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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 6 号の発行にあたりご挨拶 
 

 森下正明財団紀要第 6 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。2021 年からは J-STAGE に

も掲載を開始し、よりこの紀要にアクセスしやすいようにしました。一昨年から続く COVID-19 による世界的

なパンデミックは学術にも大きな影響を与えています。その救世主ともなりうる mRNA ワクチンの開発は、長

年の基礎研究に支えられています。生前、森下が「私のやっている研究は基礎研究で、特にすぐに役に立つ研究

ではないが、基礎研究なしに応用研究はない、そして社会への貢献はありえない」と言っていたのを、私の心に

刻まれているのを思い出しました。 

 一般財団法人京都大学名誉教授森下正明研究記念財団は学際的な活発な議論の場として今後も学術的活動の

続けていきたいと思います。今後ともご協力とご支援のほど、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 
 

博士（経済学）丸山 政行 
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Kyoto University Professor Emeritus Foundation 

A Message upon the publication of the 6th issue of the Masaaki Morisita 

Research Memorial & Foundation Journal 

 

   With the publication of the 6th 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, and hope that this journal in the fields of 

tourism and business management will be disseminated to the world. We appreciate your 

continued support. Posted on J-STAGE from 2021, this journal is made easier to be accessed. 

The global pandemic of COVID-19, which has continued since the year before last, has had a 

great impact on academics. The development of an mRNA vaccine that can be its savior is 

supported by many years of basic research. During his lifetime, Morisita said, "My research 

is basic research, not particularly useful research, but there is no applied research without 

basic research, and there can be no contribution to society." I remembered that it was 

engraved in my heart. 

   The Kyoto University Professor Emeritus Masaaki Morisita Research Memorial & 

Foundation, Professor Emeritus of Kyoto University will continue its academic activities as a 

place for lively interdisciplinary discussions. We look forward to your continued cooperation 

and support. 

 

 

Kyoto University Professor Emeritus Masaaki Morisita Research Memorial & Foundation 

 

Director 

Masayuki Maruyama, PhD, Economics 

 


