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Ⅰ 共通論題シンポジウム

コロナ危機と地域経済
—国際比較の視点から展望する—
日時：2021 年 11 月 14 日（日曜日）13:00～16:00
会場：Zoom 会場 A
趣旨説明
新型コロナウイルス感染症は，人びとの生命や健康を脅かすとともに，人びとのくらしが営
まれる地域経済のあり方にも多大の影響を及ぼしています。需要が蒸発したと言われる観光
業・飲食業・旅行業などとそれらの関連産業の苦境，またそれらの産業に従事する人々の雇
用と所得の喪失は，筆舌に耐えがたい苦しみをもたらしています。地域住民の健康を支える
医療機関も，新型コロナ患者への対応に加えて，患者の受診控えによって，経営的な危機に
直面しています。経済のグローバル化を推進し，外需やインバウンド消費に依存することで地
域経済の振興を図ろうとしてきたこれまでの地域政策もまた，根本的な見直しが迫られてい
ます。こうした危機的な状況のもと，人びとのいのちとくらしが，いわゆる惨事便乗型のビジネ
スと地域政策にからめとられる危険性も否めません。
しかしながら，今回のコロナ禍を機として，医療や介護，保育・教育，さらには小売業や輸
送業など，いわゆるエッセンシャルワークの重要性に光が充てられ，その労働条件や労働環
境を見直すべきだとの機運が高まっています。地域住民のいのちをまもる医療機関や医療制
度の大切さも，改めて人びとの間で共有されてきました。また，グローバル化と外需依存では
なく，地消地産やマイクロツーリズム，自然エネルギーへの志向など，内発的発展を再評価し
ながら地域経済の再生を展望する傾向も生まれています。
今回のシンポジウムでは，コロナ禍がもたらしたこうした変化について，世界的な動向を踏
まえつつ，日本，EU，アメリカという３つの地域における動向を比較し，コロナ危機後の経済
社会のあり方を展望したいと思います。このシンポジウムを通じて，参加者の皆さんがこれか
らの地域経済を再生するためのビジョンや方法，成果と課題について考えを深められることを
期待しています。
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＜共通論題 第 1 報告＞

コロナ禍と地域経済学
―日本を中心に―
岡田 知弘（京都橘大学）

１． はじめに
いかなる科学も，その対象とする自然，社会が大きく変化しようとするとき，研究者はその渦
中で観察しながら，自らのよって立つ理論や歴史像を問い直し，新たな理論や方法，歴史像を創
造する必要に迫られる。とりわけ社会科学，なかでも政治経済学の分野では，理論，歴史だけで
はなく政策論や社会運動論の問い直しが必要となる。
その意味では，2019 年中国に端を発した新型コロナウイルス感染症は，人類に対して文字通
りの「コロナショック」をもたらしただけでなく，自然科学や社会科学といった諸科学に対して
も大きな「ショック」を与えるものだといえる。それは，学問の内容や研究姿勢も含めた研究者
のあり方を含めてのことである。だが，本稿執筆時点においては，未だ終息の見通しがつかない
状況にあり，「ショック」による従来の議論の問い直しは進行途上のものである。
本報告では，この新たな感染症を，「災害の地域経済学」の視点から再把握することで，従来
の地域経済学の理論，政策論，地域づくり運動論を深化・発展させるとともに，主として日本を
対象として，今後の地域経済社会のあり方についても展望してみたい。
その意味で，本報告は，拙稿「『災害の地域経済学』の構築に向けて：問題提起に代えて」
『地
域経済学研究』第 33 号（2017 年 8 月)，及び「地域経済学研究の回顧と展望―私的研究史とし
て―」
『地域経済学研究』第 39・40 合併号（2020 年 9 月）の続編にあたる。以下，当日の報告
の骨子を示しておきたい。なお最新のデータ等については，当日，示すことにする。

２． 感染拡大の経過と現状 世界と日本の動向
１）世界的規模で続く感染拡大と国際的不均等性

グローバル化と変異株の短期変動

２）日本の感染拡大の波動と地域的不均等の階層性

マクロ経済論的免疫力モデルの限界

３）
「コロナ禍」を地域的視点からとらえることの重要性 感染者は特定地域に生活する住民で
あり，地域・自治体・国といった地域階層ごとに不均等性が明確に表れている

３． コロナ禍を「災害」として捉えることの重要性
１）コロナ禍は，
「戦争」か「災害」か
２）大規模災害現象が有する「地域性」と「社会性」との共通性
①地域性

人口と経済機能が集積し，交通の結節点である大都市部に集中
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②社会性

社会的弱者に健康被害だけでなく経済的・社会的被害が集中する傾向

併せて，「政治の失敗」によって，二次被害が拡大することも含む
３）上記の災害現象を前提にした，あるべきコロナ禍対応
①感染者は特定地域に住む住民であり，その地域の公衆衛生，医療，福祉，教育，経済活動
全体をコントロールすることができる立場にあるのは基本的に市区町村
②それを広域性及び専門性の観点から補完するのが都道府県の役割。新型インフルエンザ等
特措法では，知事に一定の権限を与える。
③併せて，国は国境措置や WHO との連携による防疫体制や創薬，医療・経済補償の財源
措置で最終責任を負うべき存在
④基本的観点

憲法で定められた生存権，基本的人権，幸福追求権，地方自治権の保障

４． コロナ禍の波状的拡大と惨事便乗型政治による失政の連続
１）ウイルスの変異により第 1 波から第５波へ
２）惨事便乗型政治の横行
３）コロナ失政の根本的原因
①新自由主義的構造改革の累積による「公共」の後退と変質
併，公務員削減とアウトソーシング
②安倍政権以降特有の問題

保健所・公立病院，市町村合

とりわけ大阪府・市での「行革」

政財官抱合体制の強まりとお友達企業の優遇，忖度政治

の横行，公的データ・公文書の改ざん・廃棄による科学性・公正さの否定
４）安倍首相の辞任に続き，菅首相も退陣

末期症状の「アベ政治」

５． コロナ禍で顕在化した新自由主義的政策の矛盾
１）「公共」の役割が縮小したことによる負の影響が顕在化
①政令市等大都市での特別定額給付金の給付の立ち遅れ（大阪市では 20 年 6 月末で３％），
ワクチン接種の混乱と遅滞

←行き過ぎた公務員削減と民営化の帰結

②小規模自治体ほど給付やワクチン接種が早かった（京都府伊根町）
２)グローバル化・効率化優先の「経済成長戦略」・「選択と集中」政策の危険が顕在化
①マスク，医療用防護服，食料，各種素材・部品・製品の輸入途絶
②インバウンドを重視してきた観光地に大きな打撃

宿泊・飲食業に留まらず

③国土の「選択と集中」を推進しようとした地方創生政策の失敗

大都市に被害集中

３）地域経済社会における格差と貧困，失業，休廃業，人権侵害の増大
①健康被害だけでなく，差別やヘイトによる人権面，さらに雇用や教育面での被害，DV 被
害も。とりわけ被害者・医療関係者差別の酷さ
②地域階層ごとの被害が把握できない統計の取り方・発表の仕方の問題点
４）コロナ禍で，人間が生きていくためにどのような仕事，活動が必要なのかが明らかに。医
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療，福祉，教育，農業，飲食，
・・・文化芸術等，それぞれに社会的有用性がある。

６． コロナ禍で見えてきた「地域」・「自治体」・「地域内経済循環」の重要性
１）災害とコロナ禍を経験し，本来あるべき地方自治体像が見えてきた
①国の無能状態が明確になるなかで，地方自治体の独自の役割，自律性が重要に
〇初期において徹底した PCR 検査を実施した和歌山県の先見性。ワクチン接種でも先進
的←地域保健法制定後も現場と地域の共同の取組で保健所・保健師を存続
〇世田谷区が先鞭をつけた社会的検査と国による予算措置→全国に広がる
②地方自治体の独自の取組みが広がる
③感染症予防・各種給付事業における小規模自治体の優位性が明確になる
★市場化・デジタル化では対応できない
２)新たな地域経済社会への展望と内部循環型経済の再構築の必然性
①必要なのは「新しい生活様式」ではなく「新しい政治・経済・社会のあり方」
②足元の「地域」に視点を置き内部循環型経済をつくることが，経済社会再生の原点
「連帯経済」・地域内経済循環を担う個々の「環」の主体的役割を積極的に位置づける
③地方自治体（都道府県・市町村）の地域経済政策を変える
〇中小企業・地域経済振興基本条例を活用する。
★京都府与謝野町での取組み

地域内経済循環を理念に掲げた条例を活かして，農業から

福祉事業所までを直接支援し，経営と雇用を維持

７． おわりに

感染症と地域形成史への歴史理論的反射

１）100 年前のスペインインフルエンザの歴史的意義を地域形成史の視点から見直す
①日本には，1918 年夏～21 年の 3 年間に３波が襲い，死者は 40 万人を超える
②コメ騒動，婦人参政権獲得運動をはじめとする大正デモクラシー運動につながる
③人権・生存権意識の高まりと寺内正毅藩閥内閣の倒壊と原敬政党内閣の誕生。都市計画，
社会政策の本格的展開
④1923 年関東大震災時の後藤新平の帝都復興構想に対抗する福田徳三による「人間の復興」
論の登場

→

それを「人間性の復興」につなげる実践が 311 被災地で蓄積される

２）D.ハーヴェイの建造環境論と社会的インフラストラクチャ論の理論フレームの見直し
①感染症を含む自然災害を機にした生存権意識の高まり

内在的主体的要素の存在

②それが，新たな生存権保障のための社会的インフラストラクチャや都市構造を要請

【参考文献】
岡田知弘『地域づくりの経済学入門』増補改訂版，自治体研究社，2020 年
岡田知弘「災害と復興・祝祭をめぐる時間と空間の弁証法」唯物論研究協会編『唯物論研究年誌』
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第 25 号，大月書店，2020 年
岡田知弘編『コロナと地域経済』自治体研究社，2021 年 9 月
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＜共通論題 第 2 報告＞

欧州における新型コロナウイルス感染症の影響と対応
―社会保護上の対応を中心に―
松田 亮三（立命館大学）
はじめに
欧州においても新型コロナウイルスは猛威を振るい，社会・経済に大きな影響を与えた。本報告では
パンデミックが欧州の地域に与えた影響とそれへの対応を概観する。
欧州には多数の国が存在し，国々の人口・経済規模は多様であり，多数の国際組織が複雑に絡み
合って存在している。例えば，2021 年 10 月現在，世界保健機関（WHO）・欧州地域委員会には 52 か
国が所属しているが，欧州連合(European Union, EU)に加入しているのは 27 か国である。EU 加盟
国のうちユーロを通過としているのは 19 か国であり，シェンゲン協定に加入しているのは 21 か国である。
このような状況をふまえつつ，本報告では，欧州という用語を多義的に用いるので，欧州レベルでの統
計が常に同一の母集団を含んでいるとは限らない。なお，英国はパンデミックの最中，2021 年 1 月 31
日に EU から離脱した。本稿での記述は主に現在の EU を念頭においているが，各種統計・政策の分
析には，英国が含まれている場合もあることをお断りしておく。

１．欧州における新型コロナ感染症流行と対応体制
パンデミックである新型コロナ感染症が欧州で最初に同定されたのは，2020 年 1 月 28 日であるが1)，
感染同定数が目に見えていくのは 2 月下旬からであり，ヴェネチア・カーニバルの開催途中での中止は
これへの欧州社会の対応を端的に示すものであった。この第 1 波（以下，流行の波は報告者による）の
流行が広がるにつれ，3 月には人間距離と自主隔離の推奨，学校閉鎖，公共場面でのイベントの中止，
ロックダウンなどが行われた。4 月以降流行は縮小に転じたが，欧州全体でみると 7 月ごろから再び拡
大した（第 2 波）。第 2 波の規模は第 1 波よりはるかに大きく，WHO 欧州委員会加盟国ではピーク時で
1 日あたり 30 万人の新規陽性確認者が確認されていた。2021 年に入り 3－4 月に再度活発になった
時期はあったものの 6 月までには縮小傾向となったものの，7 月に再び跳ね上がってからは似たような
状況が続いている。10 月半ばでの新規陽性確認者数は，およそ 1 日 20 万人，死亡者数は増加傾向
で 1 日 2700 人前後となっている。なお，累計死亡者数は 138 万人を超えている2)。EU を含んだ欧州

1 Gianfranco,S. et al. First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the WHO
European Region, 24 January to 21 February 2020. Euro Surveill.
2020;25(9):pii=2000178. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.9.2000178
2 COVID-19 situation in the WHO European Region. Data as of : 19 Oct 2021. World
Health Organization Regional Office for Europe.
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
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経済領域(EEA)で，2 回のワクチンを受けた成人の割合は 75%近くなっているが，それらの国でも接種
率が 20％程度のところもある。
欧州での新型コロナ感染症への対応は，非 EU 加盟国と EU 加盟国で異なる面がある。非 EU 加盟
国では，それぞれの国の権限において―国際協調は行いつつ―対応を行うこととなるが，EU 加盟国の
場合は，欧州医薬品規制庁(European Medicines Agency)によって EU レベルで規制されており，ワ
クチンの許認可などはそこで行われることとなる。健康に関わる安全規制なども EU レベルでの規制事
項だが，ロックダウンなどの市民あるいは企業への規制は各国の裁量範囲なので，新型コロナウイルス
感染症においては各国の意思決定が重要な意味を持っている。

２．パンデミックの社会・経済への影響と社会保護
他の国と同じくパンデミックは欧州経済にも大きく影響し，2020 年第２四半期のＧＤＰは前年比 －
11.3%と大きく落ち込んだ3)。この影響は，日本と同様に感染対策のための外出制限や商業施設の閉
鎖等による物と考えられている。ただし，第 3 四半期以後は前年同程度の規模を維持し，2021 年第 2
四半期には 2.0％となった。ＩＭＦの世界経済見通し（2021 年 10 月）では，2021 年，2022 年における
ユーロ圏の成長率は，それぞれ 5.0%，4.3％となっている。一方，2021 に入ってインフレ率が高まった。
8 月には前年同月比 3.2%となり，今後の物価の動向に関心が持たれている。失業率は，2020 年 5 月
(6.3%)から同年 9 月(7.7%)まで上昇し，以下緩やかに下がり，2021 年 8 月には 2019 年の水準に近い
状況(6.8%)となっている。なお，EU の失業率は，2013 年には 11％前後であり，2019 年に向けて徐々
に低下してきていた。
EU 加盟国は，医薬品等ＥＵレベルの規制となっている事項以外は，それぞれにパンデミック対策を
実施してきた。医療的な対応以外の公衆衛生上の対策 (非薬剤的介入)としては，日本と同様に，対人
距離の維持の促進，国内外旅行への規制，衛生措置の徹底，一次隔離措置等が含まれている。また，
欧州においては，国によるが，ロックダウンや夜間外出禁止令が出された場合もある。ＷＨＯや欧州
CDC(ECDC)による技術的支援も行われた4。
社会保護対策や経済対策を柔軟にするため，政府債務規制が緩和された。また，2020 年 6 月から
は，緊急時の失業リスク緩和のための一時的支援策（SURE）5が実施された。これは，加盟国資金拠出
を保証とし，社会債を発行し，国際金融市場から最大 1,000 億ユーロを調達し，「自国民の救済措置で
多大な公的支出にあえぐ加盟国へ融資するもの」6である。
欧州理事会が設けている欧州社会政策ネットワークによれば，各国の取り組みは，失業給付，雇用

3 Eurostat による。
4https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/ne
ws/news/2020/2/joint-who-and-ecdc-mission-in-italy-to-support-covid-19-control-and-pr
evention-efforts#, 2021/10/23 閲覧。
5 正式名は、”The European instrument for temporary Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency”。
6 https://eumag.jp/behind/d0620/
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維持策（操短手当，賃金補助など），自営業対策（税・社会保険料納入猶予，手当等），疾病時所得補
填給付，医療サービス提供，最低所得補償，住宅給付，必須サービス（水，エネルギー，インターネット
利用）の提供，学校閉鎖に対する子どものケア（特別休暇など），がある。これらの施策の実施は既存の
施策をそのまま利用した場合，それを拡充して用いた場合，新たに創設した場合があり，もともとの社会
保護の状況が影響している。また，こうした施策において社会保護は拡充したものの，非定型労働者や
難民など手が届きにくい人々も残されていたことから，同ネットワークは，さらなる充実を提唱している7。
なお，EU では，2017 年に EU 諸機関のリーダーが行ったローマ宣言で，安全と安心，繁栄と持続
可能性などともに，社会的な欧州が目指すべき姿として位置付けられている8。2010 年代半ばからの議
論をふまえて 2017 年に定められた「欧州社会権の柱 (European Pillar of Social Rights, EPSR)」
には，機会均等と労働市場への平等なアクセス，公正な労働条件とともに，社会的保護と包摂が重視さ
れている。2021 年にはそこに定められた原則の実現に向けた，アクションプランが定められている9。
世論調査では新型コロナウイルスの対応への住民の評価は国によってかなり違うものの，満足してい
ると評価している住民が過半数を超えている国が多い。2021 年春の世論調査では，自国の対応，EU
の対応に満足しているとした回答者が過半数を超えている国は，それぞれ 18 か国，21 か国であった10。
ただし，国別にみるとかなりの差があり，国の対応については，満足している割合がもっとも高かったの
はデンマーク (85%) であり，最も低かったのは ラトビア (35%)であった。

３．むすび
新型コロナウイルスのパンデミックは，医療・公衆衛生上の課題を如実に示したが，同時に従来から
議論されていた社会・経済上の課題を示し，新たな対策が形成される契機ともなった。2021 年には，新
型コロナによる社会・経済の復興に向けて，通常の財政である中期財政枠組みに加えて，新たに発行
する共同債権から得る財源をもとに，復興と変化に強い欧州のための施策を実施するための補助・融
資を加盟国に行う 7000 億ユーロを上回る規模の Next Generation EU（次世代 EU）計画が策定され
ている。この計画では，環境への配慮（グリーン投資），デジタル化，財源・債務の共有化が重視されて
いる。こうした対策も含めて，パンデミックの政治・社会・経済への影響を評価するには，まだかなりの時
間を要すると思われる。

7 Isabel Baptista et al. (2021) Social protection and inclusion policy responses to the
COVID-19 crisis: an analysis of policies in 35 countries. European Social Policy Network
(ESPN), Luxembourg: Publications Office of the European Union.
8https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
9 European Union (2021) The European Pillar of Social Rights Action Plan.
10 European Commission (2021) Standard Eurobarometer 95 Spring 2021, Public
opinion in the European Union. First results. Fieldwork: June-July 2021.
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＜共通論題 第 3 報告＞

アメリカにおけるコロナ禍の影響と政策対応
―トランプ政権からバイデン政権へ―
髙山 一夫（京都橘大学）
１. 報告の課題と分析視角
新型コロナウイルス感染症（以下，コロナ禍）が世界的に流行する中，それぞれの国や地域において，
人びとの健康と生活をまもる政策の策定と実施が求められている。本報告では，健康被害が世界で最も
深刻であり，それゆえにトランプ，バイデン両政権において巨額の財政支出を伴う政策的な対応が図ら
れたアメリカ合衆国の事例を取り上げることで，コロナ禍が人びとの健康と経済に及ぼした影響を明らか
にし，望ましい政策を検討することを課題とする。
災害の政治経済学ないし地域経済学の議論によれば，災害は単なる自然現象ではなく，むしろ自然
現象を介した社会現象として把握すべきであり，被害構造，復興政策，事前復興の 3 つの領域で総合
的に分析されるべきというi。この分析視角を前提に，報告では，アメリカにおける被害構造と復興政策
について考察することを課題としたい。
なお，災害の政治経済学では，各論における地域的な特性の析出と分析が重視される。特に感染症
を取り扱う場合には，きめ細かな地域分析が望ましいことは言うまでもない。しかし，外国研究において
は一般に資料上の制約がある上に，コロナ禍のなかで現地調査も困難である。本報告では，本格的な
地域分析はひとまず措いて，むしろ国際比較の観点から，アメリカ一国単位での考察を柱とする。
また，本報告では，トランプおよびバイデン両政権における復興政策のうち，報告者が専門とする医療
分野の政策動向，なかでも病院や診療所，スキルド・ナーシングホームなど，医療機関に対する支援策
に焦点を当てたい。医療機関は，地域の医療提供を担うだけでなく，雇用や付加価値生産を担う経済
主体でもあるii。そのため，医療機関に対する支援は，コロナ禍のもとで地域の医療提供体制を支えると
同時に，経済対策の観点からも有効な政策であることが期待されるといえる。

２. 報告の主な内容
報告では，第 1 に，コロナ禍がアメリカにもたらした健康被害と経済的損害について概観する。アメリ
カ疾病予防管理センターによれば，コロナ禍による健康被害は，アメリカ国内で均一に生じているわけ
ではなく，ニューイングランド諸州では相対的に患者数が少ない反面，南部諸州では多い傾向にあるiii。
アメリカ国内の地域差の要因として，各地域の所得水準や産業構造，また医療保険加入状況の違いが
考えられるものの，本報告では，地域住民の人種・エスニシティ構成に注目したい。アメリカにおいては，
人種・エスニシティ間の違いによる社会・経済的な格差－いわゆる制度的・構造的人種差別－が根強く
残っており，白人とマイノリティとのあいだで，所得や学歴，医療アクセス，またウイルスへの暴露リスク等
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が異なるからである。
経済に及ぼした影響を考えると，今回のコロナ禍は，飲食業や観光業，医療業などにおける急激な
需要減少を起点として，取引関係を通じた他産業への波及やグローバルなサプライチェーンの寸断，
企業と家計の所得減による付加価値生産の縮小や失業率の高騰など，マクロ経済全体にも大きな影響
を及ぼした。供給制約を伴うため産業連関表を用いた短期的な計量分析は困難であるものの，2020 年
の実質 GDP 統計を見る限り，コロナ禍による経済的な打撃が医療業を直撃し，マクロ経済全体にも波
及したといえるiv。
報告では，第 2 に，トランプ政権における政策対応を取り上げる。トランプ前大統領は，オバマ政権の
政治的レガシーの払拭を掲げ，オバマケア（オバマ政権が創設した医療保険制度改革）を激しく攻撃し
た。しかし，コロナ禍がアメリカ経済にも多大の損害を及ぼすに至り，トランプ政権と共和党は，民主党と
の超党派的な合意のもと，巨額の財政支出を伴う 4 つの緊急経済対策を実施したv。一連の経済対策
では，失業手当の増額や中小企業支援に並んで，需要の落ち込みが最も厳しかった医療業が重視さ
れ，1750 億ドル（約 19 兆円）の医療機関向け補助金制度（医療提供者救済基金）も創設されたvi。医
療提供者救済基金は，新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる見込みのある医療機関も対象とし
たこと，また，より条件の厳しい医療機関を対象に特定補助金の区分を設けること等の工夫により，広範
囲な医療機関を対象とした補助制度として，医療機関の事業継続に一定の役割を果たしている。
報告では，第 3 に，バイデン政権の政策対応と今後の展望を述べる。トランプ政権末期における一連
の経済対策を背景に，アメリカ経済は全体として 2020 年第 3 四半期から急回復をみせる一方，健康被
害については，人種・エスニシティ間の格差を伴いながら，終息を見なかった。そうした状況が，格差の
縮小やオバマケアの拡充を訴えたバイデン政権の成立を促した背景であろう。バイデン政権と民主党
は，発足直後からオバマケアの維持を図るとともに，コロナ禍への経済対策として，新たにアメリカ救済
プラン法を制定した。また，さらに踏み込んだ社会改良計画として，アメリカ雇用計画（超党派インフラ法
案）やアメリカ家族計画も発表した。しかし，トランプ政権末期とは対照的に，バイデン政権成立後は民
主，共和両党間の対立は先鋭化しており，バイデン大統領が掲げる医療政策と社会改良計画の見通し
は明るいとは言い難い。とはいえ，来年以降もコロナ禍が終息せず，所得格差や構造的人種差別の問
題がさらに浮き彫りとなるならば，格差の是正と国民の統合を訴えるバイデン政権にとっては追い風に
なることも期待できよう。

i

岡田知弘(2017)「『災害の地域経済学』の構築に向けて」『地域経済学研究』33:1-16、宮入興一
(2019)「災害の政治経済学の展開と課題」『立命館経済学』48(4):547-569。

ii

髙山一夫(2018) 「医療業と地域経済」『地域経済学研究』34:8-23。

iii

COVID Data Trucker, https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home
https://www.bea.gov/sites/default/files/2021-09/gdp2q21_3rd.pdf
CBO, The Effects of Pandemic-Related Legislation on Output, Sep. 2020.
HHS, Provider Relief Fund Data, https://www.hrsa.gov/provider-relief/data

iv
v
vi
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Ⅱ 自由論題
＜第 1 分科会＞
まちづくり
座長 松永 桂子（大阪市立大学）
第 1 報告
「シェアリングエコノミーの導入による地方の公共交通問題の改善と課題―北海道の天塩町
の事例―」
倪

卉 （島根大学法文学部山陰研究センター）・野田 哲夫（島根大学法文学部）・

章 立（島根大学大学院人文社会科学研究科）
第 2 報告
「コンパクトシティと縮小都市に関する研究」
藤岡 裕大（関西大学・院）
第 3 報告
「松山市における観光消費の経済効果と課題」
濵本 賢二（松山大学）・井草

剛（松山大学）

（1 報告あたり 40 分…うち報告時間 20 分・質疑 15 分・予備 5 分）
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＜自由論題 第 1 分科会 第 1 報告＞

シェアリングエコノミーの導入による地方の公共交通問題の改善と課題
―北海道の天塩町の事例 ―
倪
野田
章

卉（島根大学法文学部山陰研究センター）
哲夫（島根大学法文学部）
立（島根大学大学院人文社会科学研究科）

報告キーワード：シェアリングエコノミー, 地域交通, 天塩町

１．はじめに：本報告の課題
個人等が保有する共有可能な資産や能力をインターネット上のマッチングプラットフォームを介して
他の個人等も利用可能とするシェアリングエコノミー（共有経済）は省資源・人口減社会におけるビジネ
スモデルとして注目されてきた。
人口の減少が続く中山間地域，過疎地域等の地方において地域課題の解決を目指したシェアリング
エコノミーの導入は，一部自治体において政策レベルで始まっており，地方でのシェアリングエコノミー
の政策展開が公共サービスの代替として地域課題を解決する手段となり得るかという「課題設定」を行
い，「観光振興」「就業機会の創出」「子育てなど女性活躍支援」にシェアリングエコノミーを活用して課
題解決に取り組んでいる代表的な事例分析の研究から，野田他（2019）では地域で NPO 法人などの
中間事業者を立ち上げたとしても，その運用・維持のためのコストを地域の単独の事業だけで回収し事
業を継続させることは困難で，近隣自治体との広域的な取組や，他のシェア事業とも組み合わせた事業
の多角化が求められることが課題として抽出された 1)。
そこで本報告は公共交通の維持が困難となり「地域の足の確保」が喫緊の課題となっている地方の
公共交通の課題を①自治体による「相乗り」の運営の困難さ，②高齢化率の高い地域においてインター
ネットやスマートフォンに依存したデジタルシステムを普及することへの課題，③近隣自治体との広域的
な取り込み，他のシェア事業とも組み合わせた多角化が求められることにまとめ，シェアリングエコノミー
の持続的な展開の可能性とその課題について，内閣官房の調査でも類型化されている「地域の足の確
保」を研究調査対象としてシェアリングエコノミーを導入しようとする事例調査を通じて探っていく。

２．地域の足確保のための地方におけるシェアリグンエコノミー活用の事例
内閣官房シェアリングエコノミー促進室は，地方において自治体や民間事業者等が地域における社
会課題の解決や経済の活性化を行うためにシェアリングエコノミーの活用に取組んでいる 115 団体の
1)

野田哲夫他「地方におけるシェアリングエコノミー政策の展開と課題」『島根大学法文学部
紀要経済科学論集』第 45 号所収, pp.1-29（2019 年）

- 16 -

135 の事例 2)がまとめられ，本報告が課題とする「地域の足の確保」に関しては 12 例が取り上げられて
いる。
典型例として，北海道天塩町，中頓別町等の自治体ではそれぞれ国土交通省による実証実験事業
を民間のシェア事業者と連携して展開している。
昨年度大会で分析した京都府京丹後市の NPO 団体を運営主体に Uber システムを導入した事例に
続き，本報告は北海道天塩町がインターネットカーシェアをマッチングするサービスの notteco と連携し，
天塩町役場を中心に展開する「相乗り」という自家用車の空席をシェアする方法を通じて，地域交通問
題を解決する事例をとりあげる。また，本例と京丹後市の例との異同を比較し，地域交通問題対策にお
ける行政による運営の課題を議論する。

３．北海道天塩町の取り組み
（１） 背景
天塩町は天塩川の河口に立地する 150 年の歴史をもつ町である。2021 年現在の人口は 3000 人規
模，高齢化率は 37％に達している。天塩町は行政上留萌管内にあるが，通院や買い物などの生活圏
は北側 70km 離れた稚内市に属している。天塩町から稚内市まではバスと鉄道併用で片道 3 時間以上
必要し，交通機関間のダイヤ連絡の関係で日帰り往復が不可能である。また，冬場には悪天候も多く，
運転のできない高齢者などの交通弱者は困難を抱えている。
人口減少で，道内の JR 路線では廃駅と廃線とともに公共交通がバスに転換したが，路線バスの 9 割
が赤字で，経営維持が困難な状況が続いている。

（２）notteco システムの導入
2016 年に，天塩―稚内間の交通の不便さを解消する発
想で，前副町長が提案した自家用車の空席を利用する考え
に基づいて，notteco システムの「相乗り」という方法に着目
した。前副町長が自ら当時 notteco 社長と交渉した結果，
2017 年 3 月天塩における notteco マッチングプラットホーム
利用の実験を開始した。
図：notteco ホームページより

天塩町では，住民の自家用車の空席をシェアする考えと

仕組みを町内，とりわけ高齢者に宣伝するために様々な努力をした。例えば，回覧板や掲示板による宣
伝，チラシを作成配布した。一方で，ドライバーを確保するために，会食会などのイベントを開催し利用
者やドライバーの顔合わせの機会を作る試みした。2017 年８月に，相乗りを利用してみる趣旨で「相乗
りツアー」というイベントを開催した。また，2017 年 9 月から 2 ヶ月間，レンタカー事業者と協同でレンタ
カーで相乗りというイベントも開催した。
2)

内閣官房シェアリングエコノミー促進室 「シェア・ニッポン 100
2 年度版（2020 年）
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～未来につなぐ地域の活力～」令和

（３）行政主導の運営体制と notteco の仕組み
現在天塩からの乗車利用は全て役場の担当者（１名）に電話し，乗車時間場所を伝え，担当者がイン
ターネット上の notteco システムに登録されるドライバー情報と照り合わせ，利用者とドライバーに電話
で連絡する作業を行なっている。役場では専門の担当者ではなく，仕事の合間に相乗り利用の斡旋と
同時に，利用時の様々なトラブルの対応もせざる得ない。

（４）天塩町の問題点と課題
「相乗り」の全てが行政に頼っており，委託できる民間団体がない。一方で，行政主導ゆえに，住民が
システムを理解できず，公共サービスと誤解する状況が散見される。例えば，ドライバー指定，時間指定
などの要求がある。
法規制による制限も多く，空白地域ルールを利用できないため，ルートは天塩と稚内間に限られ，途
中下車などもできない（京丹後市は交通空白地有償運送を適用）。
また，notteco システムと天塩の交通事情に合致しない部分が散見される。notteco は長距離相乗りの
ために設計されたため，料金計算システム上，短距離の場合ドライバーに不利が生じる。一方，マッチ
ングは基本的ドライバーの都合に合わせて行うため，利用者がドライバーより多く，利用者を中心とした
マッチングを行う必要のある天塩での実情とは齟齬がある。さらに，2021 年に登録ドライバーは 30 名ほ
どだが，その内活動中のドライバーはわずか 3 名となっており，過疎地域においてドライバーの確保が
非常に困難であることも明白になっている。
周辺地域は「相乗り」に無関心で，広域における「相乗り」の拡大は考えられない。

４．おわりに：地方におけるシェアリングエコノミーの活用とその課題
天塩町の事例より，人口減少と高齢化が進む中，「地域の足の確保」は喫緊の課題である。しかし，
自治体だけで公共交通体系を維持・運営することは困難になっている。一方で自家用車保有率と空席
率が高い背景等を考えるとシェアリングエコノミーを導入し，自治体の努力による運営を行うことによって
「地域の足の確保」，地域交通問題を改善する効果も見られた。
とはいえ，自治体運営の困難さ，高齢化率の高い過疎地域のデジタル化，法規制による広域利用の
限界などの課題が残されている。これらの課題を克服するため，「多角化」によるシェアリングエコノミー
以外の事業との連携や，運営委託のできる地域の NPO などの民間運営主体の形成など，事業の継続
のための体制を構築する必要がある。
今後は地域の交通手段全体の運営・維持の取組に導入が進められている MaaS（Mobility as a
Service）の研究も含めて，地域での公共交通の維持について研究を進めることが課題となる。

謝辞：
現地調査にご協力いただいた北海道天塩町総務課企画広報係菅原英人氏に深く感謝を申し上
げたい。
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＜自由論題 第 1 分科会 第 2 報告＞

コンパクトシティと縮小都市に関する研究
―富山市居住推進事業の実証分析―
藤岡 裕大（関西大学・院）
１．はじめに
本報告の目的は，富山市のコンパクトシティ政策の 3 本柱の一つである居住推進事業を取り上げ，
DID1推定を用いた長期的な人口動態の分析を行い，その政策の評価を試みることである。
藤岡・榊原（2020）で行った居住推進事業の政策評価の試みは，データの制約上，約 13 年間のみの
分析にとどまった。そこで本報告では，事業実施前と後のそれぞれ 16 年間における居住推進区域の人
口動態変化を，人口移動要因を考慮し分析する。
富山市は，青森市と並ぶ日本を代表とするコンパクトシティの 1 つである。しかしそれに関する研究は，
都市のコンパクト性の評価に繋がる，土木学などの側面からのもの（近藤他 2020 など）が多く，地域経
済や地域政策に結びつく研究は少ない。本報告は，富山市のコンパクトシティ政策と地域経済を結び
つける研究の足掛かりとなることが期待される。

２．富山市のコンパクトシティ政策
富山市は本州の日本海側に位置する，人口 41 万 2155 人を抱える富山県の県庁所在地であり，中
核市の 1 つである2。富山市の総人口は他の地方都市の例に漏れず減少傾向であり，加えて居住の郊
外化に伴う激しいスプロール化の問題を抱えていた。そこで 2002 年 2 月に森氏が市長として就任して
以来，その打開策としてコンパクトシティ政策が行われたのである3。
富山市のコンパクトシティ政策は主に，公共交通の活性化，中心市街地の活性化，及び公共交通沿
線地区への居住推進，の 3 つの柱から成り立っている。本報告では，この内の公共交通沿線地区への
居住推進に焦点を当てて進めていくことにする。
2-1 居住推進事業
富山市は，①市内の中心部約 436ha である「都心地区（まちなか）」と，②対象となる公共交通軸 の
うち鉄道駅から約 500ｍ，バス停から 300ｍの範囲の工業専用地域と工業地域を除く用途地域が設定
されている区域「公共交通沿線居住推進地区」，の 2 つを居住推進区域として設定している。富山市は
それぞれの区域において，「まちなか居住推進事業」を 2005 年より，「公共交通沿線居住推進事業」を
Difference-in-Differences，DD 及び差の差分法などと呼ばれている。
2021 年 8 月末時点。富山市ホームページ「人口と世帯」より
（https://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/johotokeika/tokei/jinkosetai/jinkosetai.
html）2021 年 9 月 8 日閲覧。
3 富山市のコンパクトシティ政策は，海外の「拡大型コンパクトシティ」に対し，「縮小型コン
パクトシティ」と解釈することができる。
1
2
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2007 年より実施し，指定の区域に居住した者に対し補助を行っている。
2-2 居住推進事業利用者の特徴
図 1 は，まちなか及び公共交通沿線居住推進事業申請者の年代別内訳，図 2 は，世帯人数別内訳
を示したものである。図 1 を見ると，どちらも 30 代～40 代からの利用が目立つが，公共交通沿線居住
推進事業においては約 8 割以上を占めるのが特徴的である。図 2 からは，まちなか居住推進事業では
単身世帯を中心に様々な世帯からの利用が確認できるが，公共交通沿線居住推進事業では 2 人から
4 人以上世帯がまんべんなく利用し，特に 3～4 人世帯が約 7 割を占めていることが分かる。以上より，
まちなか居住推進事業は幅広い層からの利用が考えられる一方，公共交通沿線居住推進事業は子育
て世帯のファミリー層からの利用が考えられる4。

図 1 居住推進事業申請者年代別内訳

図2

居住推進事業申請者世帯人数別内訳

（2017 年）

（2017 年）

（図 1，2 とも富山市資料より報告者作成。
）

３．富山市居住推進事業の実証分析
以上を踏まえ，本節では居住推進事業の実証分析方法や，期待される結果について説明していく。
本報告では，まちなか居住推進事業が開始した 2005 年を基準に，1989 年から 2004 年を政策実施前，
2005 年から 2020 年を政策実施後とし，回帰モデルを用いた DID 推定及びコントロール変数法を組み
合わせた分析を行う。富山市ホームページ「人口と世帯」に記載されている富山市の 82 地区を居住推
進区域及び非推進区域どちらかに該当させ，両区域の政策実施前後の居住人数を比較することで，居
住推進事業による政策効果が確認できる5。

4

富山市資料より。
居住推進区域をトリートメント群，非推進区域をコントロール群とした上で，両区域におい
て，政策が無ければ同一割合の人口変動が起きるが，政策により居住推進区域でそれを上回る
人口変動が起きると仮定する。
5
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3-1 プッシュ・プル要因分析によるコントロール変数の導出
回帰モデルを構築する前に，使用するコントロール変数を考えよう。今回は 2-2 を踏まえ，プッシュ・
プル要因分析を用いてコントロール変数を見つけることにする。プッシュ要因・プル要因とは，Lee
（1966）に代表される，人口移動要因分析のフレームワークである。プッシュ要因とは，現地点から移動
することになる要因，プル要因とは，目的地に移動することになる要因である。公共交通沿線居住推進
事業が子育て世帯のファミリー層から多く利用されていることを踏まえると，プッシュ要因として結婚，出
産，子育てなどの各種ライフイベント，プル要因として，居住推進事業による補助が考えられる。よって，
コントロール変数は，結婚，出産，子育てに関係する変数として，幼稚園，小学校，中学校，及び病院
の数を取り上げる。

3-2 回帰モデルの構築
想定する回帰モデルは次のとおりである。なお，（＊）式の左辺は目的変数または被説明変数（従属
変数），右辺は説明変数（独立変数）である。
…（＊）

表 1 （＊）式の変数一覧

変

変数の内容

単位・取りうる値

i 地区の t 年における人口の対数

単位（ ）
：人

トリートメント群・コントロール群ダミー変

居住推進区域では 1，それ以外では 0。

数
ln

数
時期ダミー変数

t=1989~2004 では 0，t=2005~2020 では
1。

コントロール変数（n 個）

単位はコントロール変数による。

注）それぞれ，i=1,2,…,82，t=1989,1990,…,2020，k=1,2,…,n，とする。
（報告者作成。）

今回使用する回帰モデルには，コントロール変数（

）などの他の説明変数を入れ込むことができ，

政策効果を表す がより正確な値をとることが期待される。なお，3-1 で導出したコントロール変数に加
え，駅やバス停の数も説明変数として採用することも考えている。

3-3 期待される結果
交差項

が有意に，かつその係数 が正になれば，富山市コンパクトシティ政策の居住推進事業

は過去 32 年間で政策効果があったと言うことができる。また，

の有意水準に目を向けることで，居住

推進事業においてどの要素が強く影響したかを確かめることができる。
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現時点では分析途中ではあるが，報告当日に詳細な分析結果を報告することを考えている。
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＜自由論題 第 1 分科会 第 3 報告＞

松山市における観光消費の経済効果と課題
濵本

賢二（松山大学）

井草

剛 （松山大学）

１．はじめに
松山市は，道後温泉や松山城をはじめとした多くの観光資源を持ち，上海線やソウル線，台北線とい
った海外への直行便を就航させるなど，外国人観光客の誘致にも積極的で，観光に力を入れている都
市である。2020 年はコロナ禍の影響で観光客数は激減したが，それまでは観光振興策が奏功したとみ
られ，2019 年は 1989（平成 1）年以降で最高の観光客数を記録した。
ただし，このような観光客数の増加をもって，ただちに地域に経済効果がもたらされていると考えるこ
とはできない。取り込んだ域外需要で地域内に資金を呼び込み，それを地域内で循環させることによっ
て，地域内での需要と富が創出されているかを把握することが必要である。
観光消費がもたらす経済効果の分析方法については，観光庁（2015）によって示されており，それに
よると，観光消費額を把握し，その観光消費額をもとに産業連関表を活用して経済効果を算出するプロ
セスを実施することとされている 1)。
分析にあたり，本報告では，民間消費支出ベクトル，および移輸出ベクトルから観光消費ベクトルを
分離した「消費内生化・観光消費外生化」モデルを作成した。本報告は，この独自に構築したモデルを
用いて，松山市における観光消費の経済効果を計測し，推計結果から観光施策における課題を抽出し，
さらにこの実証結果から考えられる課題解決策が現実妥当なものであることを実地調査で明らかにする
ことを目的とする。

２．モデル
分析に使用した推計式は，次式のとおりである。部門別観光消費支出が誘発する部門別所得額
は，

である。ただし，域内客の観光消費支出ベクトル： ，域外客の観光消費支出ベクトル： ，投
入係数行列： ，単位行列： ，消費係数ベクトル： ，雇用者所得率ベクトル（行ベクトル）
：
移輸入率行列： ，調整後の移輸入率行列：

1)

，付加価値率行列：

である。

国土交通省 観光庁（2015）「観光地域経済の「見える化」推進事業報告書」
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，

３．観光消費データ
観光消費支出ベクトル

と

に必要な部門別観光消費支出データの取得方法は，以下のとおり

である。松山市では，観光消費額を公表しており
光消費の品目別比率

2)，まずは，これを観光庁（2014）に掲載されている観

3)を用いて品目別に割り振った。次に，観光庁（2014）の産業連関表部門分類と

商品分類の対応表を参考にして 4)，品目別を産業連関表の部門別に変換するコンバーターを作成した。
作成したコンバーターは，列（縦）方向が産業連関表の部門分類であり，行（横）方向が品目分類となっ
ている。品目別観光消費額の列ベクトルに，コンバーター行列を左から掛けることで，部門別観光消費
額（購入者価格）列ベクトルが得られる。しかし，こうして得られた観光消費額は，商業マージンおよび国
内貨物運賃の流通経費が各部門に計上された購入者価格であるため，商業マージン率と貨物運賃率
を計算し，部門別観光消費額（生産者価格）列ベクトルを算出した。

４．主要な分析結果
部門別観光消費額と「2012 年 松山市産業連関表」5)を用いて，推計式を計算した結果，松山市の
部門別観光消費額が誘発する部門別所得額（松山市の部門別観光消費の部門別生産額に対する貢
献分を所得評価したもの）の合計は，4,745,414.3 万円であった。観光消費の合計額 5,092,845.2 万円
と比べて小さく，観光消費は，その需要の大きさに見合う所得をもたらさないことが分かる。
観光関連の主要産業は，「宿泊業」と「飲食店」であり，両部門ともに「飲食料品」部門から最も多く原
材料を調達している。そこで，「飲食料品」部門に注目し，飲食料品部門の自給率を確認すると，約
35.1%と低く，松山市の飲食料品産業は，域外からの調達に多くを依存していることが分かる。すなわち，
観光消費需要が発生しても，観光主要産業である「宿泊業」と「飲食店」の両部門の主な原材料である
飲食料品の自給率が低いために，経済効果が市外へ漏れてしまっていることが窺える。
以上を踏まえ，「飲食料品」部門，および飲食料品と関連の深い「農業」部門と「漁業」部門の自給率
が 30 ポイント増加した場合を試算したところ，全ての産業にプラスの所得効果が生じて，観光消費の合
計額にほぼ見合う，経済全体で 5,011,175.9 万円の富が誘発される結果となった。

2)

松山市「観光客推定数総括表」
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/tokei/data/toukei18.html (2021 年 7 月 3 日アク
セス)
3) 2014 年 3 月 国土交通省 観光庁「2012 年 旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」
https://www.mlit.go.jp/common/001040524.pdf (2021 年 8 月 1 日アクセス) における，356 頁
の参考表「購入時期別内部観光消費及び国民観光消費」の「国内宿泊旅行」「国内日帰り旅行」
それぞれの「旅行中支出」データから，観光消費の品目別比率を計算した。
4) 注釈 3 の資料における，363 頁の図表Ⅳ-3「分析用産業連関表部門と旅行・観光サテライト
商品分類の対応」
5) 「2012 年 松山市産業連関表」
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/shien/renkan.html (2021 年 7 月 3 日ア
クセス)
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５．事例
本研究では，松山市の部門別観光消費額が誘発する部門別所得額の合計は，観光消費の合計額と
比べて小さく，観光消費は，その需要の大きさに見合う所得をもたらさないことがわかった。しかし，産業
連関分析からだけでは，なぜ経済効果が市外へ漏れてしまっているのか把握することは難しい。そこで，
「飲食料品」部門やこの部門に関連の深い「農業」部門と「漁業」部門に聞き取り調査を中心とした事例
研究を行った。これによって，公のデータにはない企業組織の様々な活動や行動などの内在意識も考
察対象とすることに成功した。例えば，愛媛県漁業協同組合によると，愛媛県の漁獲量は全国５位だが，
海域別にみると松山市が属する瀬戸内海の伊予灘は，宇和海にくらべ漁獲量は少なく，特に松山市の
漁獲量は少ないという（県内の数％）5)。市内の魚市場も荷揚場は小さく，全国の港から夜を徹して走っ
てきたトラックが 次々と到着するような集荷市場の機能と，その集荷されたものをニーズに合わせて分
荷する機能を持っているところが多い。つまり，松山市の漁業生産量は，松山市の消費を満たすほどの
ものはない。
また，瀬戸内海で捕れる魚は真鯛や太刀魚など白身魚が多く，「宿泊業」である道後のホテルで考え
ると，客に提供する刺身は配色に気をつける必要があり，松山産のものだけで揃えるのは赤色などに欠
けてしまい難しい。さらに，道後に位置するホテルは中規模から大規模のものが多く，瀬戸内の魚は少
量多品種であるため，地場のもので同一種の魚を安定的に供給することが難しく，九州から仕入れるこ
とも多いという（宿泊客に提供する料理にバラツキが出てしまわないため）。以上のことが，経済効果が
市外へ漏れてしまっている一例であるが，他を含め，事例についての詳細は当日報告する。

【参考文献】
Miyazawa, K. (1960), “Foreign Trade Multiplier, Input-Output Analysis and the
Consumption Function,” The Quarterly Journal of Economics,74 (1), pp. 53-64.
Miyazawa, K. and Masegi, S. (1963), “Interindustry Analysis and the Structure of
Income-Distribution,” Metroeconomica, 15, pp. 89-103.
金城盛彦（2009）「ツーリズムの経済効果分析の課題（2）派生需要の過大評価の可能性につい
て」
『東海大学紀要 政治経済学部』41、pp.117-125。
国土交通省 観光庁（2014）「2012 年 旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」
。
国土交通省 観光庁（2015）「観光地域経済の「見える化」推進事業報告書」
。
令和 1 年の愛媛県の海域別漁業生産量（海面漁業）は，瀬戸内海（燧灘・伊予灘）が 21,103
トン，宇和海が 53,148 トンであり，愛媛県全体で 74,251 トンとなる。
https://www.pref.ehime.jp/h37100/toukei/index.html
5)
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Ⅱ 自由論題
＜第 2 分科会＞
地域内経済循環
座長 三輪 仁 （九州国際大学）

第 1 報告
「企業エコシステムを活用した地域経済波及経路の検証」
藤本 晴久（島根大学）・池島 祥文（横浜国立大学）
第 2 報告
「地域内経済循環論と財政循環―試論－」
白石 智宙（立教大学）

（1 報告あたり 40 分…うち報告時間 20 分・質疑 15 分・予備 5 分）
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＜自由論題 第 2 分科会 第 1 報告＞

企業エコシステムを活用した地域経済波及経路の検証
藤本 晴久（島根大学）
池島 祥文（横浜国立大学）

現代の企業競争は単一企業間競争から企業間ネットワーク競争へ移行していると言われており，企
業が形成する取引構造も大きく変化している。同時に，その変化は地域に与える経済波及の在り方を
変質させており，実態の解明が急務となっている。
こうした企業行動や企業間ネットワークの変化に対応して，企業を特定産業の構成要素ではなく，多
様な産業にまたがるビジネス・エコシステム（事業生態系・経済生態系）の一部として把握する研究も登
場してきた。近年では，個別企業が取引を通して影響量を及ぼす範囲を定量的に分析し，それを一つ
の経済単位とみなす企業エコシステム論も展開されている。これらの研究は，企業間の有機的な関係
（組織関係や取引関係など）をどのように捉えるのかという問題意識のもとに進められており，地域経済
学研究にも応用できる可能性がある。
特に企業活動の地域への経済波及という点では，複数の産業にまたがる企業間取引の影響量を定
量的に抽出する企業エコシステムの分析手法は重要だろう。これまでの研究は，主に素材や部材の供
給関係に基づくサプライチェーンの流れを中心に分析したものが多く，異業種にまたがる企業間の取
引や地域経済との結びつきの解明には至らなかった。しかし，たとえ製造業企業であっても，製品製造
に関わる仕入先や販売先の他に，物流企業やサービス企業等多くの地域企業と取引しており，地域
内で網の目のように経済効果を波及させている。主事業のサプライチェーンだけではなく，企業の多様
な取引関係やそれが地域内で生み出す価値連鎖（バリューチェーン）の全体像を把握する手法の開
発が求められている。
以上のことを踏まえて，本報告では，地域企業が形成する企業間取引ネットワークの中から取引関
係がより緊密である企業群を企業エコシステムとして抽出し，その地域経済への波及経路を検証する。
エコシステムに関するデータセットを構築する際の諸前提を考慮し，取引ネットワークと企業エコシステ
ムの相違を明示しつつ，素材や部材の供給関係に基づくサプライチェーンでは見えにくい企業の事業
展開に伴う地域経済との結びつきを析出する。個別企業の事業展開だけではなく，その事業展開を支
える周辺企業との取引を含めて，地域経済への波及が期待される企業の取引群を一体的に把握する
手法の開発と，それに伴う解析の実例を報告する。
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＜自由論題 第 2 分科会 第 2 報告＞

地域内経済循環論と財政循環
―試論―
白石 智宙（立教大学）
１． はじめに
地域産業振興は，日本の多くの自治体に共通する政策課題であり，そのために有効な振興政策の
実施が求められている。しかしその実施主体である自治体の財政に目を向けると，人口の高齢化傾向
は今後もしばらく持続する1ことから民生費を中心に財政需要と支出は更に高まっていく必然にあり，加
えて，老朽化が進行する社会資本の維持・更新投資も求められている 2。そのうえで自治体は地域住
民にとって不可欠な公共サービスを供給しなければならないが，人口の急激な高齢化・減少傾向や地
域経済の停滞・衰退傾向等は，自治体の財源の持続可能性という点に疑問を呈している。
このような状況下において，地域産業振興に伴う自治体の収入増加という現象を改めて強調する意
義がある。自治体の財政支出や制度構築等を通じた経済活動の活性化による税収や税外収入の増
加や，自治体が「公共の福祉」増進のための活動を賄うために「収入（利益）」や「配当」の獲得が該当
する。日本では，自治体による各種産業政策が実施されてきた歴史があり，地方公営企業の附帯事業
3 や「自治体エネルギー公益的事業体 4」と称される自治体の諸実践 5 が例として挙げられる。

本報告は，「地域内経済循環」概念を取り上げ，上記の研究課題に理論的アプローチを試みるもの
である。

２． 地域内経済循環論と財政収入
「地域内経済循環」は，対象地域内で創造・分配される所得額の増大から地域産業振興の有効性
を把握しようとする。その背景には地域経済衰退の問題点をこの経済循環における様々な局面での資
金の漏出にあり，何かしらの方策でこの循環の程度を高めることが地域経済の振興に繋がるという共通
した認識が指摘される。そこから政策論として，地域外からの資金の獲得と地域内の資金循環の拡大
とに大別される。具体的には，地域外の需要を対象とする移輸出産業の創出，地域内の需要を対象と
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来人口推計 平成 29 年度推計』人口問題研究所資
料第 336 号，2017 年。
2 国土交通省「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計」，
2018 年。
3 地方公営企業の附帯事業とは，地方公営企業法によれば，「地方公営企業の経営に相当因果
関係を持ちつつ地方公営企業に附帯して経営される事業」を意味する。その実態については，
太田正（1991）の研究がある。
4 諸富徹（2016）
5 西野寿章（2017）や西野寿章（2020）が明らかにしたように，戦中の配電統制令以前にもケ
ースが見られたが，近年再び，自治体による公益的なエネルギー事業の創設が見られる。
1
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する移入代替や地産地消の推進，そして地域内産業連関の構築等である 6。
地域内経済循環概念は多義的に用いられており，以下の 3 つにまとめることができる。つまり，生産
にまつわる前方・後方産業連関として，国民所得循環の地域的応用として，経済社会の再生産として，
の 3 つである。
第一の産業連関として経済循環を捉える立場からは，「経済基盤モデル」に基づいて，地域内市場
産業（非基盤産業）と地域外市場産業（基盤産業）との間の産業連関の構築として経済循環の構築を
把握する研究である。第二は，国民所得論の三面等価の原則を地域的に応用し，地域における生産・
分配・支出を辿る資金循環を経済循環とみなして，三局面それぞれにおける資金の漏出を把握する研
究である。第三は，経済社会の再生産過程の一環として経済循環を捉え，その再生産の条件となる再
投資の側面を強調する研究である。
そして，いずれの地域内経済循環も向上されれば，それに応じた自治体財政への各種フィードバッ
クが生じる。このフィードバックは地域経済から自治体財政へ向けた経済効果の一環として，地域経済
の担税力の高まりに伴う税収増限や，自治体出資事業からの収入等が示されてきた 7。より広く，経済
の循環過程を経済社会の再生産過程の一環として捉えるのであれば，経済循環は生産のみならず，
経済社会の再生産を規定している諸条件の再生産をも意味しているはずである。しかし先行研究は，
その条件の持続可能性に必ずしも留意していない。上述のように，多くの先行研究は経済循環の創出
過程に焦点を当て，その実現条件を明らかにしてきたが，その条件が今後も持続可能であるかは不確
実であり，その条件の変化は経済循環，引いては経済社会の再生産に何かしらの影響を及ぼすはず
である。そして，その条件として自治体の財政支出は重要な一要素としてある。地域経済における自治
体財政は，政府間財政関係や法制度によって大きな規定的影響を受けながらも，その支出を用いて
経済社会の再生産に不可欠な役割を担っている。そのため，その支出の財源となる自治体収入の持
続可能性は，その支出の水準を，必要に照らしながら，次の再生産過程において少なくとも同程度に
維持するという持続可能性と密接に結びついている。

３． 財政循環概念の提起
経済効果にかかわる財政収入の扱いについては，先行研究において乗数効果の地域的応用であ
る「地域（内）乗数効果（local multiplier effect）」という概念にまつわる研究 8 が挙げられる。しかしそ
こにおいて財政収入は，乗数効果からの「控除」として位置づけられており，そもそも地域にとっての収
入としては扱われていない。
また財政支出の中身を問う議論として，財政支出が特定の経済社会にもたらす生産性向上や社会
的ニーズの充足の程度がその支出に比して高いかどうかという参照点から評価を行うという議論が，費
6

髙原一隆（2014），藤山浩（2015），岡田知弘（2020）。
諸富徹（2010），入谷貴夫（2018），岡田知弘（2020）。
8 Sacks, J
（2002），福士正博（2005），Moretti, E（2010），Hlaváčková P., Březina, D （2015），
Meňházová J., Hlaváčková P., Březina,（2017）。
7
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用便益分析研究において蓄積がみられている。そこで資本や労働の移動に伴う税収増減は「経済的
（社会的）機会費用」として捉えられている。
ところで，財政学の前身の 1 つであるドイツの官房学やその後のドイツ財政学に見られた「財政の再
生産性」という概念がある。例えば後期官房学の代表的研究者である J. H. G. ユスティの「課税の税
源涵養（pflege der finanzquellen（the cultivation of financial resource））原則」や，ドイツ財政学
の代表的研究者の 1 人である L.シュタインの「課税の再生産性（reproduktivität des steuerwesens
（the reproductivity of taxation）/担税力の再生産性（reproduktivität des steuerkraft (the
reproductivity of tax capacity)）原則」が挙げられる。それは担税力から租税，そして行政に至り，行
政から再び担税力に回帰する「有機的循環（（organische kreisaut）the organic circuit）」という概
念と結びついている。しかしその後，この「財政の再生産性」という主題は見られなくなっている。
しかし市民の不可欠なニーズを満たすためにいかに「財政の再生産性」を維持するのかという観点は，
これまで以上に重要性を増している。ここに，地域内経済循環と経済社会の再生産との関係を「財政
の再生産性」という観点から論じる必要を提起する。地域内経済循環に財政の再生産性の研究課題を
位置付けるためには，財政にまつわる独自の資金循環を「財政循環」という概念装置で把握する必要
がある。
ただし，財政はそれ自体として自らを再生産しているわけではなく，経済社会の諸活動からの分配に
依存している。その意味で，財政循環は，財政を主として経済を従と捉えるのではなく，経済を主として
財政を従として捉えるものである。そのため財政循環は地域内経済循環の向上に付随する現象であり，
そこに見出される財政の再生産性を把握する必要があるという論点の提起である。また，そこにおいて
留意すべき点として，その持続可能性の責任は自治体にのみ存しているわけではなく，日本において
は，中央政府が各種財政措置によってその供給と財源を保証しているという点である。
ここには政府間財政関係を通じた自治体財政への規定的諸要素が明らかにされており，国庫支出
金および地方交付税に関するものである。そのため，これら特有の税財政制度を考慮に入れた具体的
研究が必要となる。
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Ⅱ 自由論題
＜第３分科会＞
地域経済と中小企業
座長 長山 宗広（駒澤大学）

第 1 報告
「バイオメディカル産業と地域経済—京都・神戸の比較研究—」
上野 敏寛（京都大学）・並木 洲太朗（京都大学）
第 2 報告
「繊維産地における分業の再編成とその課題」
吉原 元子（山形大学）
第 3 報告
「地域経済における小規模企業の存立条件」
中島 章子（駒澤大学〔非常勤〕）

（1 報告あたり 40 分…うち報告時間 20 分・質疑 15 分・予備 5 分）
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＜自由論題 第３分科会 第１報告＞

バイオメディカル産業と地域経済
―京都・神戸の比較研究―
上野
並木

敏寛（京都大学経営管理大学院）
洲太朗（京都大学経営管理大学院）

１．研究の背景・目的
京都市と神戸市はともにバイオメディカル産業が注目されている地域であり，大阪市とともに国際イノ
ベーション特区やスタートアップ拠点都市構想に採択されるなど，スタートアップ育成の機運も高まって
いる。
本研究の目的は，バイオメディカル分野の地域産業システムにおける地域的制度に着目し，同じ政
令指定都市である京都市と神戸市を比較し，バイオメディカル産業の発展メカニズムおよび地域経済と
の関係を明らかにすることである。従来の研究では，富岡（2007）が医薬バイオテクノロジー産業におけ
るサンディエゴとリサーチトライアングルの比較産業分析を実施した1)。その結果，サンディエゴは自然
発生型で地元アンカー企業のスピンオフが集積し，競争だけでなく協力のネットワークが形成されてい
た。一方，リサーチトライアングルは政策主導型で地元資本によるリサーチパーク形成と誘致活動を進
めていたが，公式・非公式の関係が形成されなかった。富岡（2007）の研究はアメリカの国民的制度構
造を基にした地域的制度の研究である。そこで，本研究では日本を対象にした研究を神戸市と京都市
を比較することによって試みたい。

２．研究方法
研究方法は，バイオメディカル産業の発展プロセスを追いながら，アントレプレナーエコシステムの制
度に着目して研究を進める。ここで着目する制度は，Fuentelaz（2018）の整理によるベンチャー創出
の制度，支援組織，金融制度，助成金等という４つの制度である2)。スタートアップの成長段階に従い，
スタートアップが支援される制度が異なっていることが特徴である。バイオメディカル産業の発展プロセ
スについては，文献調査および，京都市・神戸市ともに，市役所や推進団体，スタートアップや地元企
業等にインタビュー調査を実施した。

1)

富岡一明（2007）「現代医薬バイオテクノロジー産業の発展と地域的産業システム―米国・
サンディエゴとリサーチトライアングルの比較産業分析」『地域経済学研究』第 17 巻 p.90-106
2) Fuentelaz, “Institutional Dynamism in Entrepreneurial Ecosystem”, Entrepreneurial
Ecosystems – Place-Based Transformations and Transitions, 2018, p.57
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３．事例
（１）神戸市の事例
神戸市は人口 1,521,241 人（2021 年 7 月 1 日現在），面積 557.02 ㎢の政令指定都市である。阪神
工業地帯に属する工業都市でもあり，三菱重工業株式会社や川崎重工業株式会社などの工場が立地
している。神戸港に人工島であるポートアイランドには，神戸医療産業都市が形成されており，377 社
（2021 年 8 月末日現在）の企業・団体が集積し，神戸市の統計によると 11,900 人（2021 年 3 月末日
現在）の雇用者数を生み出していると言われている。神戸医療産業都市には，医療機器メーカーである
シスメックス株式会社やバイエル薬品株式会社の大手企業のほか，スタートアップ，医療機関，神戸大
学などの大学，理化学研究所（スーパーコンピュータである「富岳」を設置している計算科学研究センタ
ーや，iPS 細胞を用いた再生医療等を研究する発生・再生科学総合研究センターなど）といった研究機
関が集積している。
神戸医療産業都市の推進は，神戸市と公益財団法人神戸医療産業都市を中心的な役割を担ってい
る。神戸市は神戸医療産業都市のプロジェクト総括や企業誘致活動を行なっている。公益財団法人神
戸医療産業都市は神戸市の外郭団体であり，行政ができない研究機能やスタートアップの支援，国の
プロジェクトの獲得，世界のバイオクラスターとの連携を推進している。
神戸医療産業都市に関わる制度は，次の通りである。ベンチャー創出に関する制度について，神戸
医療産業都市には，神戸臨床研究情報センター（TRI），神戸ハイブリッドビジネスセンター，国際医療
開発センター（IMDA）にレンタルラボやレンタルオフィスを設置されている。また，2020 年 10 月にはク
リエイティブラボ神戸（CLIK）にシェアラボとシェアオフィスが設置され，スタートアップが研究開発に使
用できるウェットラボを提供している。神戸大学もインキュベーションセンターを設置している。支援組織
については，神戸市および公益財団法人神戸医療産業都市が人材育成や伴走支援，ネットワーキング
を行なっているほか，株式会社リバネスがスタートアップクリエイティブラボの推進など，スタートアップの
支援環境を構築している。また研究開発を進めるために理化学研究所や医療機関，大学が立地してい
る。金融制度について，スタートアップの資金調達を担う VC は全国から募集している。金融機関では，
関西みらいフィナンシャルグループのみなと銀行，みなとキャピタル株式会社などと「みなと成長企業み
らいファンド」を設立し，神戸進出企業に資金が充てられている。助成制度は，神戸市と公益財団法人
神戸医療産業都市がスタートアップ等の着実な成長のために「神戸ライフサイエンスギャップファンド」を
用意しているほか，神戸市・公益財団法人神戸医療産業都市・株式会社リバネスが主催するピッチイベ
ントである「メドテッグランプリ KOBE」を開催し，起業家の発掘や育成を進めている。

（２）京都市の事例
京都市は人口 1,458,469 人（2021 年 7 月 1 日現在），面積 827.83 ㎢の政令指定都市である。株式
会社島津製作所，京セラ株式会社，任天堂株式会社，株式会社堀場製作所，オムロン株式会社，ロー
ム株式会社，日本電産株式会社，村田機械株式会社などの製造業が立地しているほか，日本新薬株
式会社，第一工業製薬株式会社，京都薬品工業株式会社といった医薬品や化学品メーカーも立地し
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ている。京都市では「京都市ライフイノベーション推進戦略」としてライフサイエンス分野の産業振興を進
めている。京都市のまとめではあるが，企業立地数 60 社，プロジェクト創出数６０件，ライフサイエンス分
野の技術者育成数 500 名という成果を出していると言われている。
京都市におけるバイオメディカル産業の推進は，京都市を軸とした動きと京都大学を軸にした動きが
ある。京都市は，2002 年に「バイオシティ構想」を掲げ，外郭団体である公益財団法人京都高度技術
研究所（ASTEM）とともに医薬品・医療機器等の技術開発，技術者育成，スタートアップの支援を進め，
2015 年に「京都市ライフイノベーション推進戦略」として推進している。京都大学ついては，京都大学の
研究シーズをもとに，ベンチャーキャピタルである京都大学イノベーションキャピタル株式会社（京大
iCAP）の投資を受けて事業化していくスキームを形成し，バイオメディカル分野における大学発のスタ
ートアップを生み出している。
京都市に関わる制度は，次の通りである。ベンチャー創出に関する制度について，京都市内にはイノ
ベーションハブ京都（運営：京都大学「医学領域」産学連携推進機構），クリエイションコア・京都御車
（運営：中小企業基盤整備機構），サイエンスパークである京都リサーチパークといったレンタルラボや
シェアオフィスが設置されている。支援組織については，京都市や ASTEM，京大 iCAP，京都リサー
チパーク株式会社，JETRO 京都などがスタートアップの支援をしている。金融制度について，ベンチャ
ーキャピタルは，京大 iCAP やフューチャーベンチャーキャピタル株式会社，みやこキャピタルなどが立
地し，スタートアップに投資している。助成制度は，京都市ベンチャー企業目利き委員会及びオスカー
認定制度によってスタートアップを評価し，スタートアップが支援を受けやすくする仕組みを作っている。
また，京都市・経産省・JETRO が運営する「地域への対日直接投資カンファレンス（RBC）」において姉
妹都市であるボストン市とのマッチングイベントを開催している。京都リサーチパーク株式会社では，
「HVC KYOTO」と呼ばれるヘルスケア分野の英語ピッチイベントを開催しており，ボストン・ベイエリア
含む国内外のスタートアップの発掘と育成を支援している。

４．報告に向けて
神戸市や京都市のバイオメディカル産業の推進において，それぞれに課題がある。神戸市の場合は，
377 社の企業が立地しているものの，過去 20 年間で約 200 社の企業が撤退しており，入れ替わりが早
いのが特徴である。また，医療産業都市内や地元企業とのつながりを創出することが課題として認識さ
れており，CEO ネットワーク形成などを模索している。
京都市においては，京都大学を中心にスタートアップが誕生するものの，ある程度成長すると，京都
市内の建坪率が低いため，工場などを建設できず，京都市内から出ていく可能性がある。
本報告では，以上の京都市および神戸市の発展プロセスと制度を整理し，バイオメディカル産業の発
展メカニズムおよび地域経済との関係を明らかにしていきたい。
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＜自由論題 第３分科会 第 2 報告＞

繊維産地における分業の再編成とその課題
吉原 元子（山形大学）

1. はじめに
産地型産業集積（産地）は多数の中小企業が特定地域に集中立地することによって形成され，それ
らの企業の多くは地場産業とよばれる特定の産業に従事している。地場産業は「産業としての歴史性・
伝統性をもち，地域内から資本・労働力・原材料を調達して特産品（あるいは消費財）製品を生産し，こ
れにかかわる企業が社会的分業形態をとって，特定地域へ集積する（いわゆる「産地」を形成する）とい
う特徴をもつ産業」（上野 2007, p.5）であり，企業による社会的分業がみられることが特徴である。
産地における分業構造は，産地統括者からの発注によって生産・加工工程の一部を担って量的要請
に応える場合と，一企業内では技術的に困難な生産・加工工程を請け負って専門的要請に応える場合
がある（上野 2007）。前者は発注企業の下請として生産能力を補うという垂直的分業構造を形成して
おり，後者は多様な準備工程や後工程などの外注によって発注企業に不足する生産技術を補完すると
いう水平的分業構造である。
需要の縮小などの環境変化によって産地の事業者数が減少していくと，産地で形成された社会的分
業における各機能が弱まっていく。ただし，分業構造のなかの各工程は相互に依存する関係であるに
もかかわらず，すべての工程が一様に弱体化するわけではなく，各工程によってその程度には差がある
と考えられる。
本報告では，水平的分業構造をもつ繊維産地において，製織工程の前後に行われる準備工程と後
工程に注目する。繊維産地における主な最終製品を産出するのは製織工程であり，製織企業が産地
の縮小にあたって対処した事例は少なくない（百瀬・吉原 2018） が，製織工程と同じ産地に立地し，
密接に関連する準備工程と後工程の企業行動に関する研究は少ない。そこで，準備工程と後工程が
産地の縮小にあたってどのように行動したかを分析し，分業構造に影響を与えているのかについて考
察する。

2. 準備工程・後工程を支える論理
産地において細かな分業構造が形成された背景には，市場の拡大に応じて生産の効率化を求めて
きたことがある。効率的な生産拡大を図るための論理として「規模の経済」と「専門化の利益」の実現が
ある。
規模の経済は，同一のものを生産する場合，生産量が拡大するにつれて単位あたりの生産費用が低
下することを意味する。生産したものの販売価格が一定であれば利益率が上昇し，生産費用の低下に
したがって販売価格を下げれば価格競争力の源泉となる。特に固定費が大きい設備型産業において，
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規模の経済の実現は最優先課題になる。一方，専門化の利益は，ある業務に特化することで経験効果
を獲得して生産費用を低下させることである。繰り返し業務を行うことで，その業務に習熟したり改善した
りできる。
産地の成長段階において，産地を構成する一つひとつの企業が小規模であっても，生産分野や生産
技術の特化を進めることで，各企業は規模の経済と専門化の利益を享受することが可能になり，高品質
かつ低コストの両立を図ってきた。細かな分業構造による生産システムは，完成までに数多くの業者を
経由するため一貫生産に比べて取引コストの点で不利だが，そのデメリットを補うほどのメリットを確保で
きたといえる。
とりわけ繊維産地における染色や整理といった工程は，一定の設備と，製織とは異なる分野の専門的
知識の深耕が必要とされるため，製織業者からすれば内製化が困難である。多くの製織企業が存在し
ている場合，このような工程を集約できれば規模の経済と専門化の利益を得ることができるため，発注
側にも受注側にもメリットが大きい。そのため，これらの工程は独立した企業として水平的分業構造を形
成し，産地の競争力を影から支えてきた。
しかし，市場の縮小にともなって，水平分業構造を支える企業の減少が問題となっている。直接的な
原因は後継者不足であるが，その背後にあるのは発注元としての製織企業の減少と，その多品種小ロ
ット生産の進展にともなう収益性の低下である。このように，発注企業である産地内製織企業などの減少
による受注減に加え，受注の多品種小ロット化による生産性の低下により，規模の経済と専門化の利益
という論理に支えられてきた準備工程・後工程の企業が苦境に陥っているといえる。

3. 富士吉田・西桂織物産地における準備工程・後工程の対応
山梨県富士吉田・西桂織物産地において，糸が織物になるまでに①原糸，②撚糸，③染色，④整経，
⑤製織，⑥整理加工，⑦検反という工程を経る（山梨県富士工業技術センター 2016）。一部工程を除
いてそれぞれの工程に専門化された業者が存在することが当産地の特徴である。さらにジャカード織機
による製織を行う場合は，意匠図を紋紙や電子データに移す紋意匠，経糸に対応する通じ糸を織機に
セットする吊込という仕事が必要になり，これらを専門に担当する業者も存在する。山梨県富士技術支
援センターの調査によると，郡内産地には糸商 11 社，撚糸 32 社，染色 15 社，整経 17 社，紋意匠 6
社，吊込 2 社，親機 77 社，賃機 321 社，整理 6 社が立地し，産地内で完結できる分業構造を築いて
いる（2013 年時点（親機，賃機については 2010 年時点））。
多様な準備工程や後工程などによって製織工程がもたない生産技術を補完するという水平的分業構
造が築かれてきたが，当産地では危機的状況に対応しようとする製織企業の行動によって，産地の分
業構造は変化がもたらされつつある。報告では，規模の経済と専門化の利益に存立基盤を求めてきた
関連企業（染色，整理）がどのように対応したかを検討する。

4. 事例からの考察
富士吉田・西桂織物産地において準備工程・後工程を担う企業の取引関係と生産上の特徴を考察
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すると，2 つの共通点がある。第一に，取引先が産地内だけではなく，全国各地に広がっていることであ
る。第二に，優位性のある加工技術や生産技術を強みとしてもっていることである。産地内だけではなく
産地外でも競争力をもつことで，産地内にとどまらない取引関係と技術的優位性を確保し，産地内市場
の縮小に対応していることが明らかになった。すなわち，当産地における関連業者の「脱産地化」（大田
2007）が進んでいる可能性が示唆される。

参考文献
上野和彦（2007）
『地場産業産地の革新』古今書院
大田康博（2007）
『繊維産業の盛衰と産地中小企業』日本経済評論社
加藤秀雄・奥山雅之（2020）
『繊維・アパレルの構造変化と地域産業』文眞堂
百瀬恵夫・吉原元子（2018）「産地における中小企業の連携活動−富士吉田地域における織物産
地の事例から」『経営経理研究』112 号，pp.7-20
山梨県富士工業技術センター（2016）
『LOOM』
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＜自由論題 第３分科会 第３報告＞

地域経済における小規模企業の存立条件
―大都市圏の機能は今後も小規模企業の存立を支えるか―
中島章子（駒澤大学（非常勤）
）

１．大都市圏の機能が変容している兆候
大阪，東京といった大都市圏における工業集積の縮小が指摘されて久しく，小規模企業の形態をと
る企業数という側面からみても減少傾向が今日まで続いている。また新たな実態として，小規模企業に
含まれるフリーランスの存在感の高まりも指摘されるようになった

1)。長山（2020）では，従来，小規模企

業の存立基盤が論じられてきた地域である取りあげられてきた城東，城南地域といった工業集積地域
ではなく，世田谷区という住宅地域におけるフリーランスの誕生が続いていることを挙げている点が特徴
的といえる。同じ大都市圏内であっても，新たな地域における，新たな形態の小規模企業者層が増え
つつある現状が伺える。
このような現状を鑑み，本報告ではこれまでの小規模企業の存立基盤を整理することを通じて，今後
の小規模企業の存立条件を検討することをめざす。

２．従来指摘されてきた中小企業存立論と大都市圏の機能
これまで論じられてきた中小企業の存立論について，たとえば佐竹（2008）は，過少過多などの問題
性論，分業構造を構成する存在，文化的・歴史的背景によるものなどを挙げている 2)。特に東京や大阪
など大都市圏に関していえば，大消費地における需要に応えてきた地場産業と工業集積の存在から，
社会的分業の一部として，またはいわゆる多品種少量生産への需要に応えることができる存在であるこ
とが佐藤（1981）らをはじめとして 80 年代まで指摘されてきた 3)。この点は地域経済学の分野において
も認められる 4)。しかし 90 年代に入ると，製造業における製造拠点の国際化や担い手不足などの影響
による小規模企業の縮小が問題視されるようになり 5)，現在もなおその傾向は続いている。
一方で大都市圏における経済活動については，たとえば長尾（2002）は，人や組織といった主体間で
の社会的分業，情報や知識の共有といった相互依存性が大きな特徴であるとし，小規模事業の存立や
長山宗広「巨大都市東京の小規模事業者 : フリーランスの存立基盤に関する一考察」『公益
社団法人 中小企業研究センター年報』，2020 年，pp.17-39.
2) 佐竹隆幸『中小企業存立論―経営の課題と政策の行方―』，ミネルヴァ書房，2008 年，p.39.
3) 佐藤芳雄編『巨大都市の零細工業』日本経済評論社，1981 年
4) 宮本憲一『都市経済論』筑摩書房，1980 年，p.222-223.
5) 岡室博之「零細企業・小規模企業」『日本の中小企業研究 第２巻
主要文献解題』，27 章，
同友館，2003 年３月，pp.535-536.
1)
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活動が可能となるのはそのためであると示す

6)。現在でも大都市圏においては，情報や知識の共有を

促進させる存在が集中している。商談会，ワークショップやセミナーなども日々多く開催されており，ハブ
となって主体間をつなげる役割を果たしている個人や企業，ほか各種団体も地方地域に比べ多く存在
していると考えられる。

３．これからの小規模企業者は大都市圏に何を求めるか
前節でも指摘したとおり，商談会，ワークショップなどの多さからも，現在でも情報・知識の共有を目的
とし，大都市圏へアクセスするニーズは高い。
しかし小規模企業者にとって，こういった機能を享受することは，大都市圏の立地が絶対条件ではなく
なっている。コロナ禍以降に広がったオンライン商談会や地方地域へ別拠点を設ける，または移転する
などの動きも続いており，大都市圏の立地によるアドバンテージも薄まっていることが考えられる。ただし
ワクチン接種などが進み，対面による交流の場も徐々に復活している側面もある。
大都市圏の維持という面でみれば，立地を伴わない小規模事業者の存在は，企業数や税収など数字
の形ではみられないかもしれない。しかし情報や知識の集中・発信という機能の担い手，あるいは都市
問題を解決する存在としては決して無視できない。行政や既存の小規模事業者など大都市圏を構成す
る各主体において，立地を伴う・あるいは伴わない小規模事業者，大都市圏，双方の関係性を模索す
ることが求められる。
6)

長尾謙吉「大都市圏経済の再編と産業集積」小玉徹編『大都市圏再編への構想』東京大学出
版会，Ⅲ章，2002 年３月，pp.53-73.
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Ⅱ 自由論題
＜第 4 分科会＞
地域産業政策
座長 大貝 健二（北海学園大学）

第 1 報告
「地域産業政策による内発的発展の主体形成―長野県飯田市の製造業支援政策を事例として―」

江成 穣（松山大学）

第 2 報告
「京都府北部・長田野工業団地にみる誘致企業の『定着』要因」
岡本 宗大（立命館大学・院）

（1 報告あたり 40 分…うち報告時間 20 分・質疑 15 分・予備 5 分）
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＜自由論題 第 4 分科会 第 1 報告＞

地域産業政策による内発的発展の主体形成
―長野県飯田市の製造業支援政策を事例として―
江成 穣（松山大学）

１．先行研究
グローバル化の進む現代の経済環境において，本社機能などの高い付加価値を生み出しうる高次
の経済機能の集積が弱い多くの地域は，人件費や土地代の安い諸外国との競争を強いられ，産業の
空洞化などの問題に直面している。この経済構造から脱却を試みるためには，各地域の内部で経済
上部機能を育て，地域経済の自律的発展を目指す必要がある。
地域経済の自律的発展を意図した地域経済理論として，宮本憲一がリードする形で展開された内
発的発展論が存在する。域外資本や政府の政策による外来型開発とそれによる公害の発生を批判し
ながら展開された内発的発展論は，その問題意識からも単なる経済成長以上に福祉や環境，住民生
活も含めた総合的な発展という目的を重視している。また，この発展の主体を地域内のアクターである
住民や企業，各種団体が担うことで，開発や発展の方向性を地域の側が主導することの重要性を強調
している。以上から宮本の内発的発展論は，総合的な発展を住民などの地域内のアクターによって成
し遂げるという，目的論と主体論を重視した議論と言える 1 。
宮本の内発的発展論を受けた中村（2004）は，地域内産業連関の重要性の強調に留まるこれの方
法論を「あるべき姿を解く静態的な定義にとどまり，発展論にふさわしく動態的プロセスに注目する視
点が弱い 2」ことを指摘している。その上で従来の内発的発展論は「政策論として深化させる志向が弱
かった 3」として，方法論的深化を図っている。
中村は，戦前期に一大機業地となった金沢地域の発展経緯を明治期から現代まで詳細に検討し，
その過程で発生した内発的発展の要因と限界を明らかにしている。後発機業地であった戦前期の金
沢は，地域内のイノベーターによる主体的な動きや織機工業の発展による機業との地域内産業連関
の構築，本社機能を持った産元商社の動きによる自律的本社型地域経済の形成・維持といった過程
を経て内発的発展を達成した。しかし高度成長期後の金沢経済は，合繊メーカーによる系列化や国
際競争の激化などの外的要因と，垂直的分業システムという独自の産地機構による下請機業の自主
性の喪失などの内的要因によって，自律性を喪失してしまった。ただし，この 2 産業の衰退が金沢経済
の内発的発展の終わりとなることはなく，いくつかの産業において内発的発展の芽が見られることを強
調している。
1
2
3

宮本憲一（1989）『環境経済学』岩波書店。
中村剛治郎（2004）『地域政治経済学』有斐閣，p.21。
同上，p.22。
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以上の研究成果から，中村はいくつかの政策提言を行うことで内発的発展論の政策論的深化を図
っている。これらの提言は，総合的な目的を持った内発的発展を達成するための戦略らしく，地域の経
済・産業のみならず生活面や環境面までを含んだ提言となっている。しかしその反面で，発展の軸とな
るべき自治体の地域産業政策についての言及は限定的で具体的な政策論は不明確である。下請メー
カーの自主性の喪失による競争力の低下という問題に対しては「地域繊維関連産業の水平的連携と
言う産業クラスター戦略 4」が構想可能であり，「地域経済の持続的成長のために内発的発展の組織化
に取り組むべき自治体産業政策の戦略的課題 5」と指摘しているが，この点に関しても具体的な展望は
示されていない。
また，宮本が示した内発的発展の最も重要な要素である発展の目的と主体について，実際の政策
展開においてこれをどのように実現するべきかといった点についても不明確である。目的に関しては政
策の策定時に内発的発展を意図した目的を設定することが可能だが，発展を担う主体をいかに確保
するかという点は疑問である。グローバル化に直面する現代の多くの地方都市は強固な垂直的経済構
造に組み込まれており，企業などの地域内アクターが自主性と自律性を持って内発的発展に取り組む
ことはより困難となっている。そのため，内発的発展の方法論・政策論には，これを担う地域内の主体
形成の観点も必須となる。

２．研究目的・方法
以上の先行研究整理から，内発的発展論を政策論として深化させるための課題が明らかとなった。
第一に，中村の先行研究以上に具体的な内容に踏み込んだ内発的発展論における地域産業政策の
役割に関する研究が必要となる。第二に，この地域産業政策を通して地域の内発的発展を担う主体の
育成が可能であるかどうかの検討が重要な課題となる。本研究はこの 2 点を明らかにすることが目的と
なる。
なお，中村の研究において具体的な産業政策・地域産業政策の議論がなされていない理由として
時代的な制約があげられる。高度成長期頃までの日本の産業政策は典型的な外来型開発であったが，
1988 年のふるさと創生事業や 99 年の機関委任事務廃止，そして地方創生政策など，次第に地方自
治体による地域産業政策の形成・実践が重視されるようになってきた。これらの政策にも問題は存在す
るが，一部の先駆的な自治体は地域産業政策の形成・実践能力を高め，内発的発展に資すると考え
られる地域産業政策の展開を行っている。
そこで本研究は，先駆的に地域産業政策を展開している長野県飯田市の製造業支援政策に着目
し，地域産業政策が内発的発展の実践，特に地域内で内発的発展の実践をリードする主体の形成に
資するものであるかを検討する。なお，江成（2020）において飯田市の航空宇宙産業政策が内発的発
展に寄与しうるものであるという点は指摘しているが 6，本研究では別事例にも検討の幅を広げ，特に
4
5
6

同上，p.247。
同上。
江成穣（2020）「内発的発展論における地域産業政策の位置づけ―長野県飯田下伊那地域を
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主体形成の面に着目する。

３．事例分析・考察
本研究では，多様に展開される飯田市の地域産業政策の中でも，長年製造業支援政策の軸として
展開されてきた共同受注グループ「ネスクイイダ」への支援政策と，地方創生政策によって積極的な展
開が見られた航空宇宙産業への支援政策の 2 つに注目する。これらの事業の展開経緯やその中での
主体形成過程を比較・整理することで，飯田市において展開されてきた地域産業政策が内発的発展
の主体形成にどのように貢献したかを明らかにする 7 。
共同受注グループであるネスクイイダ（NESUC-IIDA）の結成に向けた動きは，1994 年に飯田市
によって行われたバブル崩壊後状況調査に端を発している。調査の結果として，当該地域に立地する
中小企業の多くが自前の営業機能や研究開発機能を持たない典型的な下請企業であり，サプライチ
ェーンの変化やバブル崩壊の影響で大企業からの受注が減少していることが明らかとなった。この状
況に対して市は地域内企業のネットワーク化を重要政策とし，地場産業振興センター内に飯田ビジネ
スネットワーク支援センターを設置，同支援センターが事務局となって共同受注グループであるネスク
イイダが設立された。
設立当初の目的は主に受注拡大であり，大都市圏で行われる展示会への出展が主な活動であった。
当初から活動に参加している(株)矢崎製作所の矢崎氏は，展示会への出展の意義が受注拡大以上
に他のネスク参加企業とのコミュニケーションが図られ，企業間の信頼関係が構築された点にあったと
している。徐々に企業間の信頼関係を構築していったネスクイイダは，2009 年 4 月から受注開拓のみ
ならず新規製品開発にも取り組むことになる。
活動の拡大に伴って月 1 回の幹事会と 2 か月に 1 回の営業窓口交流会が設定され，会員企業のよ
り積極的なコミュニケーションや情報交換が図られることとなった。共同での製品開発に加えて，これら
の交流会でのフォーマル・インフォーマルな交流が活発化し，主目的である受注拡大・製品開発に加
えて，企業間の信頼関係の構築が進められた。
このような信頼関係の構築は，航空宇宙産業政策においても進められている。飯田航空宇宙プロジ
ェクトのマネージャーである松島信雄氏は，航空宇宙プロジェクトの当初の目的は，航空宇宙産業の
振興に加えて地域企業共同体の構築にあったとしている。実際に当該プロジェクトは共同での技術習
得や人材育成過程において企業間の交流を積極的に行い，地域内の企業が信頼関係を構築できる
ように取り組んでいる。
これらの活動の成果として，交流の無かった地域内中小企業間での受発注の拡大による地域内産
業連関の強化があげられる。これに加えて，共同での新製品開発は航空宇宙産業という新たな移輸出
事例として―」『政策科学』第 28 巻第 1 号, pp.113-133。
7 なお，事例の詳細に関する記述は基本的に飯田市工業課及び産業振興課，南信州・飯田産業
センター，(株)矢崎製作所等への複数回に渡るヒアリング調査の結果に依拠している。主な調
査は 2019 年 7 月 11 日，2020 年 8 月 28 日，2021 年 8 月 24 日である。
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産業の創出や，ネスクイイダによる新製品開発，域外からの受注拡大といった成果をあげている。なお，
ネスクイイダの 2020 年の総成約額は 11 億 6 千万円にのぼる。地域内産業連関の充実と地域内に本
社機能を持った中小企業による移輸出の拡大という現象は，これらの取り組みが地域経済の内発的発
展に貢献していることを示している。
さらに，地域内の企業間の交流が活発化し信頼関係が構築されることで地域内企業共同体が構築
されてきている。共同体の構築によって各企業が地域性や地域内産業連関をより意識するようになっ
ており，これらの企業は内発的発展を担う主体となってきている。地方自治体による地域産業政策が，
主目的としての産業振興に加えて，内発的発展を担う主体の形成に貢献しうるという事は，理論的にも
実践的にも重要な意味を持っている。
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＜自由論題 第 4 分科会 第 2 報告＞

お さ だ の

京都府北部・長田野工業団地にみる誘致企業の「定着」要因
岡本宗大（立命館大学・院）

１．はじめに
京都府北部において，長田野工業団地は経済基盤となる製造業を誘致する受け皿として造成され
た。1974 年に造成されてから約 50 年過ぎた現在では 41 社が立地しており 1，福知山市の製造業出
荷額の 9 割が長田野工業団地内企業によるものである。産業の空洞化が問題とされて久しいが，生産
のグローバル化が激しくなった時期を乗り越え，なぜ約 50 年にも渡って企業が長田野工業団地に「定
着」しているのか。本報告では，この「定着」要因について，整理していく。

２．先行研究
地域産業政策として工業団地を造成し，企業を誘致するという方法は「外来的開発」と呼ばれ，日本
でも多くの地域で実施されてきた。しかし，先に述べたように，グローバル化の進展によって国内生産
現場は海外に移転され，空洞化が生じている。このような状況を踏まえて，松原(2014)は誘致の内容
について，「量から質への転換」が必要とし，誘致件数ではなく，工場の特性や立地条件，雇用・環境
への影響などを考慮した誘致のあり方を提示している 2。これらは，新たに企業誘致を進める時点では
重要な視点であるが，それら企業が長期に渡って誘致地域に「定着」することまで含んだ議論としては
不十分である。川端(1994)が誘致政策について指摘したように，「誘致」することだけでなく，「定着」す
ることまで含んだ議論が求められている 3。そして河藤(2017)は地域経済の持続性を作り出す企業誘
致を行うためには，自治体が計画性を持ち，それに沿った系統的かつ継続的な支援の重要性を指摘
している 4。地域経済の研究をするとき，定着要因まで整理することによって継続的な影響を生み出す
地理的条件や政策などを把握することが可能になる。長田野工業団地は安定的な成長を遂げてきて
おり，撤退企業が少ない稀な事例であって，企業の「定着」要因を明らかにするための対象として適し
ている。
同団地に関する研究は，陳(2017)による誘致企業および同団地と地元経済との関係性に関するも
1970 年代に 23 社，1980 年代に 18 社，1990 年代に 4 社，2000 年代に 2 社，2010 年代に 3
社が立地。1980 年代に 1 社，2000 年代に 4 社，2010 年代に 1 社が撤退。
2 松原宏「地域経済政策の軌跡と展望」松永宏編『地域経済学入門』第 15 章(2014)古今書院。
3 川端基夫「わが国における地方自治体の工場誘致政策の検討-工業立地の適正化の観点から-」
『龍谷紀要』(1994)第 15 巻第 2 号 pp.17-37。
4 河藤佳彦「地域産業の内発的発展を促進する企業誘致政策に関する考察」『地域政策研究』
(2017,3)第 19 巻,第 4 号,pp.89-109。
1
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のがある 5。陳は立地要因に関しても分析しており，同団地立地企業が重要視しているものとして，「高
速道路」「近畿都市圏」「インフラ」「土地コスト」の 4 項目があった。本報告では，立地選択時の立地要
因ではなく，継続的な立地に繋がる「定着」要因を明らかにしていく。

３．長田野工業団地企業へのヒアリングにもとづく「定着」要因
本研究では，長田野工業団地が造成された当初から立地している 3 社と工業団地の管理運営を行
っている長田野工業センターや行政機関へのヒアリングをもとに，企業の立地から現在までの「定着」
について要因を整理する。

表1

ヒアリング企業 3 社の概要

(出所）長田野工業センター『長田野工業団地の概要(2020 年版)』およびヒアリングをもとに作成。

a) ニンバリ
ニンバリは，長田野工業団地への進出第 1 号の地元企業である。同社は，生産設備の設計政策と
自動省力化(FA:Factory Automation)を主な事業としており，広い敷地面積を活かしたものづくり企
業である。同社の立地動機は，製品が多角化していく過程で広い面積が必要となったが旧工場付近
の土地を確保することが難しく，同等価格で分譲されていた同団地に立地することになった。そして，
敷地面積の広さを活かした製品製造とオーダーメイドなどの特注製品に対する高度な技術力によって
事業を継続してきた。
また同社が同団地で事業を継続してきた理由は，敷地面積が広大であったため工場の増設が同団
地内で可能であったからである。加えて，同団地に地理的利点があることも「定着」してきた要因である。
高速道路が同団地に側にあり，製品出荷が安定的に行えることや福知山市外からの通勤も可能なこと
があげられる。

b) GS ユアサテクノロジー
GS ユアサテクノロジーは，2004 年に長田野工業団地に設立した企業である。同団地に立地してか
5

陳慕微「地域の経済的立地条件から見る工業団地の波及効果の限界:－京都府長田野工業団地
を例に－」『地域経済学研究』(2017) 第 33 巻 pp.68-87。
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ら 2004 年までは，ユアサコーポレーションの長田野事業所であった。ユアサコーポレーションが同団
地に立地した理由は 2 つある。第 1 に，当時の社長と親交のあった京都府知事の指揮のもとに同団地
の造成が進められており，国内最大規模の内陸型工業団地であり，環境に配慮した工業団地を計画
していたことが工場の立地環境として最適であったからである。当時，関西の製造拠点であった高槻工
場は，街中に立地しており周辺住民との関係を配慮しながら操業していたことから，生産規模の拡大を
機に周辺環境とのトラブルが少なく，面積の広い工業用地として同団地に立地することになった。第 2
に，長田野工業団地に立地することによって，自動車メーカーへの蓄電池の納入体制が整うからであ
った。車載用電池は重いため，消費地に近い場所に立地する。そのため，小田原事業所は東日本地
区，長田野事業所は西日本地区にと分担ができ，納入システムが確立できるという判断があったから
である。
また，同団地で事業を継続している理由として，第 1 に敷地面積が広大であったことである。新たに
用地を取得することなく工場増設ができたからであった。第 2 に，同社に適した業務経験の豊富な労
働者の存在である。製造現場などの技術・技能の伝承には，長田野事業所で長く勤務して，長田野事
業所の製造ライン等で業務経験を蓄積する必要がある 6。そのため，技術・技能を有した労働者を育成
し，確保できたことも同団地で事業を継続してきた要因である。

c) エスペック
エスペックは，スマートフォンや自動車などの部品の耐久性・安全性を検査する環境試験器のリーデ
ィング企業である。同団地に立地した理由は，生産規模の拡大と工場集約のためであった。当時，生
産拠点としていた大阪の 3 つの工場が手狭でかつ分散していたこともあり，工場の統合が検討されて
いた。そうした時期に，長田野工業団地の造成計画が出され，本社工場の約 70 倍にもなる広大な土
地を確保できたことにより，広大な土地を活かして総合工場を完成させ，一貫生産を可能にした。
同団地で事業を継続している理由は，生産規模の拡大も工場用地内での工場増設が可能であた
からである。また，同社のモノづくりがヒトの高技能によって支えられており，従業員を代替できないこと
から移転が難しいからである。

４．まとめと課題
長田野工業団地への「定着」要因は，次の 2 つに整理できる。第 1 に，広大な敷地面積を移
転時に取得していたことにより，生産規模の拡大が同団地で可能であったことである。つまり，
陳(2017)で明らかになっている立地要因が「定着」にも継続的に影響しているということであ
る。すなわち，同地計画の際の初期条件はその後の定着要因にも大きく影響していくことで，
誘致政策の重要性が指摘できる。また，これは 1 区画 1ha 以上で販売することにしていた京都
6

事業を継続し，製造業務等の進化には地元採用の従業員を安定して育成していく必要が
ある。
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府の政策が大きく影響している。第 2 に，多くの製造過程に精通した勤務経験の豊富な労働者
がいるという点である。勤務経験の豊富な労働者は技術の進歩によるマニュアルの改訂などに
必要であり，企業独自の技術・技能を伝承していく際にも欠かせない存在である。このような
労働者を育成するためにも地元出身者を定年まで雇用することを前提に採用しているため，移
転の機に手放すことができないことが企業の「定着」に繋がっている。
最後に，残った研究課題について述べる。第 1 に，ヒアリング先が 3 社であり，同団地全体
で「定着」要因を明らかにできたわけではない。今後もヒアリングを続けて要因分析を進める
必要がある。第 2 に，同団地に企業が「定着」することによる福知山市への波及効果について
明らかにする必要がある。
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Ⅱ 自由論題
＜企画セッション１＞
新たな地域経済学の可能性とその模索
座長 池島 祥文（横浜国立大学）

第 1 報告
「資本主義の危機としての少子化」
中澤 高志（明治大学）

第 2 報告
「惑星の都市化と『倫理』資本主義—コミュニティ経済論の視角を交えて—」
杉山 武志（兵庫県立大学）

第 3 報告
「巨大テック企業と地域経済研究の方法―米国シリコンバレーを事例として」
遠藤 聡（横浜国立大学）

第 4 報告
「データサイエンスと地域経済学」
池島 祥文（横浜国立大学）
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＜自由論題 企画セッションⅠ＞

新たな地域経済学の可能性とその模索

座長 池島 祥文（横浜国立大学）
2019 年 12 月に開催された日本地域経済学会第 31 回大会＠京都橘大学では，共通論題「地域
経済学の回顧と展望」が歴代会長による報告をもとに行われ，地域経済学の誕生に関する時代背
景やこれまでの地域経済学における関心，さらには，その理論的な潮流について検討されてきま
した。比較的新しい学問分野として位置付けられてきた地域経済学ではあるものの，30 年ほどの
研究蓄積が生まれ，いくつもの研究テーマや理論，分析手法に関して，ある種の潮流といいうる
事項も学会内外で共有されてきたといえます。それらの成果を生み出してきた歴代会長らを含む
世代からの交代も，いま，まさに進みつつあります。
この世代交代に伴い，地域経済学の特徴といえるような諸成果を引き継ぐにとどまらず，新し
い世代の研究者は地域経済学の学問的発展を目指し，切磋琢磨することが期待されます。もしか
すると，世代交代があるからこそ，従来の発想に縛られることなく，新しい地域経済学がみえて
くるのかもしれません。
そこで，本企画セッションでは，地域経済学において検討すべきである研究動向や理論的な潮
流，または，分析枠組み・手法について情報共有しつつ，今後の地域経済学の学問的発展にとっ
ての指針を見出すことを目的としています。本セッションで何か明確な回答を得るというわけで
はなく，報告者・参加者含めて，地域経済学研究を進めるうえで，有益な視点や困難な課題を共
有しながら，
「次世代の研究テーマ」を検討できる場として設定しています。さぁ，みなさんも一
緒に考えていきましょう。
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＜企画セッション 1 第 1 報告＞

資本主義の危機としての少子化
中澤 高志（明治大学）

１．資本主義に対する危機感
資本主義の危機は，常に統御しえざるもの，すなわち資本主義にとっての外部をめぐって意識される。
1970 年代に意識されたのは，自然・生態系との関連における資本主義の危機であった。オイルショック
は，安価な自然資源に依存した先進国の経済成長に終止符を打つとともに，自然の有限性に目を向け
させた。並行して，加速度的に拡大する資本主義が地球の生態系のキャパシティの限界を超えることに
対する危機意識が明確になってきた。
しかし，資本主義が直面した成長の限界は，現実的にも，経済学的にも乗り越えられてきた。省エネ技
術や新たな資源開発，原子力利用などにより，資源の制約は緩和され，主流派経済学は環境経済学と
いう形で生態系を包含する体系を備えるようになった。環境経済学は社会にも実装され，環境税，排出
量取引，静脈産業，再生可能エネルギー産業などの成立により，環境利用や環境負荷自体が交換価値
化していった。
近年顕著になってきたのは，拡大・成長の限界に当面しつつ，なお拡大・成長を続けようとする資本主
義に対する危機感である，リーマンショックによって世界経済の成長率は低下し，資本主義の金融化・ヴ
ァーチャル化の危うさは，誰の目にも明らかになった。資本主義は科学技術の助けを借りて自然を支配
し商品化してきたが，福島の原発事故は，その限界を露呈した。それでも社会関係を商品関係に置き換
えていく歩みはやまず，人間の遺伝情報や生命までもが商品化されつつある。こうした危機感を背景に，
ポスト資本主義を構想し，資本主義のオルタナティブを模索する論考が増加している。柄谷行人の「交換
様式論」は，その典型である。

２．交換様式論
柄谷によれば。交換様式には，共同体内部で行われる「互酬」，国家による支配・被支配という政治的
な関係である「略取と再分配」，自由で対等な交換でありながら階級関係を生む「商品交換」に加え，い
まだ実現していない「交換様式 X」があるという。「自由」の理念に基づく「商品交換」が交換様式の中心
を占めるようになると，「互酬」の基礎にあった共同体は崩壊するが，想像の共同体である「ネーション」が
これを補完し，「友愛」の理念を体現するようになる。それに伴って国家の性格も変質し，「略取と再分配」
は，「商品交換」が必然的にもたらす「不平等」を是正するものとなる。こうして完成する資本＝ネーション
＝国家の三位一体は極めて強固であり，それがそのまま資本主義の強さを支える。しかし，三位一体の
完成は歴史の終わりではなく，その先には，特定の共同体に縛られず，互酬を高次元で回復する交換
様式 X を中心とする社会があると柄谷は言う。
柄谷は，交換様式 X が中心となった社会を構想するにあたり，原理論的資本主義経済の中で，
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どこにおいて労働者が自由でありうるかを考えた。従来の労使の対立・闘争に力点を置いた運動
は体制内での条件闘争に過ぎない。他方で，一般的等価物（貨幣）を持つ人と，商品を持つ人と
の間には非対称な力関係がある。つまり流通過程において「何でも買える」貨幣を持つ労働者は，
価値実現の不確実性に直面する資本家に対して優位に立っている。したがって，もともと持って
いる労働力販売の自由を生かして「資本制の下で働かない」こと以上に，
「資本制の下で生産され
たものを買わない」のが有効な対抗手段となる。生産者―消費者協同組合やある種の地域通貨な
どは，資本制の外で働き買うことができる受け皿として重要な意味を持つ。

３．世代の再生産の不在
柄谷の議論の意義は，自由が全くないと思われる原理論のレベルでも，労働者＝消費者の主体性と
自由が存在する可能性を示唆したことにある。柄谷は，資本制の外で働き買うことができる受け皿づくり
を実践すべく NAM なる運動を展開するが，失敗に終わった。しかし，「資本制の下で生産されたものを
買わない」「資本制の下で働かない」は，柄谷のような覚醒者の運動を待たずとも陰伏的な形で進行して
いる。前者はあらゆる政策をもってしても克服できていないデフレである。後者との関連では，自らの労
働力の再生産すらままならない失業者や不完全就業者が特に男性で増えていることや，雇われない働
き方・暮らし方を指向する人が出てきていることが指摘できる。
これらに加えて，「産ま（め）ない」というもう 1 つのボイコットが，資本主義を揺るがす震源となりつつあ
ることを認識しなければならない。柄谷は，資本主義の普遍的構造に内在して，そこから抜け出る穴を見
つけようとした。その思考の過程で，「産ま（め）ない」を発見できなかったのは，彼が依拠したマルクス主
義の伝統において，日々の労働力の再生産に比べて，世代を超えた労働力の再生産の位置づけがは
るかにあいまいであったからである。
柄谷の著作には，家族は登場しないし，ジェンダーも存在しない。これは，柄谷が原理論のレベルで思
考したからである。高度に抽象化された資本主義経済の基本構造を扱う原理論の段階では，家族の存
在を前提とする必要性や，労働者の性別や年齢を特定する必要は無い。労働者が受け取る賃金には，
労働者階級が世代を超えて再生産するための費用が含まれていると仮定するだけで充分であり，それ
が家族において行なわれるか，社会的に行なわれるかすら，特定する必要はない。
ポランニーの言葉を借りれば，このような抽象度が対象化しうるのは，形式的意味の経済である。人が
次の世代を生み育てること―動物の生殖ではなく人間として―は，ポランニーのいう実体的意味の経済の
一部をなす。実体的意味の経済とは，人間の生活が究極的には自然に依存することに由来し，人とその
環境との間の制度化された相互作用の過程である。互酬，再分配，交換，そして家政からなる「統合の諸
形態」は，ポランニーが実体的意味の経済をとらえるために考案した概念である。柄谷は，それに着想を
得て交換様式を提起したが，形式的意味の経済の範疇を抜け出ることができなかった。

４．人間の生命という外部
世代の再生産が形作る人間の生命の円環は，本質的には資本主義経済の外部にあり，個人の意志
にゆだねられた究極の自由の領域である。国家や資本は，再生産にかかわる意思決定に影響を及ぼす

- 52 -

ことはできるが，最後の一線を越えて踏み込むことはできない。日本では，「産ま（め）ない」が「働か（け）
ない」「買わ（え）ない」と相互に関連しつつ，組織的運動としてではなく，自然発生的に進んでいる現状
がある。結果として進む少子化と人口減少は，国家的課題と認識され，地方＝国土の消滅と関連付けて
地図化＝物象化するショック・ドクトリンすなわち地方創生が進められてきた。しかし，三位一体をなす資
本＝国家＝ネーションは，それぞれの理念に縛られて，十分な身動きが取れないでいる。資本は市民的
自由の理念に立脚しているから，ワーク・ライフ・バランスは喧伝しても子供を産む／産まないの意思決
定には干渉しない。国家の基本的理念は平等であり，少子化対策はしつつも再分配のライフコース中立
性から大きく逸脱することはできない。ネーション（国民）の感情としては，地方＝国土の消滅は何として
も避けたいが，移民の導入による人口維持はあらかじめ選択肢から除外されている。
人間は国家や資本主義の存続のために生きているわけではない。したがって，最も重要なことは，国
家や資本主義に対する人間の生命の外部性を守ることであり，自由を守ることである。個人の子育ての
希望を実現する自由を拡大することは必要である。しかし，それを合計し，少子化・人口減少という社会
問題として認識した先には，人間が目的から手段に転換されてしまう危険性がある。地方創生の下で，
地域が目的ではなく，国家全体の人口減少対策や経済成長の手段とされる傾向にあったことを想起する
必要がある。

５．ポスト資本主義に臨む経済地理学
「国民経済の地域構造論」の目標は，拡大・成長へと邁進する冷徹な資本の論理が作り上げる地域的
分業体系の解明であった。それは生産の経済地理学であり，再生産はほとんど考察の埒外に置かれた。
いまや資本主義を成り立たせる循環の隘路は，生産よりもむしろ再生産にある。抽象論にとどまるが，再
生産の部面における循環の困難性の空間構造を捉えることが，経済地理学には求められる。
困難性だけではなく，希望も提示したい。拡大・成長イデオロギーの下で，資本主義は財・サービスの
つくり手の痕跡をひたすら消去しようとしてきた。それによって規格化された商品の匿名的市場における
効率的な交換が可能になるとともに，物象化や没場所化が進んでいった。近未来において，市場におけ
る交換や賃労働以外が経済の中核をなすことはないであろう。しかし，コミュニティ経済が少しずつ拡大
すれば，物と物との関係に解消されない，人と人との関係が残る市場（いちば）の論理，ケアとしてのサー
ビスが浮上するであろう。匿名的な市場における利潤追求よりも顔の見える関係を重視したなりわいを持
つ人々が，多様な契機によって相互に結び付きコミュニティを支えている事例の報告も増えている。こう
した動きとともに，「技術的には効率が落ちることになっても，生の充足を個人に取り戻させる」（ポランニ
ー）ことを選ぶコンセンサスが広がる可能性に期待したい。
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＜企画セッション 1 第 2 報告＞

惑星の都市化と「倫理」資本主義
―コミュニティ経済論の視角を交えて―
杉山 武志（兵庫県立大学）

１．はじめに
普段，社会経済地理学を志している報告者が，本企画セッションの趣旨に記載されている「地
域経済学の学問的発展にとっての指針を見出す」ことに寄与できるかどうか心許ないのだが，標
題のタイトルにて「新たな地域経済学の可能性とその模索」のための色々な話題を提供する。

２．惑星都市理論をめぐって
人文地理学や都市社会学において，惑星の都市化をめぐる研究がにわかに注目されている。惑
星の都市化とは，アンリ・ルフェーブルの「地球の変貌」において，「都市的なるものの地球化」
と表現された論考が原点にあるとされている1)。そのルフェーブルの論考が，フランクフルト学
派も参照にしながら批判的都市理論研究を構築していたニール・ブレナーの惑星都市理論2)に引
き継がれてきているという。惑星規模に広がる都市化への強い懸念が示された背景には，気候変
動，感染症の蔓延など惑星レベルでの地球環境への危機意識がある3)。
第 22 回大会共通論題報告「低炭素社会のための環境政策と地域経済の再生――環境と経済の
地域政策統合の条件を探る――」4)など，環境経済学から地域経済へのアプローチが蓄積されて
きている日本地域経済学会からすれば，惑星都市理論はそれほど目新しい理論に映らないかもし
れない。特に，
「人類の敵は資本主義」として「資本新世」を克服しようとする視角5)は，地域経
済学から慎重な見解が呈される可能性もある。宮本憲一による『現代資本主義と国家』において，
ケインズ主義の福祉国家論，マルクス主義の国家独占資本主義論，新自由主義論が批判されたう
えで資本主義の全般的危機論が否定され，公共性の理論，混合財の理論，公共部門の価値尺度と
しての社会的使用価値論の研究の必要性が提示されてきているからである6)。
それでもなお，惑星都市理論の興味深い論点として，本報告では次の 2 つをあげておきたい。
1 つは，ルフェーブルの理論を基盤に，都市中心主義への懐疑とヒンターランドへの着目が示
H. 著, 平田周訳「地球の変貌」
『空間・社会・地理思想』21，2018 年，pp.99-101
N. 著, 馬渡玲欧訳「批判的都市理論とは何か？」
『空間・社会・地理思想』22，2019
年，pp.163-171
3 )平田周・仙波希望編『惑星都市理論』以文社，2021 年
4 )日本地域経済学会編『地域経済学研究』22，2011 年
5 )渡邊隼「都市への権利・非都市への回路――広範囲の都市化と非都市的なものの概念――」平
田周・仙波希望編『惑星都市理論』以文社，2021 年，pp.71-100
6 )宮本憲一『自治・平和・環境』自治体研究社，2015 年
1 )ルフェーブル,
2 )ブレナー,
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されたことにある 3)。ただし，ルフェーブルによる都市計画思惟批判7)をより徹底して前面に打ち
出すための深耕が課題と考えられる。もう 1 つは，ユルゲン・ハーバーマスを含むフランクフル
ト学派が概念的双璧と捉えられていることにある 2)。ただこれも，
『惑星都市理論』では，アドル
ノ，ホルクハイマー，マルクーゼ，ハーバーマスなど，日本への紹介にあたってフランクフルト
学派による批判理論の視点がやり過ごされている8)。その意図はどこにあるのか。

３．「倫理」資本主義への警鐘
順に紐解いていくことにしよう。ブレナーは，
「資本蓄積のために最大の収益をもたらすオペレ
ーショナル・ランドスケープの生産」への警鐘にあたって，
「デザイナー」たちの「重要な倫理的
選択」を批判的に眼差している9)。この点を深く議論していくためには，ルフェーブルが「都市
計画的考察には唯一あるいは単一の歩みがあるのではなくて，この操作的合理主義に関するいく
つかの標定しうる傾向が存在する」として，都市計画を 3 つに区別したことに着目する必要があ
る。すなわち，①善意の人びと（建築家，著作家）の都市計画，②公的（国家的）な圏域に結び
ついた「理事者たち」の都市計画，③「興業者」の都市計画，である 7)。
ルフェーブルは①に関して，倫理と美学との止揚から都市への権利を展望している 7)。この点
をめぐっては，デヴィッド・ハーヴェイが示唆した通り，
「時間と空間の経験が変容し，科学的判
断と道徳的判断との結びつきへの確信が崩壊することで，社会的関心，知的関心の最も重要な焦
点が倫理から美学へと変わり，イメージが物語を支配」する「強力な美学的運動」の問題へとつ
ながる。ハーヴェイ自身は「ポストモダニズムをある種の歴史的−地理的な状況としてとらえるこ
とができる」としつつも，ハーバーマスも参照しながらフランクフルト学派との対話は試みてい
る10)。こうした対話が惑星都市理論の魅力のはずだろうし，倫理と美学との止揚を実践に移せる
かが惑星の都市化の抑制に向けた鍵となろう。やり過ごす必要はない。
しかし，②と③に対しては，その「空虚」な状況への厳しい視線が向けられている。とりわけ
ルフェーブルは，
「公然と，市場のために，利益を目的として，構想し実現する」「もはや住居や
家屋を売るのではなくて，都市計画を売る」として，とりわけ③の「興業者たち」が企図する特
権的機会を断罪している 7)。ルフェーブルが提起した問題点について，再びハーヴェイが「新自
由主義的倫理」という表現によって補足してくれている11)。
ここで留意しておきたいのは，倫理概念に多様な背景が内包されている点にある。ルフェーブ
ルが重視したのは，
自由主義的経済主義と計画化的経済主義に陥らないための倫理にある。
他方，
H. 著, 森本和夫訳『都市への権利』筑摩書房，2011 年
3)。なお，馬渡玲欧「批判的社会理論と批判的都市理論の接続を目指して」『空間・社
会・地理思想』22，2019 年，pp.173-177 では，ハーバーマスへの接続が意識されている。
9 )ブレナー, N. 著, 渡邊隼訳「ヒンターランドの都市化？」平田周・仙波希望編『惑星都市理論』
以文社，2021 年，pp.59-70。ここでの「デザイナー」とは，都市計画家を想定してよい。
10 )ハーヴェイ, D. 著, 吉原直樹監訳・解説『ポストモダニティの条件』青木書店，1999 年
11 )ハーヴェイ, D. 著, 森田成也・大屋定晴・中村好孝・新井大輔訳『反乱する都市――資本のア
ーバナイゼーションと都市の再創造――』作品社，2013 年
7 )ルフェーブル,
8 )前掲注

- 55 -

新自由主義的な「倫理」は，②と③で批判されている「空虚」な空間を創造する引き金になるこ
ともありうる 7)。そうしたなか，資本主義と「倫理」が結びつくことには注意を要する。気候変
動やコロナパンデミックも交差した世界的潮流として，
「資本主義と倫理」12)，
「倫理資本主義」13)，
「消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神」14)などのアプローチが目立つ。しかし，
「禁欲の
精神」が「鉄の檻」から抜け出してしまうとするマックス・ウェーバー15)の警鐘を想起しておか
ねばならない。
「秩序界は現在，圧倒的な力をもって，その機構の中に入り込んでくる一切の諸個
人の」
「生活スタイルを決定しているし，おそらく将来も，化石化した燃料の最後の一片が燃えつ
きるまで決定しつづける」とのメッセージ 15)を，
「倫理」資本主義を語り始めている論者たちは，
惑星の都市化という「空虚」な現実を前に見つめ直したほうがよい。

４．2 つのコミュニティ経済論
さて，地域経済学にとって直接的に有用な知見に結びつくかどうか分からないが，第 2 章と第
3 章を経て本報告では，コミュニティ経済論を議論の俎上にのせたい。ごく簡潔に報告の方向性
を記しておくと，コミュニティ経済論には 2 つの進化過程がある。1 つは公共政策を専門とする
広井良典によるコミュニティ経済論16)，もう 1 つは，経済地理学者ギブソン＝グラハムたちによ
るコミュニティ経済論である17)。前者は，ローカルな「コミュニティ」から「地球倫理」まで包
含しつつ「ポスト」資本主義を志向する研究である 16)。後者は，グローバル資本主義への抵抗に
向けて，公平な生，社会と環境への余剰分配，持続可能な消費，自然と文化のコモンとも関連づ
けられるなかで，多様な経済を取り戻すための倫理的配慮を中心とした経済が「設計図」なき概
念として提案されている 17)。
本報告では，広井論にも部分的な理解を示すが，上述のマックス・ウェーバー15)の警鐘が「現
実」のものとなりかねない「ポスト」資本主義論の懸念も示唆する。そのうえで，惑星の都市化
を抑制するために都市計画思惟批判の文脈を徹底するならば，コミュニティにおける「空虚」な
現実の回避を試みるギブソン＝グラハムのコミュニティ経済論

17)がもう一つのポスト資本主義

を講じるために有効性を発揮するのではないかと，当日の報告にて問題提起を行いたい。

12 )京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター編,

岩井克人ほか著『資本主義と倫理――

分断社会をこえて――』東洋経済新報社，2019 年。
13 )ガブリエル, M. 著, 大野和基訳『世界史の針が巻き戻るとき――「新しい実在論」は世界をど
う見ているか――』PHP 研究所，2020 年
14 )橋本努『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』筑摩書房，2021 年
15 )ウェーバー, M. 著, 大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店，
1989 年
16 )広井良典『ポスト資本主義――科学・人間・社会の未来――』岩波書店，2015 年
17 )Gibson-Graham, J. K., et, al. “Take Back the Economy: An Ethical Guide for Transf
orming Our Communities”, University of Minnesota Press: Minneapolis, 2013
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＜企画セッション 1 第 3 報告＞

巨大テック企業と地域経済研究の方法
―米国シリコンバレーを事例として―
遠藤 聡（横浜国立大学）

GAFAM（Google・Apple・Facebook・Amazon・Microsoft）をはじめとする大手 IT 企業の
巨大化とその経済・政治・社会への影響と対応策について世界中で論争となっている。研究領域
においても，その市場や技術の寡占・独占化の基礎となるプラットフォームビジネスの経済的特
徴（Parker et al. 2016=2018）
，大規模データを新たな資源とする資本主義経済の成長体制や政
治・社会への影響（Boyer 2020=2021; Zuboff 2019=2021)，働き方や雇用関係への影響（Bearson
et al. 2020; Thelen 2018），経済地理・地域経済方面においても，空間的分業構造の特徴（Kenney
& Zysman 2020; Mcneill 2021）
，都市の成長ガバナンスの変容（矢作 2020; Mcneill 2016），ス
マートシティ事業など都市開発への進出（Goodman & Powles 2019）など，多方面にわたる研
究が発表されている。巨大テック企業の提供する技術やサービスの特徴やそのビジネスを支える
各国の制度環境や資本主義経済のあり方は，今後，地域経済の発展および衰退の分析や現代経済
における地域空間の価値の発見や活用において，看過できないテーマになると思われる。本報告
では，巨大テック企業を代表する GAFAM の拠点地域である米国シリコンバレーを取り上げて，
これらの企業と地域経済・政治・社会との関係について以下の 2 つのテーマから整理し，地域経
済研究の方法に関する論点を提示する。
第一に，巨大テック企業と地域のイノベーション環境の関係である。Google・Facebook・Apple
の本社（および Amazon・Microsoft の R&D 機能）が立地するシリコンバレーは，世界的なハイ
テクスタートアップスの拠点として知られる。また，イノベーションを支える制度環境が地域と
いう空間単位において形成・発展したとして，地域経済研究の独自の意義を例証するものとして
位置づけられてきた（Saxenian 1994）
。巨大テック企業にとってシリコンバレーの制度環境は，
新興企業時代から大手企業に成長した後も，有力な人材や知識，投資先企業を探索する重要拠点
であり，他方で，その他の企業や起業家にとっても，分厚い知識労働市場の形成を支え，豊富な
ベンチャー資金と買収による出口（Exit）を提供してくれる存在であり，共栄関係にあると考え
られてきた（例，Dasher et al. 2015）
。しかし，シリコンバレー地域の生活コストの増大や他の
ハイテク起業拠点が台頭し始めると，地域への人材や投資の求心力が相対化し，GAFAM も開発
拠点の分散化を積極的に進めるようになり，これに近年のリモートワークの普及が追い打ちをか
けて，いよいよシリコンバレーの衰退が始まるとの噂も広まっている（例，Economist 2018）。
他方，GAFAM の立地動向を整理すると，国内外への R&D 拠点の分散化傾向が確認される一方
で，本社拡張をはじめシリコンバレーの拠点の拡大強化が進められているのも事実である。
GAFAM の R&D 活動の地理的実態に関する資料は少ないが，例えば，Web of Science の論文デ
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ータベースにおける著者・所属先情報を頼りに Google の親会社 Alphabet の全傘下企業の研究拠
点の動向について分析すると，2015 年前後より同社のグローバルな研究活動が急速に展開する一
方で，
本社地域に所属する著者が貢献した論文数も顕著な増加を見せている。本社地域の拡張は，
グローバル化にともなう管理的業務の強化というより，イノベーション拠点としての強化であり，
あらためて，イノベーションの創出空間としてシリコンバレーの意義が評価されているのかもし
れない。以上のような動向について，一般論としては，多国籍企業の R&D 立地論が示唆するよ
うな母国拠点の重視として理解できるかもしれないが，各拠点地域の制度環境が企業の R&D 戦
略に影響を与えること（例，Mattes 2016）を加味すれば，シリコンバレーを構成する経済・政
治・社会の諸アクターとの関係やイノベーションの制度環境など，地域論を組み込んだ分析枠組
みが必要になるものと思われる。
第二に，巨大テック企業と地域の生活環境の関係である。近年米国を中心として，知識経済化
に伴う大都市地域への集中化や地域間格差，あるいは，大都市地域内のジェントリフィケーショ
ンの発生に伴う地域内格差の拡大が問題となっている。その要因の一つであり，旺盛な知識労働
需要を有して主要な大都市地域に進出する巨大テック企業の立地動向に対して，ネガティブな評
価も含めて高い関心が寄せられている（矢作 2020; Florida 2017）。先述したとおり，Google・
Apple・Facebook は新社屋の建設も含めて本社拠点の拡張を続けており，住宅価格の高騰など生
活環境への悪化が懸念され，様々な反対運動を引き起こしてきた。その一方で，これらのテック
企業は，低中所得層向けの住宅供給への貢献，公共交通の整備，近隣住民の積極雇用など，地域
の社会的秩序の維持に対して協調的な態度を示す例が増えている。また，一部のテック企業の支
持のもとで，ホームレス対策や住宅整備向けの税制が可決されるなど，
政治的な変化も見られる。
こうした変化について，拡大する経済的格差に直面して，いよいよ資本主義経済の修正が始まっ
ているとみるべきか（中村 2014）。企業の社会的貢献（自主的にせよ強制的にせよ）の拡大など
一般的傾向は確認できるかもしれないが，各地域の実態を解明するには，地域の諸アクターによ
る反対運動や代替的政策提案，テック企業と地域の歴史的な関係性など，個別地域の政治経済社
会のあり方を媒介項として分析することが有効になると思われる。
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＜企画セッション 1 第 4 報告＞

データサイエンスと地域経済学
―データによるリアル地産地消分析への挑戦―
池島 祥文（横浜国立大学）

昨今，データサイエンスへの注目が高まっており，ビジネス的な関心にとどまらず，学術的な
関心，さらには，国の産業政策，教育カリキュラムなどに多大な影響を与え始めている。データ
サイエンスは，端的にはデータ分析に関する学問であり，一般的には，統計学や情報科学などの
既存分野とも類似しつつ，データ処理や解析手法における広範なアプローチが含まれている。必
ずしも定式化された概念ではないものの，このデータサイエンスには，データ解析（アナリシス）
とデータマイニングという 2 つのアプローチが登場する。データ解析とは主に仮説検証型の手法
を指しており，データマイニングは探索型，知識発見型の手法として区別されている。現実の実
態に即した分析を志向する地域経済学においては，従来，定性的分析が多く用いられ，探索型（フ
ァクトファインディング）にて効果を発揮してきたと捉えることもできよう。その反面，定量的
分析，とくに，データを用いた仮説検証型の分析やデータ解析から新たな知識を発見するという
試みは比較的に少なかったのではないだろうか。
定量的分析にあたって，これまでは利用できるデータの制約等により，やや実態と乖離した仮
定の設定や定型化された手法による帰結の誘導などが見られることも多く，それがゆえに，複雑
な地域経済の実態や経済主体の具体的行動の把握，さらには，政策形成過程の導出などには馴染
まないと捉えられる傾向にあった。しかし，データアナリシス，および，データマイニングとい
う手法を，現実を反映した大規模データに適用する場合には，また，従来の定性的分析とは異な
る結果が生じる可能性も高い。
また，データサイエンスでは，その解析手法に注目が集まりがちだが，
「分析の 80％はその分
析のためのデータ収集・編集・調整にある」とも表現されるように，データエンジニアリングや
データクリエイションの局面がより重要であると指摘される。多様な解析手法があるがゆえに，
それぞれの手法に対して適合するデータの形式設定，ファイルタイプ選択，表記ゆれ調整，整形
など，解析のための下準備作業《データエンジニアリング》が必須となる。また，分析に利用さ
れるデータそのものの内容・品質が重視され，
「一次資料」としてのデータの重要性はデータサイ
エンスにおいても従来と変わらない。公的統計のオープンデータ化などをはじめ，利用可能なデ
ータの拡大は進展しているものの，誰でも利用可能なデータにとどまらず，取得が容易ではない
データを収集し，オリジナルなデータを作成する過程《データクリエイション》は研究の差別化
にとっても欠かせない作業となる。そのため，フィールド調査を通じたデータの整備や史料のデ
ジタル活用には，これまでよりもその資料価値を高めていく可能性が潜んでいる。
データの解析だけでなく，データそのものの価値を高めることができるかという視点から，報
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告者は現在，農産物が収穫された場所・時間と農産物が出荷（販売，消費）された場所・時間に
関する情報をデータ取得し，それらの時空間情報をもとに，農産物の流通経路を解析し，リアル
な地産地消分析を試みている。本報告では，フィールド調査を通じたデータ収集・生成により，
地域で生産された農産物の流通ルートを分析する取り組みを素材に，地域経済学におけるデータ
サイエンスの応用方法やそこでの技術的課題等を共有する。
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Ⅱ 自由論題
＜企画セッション２＞
現代資本主義と「地域の価値」
座長 佐無田 光（金沢大学）

第 1 報告
「価値づけと利潤のレント化—現代資本主義における価値の問題—」
山本 泰三（大阪産業大学）

第 2 報告
「価値づけと地域—資本主義の変化を踏まえて―」
立見 淳哉（大阪市立大学）

第 3 報告
「『地域の価値』から福島復興を考える」
除本 理史（大阪市立大学）
コメンテーター
長尾 謙吉（専修大学），畠中 昌教（久留米大学），横田 宏樹（静岡大学）
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＜自由論題 企画セッション２＞

現代資本主義と「地域の価値」

佐無田 光（金沢大学）

当学会の共同研究プロジェクト「現代資本主義における地域の内発的発展と『地域の価値』
」
では，これまで，第 31 回大会企画セッション「認知資本主義と地域経済」
（2019 年 12 月 7 日）
，
学会誌第 38 号企画特集「
『地域の価値』を考える」
（2020 年 3 月）などを通じて，研究成果の中
間報告を行ってきた。その後も，内部研究会や西日本支部研究会，あるいは関連学会などの場で
議論を深めてきた。とくに経済地理学会第 68 回大会では，共通論題シンポジウム「価値づけの
経済地理学」（2021 年 5 月 29 日）が開催されている。
本セッションでは，それらを踏まえ，現代資本主義と「地域の価値」についてより理論的に掘
り下げた考察を行うことを目的とする。
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＜企画セッション２ 第 1 報告＞

価値づけと利潤のレント化
―現代資本主義における価値の問題―
山本 泰三（大阪産業大学）

はじめに
本報告では，現代資本主義における価値の問題を考えるための手がかりを探るべく，価値づけおよび
利潤のレント化という論点を結びつける。近年，価値づけに関する研究 valuation studies が盛んにな
っているが，とくにコンヴァンシオン理論やアクター・ネットワーク理論（ANT）からのアプローチが興味深
い。一方，利潤のレント化 becoming-rent of profit という概念は，認知資本主義論において現代の資
本のあり方の特徴を端的に描写する概念として提示されている。以下では，“価値”が問い直されるように
なった現代の状況を認知資本主義論の観点から解釈する。次に，価値づけという問題設定を，市場にお
ける商品に焦点をしぼって理論的に検討する。そして，利潤のレント化という問題を現代の価値づけの様
式と関係づけながら検討し，現代資本主義の一側面を描き出すことを試みる。

資本主義の現代的様態と多義化する価値
現代の資本主義についてはさまざまな見立てが可能であるが，ここでは認知資本主義論の見地を引
いておきたい。主として耐久消費財の大量生産-大量消費の好循環で高成長を実現したフォーディズム
が 1970 年代初めに行き詰まり，知識・文化・ネットワークのような“非物質的なもの”（≒無形資産）の意義
が資本蓄積において増大しているが，1990 年代以降とくに明確化したこの趨勢が認知資本主義と呼ば
れる。知識による知識の生産（Moulier-Boutang 2011），「もはや価値の抽出が財・サービス生産という
委託地に限定されているとは見なさず，工場の鉄柵を越えて［…］資本が流通する領域」へと「拡大」する
（Marazzi 2010），といった傾向である。この趨勢の主要な動因は，いわゆる金融化とともに，労働の変
容である（非物質的労働あるいは認知労働）。知識などの無形の資産は機械設備のようには所有できず，
むしろ共有されることによって実在するものであり（コモン common の概念），現代の資本にとってはこ
れをいかに制御し取り込むのかが課題となる。このようなコモンの空間的次元とのかかわりで，都市や地
域をめぐる問題は重要である。また，これらの傾向をたんに ICT のような技術の連続的発展の結果とみ
なす解釈を認知資本主義論は強く退ける。すなわち「1968 年」に象徴されるような社会的・文化的・政治
的コンフリクトこそが資本主義を動揺させ，その変容を方向づけたと捉えている。
フォーディズム期のような成長の見通しが失われた結果，ほとんど強迫的に“イノベーション”の必要性
が叫ばれるが，それは技術革新というよりも，“新しい「価値」の創造”を意味しているようだ。そのイノベー
ションとは，知識，より広く言えば非物質的なものの投入による非物質的なものの産出なのだから，そこに
収益を見出そうとする限り，さまざまな非物質的なものをいかにして評価し算定するのかが重大な問題と
なる。さらに，ポリティカル・コレクトネスや環境問題が，消費行動や企業価値評価において重視されるよ
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うになっている。このような認識をふまえるなら，現代の資本主義においてあらためて“価値”とは何なのか
が問われるようになったのは決して不思議なことではない。

価値づけという問い
価値づけとは，一言でいえば，価値を構築するプロセスである。“価値”から“価値づけ”へと問題設定を
シフトすること，“価値づけ”というプロセス・活動を問うこと（Heinich 2020），ここにコンヴァンシオン理論
および ANT のプラグマティスト的なアプローチの性格が端的に表れている。まず，Boltanski et
Thévenot (1991）で提示されたシテ概念の含意にもとづき，価値づけの基本的な契機を以下の 3 点に
まとめておく。1. 価値とは価値づけの作業の結果であるが，その作業は，一般的に共有される基準にも
とづき，その基準を利用して具体的状況においてなされる解釈の実践である。2. 複数の価値基準が存
在する（それらは妥協的に組み合わされることもある）。3. 経済的価値と社会的諸価値という分断は廃棄
される。これらによって，価値づけという問題構制の出発点が与えられる。
Callon, Méadel & Rabeharisoa (2002)は，質的規定 qualification という概念によって，質が構
築されるプロセスを主題に据えた。ここで目を引くのは，カロンらが質の問題を俎上に載せるにあたって，
E. H. チェンバレンの独占的競争の概念（Chamberlin 1933）を参照している点である。独占的競争に
おいては，供給者によって財の質に差異があり，それゆえ価格にもバラつきが生まれるが，これは一般的
な状況だと考えることができる。だからこそ商品の市場取引において質的規定のプロセスは大きな意味
を持つ。商品の質が所与でもなく自明でもないとすれば，買い手はその質についての情報を入手しなけ
ればならず，売り手はその情報を発信しなければならない。情報の非対称性がいかなる影響をもたらす
かについては，ジョージ・アカロフが中古車市場を例にとって論じていた（Akerlof 1970）。このいわゆる
「レモンの問題」が示したのは，品質についての知りえる情報が市場のアクター間で一様ではない場合，
価格情報の評価が困難になるため，市場取引が成り立たないということであった。この議論を踏み台とし
てコンヴァンシオン理論は（Orléan 2011），品質についての情報が共有されていなければならないとい
うこと，「質の慣行」の重要性を説くに至る。質の慣行とは，意思決定や計算の基準となり相互行為を可能
にする尺度である。これは，質はたんに事物に内在する属性なのではなく，また純粋に個人的な選好の
対象でもないことを意味する。先に見た質的規定の概念と合わせて考えるならば，事物の質は，集合的
なプロセスによって構築されるといえる。近年のテヴノーの議論（Thévenot 2015）をふまえて，ここでいう
「質」を使用価値といいかえることができるだろう。すなわちこの議論は，交換価値（≒価格）と使用価値と
いう古典的な区別を再解釈し改変することともいえるが，慣行という概念はその糸口である。
Bessy & Chauvin (2013) は，価値づけ valuation は evaluation と valorization に分けること
ができるが，これら 2 つは現実にはしばしば混合している，という点に注意を促す。価値の評価と価値の
生産は複雑に絡まった連関のプロセスである。換言すれば，“価値づけ”という問題設定は，主観的価値
論と客観的価値論の分断という構図に与せず，標準的な市場観ともやや異なる。「イノベーションへの強
迫」と形容しうる今日の状況を鑑みれば，所与の選好や所与の費用構造にもとづく需給の一致という図
式だけでこと足りるとは言い難い。「価値づけ」という問題構制にもとづく研究は，製造の空間を超えた価
値の構築（生産／評価）の仕組みを，事物，規範の複数性，媒介者，慣行や制度，人工物，それらの諸
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装置などからなる配置（Callon 2013）という空間的な観点から分析しようとする。

利潤のレント化という傾向
ボルタンスキーらが分析した現代の価値づけ様式は，歴史的な文脈化によって固有性を見出すもの
であり（立見 2019），それは稀少性の構築ともいえる。だとすれば，それがもたらす経済的利益はレント
的である。レントは古典的には地代であったが，それは土地という有限な資産の占有にもとづく収入を意
味していた。産業資本主義こそが本来の資本主義だとする観点からは，富を増大させる生産への貢献ゆ
えに「資本家」あるいは経営者が得るとみなされる利潤に対して，レントは周縁的な位置づけを与えられ
がちであった。だがヴェルチェッローネらは逆に，現代資本主義のもとでレントの形態が著しく増殖してい
ること，利潤とレントの境界の不明瞭化に注目する。たしかに，特許料，広告料，手数料，金融的収益な
ど，近年のビジネスモデルにおいて何らかのレント的な収入の実現が焦点となっているケースはよくみら
れる（ここでジェントリフィケーションの問題が想起されよう）。典型的には証券化のような，さまざまな形態
の所有権にもとづく収入。あるいは生産過程の直接的支配というよりも市場の媒介者として「工場の鉄柵
を越えて」影響力をふるうことで，資本は企業の外部で生み出された価値を抽出しようとする。それは，ま
さに地主にとっての地代がそうであるように，生産の外部に位置しながら得られる収入の追求である。ま
たヴェルチェッローネが，利潤のレント化というこの傾向を，生産に従事する雇用労働者の不安定化と一
対をなすものとして捉えていることも重要な点である。
単純な大量生産-大量消費の循環が期待できなくなったからこそイノベーションが叫ばれるのだが，イノ
ベーションへの強迫ゆえにレントへの志向が強まると考えることもできる。地代は排他的な土地所有にも
とづき，土地の生産力がもたらす超過利潤は地主に独占される。つまり利潤のレント化は，かつての囲い
込み（エンクロージャー）のごとく，コモンの脱社会化・私有化によるものとして理解することができる。知
的財産権は，無形資産が生む利益をレント的に取得するための典型な装置である。また，GAFA を典型
とするプラットフォーム資本は，いまや誰もが利用するインフラになったデジタルプラットフォームを私的
に領有し，そのシステムを企業に使用させることから収益を上げるという意味で，現代におけるレント型ビ
ジネスモデルの極限的な形態だろう（Pasquinelli 2009）。
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＜企画セッション２ 第２報告＞

価値づけと地域
－資本主義の変化を踏まえて－
立見 淳哉（大阪市立大学）

１．はじめに
資本主義の変化を縦軸に，コンヴァンシオン理論の視点から，地域への「価値づけ valuation」と内発
的発展の論理を制度化していると言える社会連帯経済 Économie Sociale et Solidaire を結びつけて
考察する。現代資本主義の変容の中で，地域への価値付与と地域発展の新たな可能性が見出されると
もに，民主的なガヴァナンスに基づくオルタナティブな経済の芽が模索され，生み出されつつある。大き
な社会・経済的な背景として，すでにあるものへの再価値付与を特色とする「豊穣化の経済」が拡大し，
斜陽地域への価値づけが活性化していることを踏まえた上で 1)，オルタナティブな経済の具体像をフラン
スの社会連帯経済を支える諸制度の中に探る

2)。社会連帯経済は，2014

年に社会連帯経済関連法が

成立して以降，社会的経済，連帯経済，社会的企業化というそれまで別様の発展を辿ってきた諸潮流を
包含する形で制度化され，急速に発展しているものである。

２．価値づけへの視座－報告の理論的枠組み
「価値づけ」への世界的な関心の高まりには，現実の変化と，学術的・理論的な背景が関わっている。
今日，既存の経済・社会秩序が大きく変化する中で，経済的価値と規範的価値（価値観）を包含する，広
い意味での「価値」というものが揺らぎ，その再考を迫られている。「価値づけ」研究は，そうした文脈の中
で生まれ，経済・社会・政治など既存の境界を取り払いつつ価値の形成過程と秩序の生成・再編を問い
直す。それは，通常，価値論と呼ばれる分野のように価値を実体的・本質的に捉えるものではない。そう
ではなく，「価値づけ」のアプローチは，不確実性に満ちた状況において，互いに力 force を行使し影響
を及ぼし合う異質な諸存在（人間とモノなど非人間）の結合を通じて集合的なもの（あるいは制度）が生成
し，その中で価値（＝質）が規定され認知可能な形態において立ち現れてくる過程を明るみに出そうとす
る 3)。そしてそれはまた，コンヴァンシオン理論やアクターネットワークなど 1980 年代以降の人文社会科
学の新たな潮流の中で形成されてきたプラグマティックな理論によって可能になったものでもある。
ところで，地域発展を考察する上では，「価値づけ研究」がモノの物質性を重視する点も重要ある。た
とえば諸存在の価値（質）を定め，思考と行為の規則性をもたらすある固有の関係性は装置 dispositif
や配置 agencement とも呼ばれ，それは空間的な配置とも重なる概念となっている。ここに，地域という
Boltanski, L. et Esquerre, A. Enrichissement : une critique de la marchandise, Gallimard,
2017.
2) 立見淳哉・長尾謙吉・三浦純一編『社会連帯経済と都市』ナカニシヤ出版，2021。
3) Lemieux, C. La sociologie pragmatique, La Découverte, 2018.
1)
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空間的な対象を考察する上での強みを見出すことができるのである。価値づけという主題は，イノベーシ
ョンや学習をめぐって展開されてきた認知論的な議論（たとえば，適度な認知的距離とコーディネーショ
ンの問題は，本来，価値づけの過程を抜きには考えることができない）と，価値づけ（ひいては分配）をめ
ぐるコンフリクトと調停といった政治経済学的な論点を統合する可能性を有している。

３．報告の構成
本報告では，この価値づけという観点から，①現代資本主義において拡大しつつある「豊穣化の経
済」において斜陽地域への価値づけと地域活性化の可能性が生じているとともに，②それが社会連帯経
済のようなオルタナティブな経済の芽を促進する素地ともなっていることを示す。
まず，「価値づけ」をめぐる理論的な枠組みを提示した上で，今日の資本主義を支える精神へと導いた
1960 年代の批判，すなわち芸術家的批判と呼ばれる自由・自律・個性・結合といった観点から批判が
1980 年代以降資本主義に取り込まれる一方 4)，それは社会的批判などと結びつきながら連帯経済のよ
うなオルタナティブな潮流を生み出してきたこと，そして地域の内発的発展への視座もまた同様の批判に
支えられてきたことを示す。次に，地域発展をめぐる資本主義の変化として「豊穣化の経済」が斜陽地域
の発展の可能性をもたらしており，「地域の価値」の構築が重要な論点として浮上していることを確認する。
その上で，それが次の二点から，オルタナティブな経済の可能性へと繋がるものであるという観点を提示
する。
第一に，真正性への疑念などからも商品の価値づけにおける非市場経済領域の位置付けが高まって
いることである。第二に，地域の価値は社会連帯経済で争点化されている共通財／善 bien commun と
いう概念と結びつけられるものであり，共通財の維持・発展へと方向付けられた経済と整合性を持つと考
えられることである。社会連帯経済の中心的な特徴を構成する共通財・善の生産に向けた民主的なガヴ
ァナンスという主題は，価値づけの観点からは，地域の価値の，あるいは共通財の価値づけの権力の分
権化として捉え直すことができる。

4)

Boltanski, L. et Chiapello, E. Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.
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＜企画セッション２ 第 3 報告＞

「地域の価値」から福島復興を考える
除本 理史（大阪市立大学）

１．福島復興政策に何が欠けているのか
3.11 から 10 年が過ぎたが，福島原発事故災害からの復興には長期の政策的対応を要する（川
﨑編著 2021）
。残された課題は，福島第一原発の廃炉・汚染水対策，除染廃棄物の中間貯蔵と最
終処分，
除染対象外とされた広大な山林の汚染，
帰還可能となった地域での産業や暮らしの復興，
帰還困難区域における除染や避難指示解除，長期避難者の生活再建など，数多い。これらは単に
放射性物質の半減期が長いというだけでなく，これまでの復興政策に重大な欠落があるために生
じているという面が大きい（丹波・清水編著 2019）
。
2017 年春には避難指示の解除が大きく進んだが，それから 4 年以上が経過し，復興政策に何
が欠落しているのかが，あらためて明らかになってきた。たしかに住民は帰還できるようになっ
た。しかし，暮らしの回復は進んでいない。商業施設などもできて生活基盤が整ってきたように
みえるが，住民同士のつながり（コミュニティ）など，目にみえにくい部分で回復が遅れている。
福島原発事故の被災地は，自然が豊かであり農業的な色彩が強い。農業用水の管理などでは，
コミュニティによる共同作業が重要な役割を果たしていた。伝統や文化もコミュニティのなかで
継承され，またそれらのもつ精神的価値が，人びとを相互に結びつける役割を果たしていた。
しかし帰還が進まないために，以前より少ない人数で，農地管理や共同作業などをこなさなけ
ればならない。そうした営みの基盤となるコミュニティ再生の課題が浮上しているのだが，政府
の福島復興政策はこの点が弱い。
こうした問題が生じるのは，原発事故被害の捉え方が狭いからである。東京電力の賠償でもそ
うだが，生活再建といっても住居など一部の条件に目が向けられがちである。山菜・キノコ採り
などの「マイナー・サブシステンス」
（副次的生業）は，住民の暮らしに根づいた大事な活動であ
り，山林は生活圏だった（金子 2015；礒野 2018）
。しかしそのことは重視されず，山林の除染は
ほぼ手つかずのままである。
生業と暮らしを回復し「ふるさと」を再生していくためには，まず失われたものの総体を明ら
かにし，その重要性を再確認する作業が不可欠である。

２．
「ふるさとの喪失」被害――生産・生活の諸条件とその剥奪
福島原発事故では，健康被害は「ただちに」は生じないとされる。これまでの公害の場合と異
なり，健康被害に代わって，大規模な避難による人びとの暮らしや地域社会の破壊が被害の前面
に出る。そのため，福島原発事故の被害は「生活の剥奪」だともいわれる（関 2013）
。
人間の生活は，人間と自然の物質代謝過程として捉えることができる（吉田 1980；植田他
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1991：31-50；Saito 2017）
。この過程を通じて，場所ごとに異なる独自の生活様式と文化が生み
出される（中村 2004：59）
。
福島原発事故は，こうした物質代謝過程を断ち切った。9 つの町村が役場機能を含めて地域丸
ごとの避難を強いられ，2012 年 5 月のピーク時には 16 万人以上が避難を余儀なくされた。避難
者は原住地での生業や暮らしを支えてきた諸条件（以下，生産・生活の諸条件という）から切り
離され，避難しなかった滞在者にもそれら諸条件の毀損が生じている。筆者らはこうした被害を
「ふるさとの喪失（または剥奪）」
と呼び，
原発事故被害の核心部分として論じてきた（除本 2016，
2021；関 2019）
。
生産・生活の諸条件とは，日常生活と生業を営むために必要なあらゆる条件であり，人間が日々
年々の営み（自然との間の物質代謝）を通じてつくりあげてきた家屋，農地などの私的資産，各
種インフラなどの基盤的条件，経済的・社会的諸関係，環境や自然資源などを含む一切をさす。
大森正之は，「地域社会を構成する資源・資本群」として，次の構成要素を挙げている（大森
2016：84-85）。①個々の住民のもつ知識・技能・熟練などの人的資本／資源，②住民同士の関係
性が織りなす社会関係資本／資源，③私的に所有される物的資本や家産，④公的に管理される社
会資本／資源，⑤文化資本／資源（有形無形の歴史的文化的財）
，⑥自然資本／資源。この整理は，
生産・生活の諸条件の内容を示すものとしてわかりやすいであろう。
これらのなかには，長期継承性，地域固有性という特徴をもつ要素がある。この 2 つの特徴を
もつ要素は再生産が困難であり，したがって被害回復も難しい。たとえば 3 代 100 年かけてつく
りあげてきた農地，家業などは，簡単に代わりのものを手に入れることができない。地域の伝統，
文化，コミュニティなども同様である。これらの剥奪や途絶は，生命・健康の損傷と同じく，不
可逆的かつ代替不能な「絶対的損失」（宮本 2007：119-122）である。

３．福島復興政策の見直しに向けて
田代洋一が述べるように，東日本大震災の被災地は，もともと過疎化や高齢化などの課題を抱
えていたのだから，元の姿に「復旧」してもどうにもならない。したがって「再生」
「再構築」が
求められるが，
「それは歴史を断ち切り，あるいはチャラにするのではなく，地域自身の歴史的な
動態と営為の中から将来を描き出そう」とするものではなくてはならない（田代 2012：2-3）。
原発被災地における農的営みの回復は重要な課題だが，
（地域差はあるものの）住民の帰還が進
まないもとでは，農地をある程度集積・集約することなども必要であろう。これは全国の農村に
共通する課題であり，新しいチャレンジが求められる。とはいえ歴史を「チャラにする」のでは
なく，もともと被災地に根づいていた農的な営みと生活の価値を継承することが一方で不可欠で
ある（石井 2021）
。すなわち，
「地域の価値」の再評価が求められているのだ（除本・佐無田 2020）
。
しかし，現在の農業復興政策は「産業としての農」に傾斜しており，認定農業者以外の農業者
や自給的農家はほとんど対象にならない。その背景には，塩谷弘康が指摘するように「私有財産
の維持形成に対する公的支援はできないという国の基本姿勢」があるのではないか。
「なりわいと
しての農」を担う人びとを支えていく施策が必要である（塩谷 2020：17-18）。
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これは福島復興政策全般に共通する課題でもある。そもそも政府は，自然災害において家屋な
ど個人財産の補償は行われるべきではなく，自己責任が原則だという立場にたつ（山崎 2013：
229）
。原発事故は人災なのだが，政府は原子力政策に関する「社会的責任」を認めるにとどまり，
規制権限を適切に行使しなかったことによる法的責任（国家賠償責任）は認めていない（集団訴
訟でもこの点が争われている）
。そのため，福島復興政策でもこれまでと同様に，個人に直接届く
支援施策より，インフラ復旧・整備などが優先される傾向がある。被災者ひとりひとりの生活再
建と復興に向けて，きめ細かな支援策を講じていくことが求められている。
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