリカ、テキサスのオ－ガニック・コットン農家の方がインタビュ－に
応じて、オ－ガニックの必要を訴えている。うず高く積まれている衣服のゴミの山の光
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景は、実に凄まじく、言葉で表現のしようがないほどである。製造から販売、消費から
廃棄に至るファッション・アパレル業界が排出する CO2 量は石油産業に次いで、第 2
位の規模だという。
このようなファッション業界はどう変わっていくべきなのだろうか。

２．「The True Cost」の重要ポイント
①

服を作る工場では、毎日、大量の化学薬品が使われている。使用水の汚染水は農業用水とし

ても使われる。この水を使った農地で獲れた農作物や、海で獲れた魚介類を食べた人たちの健康
は損なわれ、癌患者が沢山出て、先天性の重度の麻痺や奇形なども後を絶たない。
②

インドの Bt 綿栽培農家では、大量の農薬が撒かれている。世界のコットン出荷量世界第 2

位のインドでは、そのほとんどがモンサント社が開発した GM（遺伝子組み換え）綿である。イ
ンドの種苗会社マヒコは 1999 年にモンサント社に買収され、細菌由来の殺虫性毒素が組み込ま
れた「Bt 綿」は、綿花の天敵である蛾の幼虫が近寄らないように開発されたものだったが、そ
の実、他の新たな害虫や立ち枯れ病が発生して、結果、大量の農薬を撒かなければならない。
③

製造から販売、消費から廃棄に至るファッション・アパレル業界が排出する CO2 量は石油

産業に次いで、第 2 位の規模だという。

筆者は、映画『ザ・トゥル－コスト―ファストファッション

真の代償―』を観て以来、この

映画が突きつけているアパレル業界が直面している深刻な課題への解決策を模索してきた。そこ
で、出逢ったのが、ニコレイ・アンゲロフ博士(Dr. Nikolay Anguelov)の最近の作品、 The

Dirty Side of the Garment Industry, Fast Fashion and Its Negative Impact On
Environmental and Society, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New
York, 2016. である。2019 年６月 28、29 日に G20 大阪サミットが開催され、環境問題が論じ
られたが、誠に遺憾なことに、議論はプラスチックゴミの海洋汚染に集中し、衣服産業が生態系
に及ぼしている影響については、全く取り上げられなかった。このような歴史的状況の元に、筆
者はニコレイ・アンゲロフ博士の作品を丁寧に読み解き、我が国に紹介しようとの思いを新たに
した次第である。

Ⅱ．ファスト・ファッションの闇の世界
1．ニコレイ・アンゲロフ博士の略歴
本書の内容紹介および考察に当たって、最初に、ニコレイ・アンゲロフ博士の経歴

2 を紹介さ

Nikolay Anguelov, The Dirty Side of the Garment Industry, Fast Fashion and Its
Negative Impact On Environmental and Society , CRC Press, Taylor & Francis Group,
2
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せていただこう。
ニコレイ・アンゲロフ博士は、ダートマスにあるマサチューセッツ大学の公共政策学科の経済
開発教授である。氏は国際プログラム（MPP）コースで、統計と政策分析、経済開発、およびグ
ローバリゼーションのコースを教えている。ニコレイ・アンゲロフ博士は学際的な学者であり、
その仕事は経済学、政治、および、外交間の出会いの場に焦点を当てている。 ニコレイ・アンゲ
ロフ博士は、Fashion Institute of Technology の卒業生として、ファッションと家庭用品の国際
商取引の民間部門でのキャリアをスタートさせ、その後、彼自身のビジネスを始め、成功した。
ニコレイ・アンゲロフ博士はまた、Policy and Political Theory in Trade Practice：Multinational

Corporations and Global Governments and Economic Sanctions vs. Soft Power （2014）（貿易慣
行 にお け る 政 策 と政 治 理 論： 多 国 籍 企 業と グ ロ ーバ ル 政 府 お よび 経 済 制裁 対 ソ フ ト パワ ー）、

Lessons from Myanmar, North Korea and the Middle East (2015)（ミャンマー、北朝鮮、中東
からの教訓）も執筆している。これらの出版社は Palgrave Macmillan, New York である。
彼は新しい技術を創り出すことに強い信念を持っており、近い将来テキサスのメカニックの開
発プロジェクトに参加して、安定した環境に優しい染料を製造するための代替方法や新しい方法
を見つけることを望んでいる。

2．ジェシカ・ブラシントン氏のニコレイ・アンゲロフ博士とのインタヴュー 3
次に、フリーランスのライターの ジェシカ・ブラシントン氏(Jessica Brassington)のニコレ
イ・アンゲロフ博士とのインタヴューを翻訳・紹介する。このインタヴューはニコレイ・アンゲ
ロフ博士の著作の内容を理解する上で、大変、有益である。かなり長い文章になるが、本書が提
起する問題の本質理解のために、省略的な紹介は望ましくないものと確信する。全文紹介、問題
点の整理、筆者の見解の提示という順序で本章の記述を進めてゆく所存である。
紹介に先立ち、このインタヴューが行われた背景に言及しておこう。
本インタヴューの前置きでは、次のように述べられている。
「消費者の日常生活には、環境にやさしく、持続可能なファッションに関する豊富な情報があ
ります。エコ・ブランドや小売業者をボイコットまたは支持するための Web サイトや雑誌があり
ますが、完全で清潔で倫理的な選択はありません。ほとんどのアパレル生産者は、模倣しうる持
続可能性を全く持っていません。そのため、「エコ」または「持続可能」という用語は、大規模
で強力なブランドを宣伝し、最低限の環境属性を重視して、より多くの衣料品を販売することに
よって、誤解されるようになりました。残念ながら、消費者は彼らの過剰消費が原因であると信

Boca Raton, London, New York, 2016, p.xiii.
https://impakter.com/dirty-side-garment-industry-interview-dr-nikolay-anguelov/ (2019 年 7 月 2 日参照)
3 https://impakter.com/dirty-side-garment-industry-interview-dr-nikolay-anguelov/
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じるように導かれています。ファッション業界はなんと 3 兆ドルの価値があります。 H&M や
Zara のような安いファストファッションブランドのノイズとパワーは、数週間のうちに新しいラ
インを生み出しているのですが、バングラデシュ、エチオピア、カンボジアのような国々のテキ
スタイル労働者に、あるいはその他の国々に渡ることはほとんどありません。……現在手形を払
うのに苦労している消費者にとって、前向きで経済的な変化としばしば見なされているにもかか
わらず、環境と労働者の両方に対する安価なファストファッションの壊滅的な影響は倫理的では
ないだけでなく、それは経済システムと私たち自身に関する疑問を投げかけます。……昨年 9 月
に 最 初 に 発 表 さ れ た Dr. Nikolay Anguelov の 最 近 の 作 品 、 The Dirty Side of the Garment

Industry は、ファッション界の変革のための非常に説得力のある事例です。政策と消費者の両方
の観点から見ると、アンゲロフ氏は業界のより広範で総合的な生態系の損害を概説しています。
この本は、繊維産業の環境、社会への影響、小売業の嘘、そして化学的および技術的解決策を見
つけることが、いかに不可欠であるかを明らかにしながら、詳しく調べています。」
次に、 The Dirty Side of the Garment Industry の日本語訳についてお断りしておかねばなら
ない。Dirty Side は直訳すれば、「汚れた側面」である。その具体的内容は、本書表で紹介・考
察するように、衣服産業が自然環境と労働環境に及ぼす壊滅的な影響である。安価なファストフ
ァッションは、表向きは消費者の生活にとって、とてもありがたく思える。だが、実際には、そ
の裏には想像を絶するような暗い闇の世界が厳然と存在しているのである。そこで、筆者は「汚
れた側面」という通俗的な表現ではなく、「闇の世界」という戦慄を憶える表現を、敢えて、採
用する次第である。
前置きが長くなったが、以上を踏まえて、インタヴューの紹介に進もう。

Q.（Question）.

J.B.氏から N.A.氏へ

業界でのあなたの経歴と、環境要因および持続可能要因に関する知識を築くために、あなたは
どのようなことをしてこられたのかを説明してください。

A. (Answer)

N.A. 氏から

私の国際貿易に関する論文の作成を始めるとき、私は 2000 年代の外国直接投資と、投資家や
グローバル企業が自分たちの資産をどのように位置づけているかについてのレポートを読みまし
た。私の母国であるブルガリアは、繊維工場への対外直接投資で第 2 位の国であると述べた報告
には、非常にユニークなデータポイントがあることに気づきました。
これは私にとっては非常に奇妙に思えました。……私の両親は、一方は生態学者、もう一方は農
学者で、ブルガリアには綿花の織物の遺産や産業との大きなつながりはないことを確認しました。
数百万ドル相当の繊維会社がブルガリアに群がっていたことは意味がありません。それで私はこ
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の本に掲載した衣服産業の性質の変化、市場への近さとファスト・ファッションに関する情報を
構築し始めました。しかし最も重要なのは、私が環境調達(environmental sourcing)と呼んでい
るものです。それは、環境機関や規制に関してはゆるい場所、あるいは自治体が目を向けようと
する場所です。それがまさにブルガリアで起こっていたことであり、私は繊維工場がどこに向か
っているのかを調べ、水質汚染や他の環境問題の証拠を見つけました。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

衣服の生産にこのような大きな変化をもたらしたきっかけは何でしたか？

A.

N.A. 氏から
1992 年のカール・ラガーフェルドとのインタビューの中で、調査の際に私を襲ったのは、「今

日の本当のファッションストーリーは布地です…。10 年前は、今日ほど、安く作ることはできま
せんでした」と彼が語ったことです。彼は、布の多様性、ポリブレンドを可能にした技術の革新、
多種多様な質感や色にすることができる弾力のある布のブレンドに言及していました。そのため、
高品質の布地はより安価に生産されるようになり、企業は利益が上がるように衣類をより安くす
るという領域に入り始めました。コミュニケーションとサプライチェーン管理の改善も、ファス
ト・ファッションの向上、衝動的な購買の促進、および小売業のビジネスモデルへの過剰な刺激
をもたらしました。これらのビジネスモデルは非常に成功し、成功の商業的属性は突然変わりま
した。以前は名声、ロゴ、経費と関連がありました。服を買うことは今や目新しさ、手頃な価格、
消費の真新しい時代を可能にすることです。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

衣服産業の闇の世界は、企業の繊維製造の環境への影響についての認識を高めます。典型的な
テキスタイルプロセスの主な要因を要約することができますか？

A.

N.A. 氏から
最も毒性の高いプロセスは業界の最前線にあります。天然繊維、主に木綿、そしてこれらの繊

維を糸に変えるプロセスです。湿式法：サイジング、シンギング、精練およびマーセル化はすべ
て、アルカリ、酸、塩基および漂白剤を使用して繊維を柔軟にする別々の工程を有しています。
綿棒をすすぎ洗いすると平らでしなやかになりますが、マーセル加工では、糸を酸に浸してから
ベースに入れて繊維の劣化を防ぎます。酸および塩基法は、糸をポリエステル繊維と混ぜ合わせ
るのに十分に細かく多孔質にします。これらの有毒なプロセスはすべて水を汚染し、酸を精製で
きないことが広く知られています。あなたはどこかにそれを捨てなければなりません。これは業
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界の最悪の事態ですが、すすぎと染めることを繰り返すプロセスである染色は、水道と周囲の環
境に非常に有毒な重金属を含む流出水を生み出します。
有毒な微量元素から引き離す動きはありますが、それらを安定させるための技術はありません。
色が流れないようにするのは金属です。技術は、本質的に、新しい化学プロセスを作り出すため
にゼロから始める必要があります。現時点では、現在のテクノロジがすべてです。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

議論の反対側には、経済的便益がより重要であり、環境的な損害を上回ると信じる人々がいま
す。別の見方をどのように売り込みますか？

A.

N.A. 氏から
消費者を納得させるのが難しいのと同じくらい、政策の観点から消費者と議論することはさら

に困難です。発展途上国は産業の梯子を登ろうとしていて、彼らは彼らが引き付けることができ
る産業を見ています。最近、私は経済開発発表会に行き、パキスタン政府主催の発表会で、青年
がパキスタンのオーガニックコットンの成長で起こっている素晴らしいことについて話しました。
彼は、政府が農民に経済的機会を提供し、人々を貧困から解放するために、政府がどれだけ背後
にあるのかについて語りました。あなたはそれについて、どのように議論することができますか？
それは非常に複雑な問題ですが、以下は、私が学生にそれを説明する方法です。私は全体的な利
益が、まだ全体的な負の影響を上回ることができる社会的に最適な商業活動について話します。
しかし、社会的最適性が凌駕されているものがある場合は、社会的最適性に関連する利益を凌駕
することは公平ではないため、縮小することができると言ってもまったく問題ありません。ハイ
ストリートストア Zara の創設者、 アマンシオ・オルテガ (Amancio Ortega)は 742 億ドルの推定
純資産を持つ地球上で 2 番目に裕福な男であり、彼がその 742 億の少なくとも 70 なしで生きる
ことができたのです。それゆえ、これは社会的最適を超えた男の例です。Zara の利益は、バング
ラデシュの労働者のための費用には入っていません。Zara の利益は、企業の梯子を上がって、不
思議な利益率を生み出しているのです。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

しばらくの間、廃棄物とリサイクルに焦点を当てることは、消費者の意識の中にありましたが、
なぜ大きな改善がなされていないのでしょうか。
A.

N.A. 氏から
小売業者がより透明になり、規制機関と協力して規制を執行するという 2025 年のイニシアチ

ブがありますが、執行する規制がないということは、表立って言われていません。それが難しい
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部分です。毒性についての合意に達することはありません。ガイドラインは漠然としており、す
べての政府は水道内の有毒廃棄物の安全なレベルについて独自の解釈を持っています。地方自治
体の裁量は環境にとって大きな問題ですが、どのようにして発展途上の機関を有し、民主的関与、
代表および遵守に従う主権および国家を侵害しますか。それでも、これらの国々は西側に目を向
け、私たちから学んでいますが、米国は世界で最大の汚染者の 1 つです。企業は自分たちの工場
をどこに置くかを検討しています。サプライチェーン、時間枠 、彼らは何をする必要があるかを
知っていて、まだそれをしていません。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

エコファッションはどのように市販されていますか？
A.

N.A. 氏から
エコファッションを取り巻く情報は増えていて、人々が買うものとの関連性は高まっているこ

とが知られています。消費者は、最終的には、環境に配慮していれば、ラベルに表示されている
ものに注意を払うことになるので、ラベルが「環境に優しい」と言っていれば、消費者にとって、
それは素晴らしいことなのです。誰もが自分たちが環境を破壊している製品を購入しているとい
うことを知りたくありません。誰もが自分たちがしていることには、意識的な選択が含まれてい
ると感じたいのです。
「これらの服の製造と製造の実際の現実が、依然として非常に有毒なプロセ
スに従っているときに、エコファッションの推進にほとんど共謀している」というグリーンピー
スによる一連の報告に裏付けられています。 したがって、私の最近の議論のポイントは、環境に
やさしいとはどういう意味なのかについての誠実な会話と、
「環境にやさしい」または「持続可能
な」という用語にのみ関連するブランドの改善への疑問です。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

「オーガニック」と「リサイクル」という用語をどれだけ信じるべきでしょうか。
A.

N.A. 氏から
何かが有機繊維から作られている場合、統合生産のわずか 6％しか改善されていないことを意

味し、残念ながら、有機プロセスがさらに水を多く消費するため、土壌が通常量の 3 倍、帯水層
を犠牲にして、農薬が少なくなっていることがわかります。リサイクルについては、私はクリス
マスカードを一度だけリサイクルできるという理由で、私にクリスマスカードを送らないように
しています。ですが、そのような会話はあなたの戦いの伝統を人々がすでに知っていると思うの
で難しいです。商取引が危険にさらされるので、消費者は特定のことを言われていません。天然
繊維をリサイクルすることができないと言うと人々はとてもショックを受けます、そして、いつ
も戻ってくる質問は「どうして『リサイクルしてください』と言っているのですか？」です。よ
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り長い新しい成長とこのプロセスは、さらなるシンギング、再マーセル化と漂白に関連していま
す。衣服をリサイクルすることは、環境のために 20％以下の改善にしかなりません、そして、そ
れは一度だけ行われることができます。現在、綿をリサイクルするグリーンな方法はありません。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

消費者は今何ができるのでしょうか？
A.

N.A. 氏から
私が人々に言おうとしていることは、規模を縮小して節水することです。より良い選択をする

ことです。あなたは H&M と Zara で購入しなければなりませんか？服の受託と再利用が増えて
きており、それは簡単にできることです。すべてをビニール袋に入れるのが便利だと以前は考え
られていましたが、過去 5 年間で、法律はそれらに価格を付けることによってビニール袋の使用
を禁止または制限しました。大衆はこの規制に応じてきました、そして、それが何かがある点に
達するとき、それは変化が起こることができることを証明します。人々は持続可能性と環境を気
にしますが、主な人口統計は 12〜17 歳なので、金曜の夜に子供が衣服にお金をかけるためにモ
ールに行くのを防ぐために、10 代の若者と会話するのは困難です。 H&M が彼らの衣服ライン
との意識的で持続可能な議論に違反しているのは嬉しいです。ただし、純粋に 2 つの属性に基づ
いて持続可能なものにラベルを付けることはできません。消費者は、オーガニックコットンを購
入して、古着をリサイクルすることで問題が解決すると信じています。それは H&M が正直に話
さない会話であり、メッセージを環境に優しいものにすることは、監視員、NGO、活動家の責任
です。

Q.

J.B.氏から N.A.氏へ

ここからどこに行きますか？
A.

N.A. 氏から
科学者が既存のプロセスを置き換えるための助成金を求めるインセンティブを促進するため、

会話は非常に重要です。マーセル化の代替品が必要ですが、問題は、酸と塩基との相互作用なし
に、どのようにして繊維を柔軟にすることができるかということです。それは私たちが始めるこ
とができる場所です。全国レベルでより透明性と明快さを備えた規制が確実に必要とされていま
す。毒性と環境規制に関して、政府にガイドラインを与える世界銀行のような多国籍機関からの
明確なガイダンスもまたなされる必要があるものです。世界的な合意がなされる必要があります。
それは、侵害が起訴される可能性がある、毒性、政策および規制構造に関するコンソーシアムの
一種です。もちろん、それは非常に複雑で簡単には売れません。将来的には、たった 6 パーセン
トではなく、60 パーセントの改善が見込まれる、真に実行可能な環境に優しい素材のファブリッ
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クと製造プラットフォームがあることを願っています。繊維開発と浄水技術には学術的な関心が
たくさん向けられています。業界を見ている毒性の科学界は、それを非常に真剣に受け止めてい
ます。次のステップは、商業的に実行可能なビジネスモデルを作成することです。

3．上記のインタヴューのまとめ
同じ内容の繰り返しのように思えるかもしれないが、本稿の論旨をフォローしていただきやす
くするために、本節では、敢えて、以上のインタヴュー内容をまとめたうえで、4 節において、
筆者の見解を簡潔に述べる。
①

ニコレイ・アンゲロフ氏の母国ブルガリアは、綿花の織物の遺産や産業との大きなつながり
はない。それにもかかわらず、ブルガリアは繊維工場への対外直接投資で第 2 位の国である。
環境調達(environmental sourcing)をもっとも重要視するアンゲロフ氏は、このことに着眼し、
繊維工場の向かっている方向を調べた。その結果、水質汚染や他の環境問題の証拠を見つけた
のである。

②

1992 年のカール・ラガーフェルドとのインタビューの中で、彼は、布の多様性、ポリブレン
ドを可能にした技術の革新、多種多様な質感や色にすることができる弾力のある布のブレンド
に言及した。このような技術革新の結果、高品質の布地はより安価に生産され、衣類は低価格
で販売されるようになった。コミュニケーションとサプライチェーン管理の改善も、ファスト・
ファッションの向上、衝動的な購買の促進、および小売業のビジネスモデルへの過剰な刺激を
もたらした。

③

天然繊維、主に木綿を糸に変える業界の最前線にあるプロセスは、最も毒性の高いプロセス
である。湿式法、すなわち、サイジング、シンギング、精練およびマーセル化はすべて、アル
カリ、酸、塩基および漂白剤を使用して繊維を柔軟にする別々の工程を有している。それゆえ、
技術は、本質的に、新しい化学プロセスを作り出すためにゼロから始める必要がある。

④「政府が農民に経済的機会を提供し、人々を貧困から解放するために、政府がどれだけ背後に
あるのか」というパキスタンの青年の発表における問いかけに対し、アンゲロフ氏は「社会的
最適性が凌駕されているものがある場合は、社会的最適性に関連する利益を凌駕することは公
平ではないため、縮小することができると言ってもまったく問題はない」と答えるという。
⑤

小売業者がより透明になり、規制機関と協力して規制を執行するという 2025 年のイニシア
チブがあるが、執行する規制がないということは、表立って言われていない。米国は世界で最
大の汚染者の 1 つである。企業は自分たちの工場をどこに置くかを検討している。サプライチ
ェーン、時間枠 、彼らは何をする必要があるかを知っていて、まだそれをしていない。

⑥

ラベルが「環境に優しい」と言っていれば、消費者にとって、それは素晴らしいことなので
ある。誰もが自分たちが環境を破壊している製品を購入しているということを知りたくはない。
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私の最近の議論のポイントは、環境にやさしいとはどういう意味なのかについての誠実な会話
と、
「環境にやさしい」または「持続可能な」という用語にのみ関連するブランドの改善への疑
問である
⑦

天然繊維をリサイクルすることができないと言うと人々はとてもショックを受ける。衣服を
リサイクルすることは、環境のために 20％以下の改善にしかならない。そして、それは一度だ
け行われることができる。現在、綿をリサイクルするグリーンな方法はない。

⑧

消費者は、オーガニックコットンを購入して、古着をリサイクルすることで問題が解決する
と信じている。それは H&M が正直に話さない会話であり、メッセージを環境に優しいものに
することは、監視員、NGO、活動家の責任である。

⑨

マーセル化の代替品が必要であるが、問題は、酸と塩基との相互作用なしに、どのようにし
て繊維を柔軟にすることができるかということである。それは私たちが始めることができる場
所である。次のステップは、商業的に実行可能なビジネスモデルを作成することである。

4. 上記のインタヴューに対する筆者の見解
以上の項目についての筆者の見解を述べる。
我々の衣生活においては、⑤の「小売業者がより透明になり、規制機関と協力して規制を執行
するという 2025 年のイニシアチブがある」のは素晴らしいとされている。だが、執行する規制
がないということは、表立って言われていない。また、⑥の「環境にやさしい」または「持続可
能な」と言っていれば、消費者にとって、素晴らしいこととされている。さらに、⑧の消費者は、
オーガニックコットンを購入して、古着をリサイクルすることで問題が解決すると信じている。
一口に言って、我々の衣生活において、これらの常識とされていることが、実は常識ではなく、
アンゲロフ博士は、この常識をくつがえすことから始めて、真に環境にやさしいファスト・ファ
ッションのビジネスモデルを構築する必要性を説き、具体的政策の立案に取り組みつつあるので
ある。
そこで、アンゲロフ博士の著作を丁寧に読んで、難解な用語を調べて、本書の内容を分かりや
すくご紹介させていただきたい。文系の服飾研究者である筆者にとって、この仕事は実に難解で、
勇気のいる仕事である。家政学博士として、真摯な気持ちで取り組む所存である。

Ⅲ． 米国の衣服産業に見られる問題点―アンゲロフ氏の著作の序章から
まず、アンゲロフ氏は、序章の冒頭で、５人の学者の言説に基づいて、世界の産業における衣
服産業の位置づけを行っている。
「衣料産業は、現代世界で最大かつ最もグローバル化された最も重要な産業の 1 つである
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4。
」「ほとんどの国が国内消費だけでなく、国際的な織物およびアパレル市場全体のために衣料

品を製造しているため、これは最もグローバルな産業の 1 つである 5。」「国家産業の高度化にお
けるその遺産のため、間違いなく最も重要な産業の 1 つである。固定費が低く、労働集約的製
造業に重点が置かれているため、衣料品輸出の伸びは、工業化の時代を先導する産業政策の 1
つである

6, 7 。
」

次に、このような衣服産業の位置づけを踏まえて、ポリブレンドの開発、その製造における技
術的効率の向上がもたらす織物の価格設定の下降傾向、その生態学的影響の増大に言及してい
る。
引き続き、ファッションと衣服という従来の衣服層の分離が消滅し、ファスト・ファッション
に一元化されるようになったことが語られている。
さらに、アメリカの人気テレビ番組 Project Runway の例を挙げて、「ショーでは、ファッシ
ョン性の高いデザインの分野で、競合他社は 150 ドル（またはそれ以下）の生地の予算で衣服
を作成する。審査員たちは、予算内に滞っている間、あるいは予算を下回っても、作品が高価に
見えたときに競技者を賞賛する」と述べて、「ますます高まる品質と、ますます下がる価格をも
たらす能力は、ファッションの成功への鍵である 8」と語っている。
だが、このようなファスト・ファッションの成功の裏には、次のような恐るべき弊害があるこ
とが指摘される。
「ファッションは今や『ファスト・ファッション』であり、多くの人々によって創造され、多
くの人々によって促進され、すべての人々によって楽しまれている。 この新しいファッション
の現実はすべて、手頃な価格、つまり安価な生地で作られた手頃な価格に基づいている。
この手頃な価格は不快な秘密をもたらす。大衆へのファッションの普及を可能にするこれらの
安価だが高品質の布地の製造は、他のどの工業製品よりも品目ごとの毒性の高い化学物質の汚染
を引き起こす。世界銀行の推計によれば、全世界の水質汚濁の 20％は、織物染色の流出過程、
および天然（大部分は木綿）の布地のすすぎ中に発生している 9。」
「上述のプロセスの生態学的影響の組み合わせにより、繊維生産、おそらく大量消費のために
商品を生産する最も汚染の大きい産業部門が作られる。その主張を裏付けるために、他の産業と
J.Jansson and D.Power, Fashioning a global city:Global city brand channels in the
fashion and design industries, Regional Studies 44(7, 2010): pp.889-904.
5 G.Gereffi and S. Frderick, The global apparel value chain, trade and the crisis: Challenges and
Opportunities for Developing countries. World Bank Policy Research. Working Paper #528, Washington,
DC: The World Bank, 2010.
6 Gereffi and Frederick, ibid.
7 S. Kumagai, A Journey through the secret history of the flying geese model. IDE Discussion Paper
No.158, Institute of Developing Economics, Japan JETRO. 2008.
8 Nikolay Anguelov, op.cit., pp.ix-x.
9 Ibid., p.x.
4
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の比較分析を可能にする実証的証拠はほとんどない。 現在の推計によると、淡水汚染全体では
繊維生産が農業生産に次ぐとされているが、農業とは異なり、このような現実を変えるための方
法はほとんどない。 テキスタイル生産では、汚染は単に問題として指摘されており、それが議
論の終りなのである。業界全体の文脈では、この事実は厄介である。衣服業界の分析に生態学的
要素が含まれることはほとんどないためだ

10 。
」

ここに引用した「この手頃な価格は不快な秘密をもたらす。大衆へのファッションの普及を可
能にするこれらの安価だが高品質の布地の製造は、他のどの工業製品よりも品目ごとの毒性の高
い化学物質の汚染を引き起こす。世界銀行の推計によれば、全世界の水質汚濁の 20％は、織物
染色の流出過程、および天然（大部分は木綿）の布地のすすぎ中に発生している」という言説に
は、非常に重いものがある。アンゲロフ氏の論理には、手頃な価格と毒性の高い化学物質の汚染
は、常に表裏一体の関係にあるという冷徹な目線があり、本書は、その実態を実に鋭く指摘・解
明している。
そして、序章は次の言葉で締めくくられる。
「サプライチェーンと生産管理は、即応性から俊敏性、収益性に至るまで、ファスト・ファッ
ションのメリットを高める。 農業経済学者は、綿花の輸出に関連する生産性を称賛している。
貿易の専門家は、ファッションや関連産業における国際貿易の増加と、この貿易が生み出す富を
称賛している。 その結果、衣料品の生産と販売は常に高まり、需要と消費の増大に拍車がかか
る。本書は、この絶え間なく増大する消費規模の促進の倫理に疑問を投げかけている

11 。
」

Ⅳ．米国の衣服産業の闇の世界における諸問題に関する考察
以上に要約・紹介した序章には、本書で提起され、論じられている最も根本的で本質的な問題
が、しっかりと凝縮して盛り込まれている。第１章以降の本論では、序章で提起された問題が、
さらに細分化されて、テーマ別に、より深く、より専門的に論じられている。
そこで、筆者は、紙幅の都合により、アンゲロフ氏の著作で論じられている問題から、以下の
問題を取り上げて、紹介・考察することとする。
１．織物加工のプロセスが生態系に及ぼす影響
２．世界貿易機構（WTO）の水質に関するガイドラインとその効果
３．繊維生産に関連する水質汚染レベルの研究の欠落

１．織物加工のプロセスが生態系に及ぼす影響
(1) 内容紹介
10
11

Ibid., p.xi.
Ibid., p.xi.
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A.

布地のコストと衣服の価値
アンゲロフ氏の著作の根幹部をなす、綿から布地への変換がもたらす生態系への影響について、

以下にまとめて紹介する。
最初に、布地のコストと衣服の価値に関するアンゲロフ氏の見解をまとめておこう。
「布地のコストが最終的な衣服の価値を決定する。なぜなら、布地は、特定の衣服の特徴の高
級化を可能にする繊細さ、品質、および独創性の特徴を提供するからである

12 。
」

アンゲロフ氏は、このように高級な布地の繊細さ、品質、および独創性を評価した上で、繊維
生産と供給の生態学的影響について、数名の研究者の言説に基づいて、以下のように指摘してい
る。
「しかし、綿を布地に織り込むこともまた、織物製造中の流出プロセスに起因する液体汚染物
質中に排出される化学汚染物質のために、最も生態学的に、工業生産に悪影響を及ぼす

13, 14 。」

「さらに、化学汚染による生態系の損傷は、直接燃料費の高騰および CO2 排出という形での間接
的な汚染の影響という、かなり大きな世界的な二酸化炭素排出量を増加させる。世界最大の綿花
輸出国は米国であるため、排出量は重要である

B.

15 。」

米国輸入法の優遇原産地関税の減税の問題
以上のように、綿を布地に織り込むことの生態学的な悪影響とは、世界的な規模での二酸化炭

素排出量の増加であることを指摘し、引き続き、David Birnbaum と S.S.MacDonald の言説に依
拠して、米国輸入法の優遇原産地関税の減税の問題へと議論を進めている。
「しかし、アメリカはその綿を実際に輸出しているのではなく、むしろ一時的に海外に移して
加工している。 実際には、輸出された米国産の未加工綿の 80％以上が既製服の形で米国に戻っ
てくる

16 。」「そこでは、平均的な綿ベールがアメリカで栽培され、インドで生地に加工され、

中国で縫製される。そして、最終的な販売のために米国に再輸入される。 S.S.MacDonald 17等は、
米国への全体的な繊維の輸入と比較して、綿ベースの輸入の比較的高い量を示している。問題は、
Ibid., p.77.
Mohidus Samad Khan, Shoeb Ahmed, Alexandra E. V. Evans, Matthew Chadwick, Methodology for
Performance Analysis of Textile Effluent Treatment Plants in Bangladesh Chemical Engineering Research
Bulletin 13 (2009), pp. 61-66. http://www.banglajol.info/index.php/CERB
14 Jiahua Pan, Chengshan Chu, Xinghu Zhao, Yuqing Cui and Tancrède Voituriez,
Global Cotton and Textile Product Chains, Identifying challenges and
opportunities for China through a global commodity chain sustainability analysis,
International Institute for Sustainable Development (IISD) , Published by the
International Institute for Sustainable Development , Winningpeg, Canada, 2008.
15 Nikolay Anguelov, op.cit., p.77.
16 David Birbaum, Crisis in the 21 st Century Garment Industry and Breakthrough Unified Strategy , New
York: Fashion Index Inc.,2008.
17 S.S. MacDonald, S.Pan, A.Somwaru, and Tuan, China’s role of in world cotton and textile markets: A joint
computable general equilibrium/partial equilibrium approach, Applied Econmics 42(7):875-885.
12
13
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これらの綿ベースの輸入品は、実際には輸入品ではないということである。なぜなら、それらは、
紡績や製織のために海外の織物工場に出荷されたアメリカ産の綿から織られた布地だからである。
これは、米国輸入法の優遇原産地関税の免除が、ひどいインセンティブの形で生み出すことがで
きるという結果を裏付ける証拠である

18 。
」

C. 布製造の湿式プロセス
アンゲロフ氏は、織物加工の 3 つの主要な工業的作業、すなわち、紡糸、製織、仕上げの環境、
および、健康への影響を指摘している。
「紡糸は主に乾式処理を伴い、騒音および粉塵汚染を発生させる。紡績は、環境に関しては最
も影響の少ない段階であると考えられているが、労働者にとって非常に有害である。 平均的な繊
維工場ではシャトルルームを使用しているが、これは 100 dB（デシベル）という高い騒音レベル
を引き起こし、85 dB という最高の安全限度を超えている
次に、アンゲロフ氏は Chaturvedi と Nagpal の研究

19 」

20 に基づいて、最も深刻な環境問題は、

布製造の湿式仕上げ工程に関連していると述べて、その詳細が、次のように展開される。その内
容こそ、本書のハイライトを成している。箇条書きにして、解説を紹介する。

【湿式プロセス】
主な湿式プロセスは、漂白、マーセル化、および染色であり、これらはさまざまな廃棄物組成
を持つ廃液を生み出す。
①

漂白
綿は織られる前に、漂白する必要がある。

②

マーセル化
それはマーセル化されている。マーセル化は、漂白した繊維を水酸化ナトリウム浴に浸し、次

にそれらを酸性浴中で中和する方法である

21 。すべての綿をマーセル化する必要はないが、この

ように処理された布地は染色に対してよりよく反応し、綿/ポリエステル混紡の製造に使用される
ためである。
③

紡糸、染色
綿がマーセル化されると、それは糸に紡がれ、それから布に織られ、次に染色される。製織工

18
19

Nikolay Anguelov, op.cit., p.78.

Ibid., pp.78-79.

S.Chaturvedi and G.Nagpal, WHO and product-related environment standards: Emerging issues and
policy options, Economic and Political Weekly 38(1), 2003,pp.66-74.
21 P.J.Wakelyn, N.R.Beroniere, A.D.French, D.P.Thilbodeaux, B.A.Triplett, M.A.Rouselle, W.R.Goynes, et
al, Cotton Fiber Chemistry and Technology, Boca Raton:CRC, (2010). p.74
20
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程中に、繊維強度および剛性を付与するためにデンプンが布に適用され、大量の工業用デンプン
を含有する廃水がもたらされる。 紡糸工程の間、糸は、通常、デンプンを固化し、糸から織られ
ている様々な布地の繊度および耐久性を規定する一次染料および化学物質を適用する湿熱プロセ
スを通して、繊度およびテクスチャーについて処理される。
【製織工程】
また製織工程では、合成繊維を混紡して多混紡織物を作ることができる。 混合プロセスは、
また熱集約的であり、その結果、大量の温水が局所的な分水界に放出される。
製織後、生地はパターン仕様に基づいて染色される。これらの布地仕上げ工程では、より多く
のデンプン、水酸化ナトリウム、および化学染料が使用される。湿潤剤、酸、アルカリ、および
染料の量と種類は、最終製品の品質と望ましい精製方法によって異なる

22 。布地の品質が高けれ

ば高いほど、その結果としての価格が高ければ高いほど、製造工程はより化学的に集中する。
【湿式プロセスの環境への悪影響】
湿式法は製造の最も重要な構成要素であり、染色および仕上げの様々な工程、ならびに高品
質の石油化学製品の使用のために大量の水を必要とする。しばしば、採用された方法は非効率
的である。世界の染料の総生産量の 15％以上が布地の染色中に失われている
産される織物 1 トンあたり 200 トンの水が使用される

23 。平均して、生

24 。使用済みの水は化学物質が多く含ま

れており、深刻な環境への脅威をもたらす。化合物、金属、および有害物質は、流出プロセス
で排出されなければならない。それらは繊維工場周辺の水域から広い地域の地下水系へと移動
し、生態系全体の毒性に影響を及ぼす

25 。

(2) 筆者の見解
ここでは、最も深刻な環境問題は、布製造の湿式仕上げ工程に関連していることが強調さ
れ、湿式プロセスの詳細な解説が行われている。この内容は本書のハイライトを成している。
文系の筆者にとって、ここに記された内容を分かりやすく、正確に紹介するのは、筆者の使命
であるという自覚のもとに、真摯な気持ちで取り組ませていただいた。このような情報こそ、
消費者に周知・徹底しなければならないと確信する。それは、まさにアンゲロフ氏が本書で厳
しく指摘されている研究者の使命であり、役割であろう。

22
23

Ibid.,

N.A.Ibrahim, E.S.Abdel Halim and M.M.Hosni, Pollution prevention of cotton-cone reactive dyeing,

Journal of Cleaner Production , 16(12), August 2018, pp.1321-1326.

L.Greer, S.E. Kean, and Z. Lin, NRDC's Ten Best Practices for Textile Mills to Save Money and Reduce
Pollution.National Resource Council(2010). https://www.nrdc.org/sites/default/files/rsifullguide.
25 N.A.Ibrahim, E.S.Abdel Halim and M.M.Hosni, op.cit .
24
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２．世界貿易機構（WTO）の水質に関するガイドラインとその効果
この問題についてのアンゲロフ氏の見解を以下にまとめたうえで、筆者の意見を簡潔に述べる。
(1) 内容紹介
世界銀行は、繊維製造中に排出される 72 の有害元素を特定している。それらのうち 30 は精製
プロセスで扱うことができない。72 の毒性元素のうち 42 のみが、それらのレベルが最小化され
るが排除されない部分精製プロセスとなったものを通過することができる

26 。

世界貿易 機 関

（WTO）は排出量のガイドラインを定めているが、各国は自由に独自の規制構造を確立し、許容
排出量レベルを決定し、監視と執行措置を実施することが自由である

27 。

WTO の水質基準は、集計基準と特定の化学物質の最大許容濃度に分類される。集計尺度は、
pH 値（流出液の酸性度またはアルカリ度を決定する）、温度、生物学的酸素要求量（BOD）、化
学的酸素要求量（COD）、総懸濁固形物（TSS）またはろ過不可能な残留物、総溶解固形分（TDS）、
および色である。しかし、世界銀行は、これらの最大許容温度、BOD、COD、TSS および TDS
レベルへの準拠を記録または追跡していない。代わりに BOD メトリクスを追跡する。テストし
やすいからである。 BOD レベルの推定に必要なテストは 1 つだけである。 TSS および TDS テ
ストでは、鉛、カドミウム、または水銀レベルを推定するために、各元素を一度に 1 つずつテス
トする必要がある。このようなテストは費用がかかるため、WTO はそれを個々の政府に委任し
て実施する。 WTO ガイドラインを遵守することは会員資格の条件であるが、遵守しないことは
排除の条件ではない。各国がガイドラインに違反していることが判明した場合、組織に課された
懲罰的なメカニズムはない。頼りの道は、原告国が違反している国に対して公式の苦情を申し立
てることであり、問題の非遵守政策が重大な貿易の歪みをもたらしたという証拠を提供する。そ
のような主張が環境の不適合の苦情に基づいて WTO に提出されたという証拠はない。
(2) 筆者の見解
次に、筆者の見解を述べる。
「世界貿易機関（WTO）は排出量のガイドラインを定めているが、各国は自由に独自の規制構
造を確立し、許容排出量レベルを決定し、監視と執行措置を実施することが自由である」という
ことであるが、これは、国まかせで、自由度がありすぎる。「BOD レベルの推定に必要なテスト
は 1 つだけである」という実態は、改善の余地がある。TSS および TDS テストでは、鉛、カド
ミウム、または水銀レベルを推定する重要なテストである。コストが高くても、手を抜くべきで
はない。これらは、まぎれもなく身体に影響を及ぼす汚染源である。

26
27

R.Kant, Textile Dyeing Industry: An Enironmental hazard, Natural Science 4(1), 2012, pp.22-26.
S.Chaturvedi and G.Nagpal, op.cit.
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3．繊維生産に関連する水質汚染レベルの研究の欠落
(1) 内容紹介
アンゲロフ氏は、織物と衣料品の製造の正確な内訳を区別することは不可能であることについ
て、次のように述べている。
「織物と衣料品の製造の正確な内訳を区別することは不可能であり、すでに示された数少ない
例を除けば、全体的な尺度が重要で分析に値するとしても、国および年ごとの一貫した測定基準
は利用できない

28 。
」

また、汚染レベルに関するデータを示し、以下のように解説している。
「表 1 が示すように、多くの国が汚染レベルを世界銀行に報告している。このプロジェクトの
徹底的な調査は 2009 年に始まった、そして信頼できる測定基準は特定できなかった。しかし、
それでも問題がある場合、いくつかのデータ近似が利用可能であり、データが記録されている国
は表 2 に含まれている

29 。
」

「データは、他のすべての製造業部門と比較してアパレル業界全体がどのように変化したか、
織物生産に関連する汚染レベルがどのように変化したか、そしてどの国が外国投資家にとって比
較的魅力的になったかを明らかにする。その結果、ブルガリア、トルコ、カンボジアの 3 カ国の
みがアパレル生産に比較的依存するようになったことがわかった

30 。
」

本稿第 2 章第 2 節で「私の母国であるブルガリアは、繊維工場への対外直接投資で第 2 位の国で
あると述べた報告には、非常にユニークなデータポイントがあることに気づきました。」というフ
リーランスのライターの ジェシカ・ブラシントン氏(Jessica Brassington)とのインタヴューにお
けるアンゲロフ氏の回答に言及した。確かに、表 2 から、ブルガリア、トルコ、カンボジアの 3
カ国のみがアパレル生産に比較的依存するようになったことが明らかである。
「水質汚濁レベルの上昇は、統計的に有意なだけでなく、直接投資増加の最も強い予測因子に
もなる。 それらの効果は非常に強いので、地元のアパレル業界の規模を外国人投資家の魅力の要
素として覆い隠している。 また重要なのは、それほどひどくはないが、繊維製造からの汚染であ
る。その意味するところは、衣料品の国際貿易が自由化されると、環境調達の要因が生産者にと
って非常に重要になり、投資を増やす場所を選択する際に、地域産業への逆方向のつながりから
直接的な費用対効果が得られることである

28
29
30
31

31 。
」

Nikolay Anguelov, op.cit., p.95.

Ibid., pp.95-97.
Ibid. ,p.97.
Ibid. ,p.102.
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典拠

Nikolay Anguelov, The Dirty Side of the Garment Industry, Fast Fashion and Its Negative Impact
On Environmental and Society , CRC Press, Taylor & Francis Group,Boca Raton, London, New York,
2016, pp.92-93.

典拠
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アンゲロフ氏は、これらのデータを踏まえて、企業の社会的責任について、次のように重大な
問いかけを行っている。
「これらの事実は、企業の社会的責任について多くの疑問を投げかけている。そのような否定的
な現実が、安価な衣類の生産と消費の増加に基づく経済的利益を中心に徐々に発展していること
は矛盾している。ファスト・ファッションの到来とともに直接費を低く抑えるインセンティブが
高まったため、業界のインサイダーが社会的費用の問題を提起しなかったことは驚くべきことで
ある。ファスト・ファッションの促進が深刻な生態系の被害を引き起こすインセンティブを生み
出すという、産業界や環境保護活動家からのいくつかの厄介な警告にもかかわらず、今日までの
アパレル商品の価格は、依然として低価格のままである

32 。
」

上記の言説を簡潔にまとめるならば、ファスト・ファッションの到来とともに直接費を低く抑
えるインセンティブが高まり、ファスト・ファッションの促進は、深刻な生態系の被害を引き起
こしたが、驚くべきことに業界のインサイダーは、社会的費用の問題を提起しなかったというの
である。つまり、ファスト・ファッションに起因する生態系の被害に対して、企業は社会的責任
を果たしていないのである。

引き続き、アンゲロフ氏は、４人の研究者の研究に基づいて、アパレルの製造過程の細分化が、
アパレル製造の生態学的影響の研究の欠落を生み出していることを次のように指摘している。
アパレルの製造は非常に細分化されているため、製造者も顧客もアパレルの製造過程で環境の
悪化がどのようにしていつ起こるのかについてあまり理解していない

33 。

そのため、綿の栽培

から収穫、合成繊維の製造、洗濯、手入れ、そして衣服の廃棄まで、製造過程のどこにでも生態
系の損傷が発生する可能性がある。 しかし概して、生態学的影響は研究の本体では扱われていな
い。 その理由の中には、圧倒的多数の業界調査が顧客満足度に関する調査に基づいているという
事実があるかもしれない。
アンゲロフ氏は、以上の見解を踏まえて、アパレル関連の以下に列挙した３つのカテゴリーに
関する研究のあり方と問題点を具体的な研究文献を取り上げて、簡潔にポイントをまとめている。
冒頭で、次のように述べられる。
「部外者にとって、そして生産管理スペシャリストにとってさえ、アパレルバリューチェーン
における別々の生産リンクは、互いに比較的独立して存在するように見えるかもしれない。 おそ
らくこれらの理由のために、システム全体に対する統合的研究の著しい欠如がある。研究の焦点
は明らかに、次の主なカテゴリーに分けられる

32
33
34

34 」

Ibid. ,pp.103-104.

E.Rosental, Can Polyester save the world? The New York Times , 2007, January 25.
Dr. Nikolay Anguelov,op.cit., p.104.
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①

インプット分析
織物生産に関する文献

35 は、主に農業経済学、農学、貿易規制、および綿の成長と貿易および

繊維の製織に焦点を当てた技術進歩の分野に網羅されている。 この分野の研究のほとんどは、特
定の研究を除いて、需要に言及している研究はめったになく、需要を推進する要因についての洞
察を提供するものははるかに少ない。 いくつかのケースでは、需要がグローバリゼーションの影
響を受けているという結論が出されたが、その説明はめったに行われていない。
②

ファッションの生産および運営管理
ファッションの購入および商品化、ブランドの拡大、物流、および統合マーケティングに関す

る文献

36, 37 。

これらの一連の研究では、繊維生産への言及が著しく欠如しており、低価格を賛

美すること以外に、言及する必要のあるものは何もないことを示している。 布地は安価で、さま
ざまな種類がある必要がある。 製造方法は製造管理者の関心事ではないのである。
③

ファッションデザイン
ファッションカテゴリー、ファッション革新、ファッション知的財産権、ファッションデザイ

ン、ファッションプロモーションに関する文献

38, 39, 40 。これらは、芸術的なファッションシステ

ムに関する研究が中心を占めており（排他的ではないが、例えば Pesendorfer（1995） 41はミク
ロ経済学の論文である）、これらの分野は織物生産または小売商品化についてはほとんど言及し
ていない。ただし、いずれも顧客の好みや好みに関する洞察を提供する。

次に、学者の研究のあり方に対するアンゲロフ氏の見解に注目したい

42 。

学者は主題専門家の一種に過ぎない。学者は自分の専門分野に専念し、ファッション経済学の
システム全体の複雑さを彼らの仕事に組み入れない。それゆえ、それは業界の専門家がその複雑
さを理解していないことを意味するわけではない。

N.W.Minot and L.Daniels, Impact of global cotton markets on rural poverty in Benin, Agricultural
Economics (33)3, 2005, pp.453-466.
36 L.F.S.Wang and Y.C.Wang, brand proliferation and inter-brand competition: The strategic role of
transfer pricing, Journal of Economic Studies (35)2, 2008,pp.278-292.
37
K.W.Willems,W.Janssens,G.Swinnen,M.Bregman, S.Streukens, and M.Vacauteren, From Armani to
Zara: Impretion formation based on fashion store patronage, Journal of Business Ressendorearch 65(10),
(2012), pp.1487-1494.
38 C.Abecassis-Moedas, Integrating design and retail in the clothing value chain：An empirical study of
the organization of design. International Journal of Operation & Production Management 26(4), 2006,
pp.412-428.
39 M.E.Nenni, L.Giustiniano and L.Pirolo, Demand forcasting in the fashion industry: .A review.
International Journal of Engineering Business Management, 5(37), 2013, pp.1-6.
40 M. Tungate, Fashion Brands: Branding Style from Armaniti to Zara. London: Kogan Page Publishers,
2012.
41 W. Presendorfer, op.cit.
42 Nikolay Anguelov, op.cit., p.106.
35
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最も重要なことは、学者のメッセージは、優れた運用上の知識を通して、生産の直接費を削減
し、より低いコストを消費者に渡すことができるということである。これは、ハイエンドからフ
ァスト・ファッションへとファッションを下方に回転させるスパイラルである。 管理的に直接費
を削減し、低価格の導入と奨励を通じて消費者にそのプロセスの成功を促進するスパイラル。こ
のようにして、産業界は需要の増大が高汚染の秘密をもたらすという不快な真実を隠している。
業界の専門家とは異なり、学者たちはファッションの商品化と製造業の研究の連鎖の中に本当
に孤立して存在するため、学界はファッション消費の生態学的影響に対するこの沈黙を疑うこと
はない。したがって、綿の栽培から収穫、天然および合成繊維の製造、完成品の製造、流通およ
び販売に至るまで、衣類製造プロセスのあらゆる段階で発生する生態学的な損傷については説明
されていない。
注目を集めているのは、購入後の主に洗濯、手入れ、および廃棄の処理である。 Cline（2012）
43 は、衣料品使用の最終段階に焦点を当てているが、それ以前の段階も環境問題の一因となって

いることに注意を要する。ここで紹介する例は、農業用水の使用から洗濯や衣服の世話まで、主
に水の使用に関するものである。リーバイス(Levi’s)のジーンズはまた、持続可能な製品のライン
を紹介する際に、水問題に包囲された。彼らの場合、
「持続可能」とは、顧客にジーンズを洗濯し
ないように頼むことによって水の使用量を減らすことを奨励すること、つまり「ノーウォッシュ
ジーンズ」を意味する。問題は、この最終段階での責任が最終消費者に課され、生産プレイヤー
から取り除かれることである。すでに説明したように、それは小売業者主導の産業である。生産
チェーンのインセンティブに生態学的な精査がない限り、生産効率の理解には環境への影響は含
まれない。そして便利な言い訳は、システムが立つには複雑すぎるということである

44 。
」

(2) 筆者の見解
アンゲロフ氏によると、研究者の研究の傾向は、次の３点に要約されるという。
①

織物生産に関する学者の研究では、特定の研究を除いて、需要に言及している研究はめっ
たになく、需要を推進する要因についての洞察を提供するものははるかに少ない。

②

ファッションの生産および運営管理の分野の学者の研究では、布地は安価で、さまざまな
種類がある必要があるが、製造方法は製造管理者の関心事ではないのである。

③

ファッションデザイン分野の学者の研究では、織物生産または小売商品化についてはほと
んど言及していない。ただし、いずれも顧客の好みや好みに関する洞察を提供する。

これらの傾向と先に紹介した研究者の研究のあり方に関するアンゲロフ氏の見識ある見解から、
改めて、研究者の社会的役割と責任を考えさせられる。
43
44

E.L.Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion, New York, Penguin, 2012.
Nikolay Anguelov, op.cit., p.107
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我が国でもユニクロやワークマンによって、
「ノーウォッシュジーンズ」が奨励され、技術開発
に多くの優秀な人材と多額の資金が投入されている。このような現状は見直されなければならな
い。

Ⅴ．アンゲロフ氏の提言

45

アンゲロフ氏は、最終章の第８章において、本書を総括して、彼独自の提言を行っている。そ
こで、彼の提言の要点をまとめる。
第一に、商品の購入に際して、顧客が影響を受ける情報について、こう述べている 。
顧客を購入先に向かわせるための意思決定プロセスは、すべてアパレルの特性について説明し
ているさまざまな情報源の影響を受ける。生態学的な被害についての議論が欠けているのは、こ
れらの情報源にある。
第二に、アパレルプロモーションのあり方について、こう述べている。
アパレルプロモーションにおける情報の方向性に関する問題がある。これには 2 つの理由があ
る。 一つは、ブランド小売促進の一方的な遺産は、その真実を消費者に伝える動機がないことに
ある。もう一つの理由は、消費者が服の製造方法を理解していないことにある。
第三に、アパレル商品の汚染を軽減する技術革新分野の不在について、こう述べている。
消費者は、どの商品が比較的汚染を激しくするかについての一般的な考えを持つ傾向がある。
これは、公害防止技術の製造業者が、競争上の優位性を築くことを求めて、消費者に彼らの技術
革新の特徴を理解させようとするためである。
アパレルプロダクションでは、そのダイナミックは存在しない。主な理由は、汚染を軽減する
技術の開発に力を注いでいる、テキスタイル製造における真の技術革新分野が存在しないことに
ある。テキスタイル生産における技術革新は、高品質、高選択、低コストの生地を生産すること
に集中している。ポリブレンドとして知られているこれらの生地は、現代の衣料品製造業者がよ
り高いレベルの選択とより低い価格を提供することによって、小売売上高を増加させる能力を定
義している。
第四に、アパレル小売業はいかにして売上を伸ばしているのかについて、こう述べている。
ブランドの急増、サービス管理（アパレル販売を中心とした）、ファッションマーチャンダイジ
ング、および小売オペレーション管理に関する文献は、すべて、アパレル小売成長の成功モデル
は、顧客にエキサイティングな店内（またはオンライン）体験を提供することによって売り上げ
を伸ばすことにあると結論づけている。
第五に、アパレル業界における社会的コストは環境被害のコストであり、社会的コストの軽減
45

Ibid .,pp.109-185.
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は、どのような方法で行われているかについて、こう述べている。
アパレル業界では、社会的コストは環境被害のコストであり、この本で説明されているように、
生産チェーンのすべての関連で発生する。
非効率的な市場構造では、社会的コストは組織の力によって 2 つの方法で軽減できる。
1 つは、社会的コストを生み出す生産者は、彼らに助成金を支払うことによってコストを負担
するよう政府に依頼することができるということである。 もう一つの方法は、環境被害を許容す
ることによって、社会的費用の悪影響を吸収するために政府からの合意を勝ち取ることである。
すべての産業が汚染を引き起こすので、それはすべての産業に存在するトレードオフである。
アパレル生産に頼る国は、国際的なアパレル企業向けに最も魅力的なビジネス環境を提供しよ
うと努力している。これらの魅力的な機能の中には、衣料品の多国籍企業が費用のかかる汚染緩
和技術の代金を払わないことを可能にする緩い環境基準がある。その結果、衣料品生産チェーン
の最も環境に負担をかけるリンクは、発展途上国の非常に貧しい国々で発生する。しかし、この
社会的コスト削減の恩恵は、低小売価格という形ですべての市場の顧客にもたらされる。
最後に、綿花の輸出だけでなく、アメリカでは汚染集約型の繊維製造工程の大部分が徐々に輸
出されている現状について、こう述べられている。
最も国際化された産業では、世界で最も裕福な国であるアメリカが綿花、すなわち、農産物を
輸出している。小売業のビジネスモデルも輸出している。それは現代の織物加工工場で必要とさ
れる機器を輸出することである。しかしこのダイナミックは、ファッションやアパレル部品の輸
出に関する研究やデータに反映されていない。本書で調べた繊維製品の直接投資に関する文献が
示すように、他の先進国もそうである。社会的費用を輸出するこのプロセスは、企業レベルでの
直接的な費用最小化インセンティブだけでなく、途上国の経済改善を支援することを目的とした
政府の行動にも基づいている。この行動は、産業界の採用方針の形をとる。これらは企業を引き
付けるための方針である。それらは、国際的な統治構造によって支えられており、それによって
多国間の貧困緩和団体、すなわち世界銀行と国際通貨基金（IMF）は、産業の試行錯誤を高め、
それゆえ貧困を軽減することを期待して発展途上国政府に融資その他のインセンティブを提供し
ている。このよく意図された政策の方向性は、意図しないマイナスの結果、またはひどいインセ
ンティブをもたらすのである。

Ⅵ．おわりに
1. 「The True Cost」とアンゲロフ氏の著作からのまとめ
「The True Cost」と本稿の第 2 章第 2 節にまとめたアンゲロフ氏のフリーランスのライター
のジェシカ・ブラシントン氏(Jessica Brassington)とのインタヴュー、および著作における今日
の衣服産業の問題点に関する指摘には、次のような共通点がある。
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第一に、ファスト・ファッションを特徴づけているポリブレンドに見る高品質の布地の安価な
生産と、その結果としての衣類の低価格化の問題である。
「The True Cost」は、冒頭で、
「ファス
ト・ファッションの店舗数は、ここ 10 年で 2 倍になっていて、日本の 45％の衣料品は安物衣料
である」ことを指摘している。アンゲロフ氏は、1992 年のカール・ラガーフェルドとのインタビ
ューの中で、ラガーフェールドは、布の多様性、ポリブレンドを可能にした技術の革新、多種多
様な質感や色にすることができる弾力のある布のブレンドに言及したことを強調している。そし
て「このような技術革新の結果、高品質の布地はより安価に生産され、衣類は低価格で販売され
るようになった。コミュニケーションとサプライチェーン管理の改善も、ファスト・ファッショ
ンの向上、衝動的な購買の促進、および小売業のビジネスモデルへの過剰な刺激をもたらした」
と強く主張している。
第一の問題は、まさに、次にまとめた第二の問題の根源をなしている。
第二の問題、それは衣服産業がもたらす水質汚染の問題である。
「The True Cost」では、
「服を
作る工場では、毎日、大量の化学薬品が使われている。使用水の汚染水は農業用水としても使わ
れる。この水を使った農地で獲れた農作物や、海で獲れた魚介類を食べた人たちの健康は損なわ
れ、癌患者が沢山出て、先天性の重度の麻痺や奇形なども後を絶たない」と指摘されている。ア
ンゲロフ氏の著作では「天然繊維、主に木綿を糸に変える業界の最前線にあるプロセスは、最も
毒性の高いプロセスである。湿式法、すなわち、サイジング、シンギング、精練およびマーセル
化はすべて、アルカリ、酸、塩基および漂白剤を使用して繊維を柔軟にする別々の工程を有して
いる。それゆえ、技術は、本質的に、新しい化学プロセスを作り出すためにゼロから始める必要
がある。」という指摘が繰り返し行われ、その詳細が解説されている。
特に注目しなければならないのは、アンゲロフ氏の次の言説である。
マーセル化の代替品が必要であるが、問題は、酸と塩基との相互作用なしに、どのようにして
繊維を柔軟にすることができるかということである。それは私たちが始めることができる場所で
ある。次のステップは、商業的に実行可能なビジネスモデルを作成することである。
この指摘と解説、および問題解決策は、本書の一番のハイライトをなしている。
筆者は、アンゲロフ氏が本書出版後、この問題に対して、どのような解決策を編み出すことが
できたのだろうか、という点が、とても気にかかるところである。次著、あるいは論文に期待し
たい。
第三に、衣服産業がもたらす水質汚染が生態系にもたらす間接的な環境問題である。
「The True
Cost」で放映されたうず高く積まれている衣服のゴミの山の光景は、実に凄まじく、言葉で表現
のしようがないほどである。製造から販売、消費から廃棄に至るファッション・アパレル業界が
排出する CO2 量は石油産業に次いで、第 2 位の規模だという。アンゲロフ氏は、衣服産業が排出
する CO2 量について、「さらに、化学汚染による生態系の損傷は、直接燃料費の高騰および CO2
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排出という形での間接的な汚染の影響という、かなり大きな世界的な二酸化炭素排出量を増加さ
せる。世界最大の綿花輸出国は米国であるため、排出量は重要である

46 。」と指摘している。

第四の問題は、世界貿易機関（WTO）の水質基準のガイドラインに関する問題である。「The
True Cost」では、WTO は問題解決をしないことが指摘されている。アンゲロフ氏によると以下
のとおりである。長い引用になるが、本書の重要ポイントであるので引用・紹介させていただく。
「世界貿易機関（WTO）は排出量のガイドラインを定めているが、各国は自由に独自の規制構造
を確立し、許容排出量レベルを決定し、監視と執行措置を実施することが自由である」
「世界銀行
は、これらの最大許容、化学的酸素要求量（COD）、総懸濁固形物（TSS）、およびおよび総溶解
固形分(TDS)レベルへの準拠を記録または追跡していない。代わりに生物学的酸素要求量（BOD）
メトリクスを追跡する。テストしやすいからである。 BOD レベルの推定に必要なテストは 1 つ
だけである。 TSS および TDS テストでは、鉛、カドミウム、または水銀レベルを推定するため
に、各元素を一度に 1 つずつテストする必要がある。このようなテストは費用がかかるため、WTO
はそれを個々の政府に委任して実施する

47 。
」
「

WTO ガイドラインを遵守することは会員資格の

条件であるが、遵守しないことは排除の条件ではない。各国がガイドラインに違反していること
が判明した場合、組織に課された懲罰的なメカニズムはない。頼りの道は、原告国が違反してい
る国に対して公式の苦情を申し立てることであり、問題の非遵守政策が重大な貿易の歪みをもた
らしたという証拠を提供する。そのような主張が環境の不適合の苦情に基づいて WTO に提出さ
れたという証拠はない

48 。
」と指摘している。要するに「世界貿易機関（WTO）は排出量のガイ

ドラインを定めているが、規制は行わない」というのである。いわゆる「不都合な真実」である。

２．今後の課題
エコファッション、オーガニックコットン、リサイクル、古着の行方、消費者の購買行動とい
った問題は「The True Cost」においても、アンゲロフ氏の著作においても取り上げられ、真剣に
論じられている。これらの問題は、今後の課題とする。

46
47
48

Nikolay Anguelov, op.cit., p.77.
S.Chaturvedi and G.Nagpal,op.cit

Ibid
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ついて自由に利用できる。なお、その場合、利用箇

森下正明研究記念財団

所、掲載誌、発行年月等を速やかに事務局に報告し
なければならない。

紀要「森下財団紀要」
２．投稿の条件

－投稿規程－

（１）原稿は未発表のものに限る。但し、既掲載であ

制定 ２０１５年 ８月 １６日

っても編集委員会もそれを認め、現掲載箇所を示し

改訂 ２０１９年 ４月

た場合はその限りではない。

１日

（２）投稿原稿は、京都大学名誉教授森下正明研究記
１．掲載原稿の原則

念財団の構成員又はその指導する大学院生若しく

（１）掲載原稿は、依頼原稿と投稿原稿に分けられ

は大学院修了者、及び財団理事の推薦のある者によ

る。

るものとする。共著の場合は、筆頭著者が当該要件

（２）投稿原稿のカテゴリーは、原則として「論文」

を満たす必要がある。

「論説」
「研究ノート」｢調査報告｣「講演記録」
「そ

（３）京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の構成

の他」とし、依頼原稿においては、編集委員会にお

員の指導する大学院生又は大学院修了者が投稿す

いて適当なカテゴリー設定をできる。また、投稿原

る場合、京都大学名誉教授森下正明研究記念財団の

稿については、上記のカテゴリーでは適応できない

構成員たる指導教員の承認を得なければならない。

と判断できるものについては、執筆者と編集委員会

当該指導教員は、その承認を与えるに当たり、本紀

において適切なカテゴリーの設定をできる。

要の掲載に耐えられる内容であることを確認しな
ければならない。

（３）掲載原稿は、日本語、又は英語によるものとす
る。但し、事前に編集委員会が認めたものはこの限
りではない。

３．投稿原稿の内容

（４）依頼原稿は、編集委員会における編集方針のも

当面、観光に関する研究とする。ただし、編集委員

と編集局より依頼する。

会が認めた場合はこの限りでない。

（５）投稿原稿「論文」については、査読に付す。
「論
文」以外のカテゴリーの投稿原稿については、編集

４．投稿原稿の採否

委員会が必要と認める場合は査読に付す。

投稿原稿は、編集委員会が必要と認める場合は査

（６）執筆要領については別途定める。

読に付す。査読実施の要領については以下に示す通り

（７）原稿の掲載について判断は編集委員会で行う。

である。

（８）掲載原稿は、電子化・公開する。

（１）査読は、２名で行う。査読者は編集委員会にお

（９）事務局が特約を締結した場合を除いて、掲載原

ける協議の上、編集局より依頼する。なお、査読者

稿の著作権は京都大学名誉教授森下正明研究記念

のうち最低１名は京都大学名誉教授森下正明研究

財団に帰属する。但し、執筆者自身は、当該原稿に

記念財団の構成員とし、京都大学名誉教授森下正明
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研究記念財団の構成員以外のものに査読を依頼す

（５）上記にかかわらず「掲載」が認められない場合

る場合は、編集委員会は京都大学名誉教授森下正明

は、執筆者は編集委員会に異議申し立てをすること

研究記念財団の趣旨及び査読要領を了解できる者

ができる。但し、京都大学名誉教授森下正明研究記

を選任することとし、編集局は査読者に対してその

念財団の構成員の指導する大学院生又は大学院修

旨周知する。

了者が異議申し立てをする場合、京都大学名誉教授
森下正明研究記念財団の構成員たる指導教員の承

（２）査読者は、次の点に留意して査読をする。

認を得なければならない。

１）原稿条件に合致しているかどうか

（６）前項の場合、編集委員会は、査読者及び執筆者

２）誤字、脱字がないかどうか

の主張を考慮して、掲載についての判断を行う。

３）他の文献等からの無断引用、剽窃、出典の不記
載など著作権をしていないかどうか

５．投稿手続き

４）執筆要領に反していないかどうか

投稿者は、Microsoft Word（97 より新しいバージ

５）著しく論理性を欠くなど掲載に耐えられないも

ョン）
、及び PDF 形式の電子データを本財団編集委

のでないかどうか

員会宛に提出する。

６）査読者との見解の相違や新規性のある着眼点で
あったり、提言、発想等であることにより成熟性
が欠けることを理由に、当該原稿を否定したり、

６．経費負担
当面、投稿料は徴収しない。ただし、図版の作成し

新たな展開の可能性の芽を摘んでいないかどう

直しや特殊な印刷を必要とする場合、著者に実費を請

か

求する。

（３）査読者は、投稿原稿につき、
「掲載」
、
「修正後掲
載」
、
「改稿後掲載」
、
「不掲載」の判断を編集局に通

７．校正

知する。また、査読者は「修正後掲載」の場合その

著者校正を原則とする。必要に応じて編集委員会が

箇所を、
「改稿後掲載」の場合はその理由及び改稿の

校正を行う場合がある。

ための指針、
「不掲載」の場合はその理由を付して通
知しなければならない。編集局はその結果を執筆者
に通知する。なお、
「掲載」はそのまま掲載を可能し、

８．抜刷
抜刷については、希望者は実費にて購入できるもの

「修正後掲載」は、修正個所が修正されているかを

とする。

編集局で確認の上掲載する。この場合この時点で
「掲載」と判断されてものとする。また、
「改稿後掲
載」については再度査読に付す。
（４）２名の査読者のうち１名が「掲載」と判断した
場合は、掲載を認めるものとする。但し、執筆者に
おいては、他の判断の理由を考慮してその範囲にお
いて一部改変することを可能とする。
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一般財団法人 京都大学名誉教授

（５）図表：本文中に出てくる順に、注とは別に番号

森下正明研究記念財団

を付与し、
本文中の該当箇所にあらかじめ表示するか、
該当箇所を指示すること。ただし、図と表の両方を使

紀要「森下財団紀要」

用する場合は、それぞれで番号を別に付与すること。
使用しない場合は省略することができる。

－執筆要領－

（６）要旨：日本語の場合は 400 字以内、英語の場合

制定 ２０１５年８月１６日

はこれに準じた分量とする。なお、論文・論説に限り
日本語と英語の両方の要旨を記載するものとする。ま

１．原稿の構成と書式

た、英語での論文・論説については投稿者の了承を得

投稿する原稿の執筆に当たっては、原則として

て、編集委員会にて邦訳する。

Microsoft Word（97 より新しいバージョン）を用いて
作成すること。

２．原稿の分量

また、原稿は A4 用紙を用い、表紙・本文・注・参

刷り上がり頁数で、12 頁を上限頁とする。この長さ

考文献・図表・要旨で構成する。各構成要素の書式は

を超えるものでも、
編集委員会が必要と認めた場合は、

以下のとおりである。

掲載することがある。

（１）表紙：表題・著者名・所属（原則 1 つ。ただし
編集委員会が認めた場合はこの限りでない）
・キーワー
ド（5 つ以内。ただし論文、論説、研究ノートに限る）
を日本語と英語で記載する。書評については、キーワ
ードのかわりに対象論文、書籍の書誌情報を原著の言
語で記載すること。また、投稿原稿の種別についても
明記すること。
（２）本文：日本語の場合、横書きで 1 頁あたり 40 行
×40 字で作成する。外国語の場合はこれに準じた分量
で印刷すること。
（３）注：番号順に掲載し、本文中の該当箇所に番号
を付すこと。
使用しない場合は省略することができる。
（４）参考文献：書籍の場合は「著者名・書名・出版
社名・発行年」
、論文の場合は「著者名・論文名・雑誌
名・巻号・頁・発行年」に関する情報を必ず記載し、
アルファベット順に並べて掲載すること。ただし、文
献の挙示は著者の採用する方式に準拠するものとする。
使用しない場合は省略することができる。
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］

（掲載順）

丸山 政行
一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団 代表理事
日野 一成
鹿児島国際大学経済学部 准教授
KAKUTANI Naohisa
Senior Associate Professor, Meio University
小林 康志
非営利活動法人スタイルワイナリー 代表理事
一般財団法人京都大学森下正明研究記念財団 主席研究員
石﨑 祥之
立命館大学経営学部 教授
香月 義之
同志社大学大学院総合政策科学研究科 技術・革新的経営専攻一貫制博士課程
濱田 雅子
元武庫川女子大学生活造形学科 教授
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［通信欄］

［編集委員］

一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究

廣岡 裕一（京都外国語大学国際貢献学部）

記念財団の紀要『森下財団紀要』は、このたび第

蘇

哲仁 （輔仁大学）

５号を発行することができました。継続した発行

金

相俊 （近畿大学経営学部）

ができましたことに、ご尽力いただいた皆様に編

大島 知典（阪南大学流通学部）

集委員を代表して御礼申し上げます。

村上 彩実（追手門学院大学国際教養学部）

今号では、査読対象の論文 2 本と論説 2 本、研
究ノート 1 本、それに書評を掲載できました。こ

［編集局］

れからも、より多くの掲載を期待します。なお、
廣岡 裕一（京都外国語大学国際貢献学部）
大島 知典（阪南大学流通学部）
村上 彩実（追手門学院大学国際教養学部）

論文、論説、研究ノートになじまない原稿はそれ
以外のカテゴリーでの掲載も可能ですのでご相
談いただければ幸いです。
本号の発行も財団代表理事である丸山政行氏

［事務局］

と編集委員、編集局として活躍していただいた大
島知典氏に負うところが大きく、深く感謝いたし

新谷 和美（森下正明研究記念館）

ます。また、査読等で本号の完成にご協力いただ
きました皆様には、この場を借りて御礼申し上げ
一般財団法人
京都大学名誉教授森下正明研究記念財団
「森下財団紀要」第 5 号
（年 1 回発行）

ます。
本財団は、Euro-Asia Tourism Studies
Association（ETASA）や旅行ビジネス研究学会
と緊密な関係をもち、これらの学会から得られ
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た成果も本紀要に掲載していきます。次号以降
も、皆さまの積極的な投稿を期待しておりま

2020 年 3 月 20 日発行

す。
（編集委員長 廣岡裕一）
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