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Ⅰ はじめに

立地論は､ ������(����) の農業立地論､ 	�
��(���) の工業立地論に

代表され､ ������の単一中心モデルに������(����) の住宅および企業の

付け値地代の概念を導入したことで都市経済学の分野が発展することになる｡

また､ 商業立地において競争原理にもとづいた��������� (����) モデルや

����(����) の商圏モデルなどがある｡ これらのモデルをも含み､ マーケティ

ング地理学の観点からは､ ������������� (���) および �����(���) に

よってショッピングセンターおよび小売店立地のモデルなどが整理されている｡

また､ わが国では国松 (��!) によって小売立地の理論がまとめられており､

さらに西岡 (����) によって商業を含む企業の立地モデルの応用可能性が指摘

されている｡ 最近では石川 (���) が異なる都市の体系が及ぼす (小売立地で

も解釈可能となる) 企業立地への影響について空間モデルの構築を試みている｡

また神頭 (���) は､ ショッピングセンターの経営者の利潤最大化にもとづい

て､ 商圏と広告圏を比較したモデルを構築している｡

ここでは､ 神頭 (����) および加藤・神頭 (����) の大都市圏における

ホテル立地モデルを商業立地に応用する｡ まず商店経営者の利潤最大化のもと
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で､ 在庫率を組み入れた商圏モデルから商店の扱っている商品の特性を導く｡

ついで神頭 (�����) および竹内・神頭 (�����) にもとづいて��	
�	の付け

値地代の観点から､ 販売に影響する都心からの消費者移動の大きさを交通によ

る地域発展として捉え､ それを都市化度として商業立地モデルについて考察す

る｡ そこでは副都心の立地やその空間的範囲について説明可能である｡ 最後に､

ライリー＝コンバースモデルを用いて､ 都心型ショッピングセンターと非都心

型ショッピングセンターの商圏を導き､ 大都市圏における商業立地構造につい

て分析する｡

Ⅱ 在庫率を考慮した商圏モデル

ここでは､ 在庫率を考慮した商圏モデルを構築する｡ モデルの構築に当たり､

つぎの諸仮定が設定される｡

(�) 商圏の大きさは､ 企業の利潤がゼロとなるところまで拡大される｡

(�) 商業立地点から商圏が拡大されるに連れて､ 需要の増加とともに在庫率

が減少する｡

(�) 空間に関わる地代および運送費などは､ 一定である｡

(�) 販売量 (＝消費者側では購入量) と在庫量に関する費用は�つに分けら

れ､ 前者は主に人件費およびエネルギー費用であり､ 後者は倉庫・エネ

ルギー費用である｡

上記の仮定を踏まえ､ まず都心の商店経営者の利潤�は､

�＝�(�－��)－�(�－��)－��� (�)

または

�＝(�－�)�－(�－�＋�)�� (�)

で表される｡ ただし､ �は販売価格､ �は商店の購入量､ ��は在庫量､ �は販

売量当たりの維持管理費用､ �は在庫量当たりの維持管理費用をそれぞれ示す｡

―�―



また仮定 (�) から､ 線形を仮定すると在庫率は､

��
�
＝�－�� (�)

で表される｡ ただし､ �は商店の基本在庫率を､ �は距離に関する限界在庫率�､

�は商店からの商圏距離をそれぞれ示す｡

(�) 式を (�) 式へ代入して整理すると､

�＝(�－�)�－(�－�＋�)(�－��)�� (�)

で表される｡

ここで､ 長期において競争の結果､ 商圏の限界地が�＝�で決まるとすると､

商圏の距離は (�) 式から､

である｡

ここで､ (�) 式から基本在庫率が相対的に高く､ 限界在庫率が相対的に低い

商店の商圏は大きく､ 基本在庫率が相対的に低く､ 限界在庫率が相対的に高い

商店の商圏は小さいことを示唆している｡ 一般に買回品は高級品であるために

在庫率が高く､ 最寄り品は日常品であることから在庫率は低いと考えられる｡

また価格が高くても維持管理費用が高いものや､ 価格が低くても維持管理費用

が低いものがあることから､ この差だけで買回品と最寄り品は区別できない�｡

さらに商圏拡大に伴う絶対値としての限界在庫率が低い場合�､ 商店の商圏は

伸びないことを示唆している｡ これについては､ 図�から買回品を扱っている

商店に見られる傾向を示している｡ 一方図�から､ 最寄り品を扱っている商店

は商圏が相対的に小さいことを示している｡ 前者は名古屋駅か栄の百貨店の商

圏を､ 後者は地域のスーパーマーケットの商圏をそれぞれ示す｡ なお､ 図�お

よび図�における円の大きさである商圏は比較可能な時空間上で描かれている｡

神頭 (����) では､ 固定費用と広告費以外の可変費用 (例えば､ 販売量およ
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び駐車場面積の拡大に伴う費用など) が相対的に高い小売業の広告圏は､ その

商圏を上回ることが分析されている｡ このことから､ 一般に買回品を扱ってい

る百貨店は最寄り品を扱っているスーパーマーケットよりも広告圏が大きいと

言える｡

Ⅲ ショッピングセンター�立地モデル

ここでは､ 都市化の集積経済効果を重視する都心型ショッピングセンターと

その周辺の交通整備および住宅地の開発によってどのような空間的プロセスで

居住者を重視する非都心型ショッピングセンターが立地されていくかについて

考察する｡

モデルの構築に当たり､ つぎの諸仮定が設定される｡

(�) まず都市の中心に唯一の都心型ショッピングセンター (含､ 百貨店およ

び駅前商店街) が立地する｡ 消費者は買い物のためにそこへ集中する｡

(�) つぎに､ そのショッピングセンターから離れるに従って､ より改善され

た地域環境が整備されながら空間的な開発�が進み､ 商業施設は都心部

周辺部へ拡がっていく｡ その結果､ 都心型ショッピングセンターで買い

―�―
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物をしていた消費者の一部は､ 都心部周辺部から郊外部の商業施設 (こ

こでは ｢非都心型ショッピングセンター｣) へ移動する｡

(�) ショッピングセンターの経営者�は､ 利潤を最大化するように商業施設

の立地点を考える｡

上記の仮定を踏まえ､ 都心型ショッピングセンターの経営者の利潤�は､

�＝�(�－��)－�(�－��)－�(�) (�)

で表される｡ ただし､ �は商品価格�､ �は販売量､ ��は空間的開発効果による

都心型ショッピングセンターからの移動消費者�による販売量､ �は都心型ショッ

ピングセンターからの距離､ �は維持管理費用､ �(�) は地代をそれぞれ示して

いる｡

ここで､ 仮定 (�) および (�) にもとづいて都心型ショッピングセンターか

らの移動消費者に対する都心型ショッピングセンター消費者の相対比は都心部

からの距離に比例している｡ ただし､ ��＜�である｡ また都心型ショッピング

センターは半径�単位の空間を有しており､ 都心において��は存在しない｡

これらを考慮すると､ 都心型ショッピングセンターからの移動消費者��は､

��＝��� (�)

で表される｡ ただし､ �は都心型ショッピングセンターからの距離・販売量当

たりの移動消費者販売量 (�＝
��
��
) (以後､ 移動消費者販売率) を示している｡

これは交通を主体とする空間的開発がもたらした販売額の相対的大きさを表し

ており､ 一種の ｢都市化度｣ または ｢空間的開発効果｣ を意味している｡

ここで､ (�) 式を (�) 式へ代入すると､

�＝�(�－���)－�(�－���)－�(�) (�)

で表される｡

ショッピングセンター経営者の空間的利潤最大化の�階の条件は､
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∂�
∂�＝� (�)

であることから､ (�) 式を�で微分すると､ 地代の傾きは､

��＝－��(�－�) (��)

で表される｡

これより�が高い都市にあり､ �が多く､ �が高く､ �が低いショッピング

センターほど都心に立地する傾向がある｡

さらに､ 長期において競争の結果､ �～～�となり､ (�) 式から都心型ショッ

ピングセンターの地代は､

�(�)＝(�－�)�－(�－�)��� (��)

で表される｡

ここで､ ショッピングセンター経営者は利潤を上げるために料金､ 維持管理

費用を調整する｡ また､ 買回品の価格��と最寄り品の価格��に分けられると

するならば､ 前者が後者よりも大きいとすると､ すなわち��＜��である｡

そこで､ 高級品販売の都心型ショッピングセンター�の地代と日常品販売

の非都心型ショッピングセンター�の地代は､

��(�)＝(��－�)�－(��－�)��� (��)

および

��(�)＝(��－�)�－(��－�)��� (��)

で表される｡

ここで､ 販売量や維持管理費用が両ショッピングセンターにおいて変わらな

いとすれば､ (��) 式および (��) 式から､ 図�のようにショッピングセンター

�および�が立地される｡

図�には､ 都心型ショッピングセンター�の近くに高級店を立地すること

によって集積をもたらすケースと都心の周辺部に日常品中心の非都心型ショッ

ピングセンター�を立地するケースが描かれている｡

―	―



ちなみに､ 極端ではあるが都心型ショッピングセンターが傾く段階は､ そこ

を訪れるすべての消費者を一定とした場合､ その消費者の半数近くが他のショッ

ピングセンターを訪れることになるので､ �＝��を (�) 式へ代入すると､ 非

都心型ショッピングセンターが立地する地点と移動消費者販売率の関係は､

�＝�
�

(��)

または

�＝�
�

(��)

で表される｡ (��) 式は立地創出地点が拡大するにつれて移動消費者販売率が

徐々に減少することを示唆している｡ これについては､ �＜�＜���の範囲で図

�に描かれている｡
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上記モデルを地方都市へ応用すると､ 駅前商店街で買い物をしていた消費者

の買い物行動がどの範囲まで拡大すると､ その駅前商店街がシャッター街にな

るかが､ ある程度説明される｡

また､ 都心型ショッピングセンターを訪れる消費者と非都心型ショッピング

センターを訪れる消費者が等しい場合は､ �つのショッピングセンターの立地・

環境状況が等しいことを示している｡ ここで､ 居住者の需要を重視した非都心

型ショッピングセンターの地代関数は､ 長期を考慮して､

��＝���－��� (��)

で表される｡ さらに､ (��) 式に (�) 式を代入すると､

��＝(�－�)��� (��)

で表される｡

ちなみに､ 都心の集積の経済を生かそうとする都心型ショッピングセンター

の地代関数と居住者の需要を重視する非都心型ショッピングセンターの地代関

数が商業地代として交わるところを副都心とすれば､ その交点は､ (��) 式と

(��) 式の連立方程式を解くことによって導かれる｡

�＝��から､ (�－�)�－(�－�)���＝(�－�)���である｡ したがって､

�＝ �
��

(��)

―�―
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が導かれる｡ ここで (��) 式と (��) 式を比較すると､ 都市化度 (都市化の進

行度合い) と解釈される�を一定とすると､ 消費者の移動による同一 (都心

消費者＝非都心消費者) 地点よりも都心の地代と同じ地代を有する立地点 (副

都心) の方が都心から近い地点であることが分かる｡ また､ 都市化度が大きい

都市圏ほどその距離差は小さい｡ すなわち､ 都市化が進んでいる大都市圏にお

いて､ 副都心は比較的都心に近い所にあり､ そこでの人口規模が大きいことを

示唆している｡ これについては､ 図�に描かれている｡ ただし､ ���＜－�＜－���

である｡

図�から､ 都市化度が高い都市圏ほど副都心が都心の近くに立地しているこ

とが分かる｡ ちなみに東京	
� (ここでは千代田区＋中央区＋港区を指す｡

以下同様) において､ 商業地価は��当たり約���万円 (���年､ 以下同様)､

常住人口は約��万人 (���年国勢調査､ 以下同様)､ 昼間人口は約��万人

(���年国勢調査､ 以下同様)､ 一方副都心と言われている新宿区において､

商業地価は約��万円､ 常住人口は約��万人､ 昼間人口は約��万人である｡

したがって､ 商業地価および昼間人口がそれほど変わらないことから東京

	
�と新宿区は都市整備の状況は同じくらいの水準と考えられる｡ また新宿

区は東京	
�よりも常住人口が倍以上あることから､ 同区においてショッ

ピングセンターの建物のデザインは変わらないとしても主に居住者の需要を重

商業立地と商圏モデル
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視した非都心型ショッピングセンターが立地していること�､ さらに同区を集

積地点 (または地域) として区全体をみても最寄り品中心のスーパーマーケッ

トが多いことが伺える��｡ 一方都心を地方の駅 (とりわけ､ シャッター商店街

を有している駅) とすれば､ 交通や住宅開発が遅れている路線上において､ そ

こから都市化が進んでいない分､ 遠方にショッピングセンターが立地すること

が示される｡

Ⅳ 大都市圏における商圏モデル

ここでは､ ライリー＝コンバースモデル��を応用することによって､ 都心部

大型商店とショッピングセンターの市場の境界を求め､ それにもとづいて大都

市圏の空間的商業構造について考察する｡ モデルの仮定としては､ (�) 都心型

ショッピングセンターは都心の魅力によって消費者を引き付け､ 非都心型ショッ

ピングセンターは都心から離れた居住者を引き付ける｡ (�) 空間において､ 商

店の商品供給に対して十分な需要が存在している｡

まず､ 都心型ショッピングセンターと境界地にある商店の引力は､

―��―
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���＝
����

��
��

(��)

で表される｡ ただし､ ��：都心型ショッピングセンターにおける企業規模､ ��：

境界地にある商店�の規模､ ���：都心型ショッピングセンターと境界地の商店

間距離をそれぞれ示す｡

ついでショッピングセンターと境界地にある企業間の引力は､

���＝������
�� (��)

で表される｡ ただし､ ��：非都心型ショッピングセンターの企業規模､ ���：

非都心型ショッピングセンターと境界地の商店間距離をそれぞれ示す｡

また､ 境界条件���＝���にもとづいて､ (��) 式および (��) 式から��を消

去すると､
��

��

＝��
����

�� (��)

が導かれる｡ さらに､ 空間的条件は､

�＝���＋��� (��)

である｡ (��) 式を (��) 式へ代入すると､
��

��

＝(�－���)���
�� (��)

である｡ (��) 式を整理すると､

��
��－����＋√‾‾��

��

＝� (��)

で表される｡ (��) 式の�次方程式を解くと､

が導かれる｡ また､ (��) 式を (��) 式へ代入すると､

が導かれる｡
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ここで､ 開発可能性を含めた市場の範囲は､ 一般に都市化の集積の経済を有

する都心型ショッピングセンターの方が非都心型ショッピングセンターよりも

大きいと考えられるため､ 都心型ショッピングセンターから境界地の商店まで

の距離は､

である｡ また､ 非都心型ショッピングセンター�から境界地の商店までの距

離は､

である｡

これについては､ 図�から､ 都心型ショッピングセンターの市場範囲は､ ��－

��間であり､ 非都心型ショッピングセンターの市場範囲は､ ��－��間である｡

ただし､ �＝√‾‾‾‾‾‾‾‾‾��－�√‾‾��

��

である｡ また､ �＜�および�＜�であることから､

�
�√‾‾��

��

＜�が成り立つ｡

ここで､ �つのショッピングセンターの立地間の距離が決まっていたとして

も､ ショッピングセンターが､ 市場を開発することによって､ �分だけ都心型

ショッピングセンターから離れた市場を開発することになる｡ なお､ �＜－��－

�√‾‾��

��

および��＜��であることから､ 少なくとも､ �＜�が成立する｡

以下では､ �つの商圏の形状について考察する｡

(�) 図�から､ �次元空間の場合､ (��) 式および (��) 式から､ 非都心型

ショッピングセンターによって市場として開発されたところが､ ����

であれば､ 非都心型ショッピングセンターと都心型ショッピングセンター

との市場は､ 空間的には半々になる｡ これは､ �の式から､ 都心型ショッ

―��―
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ピングセンターの規模を固定させると､ �は非都心型ショッピングセン

ターの規模と立地点に依存するために､ 距離 (アクセス) との関係から

�は非都心型ショッピングセンターによって開発され､ その企業の市場

になる可能性が高い｡ この意味において､ ここでは､ �を ｢市場可能性

領域｣ と呼ぶ｡ ただし､ 企業の規模や戦略においては､ �は都心型ショッ

ピングセンターによって開発される場合もある��｡ この場合､ ｢都心型ショッ

ピングセンターの商圏｣ 対 ｢非都心型ショッピングセンターの商圏｣ の

比は､ �＋��
�

：�－�
�
である｡

(�) 図�から､ 都心から均等に交通が発展している�次元空間､ 取り分け円

形の市場の場合､ 都心型ショッピングセンターの商圏と非都心型ショッ

ピングセンターの商圏がそれぞれ円形で描かれている��｡ 上記の (�) 同

様に��は��と�の中間地点にあり､ 都心型ショッピングセンターと

非都心型ショッピングセンターの各立地点が固定されていることから､

ここでの市場の開発可能性範囲は直線距離において､ ��－�
�

である｡

ここを開発することによって､ 図�から､ 非都心型ショッピングセンター

の円市場の中心点である立地点は､ ��から���へ移動することになる｡

この時､ ｢都心型ショッピングセンターの商圏｣ 対 ｢非都心型ショッピ

ングセンターの商圏｣ の比は､

(�＋�
� )

�

�：
�
�(�＋�

� )
�

�＝�：�
�

であることから､ �：�である｡
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(�) 図��から､ �の市場可能性領域のすべてを都心型ショッピングセンター

が開発すると､ 非都心型ショッピングセンターの市場が孤立した状態と

なる｡ ちなみに､ アポロニウスの円市場��を考えると､ 都心型ショッピ

ングセンターの商圏よりも非都心型ショッピングセンターの商圏におい

ては､ 交通条件が悪い商圏域と言える｡ また､ ｢都心型ショッピングセ

ンターの商圏｣ 対 ｢非都心型ショッピングセンターの商圏｣ の比は､ 商

圏の大きさと広告圏の大きさが比例するならば､ 長期的には広告圏の比

と考えることができる��｡

―��―
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(�) 図��から､ 非都心型ショッピングセンターが､ 都心から遠方地域を開

発する場合で円商圏の中心に立地する場合は､

�＝�－�
�

(��)

から､

�＝�
�

(��)

である｡

ここで､ �つの商圏における交通条件が異なる場合､ 例えば､ 都心型ショッ

ピングセンターの商圏における運賃率を��､ 非都心型ショッピングセンターの

商圏における運賃率を��とすると､ アポロニウスの円市場の均衡条件から､

��
��
＝�－�

�＋�
＝ �

�＋�
(��)

が導かれる｡ さらに､ (��) 式の第�項と第�項が等しいことから､

商業立地と商圏モデル
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��
��
＝�

�
(��)

である｡ それゆえ､ 大都市圏に含まれる都心型ショッピングセンターの商圏と

非都心型ショッピングセンターの商圏における運賃率の比は､ �：�というこ

とになる｡ これは､ 都心型ショッピングセンターは商圏の中心にくるが､ 非都

心型ショッピングセンターは自動車での移動のため必ずしも円形の商圏の中心

に立地する必要がないことを示している｡

� おわりに

本研究では､ まず商品の在庫を考慮した商圏モデルを構築した｡ そこでは商

店の在庫率が高いほど限界在庫率が低いほど商圏が大きいことが示された｡ つ

いで企業経営者の付け値地代の観点から､ 都心からの移動による消費者への販

売量を都市化度として､ これを組み入れたショッピングセンターの立地モデル

を構築した｡ そこでは､ 都心の集積を重視する都心型ショッピングセンターと

居住者の需要を重視した非都心型ショッピングセンターの立地モデルの構築を

―��―

図��



試みた｡ さらに､ そのモデルから�つのショッピングセンターの付け値地代を

比較することによって､ 副都心の立地点について考察した｡ そこでは､ 都市化

が高い都市圏ほど都心に近いところに､ 人口の大きな副都心が形成されること

が分かった｡ これについては､ 地方都市の駅前商店街を衰退させる要因となる

ショッピングセンター立地点についても解釈が可能である｡ 最後に､ 都心の求

心力とそれに反発する郊外への遠心力とを区別することによって､ ライリー＝

コンバースモデルを応用して､ 都心型ショッピングセンターと非都心型ショッ

ピングセンターの商圏について分析され､ 商圏としての市場開発可能領域が､

どちらのショッピングセンターでなされるかによって商圏の構造が異なること

が考察された｡ そこでの興味深い結果として､ アポロニウスの円の公式を用い

ることによって､ �つのショッピングセンターにおける商圏の運賃率の比率が

導かれた｡

今後は､ ここで構築された理論と現実の立地との関係について実証的に分析

することが課題として残される｡

付録：最寄り品と買回品の空間経済特性

商品の需要関数が､

����＝�－����� (�)

で表されるとすると､ 需要の価格弾力性�は､

�＝
Δ���
Δ���

(�)

である｡ ただし､ �は需要量､ �は価格をそれぞれ示す｡

一方､ 空間を考慮すると､ 消費者�のポテンシャル���は､

���＝
��

	α
��

(�)

で表される｡ ただし､ ��は商店�の魅力度 (例えば､ 売り場面積や従業員数

など)､ 	��は消費者�の居住地から商店�までの空間距離 (地理的距離､ 時間

商業立地と商圏モデル
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距離､ 経済距離)��､ αは交通の抵抗係数��をそれぞれ示す｡

ここで消費者のポテンシャルの大きさと需要量が比例的であるとすると､

(�) 式から､

���＝�
��

�α
��

(�)

で表される｡ ただし､ �は単位を調整する比例係数を示す｡

(�) 式から､ 需要の空間距離弾力性αは､

α＝
Δ�������

Δ�������

(�)

で表される｡

(�) 式から､ 価格が安くなると需要が多くなる商品は一般に最寄り品 (また

は日常品) であることから､ この商品に関する需要の価格弾力性は相対的に高

い値を有する｡ 一方価格が安くなっても需要がそれほど増えない商品は､ 主に

買回品 (または贅沢品) であることから､ この商品に関する需要の価格弾力性

は相対的に低い値を有する｡ (付図�参照)

(�) 式から､ 空間距離を経済距離である交通費に置き換えるならば､ 消費者

の商品に対する支出は､ 販売価格と交通費の合計となるために､ 需要の交通費

弾力性については需要の価格弾力性と同様の解釈が成り立つ｡ したがって､ 交

通費 (例えば､ ガソリン代またはバス料金など) が安くなると､ または交通条

件によって距離および時間が短縮されると､ 需要が多くなる商品は一般に最寄

り品 (または日常品) であることから､ その商品に関する需要の交通費弾力性

は相対的に高い値を有する｡ これについては､ 主に最寄り品を扱っているスー

パーマーケットが多数の消費者が居住する地域に立地することからも伺える｡

(付図�参照)

上記については､ つぎのように整理される｡

(�) 最寄り品：需要の価格弾力性および需要の空間距離弾力性が共に相対的

に高い財
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(�) 買回品：需要の価格弾力性および需要の空間距離弾力性が共に相対的に

低い財

ちなみに����(����) では､ 距離の抵抗係数αは家具に対して�	
��､ 衣

料品に対して�	���と推計されている｡

注

� これは､ 厳密には限界在庫減少率を示している｡
� 一般に最寄り品と買回品の区別については､ 需要の価格弾力性で説明されている｡ なお
空間を考慮した需要の距離弾力性 (またはハフの確率モデルの距離の抵抗係数) について
は､ 付録を参照せよ｡

� ここでは商圏が拡大してもそれほど在庫が減少しない商品であることから､ 最寄り品と
考えることができる｡

� ここでのショッピングセンターは､ 特定地点に多くの店舗が集積する空間を示す｡
� これは､ 都市化の集積経済を意味する｡ これについては､ ����(����､ 訳出､ ��	����

���) を参照せよ｡ また､ 近年までの文献等については������(���������	�) によっ
て説明されている｡

� ここでは､ 商店経営者とした方が適切かもしれないが､ 最近の現状を踏まえると店舗の
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集積による利益を目標とした施設が多いことから､ 敢えてショッピングセンターの経営者
とした｡
� ここでは､ 商品当たりの価格である｡ (以下同様)
� これについては､ 空間的開発によって､ 例えば交通および住宅の整備とともに商業施設
が建設されることによって､ 新しい商業施設に買い物へ来る消費者を示す｡
� これについては､ ショッピング街を含むデパートでもビジネスマンおよび旅行者に重き
をおいているところと居住者に重きをおいているところの店舗や商品の種類について調査
する必要がある｡
�� ����	

���������������������
�������
������
によると､ スーパーマーケッ
トは新宿区では��店舗あり､ 東京���において千代田区は��店舗､ 中央区は��店舗､
港区は��店舗であり､ この�区の平均は約 �店舗である｡

�� これについては､ 神頭 (����､ ���!�"!�､ ������"���､ 追補 [#]) を参照せよ｡
�� 都心部のデパート産業が､ 地域においてスーパーマーケットを経営することもある｡
�� 当然ながら､ この種の空間設定は供給に足る需要が十分存在している｡
�$ これについては､ 西岡 (����､ ������"�� ) および神頭 (����､ ���� "�!) を参照せ
よ｡
� これに関する商圏と広告圏の分析については､ 神頭 (����) を参照せよ｡
�! これについては､ 一般に地理的距離､ 時間距離および経済距離 (交通費) が比例的であ
る｡
�� この係数は､ ハフの確率モデルにおいて説明されている｡

参考文献

%&����'(�(��!$) ���������������	
��)��*���+��*�����,����
���*��',���(��$�) -./�.��01���&2��*�������'���������������������
3�&�4#3'������"��$�

��*��'1�/�(����) �������������������1���&���
)��*�'5�6�(����) �������������������������������������
����
�)��*���
+��*�����,���(邦訳‐西岡久雄 『経済立地論』 大明堂､ ��!�年)

)��&&���')�(����) 7��8�&���������������'����������������
)�00���/�(��!$) �0��������5����������9������%��'���������������������'
����$"���

#����'(�(�� !) �������������������������9�6�#�9�,���(監訳‐木内信蔵 『立地
と空間経済』 朝倉書店､ ��!$)

:�*&&',�9����2�7��.(����);9�7�����01���&/�������;' �������������������
8�<���%���.���'1���&���

/���������'9�1����(�2�)����(��! )%1���&6����,������&6��&'�������
�����!���������
��������"������
���'�����$"�$��

―��―



���������(	
��) ���������	�	��
�����	�����������������������������
������

�����������(����) ����	���
��	���	���	������� !��"#$����%���&'�����
()�������*�(�+	,) ������	�����		��������� ��	 ��	��������	��	��!	����	"

�#������(邦訳‐近藤康男 『孤立国』 農村漁村文化協会､ ��-.年)
��/���0�(��
�) ���������	����������� ������������(����(%/��1��(邦訳‐篠原

泰三 『工業立地論』 大明堂､ ��+,年)
石川利治 (	
��) 『経済空間の組成理論』 中央大学出版部
加藤好雄・神頭広好 (	
�.) ｢大都市圏におけるホテルの立地構造｣ 『日本観光学会誌』 第22

号､ 33��4�
国松久弥 (��-
) 『小売商業の立地』 古今書院
神頭広好 (	

	) 『観光の空間経済分析』 愛知大学経営総合科学研究所叢書	.､ 愛知大学経

営総合科学研究所
神頭広好 (	

�) 『都市の空間経済立地論―立地モデルの理論と応用―』 古今書院
神頭広好 (	
��) ｢ショッピングセンターの広告圏と商圏に関する比較分析｣ 『愛知経営論集』

愛知大学経営学会､ 第�,.号､ 33���4.	
神頭広好 (	
�.�) ｢大都市圏におけるホテル立地モデル｣ 『経営総合科学』 愛知大学経営総

合科学研究所､ 第�
�号､ 33��4�.
神頭広好 (	
�./) ｢都市化の集積型企業と地域特化型企業に関する市場圏モデル｣ 『神戸
学院大学経営論集』 神戸学院大学経営学会､ 33��4��

竹内啓仁・神頭広好 (	
�.�) ｢労働市場としての大都市圏と周辺都市圏の鉄道料金｣ 	
�.
年度日本地域学会全国大会報告書

西岡久雄 (����) 『立地論』 大明堂､ 増補版

商業立地と商圏モデル

―	�―



はじめに

我が国での小売業・卸売業は���比で約��％を占めており､ サービス業の

中でも高い比率であり､ 中小企業が����％を占め､ 個人経営の比率も製造業

と比較すると	
��％と高く､ 生産性は米国と比べても低く､ 日本の産業別で

も低いのが現状である｡ 経済産業省 (����)

東海エリアの小売業の年間商品販売額は����年で全国の����％であり､ 愛

知県���％､ 静岡県���％､ 岐阜県��％､ 三重県���％となっている｡ また､

東海エリアの小売業の項目別商品販売額と特化係数は�､ 機械器具小売業で愛

知県が�兆��
�億円で����％と特に高くなっている｡ 中日新聞社 (����)

企業の財務特性のうちでもっとも重要な収益性についての格差の研究は

�������(���) が製造業内の収益率を��	
���年で競争的産業グループと､

非競争的産業グループで収益率分布の異動を分析している｡ ��������(����)

は､ �����年の ������ ! のデータより米国 ��産業の総資本利益率

("�!) を選び参入障壁の高い企業では収益率がより高いと指摘している｡ 我

が国では､ 産業内利益率格差の研究は､ 中野 (����) が��
年から����年ま

での#$��%&�$'�データベースより､ 小売業を含む��業種の"�!の日米比

―�	―
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較を行っている｡ 各産業の上位��％の企業を優良企業とし､ 中央値企業を平

均企業として､ ���(����	
�
����､ 売上高営業利益率) を比較し､ 過去

��年間で優良企業では全業種､ 平均企業でも��と医薬品以外はすべて米国企

業のほうが優れていることを実証している｡ また､ 下位企業��％の���で

は米国では赤字業種に�� (�
��	�����
����
����)､ 医薬品､ 電子部品が

列挙されるが､ 日本ではすべて黒字となっている｡ さらに中野 (����) は､

���分布の国際比較を行い､ 米国､ イギリス､ フランス､ スペインが��％前

後と高水準であり､ 日本は���％と最下位であることを指摘している｡ しかし

ながら､ 前述の研究では統計的検定は実施されていなく､ 国単位の比較だけで

ある｡ ����
������
�(��� �) では､ �!�(�
��	�����
�
�!����
���"

���
����
����) 産業での収益性と成長性について���#"����年の財務デー

タより日本企業とマレーシア､ タイ､ フィリピンの����$ か国の企業を

比較し､ 収益性関連%指標で日本企業が劣っていることを示している｡ ���

�
������
�(��� &) では､ 前述の%か国に中国､ 韓国を加えたアジア#か

国での�!�企業���社の収益性関連指標の有意差があり､ タイとフィリピン

での収益性が高いこと､ 中国の成長率が高いことを実証している｡ $�'���
�

�����
�(����) では､ ����"����年での小売業における日本､ マレーシア､

米国の経営指標を多重比較により分析し､ 日本企業の売上高成長率は高いが､

収益性指標では劣っていることを示している｡

名古屋商法という言葉がある｡ これは､ 名古屋企業の特徴として､ �) 質素､

�) 堅実､  ) 義理堅い：地縁・血縁が重視される､ %) 地味だが物作りに優れて

いるとある｡ 名古屋の商法 (��� ) あるいは､ 岩田 (���() のように､ 名古屋

企業の経営構造は､ �) 伝統的名古屋モデルと�) 新名古屋モデルがあるとして

いる｡ そして､ 前者では､ 成長より存続志向､ 企業というよりも家業経営を志

向し､ 株式非公開で､ 内部留保により投資し無借金経営に努めている｡ 後者で

は､ 成長志向で借金により積極的に投資するとしている｡ さらに､ 名古屋金利

という言葉もあり､ 東海財務局 (����) によると､ 名古屋市を中心とする東海

―�%―



�県では､ ���������年の信用金庫 (��金庫)､ 第ニ地銀 (	行)､ 地銀 (	行)

では､ 貸出約定平均金利が全国に比べて低い水準にあるとしている｡

そこで､ 本論の目的は､ 国内での企業の財務特性が地域としての都市別､ 県

別で異同しているかどうかを､ 企業の収益性と成長性を中心として統計的に分

析することにある｡

最初に､ 東海	県における非上場企業のデータを中心とした企業の財務デー

タを収録している中部経済新聞社 (���	) の中経企業年鑑財務データを����

年－���	年の小売業企業について選択し､ 経営指標､ 企業特性に差があるか

どうかを統計的に分析する｡

さらにビューロー・ヴァン・ダイク社 (���	) の全世界の上場企業の財務デー

タである
����の���データベースにより､ 我が国上場企業の東京､ 大阪､

名古屋に本社を置く小売業企業の経営指標と企業特性について地域により差が

あるかどうかも分析する｡ 実証仮説として ��� ���������� (�����)

(�����) と同様の以下の�つを構築する｡

仮説� 我が国での小売業企業の経営指標には地域特性はみられない｡

仮説� 我が国での小売業企業の成長率には地域特性がみられない｡

第�章 東海�県での経営指標､ 企業特性

中部経済新聞社 (���	) に収録されている企業は上場企業���社 (���％)､

非上場企業�����社 (����％) である｡ 業種分類では､ 各種商品小売業��社､

織物衣料小売業��社､ 飲食料小売業��社､ 自動車小売業	�社､ 家具建具小

売業��社､ その他小売業���社となっている｡ それらの中から､ 過去�年間

の売上高､ 経常利益､ 純利益のデータを掲載している小売業企業を選別して分

析対象とする｡ 選別した企業名は付録�に掲載しており､ 各種商品小売業�	

社､ 繊維衣料小売業�社､ 飲食料小売業��社､ 自動車小売業��社､ 家具建具

小売業�社､ その他小売業��社の合計���社である｡ 継続的に公開されてい

我が国小売業における企業財務の地域特性について
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る�変数による分析に使用できる経営指標は下記のようである｡

売上高経常利益率＝経常利益÷売上高×���

売上高当期利益率＝当期利益÷売上高×���

次に､ これらの指標の分布の正規性の検定を実施した結果が､ 表�の上段の

経営指標の正規性の検定である｡ コルモゴロフ�スミルノフ (�����	�
���

―�―

表� 経営指標の正規性の検定

�����	�
������
���の正規性の検定 (探索的)� �����
������

統計 自由度 有意確率� 統計 自由度 有意確率�

売上高経常利益率 ���� �� ���� ��� �� ����

売上高当期利益率 ���� �� ���� ���� �� ����

����������
�有意確率の修正

�����	�
������
���の正規性の検定 (探索的)� �����
������

統計 自由度 有意確率� 統計 自由度 有意確率�

売上高成長率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

経常利益成長率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

当期利益成長率 ���� ��� ���� ���� ��� ����

����������
�有意確率の修正

�����	�
������
���の正規性の検定 (探索的)� �����
������

統計 自由度 有意確率� 統計 自由度 有意確率�

自己資本当期利益率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

プロフィットマージン ���� ��� ���� ���� ��� ����

売上高当期利益率 ���� ��� ���� ���� ��� ����

総資本収益率 ���� ��� ���� ��� ��� ����

自己資本比率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

株価収益率 ���� ��� ���� ��� ��� ����

����������
�有意確率の修正



�������) の正規性の検定やシャピロ�ウィルク (�	
��������) の検定では

有意確率が�����となっているので正規分布をしていないという仮説が採用さ

れる｡

表�は東海�県の小売業の経営指標である｡ 売上高経常利益率では愛知県の

����％が最高で､ 三重県����％､ 岐阜県 ����％､ 静岡県の����％が最低であ

る｡ 表�の売上高経常利益率についてのノンパラメトリック検定の一つである

クラスカル�ウォリス (������
�
��) 検定では､ �％の水準で統計的に有

意となっていない｡ 売上高当期利益率については､ 愛知県����％､ 三重県����

％､ 岐阜県����％､ 静岡県����％となり同様に有意ではない｡

そこで､ 売上高､ 経常利益､ 当期利益の�年間のデータより�年間の成長率

を計算して売上高成長率､ 経常利益成長率､ 当期利益成長率を求める｡ これら

の指標の正規性の検定は表�の中段のようにコルモゴロフ�スミルノフ検定､

我が国小売業における企業財務の地域特性について
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表� 東海�県の小売業の経営指標 (％)

経営指標 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県

売上高経常利益率 ���� ���� ���� ����

売上高当期利益率 ���� ��� ���� ����

表� 売上高利益率の�����	
�	

��検定

検定統計量
��

売上高経常利益率 売上高当期利益率

カイ�乗 ����� �����

� � �

漸近有意確率 ���� ����


������
�
��検定
��グループ化変数：県コード



シャピロ�ウィルクの検定で高度に有意となっており正規分布の仮定が成立し

ないと判断されるためクラスカル�ウォリス検定を行う｡ その結果が表�のよ

うであり､ 売上高成長率は漸近有意確率が�����で統計的に有意である｡ 売上

高成長率の平均ランクは静岡県が������で一番高く､ 愛知県������､ 三重県

������､ 岐阜県 ��	���となっている｡ 小売業全体の売上高は経済産業省

(��
����
�) によると､ 
	年に
�	��兆円であったが､ ��
�年には
����

兆円と減少している｡

経営指標の有意差はないと考えられるので仮説
は支持された｡

売上高成長率には有意差があることが指摘できたので仮説�は支持されない｡

―��―

表� 売上高､ 経常利益､ 当期利益の成長率の�������	���
�検定

検定統計量���

売上高成長率 経常利益成長率 当期利益成長率

カイ�乗 
����	 ���� �����

�� � � �

漸近有意確率 ���� �

	 ��	�

���������������検定
��グループ化変数：県：愛知､ 岐阜､ 三重､ 静岡

表� 東海�県の小売業の成長率の平均ランク

経営指標 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県

売上高成長率 ������ ��	��� ������ ������

経常利益成長率 ������ �	���	 ��	�		 �
	���

当期利益成長率 �		��� �		��
 �	��
� ������



第�章 東京､ 大阪､ 名古屋での企業特性

全世界約������社の上場企業の���によるデータベースであるビューロー・

ヴァン・ダイク社の��	
	�を利用して小売業企業を選別する｡ 日本におけ

る小売業の上場企業数は���社あり､ 東京で���社､ 大阪で��社､ 名古屋で

��社である｡ (付録�)

横浜市､ 福岡市では�社､ 京都､ 千葉､ 埼玉市では社､ 神戸�社であるの

で分析対象から除外した�｡

比較のための経営指標に下記の指標を作成し分析した｡

自己資本当期利益率 (
��) ＝当期利益÷自己資本×���

プロフィットマージン＝当期利益÷営業利益×���

総資本当期利益率 (
��) ＝当期利益÷総資本×���

売上高当期利益率＝当期利益÷売上高×���

自己資本比率＝自己資本÷総資本×���

株価収益率＝株価÷一株当たり当期利益×���

我が国小売業における企業財務の地域特性について

―��―

表� 東京､ 大阪､ 名古屋の小売業の経営指標 (％) と企業特性

経営指標 東京 大阪 名古屋

自己資本利益率 ％ ���� ���� ���

プロフィットマージン ％ ���� ��� ����

総資本当期利益率 ％ ���� ���� ����

売上高当期利益率 ％ ��� ��� ����

自己資本比率 ％ ����� ����� ����

株価収益率 ％ ���� �� ���

従業員数 人 ��� ���� ����

役員数 人 �� ��� ���

子会社数 社 �� �� ���

売上高成長率 ％ －��� －���� －���



表�の東京､ 大阪､ 名古屋の小売業企業の経営指標と企業特性に示している

ように､ 自己資本当期利益率では名古屋企業�����％と一番高く､ 大阪企業

����％､ 東京企業����％となっている｡ 総資本当期利益率では､ 逆に東京企業

が一番高く	��
％であり､ 大阪企業���
％､ 名古屋企業����％となっている｡

売上高当期利益率は､ 大阪企業が一番高く��	�％で､ 名古屋企業����％､ 東

京企業��
�％であり､ 株価収益率では､ 大阪､ 東京､ 名古屋の順に�����％､

���
�％､ �����％である｡ 自己資本利益率､ プロフィットマージン､ 総資産利

益率､ 株価収益率の分布については､ 表�の下段のコルモゴロフ�スミルノフ

検定､ シャピロ�ウィルクの検定により正規性の仮定は採用できない｡ 非正規

性の仮定のもとでのクラスカル�ウォリス検定の結果が表�である｡ 統計的有

意差はどの指標にも見られない｡ 自己資本比率については､ 正規性の仮定を採

用し､ 一元配置分析を適用したが有意差は見られなかった｡ 企業変数としての

従業員数､ 役員数､ 子会社数も大小の差はあるが､ 統計的な有意差は識別でき

―	�―

表� 経営指標の�������	���
�検定

検定統計量��

自己資本
当期利益率

プロフィット
マージン

総資本
当期利益率

売上高
当期利益率

自己資本
比率

株価収益率

カイ�乗 ����� �	�� �	�� ���	 ����� ����

�� � � � � � �

漸近有意確率 ���� ���� ���� ���� �
�� ����

従業員数 役員数 子会社数
売上高
成長率

カイ�乗 ���� ���	� 	��
� ��	��

�� � � � �

漸近有意確率 ���� �	�� ���� �	�


������������検定
��グループ化変数：東京､ 大阪､ 名古屋



ない｡

よって両仮説とも支持された｡

おわりに

非上場企業を中心とする東海�県の���社の小売業企業の経営指標を分析す

ると､ 愛知県､ 三重県､ 岐阜県､ 静岡県の順に売上高経常利益率､ 売上高当期

利益率が低下しているがノンパラメトリック検定の一つであるクラスカル�ウォ

リス検定では､ �％の水準で統計的に有意となっていない｡ しかしながら､ 売

上高､ 営業利益､ 当期利益の�年間の成長率を検定すると売上高成長率だけは

統計的有意差があり静岡県､ 愛知県､ 三重県､ 岐阜県の順に成長率が低下して

いることを指摘できた｡

全世界の上場企業のデータベースであるビューロー・ヴァン・ダイク社の

��	
	�からの日本の小売業企業���社のデータを､ 東京､ 大阪､ 名古屋の�

大都市の本社別に分析すると､ 自己資本比率､ プロフィットマージン､ 総資本

当期利益率､ 流動比率､ 自己資本比率､ 株価収益率のすべてで統計的に有意な

差はないことがわかった｡

よって､ 我が国の上場企業間での地域特性は小売業で存在するとは考えられ

ないが､ 非上場企業間では東海�県での地域特性があると判断される｡ その類

推される理由として財務データの信頼性が異なっていることがあげられる｡ し

かしながら､ 国境を越えての比較として､ 国別の企業特性は小売業企業で異なっ

ていることは指摘されている｡ 中野 (���)､ ���������������(����) 小

売業や	��企業のみならず業種を拡大して全業種においての業種間異動､ 全

業種での企業特性の分析が今後､ 重要であり期待される｡

また､ 本論での､ 非上場企業を中心とする財務データの分析では､ 継続的に

利用できる変数が極めて限定されているので､ 成長率での地域特性の原因を究

明するには､ 計量的な分析はかなり困難である｡ そこで､ 今後は､ 非上場企業

我が国小売業における企業財務の地域特性について
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のデータベースである東京商工リサーチの企業データベース�����������	

や帝国データバンクの
�������等の利用�により拡張されうる｡

さらに､ ������に収録されている他の変数を選択して分析を拡張すること

ができる｡

但し､ 上場企業のデータベースといってもかなりの数の欠損値が入っており､

これを除去あるいは､ 他の欠損値対策を実施する必要がある｡ 分析の変数やデー

タ量が増加すると､ これに伴い､ そのための労力が重要となる｡

付記

本研究には愛知大学中部地方産業研究所の研究費と科研費科研番号

��������の助成を受けましたので感謝します｡ また､ ����年�月��日に開催

された中部地方産業研究所の公開研究発表会でコメントをいただいた愛知大学

経済学部の打田委千弘教授､ �
の利用について御助力をいただいた車道メディ

アセンターの高山慶治氏に感謝いたします｡ しかしながら､ ありうる誤り等は

著者に帰するものです｡

注

� 特化係数は全国での各項目の販売額構成比を���％としたときの各県の項目の販売構成
比である｡ 中日新聞社 (����)
� ������の ��������� !��"
��!!#$#���#�� (���) による産業分類によると全体で
�%&'��社の上場企業のうち､ 小売業 (���(����) が�&���社で､ 日本では���社が収録
されている｡
� 	���())***��!�+�,�����-�)!,�.#�,)���� ��)����/�������	)
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付録� 東海地方の小売り企業リスト

各種商品小売業 (��) ��米常ライス ��三重トヨタ自動車販売 ��サーラコーポレーション

�一号館 �	ショクブン ��三重日野自動車 ��西東石油

�オリンピア ��ドミー ��サガミシード

�カーマ �
ナゴヤフード 家具建具小売業 (��) ��山洋堂ホールディング

�ぎゅうとら ��マルト水谷 ��岐阜商事 ��シマツ

�シンナゴヤトレード ��妙香園 �	富士家具工業 ��シンフォニア商事

�津松菱 ��メーキュー ��マルミツ陶器 ��スギホールディング

	トミダ �	鈴定燃料

�ハイエース 自動車小売業 (��) その他小売業 (���) ��スワベ商会


バロー ��愛知スズキ販売 �
アイデアム �
セリア

��マックスバリュー中部 ��愛知トヨタ自動車 ��赤武 
�大日本印章

��丸栄 ��愛知日産自動車 ��アタックス 
�中央燃料

��名鉄百貨店 ��岐阜ススキ販売 ��アポロ興産 
�中京医薬品

��ヤマナカ �	岐阜トヨペット ��アルペン 
�中日長栄社

��ユニー ��サン・モトーレン ��池田商会 
�中日電機工業

�
静岡自動車 ��石黒商事 
�中部セキスイ商事

繊維衣料小売業 (��) ��トヨタカローラ岐阜 ��井上護謨工業 
�チヨダ

��アカノレン ��トヨタカローラ三重 �	イビデン産業 
	坪井花苑

��ジーフット ��トラスト ��いまじん白揚 
�東濃石油

�	スクロール ��永井自動車工業 �
上野ガス 

トーカイ

��藤久 ��名古屋スバル自動車 	�エスケーアイ ���豊田共栄サービス

�
ペグ ��名古屋トヨペット 	�大濱燃料 ���豊通エネルギー

��丸大 ��ネッツトヨタ静岡 	�興津商事 ���名古屋科学機器

��みやこや �	ネッツトヨタ東海 	�ガステックサービス ���ヒマラヤ

��ネッツトヨタ名古屋 	�蟹江プロパン ���フジプロ

飲食料小売業 (��) �
ネッツトヨタ浜松 	�キクタニミュージック ���富士和商事

��アオキスーパー ��ネッツトヨタ東名古屋 	�郡上ガス ���マルエイ

��アペックス ��ホンダ四輪販売三重北 		クロッグス ��	三重交通商事

��柿安本店 ��三重スバル自動車 	�コメジ・ソシオ ���メディカル一光

��カネ美食品 ��三重ダイハツ販売 	
コメ兵 ��
山善商店

注 カッコの数字は中経企業年鑑���������の�����に掲載された企業数であり､ �年
分の売上高､ 経常利益､ 当期利益の掲載がない企業は削除している｡
中部経済新聞社 (����) より選択
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付録� 東京､ 大阪､ 名古屋の小売り上場企業リスト
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�. はじめに

筆者は別稿において､ 製造卸企業��社におけるインタビュー調査に基づき､

岐阜市問屋町を中心とした婦人アパレル産業集積内ネットワークのメカニズム

について分析した (田中 [����])｡ 製造卸企業はアパレル製品の企画・開発か

ら生産・販売までを行うが､ 実際の生産は自ら担当するのではなく､ 生地や付

属品等の商社や縫製企業等の専門企業に依存している｡ 各製造卸企業はこうし

た専門企業との取引を通じて産業集積内において生産ネットワークを形成して

いる｡ 同集積内ネットワークは､ 全体としては広範かつ重複する取引関係のネッ

トワーク (全体ネットワーク) を形成しながらも､ それは各製造卸企業を中心

とした比較的強い関係を持つより有機的な複数の個別ネットワーク (部分ネッ

トワーク) から構成されている｡

以上を踏まえ､ 本稿の目的は､ こうした集積内の生産ネットワークの形成に

ついて歴史的な考察を行うことにある｡ 本稿の構成は以下の通りである｡ まず

第�節において､ 田中 [����] に基づき､ 本稿が対象とする岐阜婦人アパレル

産業集積の現在の集積内ネットワークの実態について概観する｡ 次に第�節で

は､ 本稿が参照とする資料､ ならびに既存研究の簡潔なレビューを行う｡ 続く

―��―

[論 説]

岐阜婦人アパレル産業
集積内ネットワークに関する歴史的考察

田 中 英 式



第�節では､ 集積形成の時期まで遡り､ 集積内の生産ネットワークの形成・変

容のプロセスについて考察する｡ ここでは､ 集積創出の初期段階に既に形成さ

れた生産ネットワークが､ その後様々な変容を経て､ 現在でも基本的に同様の

まま存続していることを示す｡ 次に第�節では､ そうしたネットワークの形成

要因について分析する｡ ここではネットワーカーとしての製造卸企業がいかに

して取引先とのネットワークを形成してきたか､ および同集積において特徴的

な縫製ネットワークがなぜ形成されたのかについて議論する｡ 最後に第�節で

本稿の議論を要約し､ 結論を述べる｡

�. 岐阜婦人アパレル産業集積内ネットワークの概要�

まず岐阜アパレル産業集積の現在の集積内ネットワークの実態について確認

しておこう｡ 図�は田中 [����] における調査対象企業の一つである婦人アパ

レル製造卸企業�社の分業ネットワークの概念図である｡ �社の場合､ まず

購入品として､ 生地が�社､ ボタン・ファスナー等�社､ および裏地・芯地�

社と取引がある｡ また外注先として､ 裁断が�社､ プレス�社､ および縫製�

社と取引がある｡ 同集積においては､ 各製造卸企業がともにこうした個別の取

引関係を構築している｡ インタビューによると､ 一部の取引先については主に

生産量の調整のためにスポット的な関係もあるが､ 概ね取引先との関係は長期

―�	―

図� �社の分業ネットワーク

出所：田中 [����]



的､ かつ固定的なものであるとのことであった｡ 特に縫製に関しては､ ほとん

どの製造卸企業が規模の小さな縫製業者と専属の関係を構築している｡

それでは､ こうした各企業個別の取引関係は､ 産業集積全体としては､ どの

ようなネットワークを形成しているであろうか｡

図�は､ インタビューで得た主要取引先の企業名の情報をもとに作成した製

造卸企業��社を中心とする生地業者と付属品 (ボタン・ファスナー､ 裏地・

芯地等) 業者との企業間の生産ネットワークの全体構造である｡ 上述のように､

縫製業者は基本的に各製造卸企業の専属のため､ 図�からは割愛している｡

図�から明らかなように､ 同集積では､ 複数の企業､ 取引先が交錯し合う広

範な分業ネットワークが形成されている｡ つまり各製造卸企業が取引をしてい

る専門企業が重複していることによって､ 各製造卸企業の分業ネットワークは

飛び地として存在するのではなく､ 集積全体のネットワークが形成されている｡

この全体ネットワークの特徴としては､ 以下の�点が指摘できる｡ 第�に､ 集

積外部の生地業者との取引が占める比率が高いという点である｡ 生地業者��

社のうち､ 京都・大阪を中心とした岐阜県外の業者が��社と半数を占めてい

る｡ 特に､ テ�社､ テ��社､ テ��社､ テ��社､ テ��社などは､ 複数の製造

卸企業と取引関係がある｡ 第�に､ 付属品業者は集積内部に立地しており､ 付

�社 (取引関係のある製造卸企業は�社)､ 付�社 (同�社)､ 付�社 (同�社)

等に取引関係が集中している｡

以上のように､ 同集積内ネットワークは､ 全体としては広範かつ重複する取

引関係のネットワーク (全体ネットワーク) を形成しながらも､ それは各製造

卸企業を中心とした比較的強い関係を持つより有機的な複数の個別ネットワー

ク (部分ネットワーク) から構成されている｡ 上記のように､ 本稿の目的は､

こうした集積内の生産ネットワークの形成について歴史的な考察を行うことに

ある｡

岐阜婦人アパレル産業集積内ネットワークに関する歴史的考察

―��―
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�

図� 製造卸企業を中心とした企業間の生産ネットワーク

注：( ) 内の数字は取引企業数を指す｡ また､ [ ] 内は当該業者の本拠地を示す｡ それ
ぞれ､ 大は大阪､ 京は京都､ 群は群馬である｡

出所：田中 [����]



�. 岐阜アパレル産業集積の歴史に関する資料・既存研究

岐阜アパレル産業集積の歴史に関する主要な史料・既存研究としては､ 以下

のものが挙げられる｡ まず郷土史関連として､ 岐阜県の 『岐阜県史』 では､

｢通史編：現代｣､ ｢通史編：続現代｣ (岐阜県 [����､ ����]) の中で繊維産業､

およびアパレル産業の歴史が概説されている｡ また ｢資料編：現代二｣ (岐阜

県 [����]) にもアパレル産業集積に関する調査資料の抄録が収録されている｡

同様に岐阜市による 『岐阜市史』 の ｢通史編：現代｣ (岐阜市 [����]) におい

ても繊維産業､ 縫製加工業､ および問屋街の歴史について概説されており､

｢資料編：現代｣ (岐阜市 [�����]) には関連資料が収録されている｡ さらに

岐阜県の経済史を扱った高木 [��	
] は､ 戦後の繊維工業史の中で､ ｢繊維加

工業の発達｣ として､ 問屋町の集積形成について述べている｡ 業界史関連とし

ては以下のものがある｡ まず岐阜繊維問屋町連合会結成��周年記念として出

版された 『問屋町の歩み：岐阜産地の人々』 (東海繊維経済新聞社 [����]) で

は､ 終戦直後の産地形成から����年までの歴史が概説されている｡ その後､

岐阜繊維問屋町連合会は����年に公益法人化し､ 社団法人岐阜既製服産業連

合会となる｡ この岐阜既製服産業連合会が���	年に発行した 『岐阜既製服産

業発展史』 (岐阜既製服産業連合会 [���	]) では､ 終戦直後から����年まで

の歴史がまとめられている｡ さらに岐阜既製服産業連合会は����年に岐阜ファッ

ション産業連合会へと名称を変更する｡ 岐阜ファッション産業連合会が法人化

��周年記念として出版した 『岐阜ファッション産業発展史』 (岐阜ファッショ

ン産業連合会 [���	]) では���	年から����年までの歴史が概説されている｡

また岐阜県や岐阜市､ および岐阜アパレル協会等がアパレル企業や縫製企業

に対して行った実態調査報告書等も史料として活用できる｡ 主なものとしては､

岐阜市の 『岐阜縫製加工実態調査報告書』 (岐阜市 [�����])､ 『岐阜アパレル

産業・縫製加工業実態調査報告書』 (岐阜市 [����])､ 岐阜県シンクタンクの

『岐阜・衣服 (アパレル) 産業の生産・流通構造とその展開方向』 (岐阜県シン
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クタンク [����])､ 岐阜アパレル協会の 『岐阜アパレルの進路』 (岐阜アパレ

ル協会 [����]) 等がある｡

最後に学術研究では､ 特に同集積の歴史を扱った研究として荻久保・根岸

(編) [����] がある｡ 同書は､ 当事者による地場産業形成についての証言集を

作成するという目的から､ 後述の ｢ハルピン街｣ からアパレル産業集積形成へ

と至る時期の創業者を対象として､ 起業時の状況とその後の事業展開に関する

インタビュー調査を行っている｡ また歴史研究ではなく､ 各年代におけるタイ

ムリーな研究として同集積の実態や課題について議論しているものとしては以

下の研究がある｡ 有田 [����]は､ 主に����年に行ったアンケート調査結果の

データに基づき､ 岐阜アパレル産業の産地構造について分析している｡ 同様に､

独自のアンケート調査から岐阜アパレル産業の現状や問題点について分析して

いる研究としては､ 野原・中垣・浜川・猿田・山下・塚本 [����] (����年の

アンケート調査)､ 佐藤 [����] (����年のアンケート調査)､ および村上・今

井 [���	] (���
年のアンケート調査) 等がある｡ その他､ 根岸 [���	] や間

仁田 [����] は岐阜アパレル産業の国際展開について分析している｡ また小池

[����] は､ 特に製造卸企業を中心とした生産・販売ネットワークの観点から

同集積の発展過程を分析している｡

本稿では､ 以上の資料､ ならびに既存研究を参照し､ 同集積内の生産ネット

ワークの形成について考察していく｡

�. 集積内生産ネットワークの形成・変容プロセス

(�) 集積内生産ネットワークの形成

① ハルピン街の建設�

例えば､ 共に古くからの綿産地としての伝統に基づき､ ジーンズの産業集積

が形成された岡山県の児島地区や､ タオルの産業集積が形成された愛媛県今治

市など他の国内繊維アパレル産業集積と比較すると､ 岐阜市問屋町の婦人アパ
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レル産業集積の形成プロセスは独自の特徴を有している｡ 同集積は上記二つの

ような伝統的な産地型の産業集積ではなく､ 戦後の引揚者による古着商を中心

とした販売業者の集積として形成された｡ まずは集積それ自体の形成プロセス

からみていこう｡

終戦時､ 岐阜県への引揚者を援護する施設として､ 国鉄岐阜駅前にバラック

造りの簡易宿泊所が作られた｡ この簡易宿泊所の西隣りに旧満州からの引揚者

を中心にいわゆる ｢ハルピン街｣ が形成された｡ すなわち､ ハルピン岐阜県人

会の高井勇､ 川村一正､ 青井正次らの引揚者が中心となり､ 岐阜駅前に飲食店

を中心とする商店街が建設されたのである｡ ����年､ 飲食営業緊急措置法に

よって食料の闇販売が本格的に禁止されると､ ハルピン街の人々は古着商の鑑

札を入手して軍服､ 毛布などの旧軍の払い下げ物資のほか､ 全国から古着を買

い付け販売するようになった｡ 同時に近隣の一宮や羽島に買付に出かけて入手

した素材を加工して､ ズボンやもんぺ､ 背広の新品を製造する現在と同様の製

造卸商も生まれた｡ 当時は､ 衣料品を作れば売れるという時代であり､ ����

年から��年頃にかけて､ 岐阜駅前に��町���余の商店が集積し､ 岐阜繊維問

屋街を形成していた｡

② 集積内生産ネットワークの形成

次に､ 集積形成の初期段階における集積内ネットワークの状況について､

����年代半ばから��年代半ばのデータから確認しておこう｡ 高木 [����] に

よると､ ����年時点における岐阜駅前の繊維問屋街の状況は下記の通りであっ

た｡ 同街には約���軒の商店が立地し､ 販売額は年間���億円であった｡ 特に

男子既製服､ ジャンパーの生産が中心であり､ 同街では､ 男子既製服業者約

	��軒､ 婦人子供服業者約�
�軒､ ジャンパー業者約��軒が主力となってい

た｡ さらに各問屋は裁断や仕立といった各種下請け業者を一問屋当たり平均約

	�軒擁していため､ 問屋街に関係する従業員は約�万人､ 加工用ミシン約�

万台と多数に及んだ｡
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また､ 十六銀行の����年のレポート ｢岐阜繊維問屋街の現状｣�によると当

時の生産・販売の状況は以下のようなものであった｡ まず生産に関して､ 問屋

町の業者の��％以上は､ 自家工場を持たず､ 下請工場のみに依存している｡

下請工場は特定業者のための専属形態をとっているものはほとんどないため､

繁忙時には下請工場の争奪が行われ､ 下請工場も加工賃の多寡により業者を換

え安定性がない｡ 原反の仕入に関しては､ 隣接の尾西尾北の製品を相場の上げ

下げを見て最もよい時機に買い入れている｡ デザイン・色彩に関しては､ 販売

先の交渉を受けることなく､ 業者独自に研究開発を行っている｡ 販売先は地方

の卸商・小売商であり､ 九州北海道が�位､ 次いで東北､ 山陰､ 北陸､ 中国地

方の順となっている｡

表�､ ならびに図�は､ 岐阜市が岐阜繊維問屋町連合会と協力して����年

に実施した実態調査�から､ 当時の同集積における縫製の状況と仕入商品の地

区別割合を示したものである｡ 表�から明らかなように､ 製造卸企業の自家縫

製工場の縫製能力に関しては､ 製造加工賃､ ミシン保有台数､ 従業員数のいず

れにおいても集積全体の縫製能力の��％未満であり､ 専属縫製工場､ および

―��―

表� ����年時点における縫製の状況

商品の製造加工賃
年間支払額 (万円)

ミシン保有台数 従業員数

自家縫製工場
(構成比)

�	��� 	��	 	���

�
��％ �
��％ �
��％

専属縫製工場
(構成比)

	����� ��	�	 �����

��
��％ ��
��％ ��
	�％

下請縫製工場
(構成比)

		���� ����� ����

��
�	％ 	�
��％ ��
��％

合 計
(構成比)

����	� ����� 	����

���％ ���％ ���％

出所：岐阜既製服産業連合会 [����] �
���より作成



下請縫製工場によって��％以上の縫製が行われている｡ また､ 図�によると､

岐阜､ 一宮､ 名古屋と近隣地域からの仕入れが��％を占める一方で､ 既にこ

の時期から大阪が����％､ 京都が����％と仕入先地域として一定の比率を有

していることがわかる｡

以上のように､ 同地域では､ ��	�年代半ばから��年代半ばの集積形成の初

期段階において､ 既に現在とほぼ同様の仕入や外注の生産ネットワークが形成

されていたことが推察できる｡ 次に以上のように集積創出の初期段階において

形成された集積内ネットワークのその後の変容プロセスについて見ていこう｡

ここでは､ 特に顕著な変化として､ ����年代における大手アパレル企業の成

長､ および����年代に本格化した縫製部門の海外展開の
点に焦点を当てる｡
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図� 仕入商品の地区別割合

出所：岐阜既製服産業連合会 [���	] ��		�より作成



(�) 集積内生産ネットワークの変容

① ����年代における大手アパレル企業の成長�

有田 [����] は､ ����年から��年までを､ 問屋による自家工場建設ブーム

の時期としている｡ この時期には､ 自社系列下の量販店へアパレル製品を大量

供給するために大手�商社 (丸紅､ 伊藤忠､ 伊藤万､ 蝶理､ 日綿実業) が岐阜

に進出した｡ このことは人手不足による縫製業者の工賃値上げ要求へとつながっ

た｡ こうした縫製加工賃問題に対して､ 問屋側は､ 自家工場の建設､ 問屋と商

社の共同出資による大型縫製工場の建設､ 下請の専属化等に乗り出した｡ その

後､ ����年から��年にかけて､ 問屋町で倒産が続出したが､ 他方で､ 量販店

の展開にうまく結びついた少数の企業が量販店の店舗展開とともに大手企業へ

と成長し､ 企業間格差が明確化していった｡

以上のように､ ����年代を通じて､ 同集積においては､ 自家縫製工場建設､

および量販店との結びつき等によって一部の大手アパレル企業が成長した｡

② 縫製部門の海外展開

佐藤 [����] は､ ����年以降､ 岐阜アパレル産業において工場の地方分散

や海外への生産委託が始まったと指摘している｡ ここでは､ 岐阜アパレル業界

の海外展開に伴う構造変動を分析した根岸 [����] を参照に､ ����年代から

の海外展開と集積内ネットワークの変容についてみていこう｡

岐阜アパレル協会が����年に所属企業��社に対して行ったヒアリング調

査�によると､ ����年時点で調査対象企業のうち��社が海外調達を行ってい

た｡ これらの企業のうち､ 海外調達の開始時期が判明する�	社の中で､ ��社

は����年までに海外調達を開始していた｡ その際の調達形態はほとんどすべ

てが商社を介した委託加工ないし製品仕入であった｡ また､ 海外調達の主な要

因は､ コスト､ および生産の確保であった｡ こうしたアパレルメーカーの海外

調達の動きは､ ����年代半ば以降の縫製メーカーの海外進出へとつながった｡

当初､ 縫製メーカーの海外進出は､ アパレルメーカーによる切り捨ての回避を

―
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目指した防衛的なものであり､ アパレルメーカーの海外調達に協力するかたち

をとった｡ しかし､ 直接投資を通じた海外縫製工場の経営が軌道に乗ると､ 従

来のアパレルメーカー依存から脱却し､ 自らアパレルメーカー化する縫製企業

も現れた｡ ��年代を通じて大手アパレルメーカー､ および縫製メーカーの海

外展開は加速化し､ 集積内ネットワークの中で縫製部門は海外移転されていっ

た｡

(�) 小括

ここで､ 以上見てきた集積内生産ネットワーク形成・変容のプロセスを要約

しておこう｡ 終戦直後のハルピン街の古着商の集積を起源とする問屋町のアパ

レル産業集積では､ 既に����年代半ばから��年代半ばの時期にかけて､ 製造

卸企業を中心に現在と同様の生産ネットワークが形成されていた｡ その後､

����年代を通じて､ 一部の製造卸企業が自家縫製工場を建設し､ 量販店の全

国展開とともに大手アパレル企業へと成長した｡ さらに����年代以降は､ 大

手アパレル企業の海外展開､ その後縫製メーカーの海外進出が続き､ 集積内部

の縫製部門が海外移転された｡ 縫製部門の海外移転によって､ 問屋街のアパレ

ル産業集積の縮小傾向は加速化していったが､ 比較的規模の小さな従来からの

製造卸企業は､ 集積内部に止まった小規模な縫製業者と結びつき､ 国内生産ネッ

トワークを維持したのである｡

次節では､ 集積形成の初期段階において､ なぜ上記のような生産ネットワー

クが形成されたのか､ その要因について考察する｡

�. ネットワークの形成要因

(�) 製造卸企業のネットワーク構築

まずはネットワーカーとしての製造卸企業が､ いかにしてこうした生産ネッ

トワークを構築したのかという点から考察していこう｡ ここで考えられるのは､
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以下のような仮説である｡

戦前から岐阜県内や近隣の一宮では織物産地として繊維アパレル産業の基盤

を有していた｡ 上述のように､ 終戦直後の時期に､ ハルピン街において一部の

先駆的な企業家達が古着から新品の衣類を販売し､ 新たなビジネスチャンスを

顕在化させた｡ こうしたビジネスチャンスが顕在化したことにより､ 岐阜周辺

において従前から繊維アパレル産業の経験を持ち､ 一定の知識やコネクション

を持った人々が問屋町に引き寄せられたのではないだろうか｡ 以下では､ 上記

の東海繊維新聞社 [����] に基づき､ この仮説を検証していこう｡

東海繊維新聞社 [����] には､ ｢岐阜産地の人々｣ として､ 岐阜繊維問屋町

連合会に関連する企業家���名のプロフィールと略歴､ 会社概要が記載されて

いる｡ この���名には､ 問屋町の製造卸企業を中心に､ その他縫製加工業､ 付

属品・縫製資材卸業､ 紡績・織物業､ 不動産業等の企業家が含まれている｡ こ

のうち､ 問屋町､ およびその近隣に所在の製造卸企業の創業者���名について､

創業年､ および創業前の職業を集計した�｡ 集計結果は表�の通りである｡ ま

ず創業前の職業に関して､ 全体の��％が繊維・アパレル関係の職業の経験者

である｡ 創業年代別にみると､ その他の職業が繊維・アパレル関係を上回って

いるのは､ 終戦直後の����	��年の期間のみであり､ 以降は一貫して繊維アパ

レル関係者の創業者の数が､ その他の職業の創業者の数を上回っている｡ 上記

のように����－��年の期間はハルピン街の期間であり､ 古着商から問屋町の

集積が形成された時期である｡ この時期には､ 復員後に裸一貫から古着商を開

始した企業家が多く､ 戦前の職業も製鉄所や電気技術者､ 教員など様々である｡

創業数が最も多いのは､ 続く����	
�年の期間であるが､ この期間には､ そ

の他の職業��名に対して､ 繊維・アパレル関係が��名と約�倍となっている｡

さらに続く��
�	
�年の�年間も三番目に創業数が多いが､ この期間において

も､ その他の職業
名に対して､ 繊維・アパレル関係が��名とやはり約�倍

である｡ 繊維・アパレル関係の主な職業としては､ 岐阜県内の呉服店や注文洋

服店､ 名古屋の問屋や縫製工場､ 一宮の毛織物会社､ 大垣の紡績会社などであ

―��―



る｡ また京都の呉服店や織物商社､ および大阪の繊維関連商社や問屋等関西で

の繊維アパレル関係の経験を持つ企業家 (��名) も多い｡

以上のように､ あくまで限定的なデータに基づく分析ではあるが､ これら期

間においては､ こうした繊維・アパレル関係の経験を持つ企業家達が､ 問屋町

周辺の既製服販売の活況を見て参入していったことが推察できる｡ こうした企

業家達は､ 生地の仕入や縫製などについて､ 独自の知識とネットワークを持っ

ていたと考えられる｡ すなわち､ これらの企業家達が､ ネットワーカーとして､

岐阜県内・名古屋・一宮等の近隣地､ および大阪・京都等関西方面からの生地

の仕入､ 集積内部の縫製体制の確立といった面で生産ネットワークを構築して

いったと考えられる｡

(�) 縫製業の起源とネットワーク

次に､ 同集積において特徴的な多数の専属縫製工場､ および下請縫製工場を

活用した縫製のネットワークの形成について考察していく｡ まずは縫製業の起

岐阜婦人アパレル産業集積内ネットワークに関する歴史的考察
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表� 製造卸企業家の創業年と従前の職業

創業年
従 前 の 職 業

合 計
繊維・アパレル関係 その他の職業 不 明

�������年 � �� － �	

�����	�年 �� �� 
 ��

��	��	�年 �� 	 
 ��

��		�	�年 	 
 － �

��	����年 � － － �

������
年 
 � － �

����年 � － － �

合 計
(構成比)

��

(��％)

	

(
�％)
�

(�％)
���

(���％)

出所：東海繊維新聞社 [����] ���	���
から筆者作成



源についてみていこう｡

����年に岐阜市が市内の縫製加工業者���人に対して実施したアンケート

調査 (岐阜市 [����]) では､ 創業時期と従前の職業について質問している

―��―

表� 岐阜市の縫製加工業者の創業時期

����年
以前

����	

��年
����	

��年
����	

��年
����	

��年
����	

��年
����	

��年
����年
以降

合計

個人 
� 
� �� �� �� ��� �� �� ���

合名 － � － － － － － － �

合資 � � － � 
 － － － �

有限 � � � － � � � � ��

株式 � � � � � � � － 
�

企業組合 � �� � � �� � � － ��

協業組合 － － － － � － � － 


合計 �� �� �
 �� ��� ��� �� �� ���

順位 � � � 
 � � � �

出所：岐阜市 [����]､ �
�

表� 岐阜市の縫製加工業者の従前の職業

個人 合名 合資 有限 株式
企業
組合

協業
組合

合計 順位

繊維関係からの独立 ��� － � � �� 
� 
�� �

親兄弟からの引継 �� － � � 
 � 
� �

農業 �� － � � � �� �

商業 �� － � � � �� �

工業 � － � � �� �

サラリーマン �� � � � � � ��� �

その他 
� － � � � � �� 


合 計 ��� � � �� 
� �� 
 ���

出所：岐阜市 [����]､ �





(表�・�参照)｡ 創業時期のピークは�������年の時期であり､ 特に大半を占

める個人企業は､ ���	年以前の時期から右肩上がりで創業件数が増加してい

る｡ 従前の職業に関しては､ 繊維関係からの独立が���件で全体の	�
�％と

圧倒的に多い｡ このように岐阜のアパレル産業集積においては､ ����年代ま

での間に､ 繊維関係から独立した多数の個人企業が創業された｡

こうした縫製企業の起源に関して､ 東海繊維新聞社 [����] は､ 当初の岐阜

アパレル産業集積の縫製を担ったのは､ ｢戦前から岐阜に在住していたテーラー｣

であったと指摘している｡

彼らは､ 名古屋､ 大阪､ 京都などの洋服店に徒弟奉公をして技術を身に付け

た洋服技術者､ 洋裁出身者であり､ 敗戦によって岐阜に帰郷していた｡ こうし

たテーラーが問屋街の業者の注文に応じて縫製を行ったのである｡ 当初は､ 問

屋町の製造卸から､ ｢金はいくらでも払う､ 何でもいいからつくってほしいと

拝むようにして頼｣�まれる状況であった｡ その後､ 問屋町の発展とともに､

他の業種からの転向も含め､ 縫製業者の数も増加していったが､ 岐阜産地に特

徴的なことは､ その過程で､ 縫製部門が家庭の主婦の内職等､ 社会的に拡大し

ていったことである｡ 例えば､ こうした内職に関して､ 前述の荻久保・根岸

(編) [����] には縫製関係者の次のような発言がある�｡

これは岐阜独特なんですけど､ 奥さんが ｢ちょっと内職やりたいから｣

といってミシンを貸りて､ 部分縫いをする外注さんがあるわけです｡ 例え

ば､ 袖だけとか､ 襟だけといった外注さんが作った部品を持ってきて､ 工

場で組み立てて製品として納めるということが一番効率的で良いわけです｡

そうした工場さんの中には､ �人で一枚全部形に縫っちゃうという ｢一

枚縫い｣ という外注さんもあり､ それをやると､ だいたい月に何��万円

という結構いいお金になるわけです｡ 私のおつき合いしている何人かが､

｢お父さん､ もう安い給料で会社勤めしているようだったら手伝ってよ｡

手伝ってくれると､ 私一生懸命縫いに専念すれば､ お父さんは外に外注さ

岐阜婦人アパレル産業集積内ネットワークに関する歴史的考察
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んの工程をもうひとつ作って､ そこを形にしていけば､ 工場になっていく

んではないか……｣ ということで工場を始めた方が結構おるんです｡

こうしてどんどんと子請・孫請・ひ孫請が増えていき､ それが今の岐阜

産地としての相当な戦力になっていったと思うんです｡

こうした内職による縫製が､ ｢下請けの下請という岐阜にみられる特殊な形

態｣��の生産ネットワークを形成した｡ このように家庭の内職にまで縫製が浸

透した背景には､ 上記のように ｢作れば売れる｣ という問屋町の製造卸企業の

販売の活況があったであろう｡

以上のように岐阜アパレル産業集積においては､ 問屋町販売の活況により､

ネットワーカーとしての製造卸業者に引っ張られる形で､ 独自の縫製ネットワー

クが形成されたのである｡

�. おわりに

以上､ 本稿では､ 岐阜市問屋町を中心とした婦人アパレル産業集積内ネット

ワークがいかにして形成されたのかという点について歴史的な考察を行った｡

最後に本稿の議論を要約しておこう｡

同集積は､ 終戦直後のハルピン街の古着販売をその起源とするが､ 既に集積

形成の初期段階から､ 製造卸企業を中心とした現在とほぼ同様の集積内ネット

ワークが形成されていた｡ その後､ 大手アパレル企業の成長や縫製部門の海外

移転によって集積内ネットワークは変容してきたが､ 比較的小規模な製造卸企

業と縫製企業によって国内生産ネットワークは維持された｡ また､ こうしたネッ

トワークの形成要因として本稿では､ ①集積形成の初期段階において､ もとも

と繊維・アパレル関係の経験を有する製造卸企業家達がネットワーカーとなっ

たこと､ および②問屋町の販売の活況に引っ張られる形で独自の縫製ネットワー

クが形成されたことの�点を指摘した｡

―��―
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�：はじめに

本稿の主な課題は､ 産業化や企業経営および企業成長に関する歴史的分析と､

空間経済学的分析との融合をはかることを目的として､ 経済史分析および経営

史分析において有効に機能する時空間モデルの構築を試みることである｡ その

ために本稿では､ 経済史・経営史分析における空間的な理解､ 把握をおこなう

前提として､ 経営者 (企業家) の出身 (出生) 地と起業地との関係､ および経

営発展とその衰退といった企業経営の動向に注目して､ 時空間モデルの創造お

よびその提示をおこなう｡ 本稿におけるモデルの提示は､ 今後共著者が経済史・

経営史分析と空間経済学的分析の融合をはかりつつ研究をおこなっていくため

の嚆矢として位置づけられるものである｡ なお今後､ まず中京圏を中心として､

戦前期における鉄道､ 電力のようなインフラ産業を対象として�､ その経営者

(企業家) の企業者活動および企業経営のあり方に関して､ 本稿で提示したモ

デルを応用しつつ研究をおこなっていく予定である｡

―��―

[論 説]

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて
企業経営者の出身地と起業地､ および企業経営の動向に注目して

神 頭 広 好
石 井 里 枝



�：基本的な理解

―時間､ 移動および企業行動に関する空間的な理解に向けて―

はじめに､ 時間､ 移動および企業行動に関する空間的な理解について簡単に

述べることにしよう｡ まず､ われわれに時間が平等に与えられているとして､

すべての移動は地理的距離で測られることができる｡ そして､ そこでの企業行

動は垂直的に行動するものと仮定するならば､ 地理的距離＋垂直方向に向けら

れる企業組織の拡大 (すなわち､ 距離) は�次元で表すことができる｡ 物理学

における光の速度でなくても､ 共通の不変速度を設定することによって､ 空間

が決められると時間が決められることになる�｡ ここでは､ 相対的に小さな空

間を扱うため､ 時間は絶対時間を指している｡ そして､ ローレンツ変換�は､

決められた時間の中でそれぞれの主体が空間を形成していることを示している｡

(以下の図�参照)

なお､ 経済・経営的解釈からは､ �軸が垂直なため､ 単独で行動するよりは

組織によって行動する方が､ 規模の経済�が働くことになる｡ そして､ それに

よる最大の時間の節約は垂直の時に達成される｡ また�軸が��度以上になる

と過去に戻ることになるから､ そのようなことは現実的にはありえないことに

なる｡ それゆえ､ 時間を経営者および企業の経験と考えるならば､ 経験の積み

重ねと同時に企業組織が拡大していくことを示しているといえる｡ さらに､ 空

間の速度を一定としているために､ 時間は直角三角形の斜辺となる｡ (以下の

図�参照)

暗黙的な仮定として､ 組織力 (企業の需要としての市場の時空間的大きさに

相当)､ 雇用は生産に比例することから､ このような分析の対象となる産業と

しては､ 雇用と生産が比例する産業､ すなわち製造業､ 商業およびサービス業

といったものがその対象となる｡ ただし､ 生産という概念からは若干遠いが､

情報産業に関しても､ 情報サービス業のネットワークを組織と考えると､ この

業種も説明可能となる｡ 今後共著者がおこなっていく研究においては､ 歴史的

―��―



分析を予定しており､ ある程度の時間的なひろがりを想定している｡ また､ 企

業経営の展開のなかでは､ 必ずしも順調な展開がおこなわれるというだけでは

なく､ 企業統治上のさまざまな問題に直面する場面や､ 経営上の危機に直面す

る場面もある｡ このような諸問題について､ 以下に示した図�および上記の理

解は､ その時空間的な解釈を可能にしてくれるのである｡

�：同時性を考慮した組織に関する一般空間理論

では次に､ 実証研究の前提としての同時性を考慮した組織に関する一般空間

理論についての説明をおこなうことにしよう｡ まず､ 当該モデルの構築に際し､

以下の (�) から (�) までの諸仮定が設定されることになる｡

(�) 時間は､ 全ての人に同時に与えられている｡ 行動そのものが時間である｡

(�) 空間は､ 一定の速度で最短の時間距離で拡がっていく｡ (光の速度が一

定であることに等しい)

(�) 経営者となる人が地域の選定と組織を構築するためには時間が必要であ

る｡

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて
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図�

注) この図は､ 地域が異なる�人の経営者が､ 同時間で構築された企業
の位置と大きさを示している｡



(�) 組織による経営は､ 個人 (単独) 経営よりも規模の経済を生み出すため

に､ 常に最大の時間を節約するように行動する｡ それゆえ組織は水平軸

(地理空間) に対して垂直の軸を形成する｡ そこでは､ 時間を戻すこと

はできないことを意味する｡

(�) 経営者は時間を使って組織を大きくするが､ 時間 (または経験) を有効

活用しないと､ 衰退して組織が消滅する場合がある｡ 有効に時間が使わ

れれば復活も可能である｡

上記 (�) から (�) までの仮定をふまえると､ 以下の図�を描くことができ

る｡ ただし､ 時間は経験と比例することから､ ここでは時間と企業組織とが比

例するケースが描かれている｡ また､ 時間と空間 (ここでは市場としての空間)

―��―

図�

注) 上図は､ 単独の行動よりも組織は､ 規模の経済が働くために時間が節約されることを示
している｡ また､ 出身地は少なくとも�単位の距離を有している｡ そこには移動に要し
た時間が存在するが､ それは微々たるものとしてここでは無視されている｡ �時点にお
ける出身地での完成された組織の大きさは�軸の�であり､ 出身地から離れて創業した
企業の組織の大きさはアミカケの部分を示す｡



は比例的である｡ それゆえ､ 空間と企業組織は時間と比例することを示してい

る｡

ここで､ 図�の説明は以下の (�) から (�) の通りとなる｡ なお､ 現実を反

映した距離を�次元平面のもとで説明するが､ 同時出発のケースでは､ 時間不

変を約束されるのは平面座標において､ �と�を交換した�つの座標の場合だ

けしか成立しないことに注意を要する｡

(�) 出身地は､ 創業者の出生地である｡

(�) 完成地 (または組織が成熟した地点) における時間について

�＝√‾‾‾‾‾��＋��＋��

ただし�≠�､ �≠�､ �≠�､ 立地点 (���) は平面座標､ �は (���)

での組織力の大きさを示す｡

完成地としての空間は､ 地理的空間と経営空間が止まっている所で､

完成された空間を示す｡ 完成地を現在の立地点と経営空間とすると解釈

しやすい｡

(�) 創業地における時間�について

��＝√‾��√‾���

この式は､ 幾何平均＜－算術平均から導かれたものである｡ この式から､

創業地空間は､ 地理空間と経営空間としての組織との相互作用が始まる

ところを意味する｡ 実際には､ 本社＝支社の状態を示している｡

以下では､ �つの代表的ケース (���) を示す｡

(�) 出身地に創業のケース (�軸のみで説明される)

�＝�＝�､��＝�､ �＜�

集積の経済の観点から､ 出身地が大都市であれば都市化の経済が､ ない

場合は地域特化の経済が生まれやすい｡

(�) 創業地と完成地が一致するケース (	�度線で説明される)

�＝�＝�､ �＝��

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて
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本社が立地するケースで､ 地域のおおきさによって地域特化の経済と都

市化の経済のどちらも生まれやすい｡

空間が小さい場合は､ 常に出身地での創業が組織を大きくする｡ 他の地

域における組織の√�倍である｡

これらについて図示したものが以下の図�となる｡

上記の図�をアルファベット表記にした図が､ 以下の図�になる｡

―��―

図�

注) 上図の水平軸 (�―�) は出身地からの距離を示している｡ (以下の図同様)

図�



ここで､ 経営者の出身地に創業する組織 (ここでは仮に ｢地域特化型組織｣

と呼ぶことにしよう) と､ 都市空間を重視した ｢都市特化型組織｣ の大きさを

比較してみることにしよう｡ 以下の図�を参照されたい｡

図�において､ 地域特化型組織の大きさは�の距離を乗じた��(＝�＝�＋

�) であり､ 都市特化型組織の大きさはアミカケの台形の面積 (＝(�＋�
� )�)

である｡

ここで､ 三角形���と三角形���	とが相似であることから､

�＝ �

�＋�

＝�

�

を導くことができる｡

また､ �＝�－��＝√‾‾‾‾‾�＋��＋��－√‾��√‾��として､ これを図示すると､ 以下の

図�が描かれる｡ ただし､ ��＜－＜－���､ ��＜－�＜－���､ �＝��である｡ この図か

らは､ 出身地から創業地が遠方であるほど､ 創業から企業経営の完成までに時

間が費やされているということが導かれる｡

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて
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さらに､ 地域特化型空間と都市特化型における組織は､ 以下 (�) から (�)

の�つのケースに分けられる｡ ただし､ ここでは面積を比較することになるの

で､ 出身地の距離は少なくとも�単位は存在する｡

(�) �＞(�＋�
� )��のケース

これは､ 地域特化型組織の大きさが都市特化型組織の大きさよりも大きい場

合である｡

(�) �＝(�＋�
� )��のケース

これは､ 地域特化型組織の大きさと都市特化型組織の大きさが等しい場合で

ある｡

(�) �＜(�＋�
� )��のケース

これは､ 都市特化型組織の大きさが地域特化型組織の大きさよりも大きい場

合である｡

―��―
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これについては､ 創業地および完成地における組織が大きく､ その間の (市

場としての) 空間が大きいほど都市特化型組織が地域特化型組織よりも大きい

ことを示している｡

上図から､ ピタゴラスの定理を用いると､ �は､

�＝√‾‾‾‾‾‾��－(�－�)�

で表される｡ これを用いて､ 創業時からの組織力はアミカケの台形の面積を示

しており､ これは､

�＝(�＋�
� )√‾‾‾‾‾‾��－(�－�)�

で表される｡ この式において､ 実際に単位をそろえることは難しいので､ あく

までも相対的に観察できる指標である｡ なお､ �は創業時の組織力､ �は現在

の組織力､ �は現在－創業年をそれぞれ示すことになる｡ ちなみに､ 経営空間

当たりの時間は､

�
�

で表される｡ もし仮に空間的距離が分からなくても､ 時間 (伝統とも置き換え

ることができる) と経営とにより､ 空間と調和することが可能になる｡

また､ 時間と組織力の推移については､ 以下の (�) から (�) のケースに分

けることができる｡

(�) 時間が組織に有効に使われずに衰退するケース

�＝(�＋�
� )�－(�－�)�

から､

�＝(��－�
� )�＝(��－�

� )√‾‾‾‾‾‾��－(�－�)�

を導くことができる｡ これについて図示したものが､ 以下の図�である｡
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(�) 衰退しながらも (追加された現在の) 組織力が残っているケース

衰退しながらも現在に残っている組織力を�とすると､ この企業の創業か

らの組織力は､ 以下の図�から､ アミカケの台形の面積

�＝ (�＋�)�
�

で表される｡ また､ �は､

�＝�－�
�
＋�＝�＋�

�

から

�＝��－�

で表される｡ ただし､ 現在の組織力が存在している状態は､ �＜�であり､ �＜

�＜�であることから､

�＜�
�
＜�

が必要条件となる｡ なお､ �＝��の場合は�＝�となり､ この場合においては､

―��―
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その時点における組織力はないことを意味する｡ この場合､ 組織を雇用に代え

れば分かり易い｡ たとえば､ 現在の雇用採用を中止することを意味する｡ ちな

みに�は時間を有効に使った場合の組織力 (組織の大きさまたは雇用の大き

さ､ 所得､ 生産水準など) を示している｡

�＝��－�

を求めることによって､ 企業の時間を有効に使った場合の組織力が導かれる｡

この企業の創業からの組織力であるアミカケの面積は､

�＝ (�＋�)�
�

＝ (��－�)�
�

＝ (��－�)
�

√‾‾‾‾‾‾��－(�－�)�

である｡ この式をもちいることによって､ これまでの企業の組織力が導かれる｡

(�) 組織力復活のケース

時間が組織に有効に使われずに､ 組織力が復活するケースは､ 三角形����

が二等辺三角形の時である｡

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて
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この時の組織力 (アミカケの面積) �は､

�＝( (�＋�)�

�� )���＋��
�

で表される｡ ただし､ �は経営危機が訪れた時間を示す｡ 本来であれば順調な

企業経営が行われるためには�がないことが望ましいが､ 図�から�時点を

機に､ 組織を立て直すことによって､ 発展させていくことを示唆している｡ 実

は､ 歴史分析においては､ この③のケース､ すなわち経営危機が訪れながらも

経営者の交代や企業合併などをつうじて適切な行動が行われた結果､ その後経

営が再建し､ 順調な企業経営の状況へと回復するケースが多々存在している�｡

そうしたケースと､ 上式とのあてはまりについては､ 今後の分析のなかで明ら

かにしていくことにしたい｡

なお､ 上式は､ 全てのケースに当てはまるが､ 下の図�は危機が�回訪れる

場合である｡ ちなみに�＝�であれば､ 順調に行っているケースであり､ �＝�

であれば衰退のケースである｡

他に､ 衰退と復活が繰り返されるケースとしては､ 以下の図��－�(経営不

―��―
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振が�回) および図��－�(経営不振が�回) に描かれている｡

�：時間有効利用度指数について

図��から､ ��から�は通常の時間軸であり､ これは時間 (または経験) が

最大限有効利用された場合の軸である｡ 一方､ ��から�は時間 (または経験)

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて
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が有効に使われなかった時間軸である｡ ここで�＝�＊－��は､ 経営不振の時間

を示しており､ 白い台形が組織のために時間が有効に使われなかった部分であ

る｡ これは時間の長さが決められていることから､ 白い台形があるか､ ないか

のどちらかである｡ それゆえ三角形����から白い台形の面積を引いたものが

有効利用された時間による組織であり､ 他の企業と比較するために､ これを三

角形����で除したものを�つの指標とした｡

時間有効利用度指数�は､

�＝�―白い台形の面積／三角形����で表される｡

白い台形の面積�は､

�＝��∫
�

�
���＝��[�

�

�]
�

	
＝��(�

�－	�

� )

である｡ ここで､ �＝
�－

��

であることから､ �は､

�＝�－

� (�

�－	�

� )
である｡

また､ �＊＝�
�

	から	＝�
�

�＊ から､ ��＝
�
�

�から�＝�
�

��であることから､

�＝(�－

� ) �

�� (�
＊�－��

�

� )
で表される｡ さらに､ 三角形����の面積�は､

＝(�－

� )�

である｡ したがって､ 経営不振が�回の場合の時間有効利用度指数�は､

�＝－�


＝�－�
�� (�

＊�－��
�

� )
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で表される｡ �＊は創業時から経営不振が終わるまでの時間､ ��は創業時から

経営不振が始まる時間を示す｡ ただし､ �＜�＜－�であることから､ �＜－�＊�－��
�

＜���を必要とする｡

経営不振が�回の場合の時間有効利用度指数�は､

�＝�－�
��( (�

＊�
�－��

�
�)＋(�＊�

�－��
�
�)＋…＋(�＊�

�－��
�
�)

� )

＝�－
Σ

�

�＝�

�＊�
�－Σ

�

�＝�

��
�
�

���

で表される｡ 右式の括弧内において時間を無駄にすることは､ 組織の成果がよ

り損なわれることになり､ 時間有効利用度指数が小さくなることを示唆してい

る｡ なお､ 第�項の ( ) 内の数値は不振時における時間の二乗差の中位値を

示している｡
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�：組織のランク・サイズ

今後､ ランク・サイズモデル�の分析もおこなっていく予定であるため､ こ

こでは企業経営に関する分析に用いるべきモデルの提示をおこなっていくこと

にしたい｡

まず､ 組織の完成時間 (現在) は､

�＝√‾‾‾‾‾��＋��＋��

で表される｡ したがって､ ランク�を最大の都市が創出される最小の時間距

離 (以後､ 創出時間距離) は､

���＝√�(������

�α )
�

�

である｡ この式の右辺は､ 地点と組織の相互作用を示している｡

ここで､ 東の方向を�､ 南の方向を�､ 組織の大きさを�とすると､ 最大の

組織については､ この式の�を�に置き換えると､

���＞－√�(������)
�

�

から､ ランク�の組織の創出時間距離は､

���＝√�(������)
�

�

である｡ ランク�の組織とランク�の組織との創出時間距離との関係は､ ラ

ンク�の組織の大きさを介すると､

���＝�√‾‾‾����

����

���

�
α
�

で表される｡ ここで､

����

����

�β

とすると､

���＝ ���

�
α�β
�
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で表される｡ また､ この式の係数を推計するために､ 対数に変換すると､

������＝������－
α＋β

�
����

となる｡

ここで､ 出身地からの移動の時間は､ 全体の時間からすると微々たるものと

考えて､��は創業年とする｡ この関数の適合性が高いならば､ 組織の大きさの

ランクによる創業地空間の時間がわかることになる｡

�：むすびにかえて―事例研究の可能性と今後の課題―

以上のべてきたように､ 本稿では､ 経済史・経営史分析と､ 空間経済学的分

析との融合をはかることを目的として､ 歴史分析において有効に機能する時空

間モデルの構築を試みた｡ そのために本稿では具体的に､ 経営者 (企業家) の

出身 (出生) 地と起業地との関係､ および経営発展とその衰退といった企業経

営の動向にまず注目して､ 時空間モデルの創造およびその提示をおこなった｡

さいごに､ 今後の課題について簡単にのべていくことにしよう｡

まずは､ 経済学的仮定にもとづくデータの収集に関しての問題である｡ 市場

としての空間は連続的であり､ 生産要素は企業を維持するのに十分に足りる条

件を満たしている｡ この点については､ 現在をどのように捉えるかという問題

がある｡ 経済分析では需要と供給が均衡していることを前提にしてデータ分析

をしているケースが見られる｡ 消費者で言えば効用最大化している状態で現在

を選択していることになる｡ 経済史・経営史分析においてもそれと同様に､ こ

こでは企業は利潤最大化の下で時間を節約するように組織を作り､ 運営してい

るということが前提になりうると考えられる｡ たとえば､ 今後分析をおこなう

予定である鉄道業に関して言うならば､ 都市鉄道の完成までの時間は､ �－��

であらわすことができる｡ 地方鉄道の完成時間はそのケースにより異なるが､

その地理的な距離は創業地―出身地となる｡

経済史・経営史分析における時空間モデルの構築に向けて

―��―



さらに､ 組織水準を表す代替変数とは何かといった点や､ 組織の効率性とい

う観点や時間を節約するという観点から､ どのような変数に代替できるかといっ

た点､ 時代によって組織が変化するために､ 時間の基点と空間の基点をどのよ

うに考えるか､ といった点についても､ モデル分析を行う上で配慮する必要が

あろう｡ とはいえ､ 本稿において提示した時空間モデルを今後経済史・経営史

分析に応用することによって､ 歴史分析において新たな地平を築くことができ

るのではないかと考えている｡ 冒頭でも示したように､ まずは共著者が現在居

住する地である中京圏を皮切りに研究をすすめることにするが､ 空間的なひろ

がりを前提として考える時空間モデルにおいては､ 中京圏にとどまらずに全国

的な分析､ さらには比較史的な分析をおこなうことが可能である｡ さらに､ 本

稿において提示したモデルにおいては､ 組織の大きさにも注目しており､ その

ような点からは､ 戦前期における大企業の典型例である財閥の経営力に関する

分析に応用することも可能である�｡ このように､ 本稿で提示した時空間モデ

―��―

図��

注) ここでは､ 出身地における組織の大きさは､ 明示されていないことに注意を要する｡



ルの応用として､ インフラ産業に関する分析にとどまらずに財閥の組織および

経営行動に関する分析をおこなうことができ､ さらには比較経済史・経営史分

析もおこなうことができるのである｡ ここで構築したモデル､ さらに今後新た

に構築する時空間モデルを用いてさまざまな実証を積み重ね､ 研究をすすめて

いくことが共著者の今後の課題となる｡

注

� 戦前期の地方におけるインフラ産業の経営および地域の産業化に関する研究としては､
石井 (����)､ (�����) などがある｡
� この考え方は､ 神頭 (����) にもとづいている｡
� これについては､ ��	
���	(���) をはじめ､ 時間と空間を扱った物理学の書には必ず
説明されている｡
� これは､ 空間を扱う場合､ 集積の経済として捉えることができるが､ 一方では単に組織
が大きくなることによる経済便益 (内部経済) と捉えることができる｡ この規模の経済に
ついては､ 立地論的観点から������(����)､ �
���(����������)､ 西岡 (����) 等に
よって説明されている｡
� この不等式を都市の集積経済効果に応用したものに､ 神頭 (����) がある｡
 前掲石井 (����) 第�章､ 第�章などを参照｡
� このモデルについては､ ���� �	(����������!��) および���� �	(����������)
を参照｡
� たとえば､ 戦前期日本の三大財閥のひとつである三菱財閥に関する研究として､ 石井
(����)､ (����") などがある｡
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�. はじめに

����年に行われた 『平成��年国勢調査』 によると日本における高齢化率は

����％となり､ ｢超高齢社会｣ に突入した｡ こうした高齢化率の上昇および高

齢者人口の増加は､ 様々な社会問題を引き起こすことが予想される｡ とりわけ

医療の高度化にともなう保健医療費の増加が指摘されており､ 自分自身の健康

に責任を持ち､ 軽度な身体の不調は自分で手当てする ｢セルフメデュケーショ

ン｣ が注目されている｡

これにともない､ 地域医療拠点の整備が課題となっている｡ ����年の医療

法改正によって､ 薬局が ｢医療提供施設｣ として位置付けられることになった｡

しかし今後は､ 医薬品だけでなく美容・健康に関する食品・日用品を一括して

扱う ｢ドラッグストア｣ も､ 地域医療を支える拠点のひとつとして期待されて

いる｡ そのため各チェーンは高齢者を対象とした店舗・商品の開発や付帯サー

ビスの実施､ 他業種とのコラボレーション､ 医療・保険産業への進出などを実

施している｡ 図�は､ ����年以降の日本におけるドラッグストア市場の推移

を示したものである｡ 店舗数､ 売上高ともに一貫して増加を続けている｡ 特に

｢バンタムドラッグ｣ と呼ばれる���～�	���
�の中規模店舗や ｢スーパードラッ

―��―
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愛知県におけるドラッグストアの立地分析
チェーンにおける商圏特性の違いに注目して
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グ｣ と呼ばれる�������以上の大規模店舗の売上高が増加している｡ こうした

既存のスーパーなどと競合する中規模・大規模の店舗フォーマットの拡大が

����年代以降におけるドラッグストア市場成長の原動力であり､ 今後も一定

期間は続いていくものと予想される｡

こうしたなか､ 経営学やマーケティングの分野では����年代以降､ ドラッ

グストアの市場動向や消費者購買行動に関する研究が進んでいる (本藤����；

本藤����；中川����)｡ しかし､ ドミナント戦略が強く､ また商圏が比較的狭

いという地理的条件が重視されるドラッグストア業界の動向を捉えるには､

｢立地｣ や ｢都市空間｣ をキーワードとする地理学の視点からのアプローチも

有効である (駒木����)｡ 特に高齢者人口の増加が進む今後の人口動態と関連

させて､ 空間分析を行う必要があると考えられよう｡

そこで本稿では､ 都道府県を基準として日本におけるドラッグストアの立地

状況を確認するとともに､ 愛知県を事例としてチェーンによる商圏特性の違い

―��―

図� ドラッグ市場の推移

売上高は	�坪 (約
����) 以上の店舗の店年商を合計した値である｡ �		�～�			年の売
上高における売場規模別内訳データは欠｡

(『ドラッグストア名鑑』 各年度版により作成)



について検討する｡ なお､ 人口分析の際には､ ����年現在だけでなく����年

における状況についても検討することとした｡

分析手順は以下のとおりである｡ まず経済センサスの結果を用い､ 都道府県

別にドラッグストアの立地状況について確認する｡ 次に愛知県に立地する上位

チェーンの店舗を対象として����年および����年の商圏人口を算出し､ チェー

ンによる違いを検討する｡ 最後に各ドラッグストアから最も近い医療機関まで

の距離を算出し､ チェーン別の比較を行う｡

ドラッグストアの店舗についてのデータは､ 日本ホームセンター研究所編

『ドラッグストア名鑑����』 から得た｡ 人口データについては､ ����年は 『平

成��年国勢調査』 の�次メッシュデータ､ ����年は 『国土数値情報 将来推

計人口メッシュ』�のデータをそれぞれ用いた｡ 医療施設のデータについては､

『国土数値情報 医療機関データ』�において病院および診療所に区分されるも

のを用いた｡ 空間分析には､ ���	社
��������を用いた｡

�. 都道府県別にみたドラッグストアの立地傾向

まず､ 都道府県別にドラッグストアの立地特性および消費支出に占めるドラッ

グストアの重要度について検討する｡ 都道府県別にそれぞれ店舗数 (図�)､

売場効率 (図�)､ 店舗あたり年間販売額 (図�)､ 店舗あたり売場面積 (図�)､

医薬品・化粧品小売業年間販売額における占有率 (図�)､ そして店舗あたり

高齢者数 (図�) をそれぞれ示した｡

店舗数および店舗あたり従業員数､ 店舗あたり年間販売額､ 売場効率につい

てみると､ 東京､ 名古屋､ 京阪神の各大都市圏で高い値がみられた｡ なお､ 店

舗あたり年間販売額については､ 福井県が上位 (�位､ ���億円�店) に位置す

るという特徴がある｡ 一方で､ その他の結果についてみると､ 必ずしも大都市

圏で高い値を示す結果とはなっていない｡ 店舗あたり面積についてみると､ 福

井県が最も高く (�������)､ その他は北関東および東北で高くなっていた｡

愛知県におけるドラッグストアの立地分析
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�

図� ドラッグストア店舗数 (����年)

(『平成��年経済センサス―活動調査』 により作成)

�

図� ドラッグストアにおける売場効率 (����年)

(『平成��年経済センサス―活動調査』 により作成)

�

図� ドラッグストアにおける店舗あたり年間販売額 (����年)

(『平成��年経済センサス―活動調査』 により作成)



愛知県におけるドラッグストアの立地分析
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�

図� ドラッグストアにおける店舗あたり売場面積 (����年)

(『平成��年経済センサス―活動調査』 により作成)

�

図� 医薬品・化粧品小売業年間販売額におけるドラッグストアの占有率 (����年)

(『平成��年経済センサス―活動調査』 により作成)

�

図�店舗あたり高齢者数 (����年)

(『平成��年経済センサス―活動調査』､ 『総務省統計局 人口推計』 により作成)



医薬品・化粧品小売業年間販売額における占有率では､ 福井県が最も高く

(����％)､ 北陸および北関東で高い値を示していた｡ 店舗あたり高齢者数では､

和歌山県 (�������	人
店)､ 青森県 (�	������人
店)､ 鳥取県 (�������人
店)

の順番で高くなっており､ 地方で高い値を示している｡ しかし､ 石川県 (�����

人) を筆頭に北陸地方での値は小さくなっていた｡

これらの結果から､ 北陸や北関東といったモータリゼーションが進んだ地域

において､ 人口・経済規模以上にドラッグストアが展開されていると言える｡

なお次章で分析対象地域とする愛知県は大都市圏に位置づけられるが､ ドラッ

グストア占有率でみると�位 (����％) となっていることから､ 大都市圏のな

かでは最もドラッグストアの展開が進んでいる地域と言えよう｡

�. チェーン別にみたドラッグストアの立地とその比較

チェーン別に比較するにあたって､ 愛知県に展開する店舗数が上位�位のチェー

ンを対象とすることにした｡ その結果､ スギ薬局 (	�店舗)､ ココカラファ

イン (���店舗)､ スギヤマ薬品 (��店舗)､ 中部薬品 (��店舗)､ ビー・ア

ンド・ディー (��店舗) の�社が対象となった｡ 店舗の商圏については､ 高

齢者が無理なく歩ける距離である����	を基準として､ 店舗から����の円

バッファを描き､ そのなかの人口を面積按分により算出した｡

図�が､ 愛知県における分布状況を示したものである｡ これをみると､ 愛知

県全体に展開するチェーンと､ 大都市 (名古屋市) 周辺に集中して立地するチェー

ンの種に分けることができる｡ 前者は､ スギ薬局､ ココカラファイン､ スギ

ヤマ薬品の	社が該当する｡ とくにスギ薬局は本社 (安城市) のある西三河地

域では他チェーンと比べて立地が卓越している｡ また､ ココカラファインは渥

美半島や奥三河などの縁辺部にも店舗数は少ないが展開している｡ 後者には､

中部薬品およびビー・アンド・ディーの社が該当する｡ 中部薬品は尾張地

域～西三河地域にかけて展開しているチェーンであり､ 尾張地域､ 西三河地域

―��―



においては����％の店舗が立地している｡ ビー・アンド・ディーはさらにそ

の傾向が強く､ 名古屋市には全体の����％が､ そして尾張地域には全体の����

％が立地している｡

次に､ ���	を商圏として､ チェーン別に商圏人口および商圏高齢者人口

(
���年および
���年) を比較した｡ まず
���年の結果 (表�､ 
) をみると､

大都市周辺に集中して立地するビー・アンド・ディー､ 中部薬品の
社が高い

値を示している｡ ただし､ 最も平均商圏人口が低いココカラファインでも

������人�店となっていた｡ ドラッグストア商圏人口が����人に設定されて

いる�ことを考慮すると､ いずれのチェーンもチェーン全体で考えると立地は

愛知県におけるドラッグストアの立地分析
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図�愛知県における上位�位チェーンの店舗分布 (����年)

(『ドラッグストア名鑑
���』 により作成)



適切であるということができる｡ また､ 中部薬品は商圏人口の最小値が低く､

また標準偏差も小さいことから､ 商圏人口という側面から考えるとチェーン内

での立地環境は最も安定していると考えられる｡

次に����年の結果 (表�､ �) をみると､ ����年における傾向とは若干違い

がみられる｡ ����年の結果と比べ､ 全てのチェーンで商圏人口は減少してい

た｡ ただしその減少率をみると､ 最も低い中部薬品は���％､ 最も高いココカ

ラファインは���	％であった｡ 一方､ 商圏高齢者人口は全てのチェーンで増

加していたが､ その増加率をみると最も高い中部薬品は�	��％である一方､

―	�―

表� チェーン別にみた����商圏人口 (����年) の比較

チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差

スギ薬局 ��� �
����� ��
	���� ����� �
�		��

ココカラファイン ��� �
�	��	 �
����� ����� �
�����

スギヤマ薬品 ��� �
����� ��
����� ����	 �
�����

中部薬品 	� �
����� ��
��	�� �
����� �
	����

ビー・アンド・ディー �� �
����� �
����� �
����� �
����	

総計 ��� �
����� ��
	���� ����� �
�����

(『ドラッグストア名鑑����』､ 『平成��年国勢調査』 により作成)

表� チェーン別にみた����商圏高齢者人口 (����年) の比較

チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差

スギ薬局 ��� 	���� �
����� ���� �����

ココカラファイン ��� 	�	�� �
����� ���� �����

スギヤマ薬品 ��� �
����	 �
����� ����� �����

中部薬品 	� 	���� �
����� ����� �����

ビー・アンド・ディー �� �
����� �
����� ����� �����

総計 ��� 	���� �
����� ���� ����	

(『ドラッグストア名鑑����』､ 『平成��年国勢調査』 により作成)



ココカラファインは����％となっていた｡ このように､ 将来商圏人口につい

ては､ チェーンによる差がある程度みられることが明らかとなった｡ なお､ ス

ギヤマ薬品､ 中部薬局､ ビー・アンド・ディーの�社については平均商圏人口

が����年でも�����人を上回っていることから､ 今後の人口減少の影響はそ

れほど大きくないものと考えられる｡

次に､ 医療施設との空間関係について検討する｡ 表�は､ 最近隣医療施設ま

での距離に関する統計値である｡ これをみると､ ビー・アンド・ディーが最も

近く､ 最大でも����	
と､ 一般的な徒歩圏である���
以内に立地している
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表� チェーン別にみた����商圏推計人口 (����年) の比較

チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差

スギ薬局 ��� ��		��� �������� ���� �������

ココカラファイン ��� ������� 	������ ����� ��	����

スギヤマ薬品 ��� ������ ������� ����� �������

中部薬品 	� ������	 �����	 ���� ������

ビー・アンド・ディー �� ������ ������ ������� �����

総計 �� ������ �������� ����� �������

(『ドラッグストア名鑑����』､ 『国土数値情報将来推計人口メッシュ』 により作成)

表� チェーン別にみた����商圏高齢者人口 (����年) の比較

チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差

スギ薬局 ��� ������� ������� ���� ��

ココカラファイン ��� ������ ����	�� ��� �����

スギヤマ薬品 ��� ������ ������ ��� �����

中部薬品 	� ������ ������� ����� �����

ビー・アンド・ディー �� ������ ��	���� ���� ����

総計 �� ����� ������� ��� ����

(『ドラッグストア名鑑����』､ 『国土数値情報将来推計人口メッシュ』 により作成)



ことがわかる｡ さらに､ 最近隣医療施設までの距離を累積グラフとして図�に

示した｡ 一般的な徒歩圏である����を基準として設定すると､ もっとも低い

―��―

表� チェーン別にみた医療施設までの距離の比較

チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差

スギ薬局 ��� ���	� 
�
��	
 �	� 
�
	�

ココカラファイン 
�� ���	
 �����	� �	
 ��
	�

スギヤマ薬品 
�� �
�	� ���	� �	
 
�	�

中部薬品 �� ���	� 
�
��	� �	� �
�	�

ビー・アンド・ディー � 
��	
 ���	� 
	� 
��	�

総計 ��� ���	� �����	� 
	� �
�	

(『ドラッグストア名鑑��
�』､ 『国土数値情報 医療機関データ』 により作成)

�

図�チェーン別にみたドラッグストアから医療施設までの距離関係

(『ドラッグストア名鑑��
�』､ 『国土数値情報 医療機関データ』 により作成)



スギ薬局でも店舗の��％以上が基準距離内に立地していた｡ このことから､

愛知県では､ ドラッグストアを医療施設との近接性は高く､ ひいては ｢門前薬

局｣ としての役割が果たしやすいものと言えよう｡

��おわりに

本稿では､ 都道府県を基準として日本におけるドラッグストアの立地状況を

確認するとともに､ 愛知県を事例としてチェーンによる商圏特性の違いについ

て検討した｡ その結果､ 以下の三点が明らかとなった｡

第一は､ 北陸や北関東といったモータリゼーションが進んだ地域において､

人口・経済規模以上にドラッグストアが展開されていることである｡ 後藤

(����) は､ 日本においてスーパーセンターを展開する企業は､ ｢郊外｣ よりも

さらにルーラルなエリアをあえて出店地として選んでいることを指摘した｡ ド

ラッグストアという業態でも店舗の大型化をすすめるチェーンについてはこの

傾向は当てはまると言えよう�｡ 第二は､ ����年将来商圏人口におけるチェー

ンの差異である｡ 商圏人口は全てのチェーンで減少し､ 商圏高齢者人口は全て

のチェーンで増加していたが､ その増加率はチェーンにより異なっていた｡ 今

後､ ドラッグストアが地域医療拠点として高齢者を対象とするのであれば､ 地

域における高齢者の増減をとらえて現時点から店舗展開に注目しておく必要が

あろう｡ 第三は､ 愛知県では､ ドラッグストアと医療施設との近接性が高い点

である｡ 内閣府規制改革推進室は､ ����年�月��日に､ 『医薬分業における

規制の見直し』 を発表した�｡ そこでは論点のひとつとして､ 利便性の問題

(医療機関と薬局との距離) が挙げられるとともに､ 国民にとってよりメリッ

トのある医薬分業を実現させることが課題として指摘されている｡ したがって､

ドラッグストアのように医薬品を扱う業態の店舗と医療施設との近接性につい

て､ 今後は注目されていくものと考えられる｡

本稿では､ チェーンの出店戦略や調剤・生鮮食料品の取り扱い､ 新しい業種
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の開発､ 業際化などと関連させた検討はできていない｡ これらは今後の課題と

したい｡

追記

本研究は､ ����科研費 ｢超高齢化社会における地域医療拠点としての小売

業の役割に関する地理学的研究 (研究課題番号：������	�)｣ の助成を受けた

ものである｡

注


 ������������������������������������������������(��
�年 �月 
日確認) から
入手可能である｡ なお､ 将来推計人口メッシュは､ �次メッシュ区画で提供されている｡
そのため､ 平成��年国勢調査における�次メッシュの人口を基準として､ �次メッシュ
区画を�次メッシュ区画に振り分けて使用した｡
� �������������������������������������� ��!���"��������(��
�年�月
日確認)
から入手可能である｡
� 岩間ほか (���#)､ 薬師寺・高橋 (��
�) などの先行研究において����という基準距
離が利用されている｡
� ｢産業レポート ドラッグストア大激戦時代 規模と専門性の追求で覇権争う｣ 週刊ダイ
ヤモンド#$(��)､ 
�$～
�#頁｡
� 例えば福井県阪井市を本社とする ｢ゲンキー｣ は､ 医薬品・化粧品・食品・日用雑貨等
の小売を行う ｢メガドラッグストア｣ の展開を掲げている｡
$ ������%%%	�&�������������"������������������������
�����&�������
���
���������

�����"
���(��
�年�月
日確認) などを参考とした｡
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Ⅰ インタビューの目的と発見事実

�. インタビューの目的

筆者の研究テーマは戦略的提携､ 特に戦略的提携のマネジメントについて関

心を持っている｡ 戦略的提携には共同生産､ 販売協力､ 共同開発､ ライセンシ

ング､ クロス・ライセンシングや合弁 (ジョイント・ベンチャー) などの形態

があり､ そのうち合弁は提携パートナー間に資本関係があるため､ 信頼・リス

ク共有の程度および経営資源の統合度は他の提携形態より高い｡ 現実では合弁

の高い失敗率はそのマネジメントの難さを物語っている｡

合弁のマネジメントに関する先行研究では､ 合弁の成功要因として､ 政府の

規制､ 親会社間の戦略の適合性､ 親会社が合弁に提供する経営資源の補完性・

補強性､ 親会社の合弁会社に対するコントロール､ トップのリーダーシップ､

提携マネジャーの役割､ 文化融合､ (組織) 学習､ 信頼関係などいろいろ挙げ

られるが､ その中で特に強調されたのは学習や信頼である｡ 筆者は合弁のマネ

ジメントに関する研究は合弁の成功要因の解明だけでは不十分であり､ これら

の成功要因は合弁の中でどのように形成され､ 合弁パートナーは如何に ｢競争－

協調｣ の問題に対処するか､ トップや提携マネジャーのリーダーシップはどの

―��―
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ように発揮されるのかなど､ そのプロセスを明らかにすることが合弁のマネジ

メントにとって重要な意味を持つと考えている｡

筆者は����年��月��日に､ 中国経済経営学会が主催した ｢国際学術交流

第�回セミナー｣ (場所：明治大学駿河台校舎) に参加し､ 青島海信日立空調

系統有限公司元副総経理の範大鵬氏が行った ｢日中合弁企業の経営管理の実践

―海信日立の事例―｣ というテーマの講演を聴いた｡ 講演の後も範氏といろい

ろ交流した｡ そして､ 今年の�月に範氏が再び来日することを聞いた私は直ち

に彼にインタビューを依頼した｡

�. 質問項目の設定について

インタビューを通じてどのような内容が得られるかは､ 聞き手の質問のしか

たや質問の内容に大きく依存していると考えている｡ そこで筆者はインタビュー

の質問項目の作成に重点を置いた｡ 同時に､ インタビュー時間の節約のため､

関連資料の収集 (主に海信日立と海信集団､ (株) 日立アプライアンスに関連

する企業資料､ 中央空調機業界に関する業界の資料) も徹底して行った｡ 質問

項目を作成するとき､ 合弁企業のマネジメントを (�) 双方が合弁内部パート

ナー間の競争や協調の関係をいかに対処するかという ｢組織のマネジメント｣

と､ (�) 合弁企業は顧客や競争相手にいかに対応するかという ｢環境のマネジ

メント｣ の二つに分けた｡ また､ 両者に共通しているものとして (組織) 学習､

信頼及びコミュニケーションの三つに注目した｡ 質問項目の作成にあたって､

他のいろいろな合弁企業のケーススタデも参考した｡ 最後に､ インタビューの

時間等を考慮した結果､ ��の質問項目にまとめた (詳細は本稿第�部のイン

タビューの内容のところで述べる)｡

�. インタビューの発見事実

今回のインタビューで以下の四つの興味深い事実を発見した｡

第�に､ 学習の問題について､ 海信日立の事例では先行研究でよく指摘され

―��―



た ｢学習レース｣ の問題はあまり確認できない｡ 組織依存や資源依存の観点か

ら見れば､ この合弁では海信側が日立側の技術に依存している｡ もし海信側が

日立側の技術をいち早く習得すれば､ 日立への依存度も低くなり､ 海信側は日

立と合弁することの必要性もなくなるかもしれない｡ しかし､ 現実には海信側

が日立の技術の習得のために様々な努力を払ったにもかかわらず､ 学習の成果

は決して芳しいものではない｡ その理由について､ 提携を通じる学習の成果は

いろいろな要素の影響を受けていることが考えられる｡ そもそも ｢学習レース｣

の問題が生じるのは､ 二つの前提条件があると筆者は考えている｡ 一つは､ 相

手側がいつも自分を裏切るような行動を取る可能性がある､ すなわち企業間に

は信頼関係がないという場合である｡ 二つ目は､ パートナーは提携を一回限り

のこと､ あるいは短期的なものを認識する場合である｡ もしパートナー間には

信頼関係があり､ 双方がこの提携を長期的なものと捉えている場合､ ｢学習レー

ス｣ は生じにくいのであろう｡ 海信と日立の両者の関係はまさにそうである｡

第�に､ 合弁を設立する目的について､ 海信は日立の持つ高い開発能力や生

産技術などを学習したいこと､ 他方日立は海信の持つ強い販売能力を利用し､

中国市場で製品を販売し利益を獲得することである｡ しかし､ 範氏が指摘した

ように､ 中国側はまだ製品開発のノウハウを身に着けていない､ 効果的な学習

の実現にはもっと長い時間が必要である｡ 一方､ 日立は海信と合弁契約を結ん

だとき､ 海信の販売網にアクセスでき､ その目的は既に達成したと言えよう｡

果たしてこの合弁において､ 海信と日立はどちらかのほうはその目的を先に達

成したのであろう｡

第�に､ インタビューの中で多くの質問に対して､ 範氏はその答えを合弁初

期の段階と現段階の二つに分けて説明していた｡ このことからは､ 合弁のマネ

ジメントは時間の推移と共に対応すべき課題や内容は常に変化していくことが

分かる｡ 例えば､ コミュニケーションにおいて､ 合弁の初期段階では中国側も

日本側もお互いに相手のことを知らず､ この問題は深刻であった｡ しかし､ 時

間の経つにつれて､ お互いにだんだん相手のことを知り､ コミュニケーション

日中合弁企業のマネジメントについて
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の問題はそれほど深刻でなくなった｡ また､ 合弁の初期段階では合弁企業の能

力や契約の制約のため､ 合弁企業は製品の輸出をしていなかった｡ だが､ 合弁

企業の能力向上に伴い､ 製品の輸出を巡って､ 日本側と中国側は一時的に意見

が対立したこともある｡ このように､ 合弁のマネジメントを捉えるとき､ ダイ

ナミックの視点が欠かせないと思われる｡

第�に､ 学習にしても信頼にしても或いはコミュニケーションにしてもすべ

て人間が行うものである｡ 企業のマネジメントを実際に行うのは人間である｡

従って､ 仕事をする人々のモチベーションをいかに高め､ 彼らを動機づけて､

それを企業目標の達成に繋げていくのかはトップの非常に重要な仕事である｡

インタビューの内容を見れば､ 海信日立の総経理 (中国人) は日本人と中国人

経営幹部の間のコミュニケーションの促進､ 中国側の (組織) 学習の促進や従

業員育成､ 合弁会社と両親会社の間の調整､ 二つの企業の文化の融合などにお

いて､ とても重要な役割を果たした｡ このように､ トップは自らの経営手腕や

リーダーシップを十分に発揮することも､ 合弁の成功要因の一つであると思わ

れる｡

なお､ 今回のインタビューはこの合弁企業の中国側の意見を聞いただけでは

必ずしも十分ではなく､ バイアスが生じる可能性がある｡ 今後､ 合弁の日本側

にもアプローチしてみようと考える｡

Ⅱ インタビューの対象企業についての紹介

表�はインタビューの対象企業である海信日立の概要をまとめたものである｡

図�はこの合弁企業の主力製品のイメージを示したものであり､ 図�は合弁企

業の業績の推移を表している｡
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表� 海信日立の概要

会社名
青島海信日立空調系統有限公司
(英語社名：������	
������
���������	����	�����������	�����)

所在地 山東省青島市経済開発区前湾港路���号
設立年月 ����年�月 (合弁期間：����年�月�日―����年�月�日)
資本金 ����万 �ドル
投資総額 �億����万 �ドル
出資比率 海信集団��％､ 日立アプライアンス��％､ 日本の商社�％
董事長 (会長) 青山 貢
総経理 (社長) 費立成
従業員数 ����名 (����年��月時点)
事業内容 業務用エアコンの製造と販売

統治構造

取締役会は日立側�人､ 海信側�人､ 日本の商社�人の計!人で構成
し､ 取締役会長は日立側が担当し非常勤としている｡
会社定款の規定により､ 取締役会を招集する最低人数は全取締役の
�"�以上でなければならない｡ また､ 重要な決定事項は必ず出席した
�"�以上の取締役の同意がなければならない｡
総経理 (社長) は海信側が派遣し､ 日常の経営管理を担う｡
�名の副総経理 (副社長) は販売と総務の副総経理は海信側が派遣し､
マーケティング､ 事務管理､ 人的資源管理及び日常の運営を担当して
いる｡ 技術と財務の副総経理は日立側が派遣し､ 製品開発､ 生産管理､
品質保証､ 財務管理を担当している｡ 財務部長は海信側が派遣してい
て､ 日立側の財務副総経理と共同で会社の財務管理を行っている｡

沿革

����年 �月 海信と日立は提携を巡る交渉を開始
����年 �月 海信は製品に関する全国調査を行う
����年��月��日 海信と日立は合弁契約調印
����年 �月 �日 青島海信日立空調系統有限公司設立
����年 �月��日 第�期新工場起工式､ 第�回取締役会議開催
����年 !月 新工場竣工
����年 �月 第���台目�#$%&'##業務用空調室外機ラインオフ
����年��月 (�)����品質マネジメントシステム認証を得る
����年 �月 '��!�冷媒を使用した �
*�#$%&'##+(,(機ラインオフ
����年��月 韓国から輸出オーダー獲得
����年��月 (�)�����環境管理システム認証を得る
����年 �月 �'�� (中国空調制冷工業協会) 認証を得る
����年��月 万科集団と年度集中購買契約書調印
����年 �月 第���万台目製品ラインオフ
����年 �月 増資､ 第�期新規工場起工式

出所：海信日立ホームページ､ 日立アプライアンス株式会社ホームページ､ 海信科龍電器股�有限公
司アニュアルレポート､ 範大鵬・時晨生・�燕書 (����) ｢日本企業と中国企業の新たな協力
形態 海信日立の事例を中心に｣ 『アジア研究』 第��巻第�号--�!�%��に基づく筆者作成｡
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図� マルチエアコンのイメージ

(注：一台の室外機に複数の室内機を接続し､ 室内機を個別に運転できるものをマルチエア
コンという｡)
出所：海信日立のホームページ����������	�
�����
����
	�������������
�	��������
������

����年�月�日アクセス｡

� � � � � � � � �� ��

図� 海信日立の売上と利益の推移

出所：範大鵬・時晨生・�燕書 (����) ｢日本企業と中国企業の新たな協力形態―海信日立
の事例を中心に｣ 『アジア研究』 第��巻第�号��	��� �｡



Ⅲ インタビューの内容

実施日時：����年�月��日��：��－��：��

実施場所：明治大学駿河台校舎

聞 き 手：胡 竹清

◆範大鵬氏の略歴

範大鵬 (��	
���	)､ 中国山東省生まれ｡

西安交通大学情報通信学部卒業､ 中欧国際工商学院 (���	��������	���	��

���	������	���������) 大学院終了｡ ����年海信集団に入社､ テレビ製品開

発に従事｡ 海信技術センター数字技術所副所長､ 海信集団公司総裁事務室副主

任､ 人力資源部副部長､ 海信日立公司副総経理､ ネット科学技術公司副総経理

を歴任｡ ����年から青島海信日立空調系統有限公司副総経理として､ ��年以

上日中合弁企業の人事労務､ 行政､ 総務を統括した経験があり､ 国内外で数多

くの公演も行った｡ 現在､ 青島文泰商学院院長､ 香港理工大学博士課程在学中｡

胡：海信日立のビジネスモデルを教えてください｡ 誰に､ 何を､ どのように売

るのか｡

範：海信日立の現在の主力製品は主にインバーターマルチ業務用空調システム

とインバーター家庭用中央空調システムの二つです｡ 業務用エアコンは一般の

家電製品に比べて､ 皆さんにとってなじみがないかもしれませんが､ まず業務

用エアコン及びその製品特徴について説明します｡ 一般の家電製品､ 例えばテ

レビ､ ルームエアコンや冷蔵庫の場合､ 製品を購入してからそのまま使える或

いは簡単な取り付け作業が必要であるに対し､ マルチエアコンは業務用エアコ

ンの一種類であり､ 比較的複雑な一つのシステムです｡ 例えば､ 一台の室外機

に最大��台の室内機を接続できます｡ 業務用エアコンは実際に設計 (デザイ

ン) のプロセスが必要です｡ この設計のプロセスは建築物の面積､ 用途､ 向き

日中合弁企業のマネジメントについて
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といった様々な要素を考慮しなければならない｡ われわれの業界では ｢三分産

品､ 七分安装｣ (製品は�割､ 施工は�割) という言葉があります｡ つまり､

出荷時のマルチエアコンは実は仕掛品であり､ 製品の性能や使用効果を最大限

に発揮するには､ 設計のプロセスや取り付けなどの工事作業に大きく依存して

いる､ ということです｡ そして､ われわれはいつも ｢業務用エアコンにとって､

顧客が買うのは製品そのものではなく､ 一つの空気や環境のソリューションで

ある｣ と言っています｡

二つ目の質問項目について｡ われわれの顧客は主に公共建築 (建設)､ 不動

産会社及び家庭装飾の三つです｡ その中で不動産の比率は比較的高くて､ そし

て､ 家庭装飾市場はわれわれが今後力を入れるべきところだと思います｡ 第�

種類の顧客の公共建築について｡ 例えば､ 私たちが今いる明治大学のこのビル､

これは公共建築ですね｡ 公共建築の場合､ 業務用エアコンの購入者は中国の場

合､ 通常 ｢基建処｣ という部門です｡ オーナー (所有者) は明治大学ですが､

製品の直接購入者は基建処です｡ 基建処はビルの建設や各種の電気設備の納入・

取り付け作業を担当しています｡ この種の顧客の特徴は､ 購入者 (支払い者)

と実際の使用者は異なるということです｡ 第�種類の顧客は不動産会社です｡

例えば中国不動産開発最大手の万科 (����	) はわれわれの最重要な提携パー

トナーです｡ 万科は現在内装済みのマンションの販売に力を入れています (中

国の新築住宅の場合､ 普通スケルトンの状態で販売されている)｡ 不動産会社

という顧客の特徴は､ 要するに製品の実際の購入者や最終使用者は不動産会社

ではないということです｡ 不動産会社はただこのマルチエアコンの購買代金を

一時的に立て替えただけです｡ 第�種類の顧客は新築住宅を購入し､ 家の内装

工事を施す時エアコンを購入する家庭の場合です｡ この場合､ 製品の購入者と

使用者は同じ人で､ つまり､ 部屋の所有者です｡

最後の質問､ 販売チャネルについて｡ (中国) 国内では主に全国各地にある

販売店代理店を通じて製品を販売しています｡ そして､ われわれの製品は韓国

や日本などの海外にも輸出しています｡ 海外での販売チャネルは三つに分けて
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います｡ 一つは海信のチャネルで､ 海信にも国際販社があり､ そこを通して製

品を海外に売ります｡ 二つ目は､ 日立のチャネルです｡ この場合はわれわれが

日立からの注文に従って製品を供給し､ 販売は日立がやってくれるのでわれわ

れには関係がありません｡ 最後のチャネル､ 合弁会社独自のチャネルです｡ つ

まり､ 海信日立は販売員を海外に派遣し､ 製品を売るという形です｡

胡：海信日立が設立される前､ エアコン事業 (業務用エアコンも含む) は海信

集団の総事業に占める比率はどれくらいでしたか｡ 当初の海信集団はエアコン

事業をどのように位置づけましたか｡ 海信は日立と提携をする前に既に国内外

の多くの企業と提携関係があり､ 海信集団本部では提携パートナーとの関係を

統括している専門の部門を設置していましたか｡ もし設置していたなら､ その

部門長はだれですか｡

範：まず､ 私はエアコンに関して､ 業務用エアコンと家庭用エアコンを分けて

考えたほうがいいと思います｡ それぞれは違う市場セグメントです｡ 合弁企業

が設立される前､ 業務用エアコンの比率について､ 正確な数値は覚えていない

が､ ゼロに近かったと言ってもいいでしょう｡ 当時の海信の主要事業はやはり

伝統家電製品です｡ 海信はなぜ業務用エアコン市場に進出しようとしたのか､

今からその背景を紹介します｡ 海信はもともとテレビを本業とし､ ����年代

から事業を拡大し､ 関連多角化を実施した｡ 多角化の過程で海信は日本の家電

市場や技術をいろいろ視察し､ 日本企業との提携の可能性を模索していた｡ 当

時の海信のトップや技術部門の責任者はよく日本に来て多くの展示会・展覧会

(家電見本市) などに参加し､ いろいろの日本企業も訪問した｡ その時､ 日本

企業も中国に進出したくて､ 中国のパートナーを探していました｡ われわれは

いろいろな産業を精査し､ 業務用エアコンはその一つであり､ 後でこれをやり

ましょう､ と決めました｡ 当時の中国では業務用エアコンの市場規模はごく小

さなものであったが､ 将来性があるとわれわれは判断しました｡ 今から振り返

ると､ 業務用エアコン事業に進出したことはとても正しい決断でした｡ 実際に

合弁の前､ 海信も博士のチームを組んで業務用エアコンをやりましたが､ なか

日中合弁企業のマネジメントについて
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なか難しくて行き詰まっていた｡ われわれはこの問題を認識し､ 日立と合弁で

事業をスタートした｡

�番目の質問について､ 海信集団の本社には他社との提携・合作などの業務

を専門的に統括する部門を設置しています｡ それは ｢戦略発展部｣ という部署

で､ 海信集団のある副総裁が担当しています｡ われわれは彼を ｢分管領�｣ と

いいます｡

胡：合弁会社は日立とライセンシングをして事業を行っているが､ ライセンシ

ングの内容について紹介してください｡

範：あなたの言うライセンシングとは特許のことか､ 或いはある特定の技術か

はよく知りませんが､ まず特許と技術は違います｡ 特に合弁の初期ではわれわ

れは特許だけに依存してそれを製品化することはできないです｡ 従って､ 合弁

会社は日立から特許ではなく､ 技術をもらっています｡ これは､ 技術移転とい

います｡ 技術移転は簡単に言うと､ 例えば日立は既にある製品の開発に成功し､

実験やテストなどもやりました｡ 日立はこれらの製品に関するすべての資料､

特に製品をいかに作るかのクラフト資料 (作業指導書など) をわれわれに提供

し､ そして技術者の派遣や現場での指導も含めて､ われわれは買いました｡ 技

術移転は製品項目ごとに日立と交渉し､ ロイヤルティーを支払っています｡ わ

れわれはこの技術資料を買って､ 日立の協力や指導を受けながら製品作りをし

ていきます｡ そして､ 時間が経つと日立がまた新製品を開発したら､ われわれ

に推奨するわけです｡ このとき､ われわれは状況に合わせて採用か不採用かの

判断をします｡

現在､ われわれの製品は既に何十種類に達した｡ 合弁の初期においては､ ほ

とんどの製品はこのような技術移転の形で作られた｡ この過程の中で､ われわ

れの技術開発チームも大きく成長し､ 現在���人にのぼり､ 基本的な自主的開

発能力を有しています｡ 現在の製品開発は主に三つの方式があります｡ 一つは

先ほど紹介した技術移転です｡ すなわち､ われわれは日立から成熟した製品や

技術を取り入れて､ それを国産化する作業です｡ 二つ目は共同開発です｡ しか
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し､ この場合､ 開発プロジェクトの企画や立案は中国側が提唱したものです｡

つまり､ 中国側が市場調査をし､ こういう製品を作るべきだ､ ちょうど日立は

そのような製品がない場合､ 双方は共同開発を行います｡ もちろん､ 共同開発

は双方の持つ優位性に基づいているのです｡ 第�種類の開発方式は､ いわゆる

完全な自主開発です｡ つまり日立側がその製品もなく､ われわれが製品を開発

していく｡ 自主開発といって､ あくまでも日立の既存の技術プラットフォーム

に基づいて開発を進めていきます｡ もし､ 既存の技術プラットフォームが役に

立たない場合､ 自力で開発するしかないですね｡

胡：合弁企業が設立された後､ 中国側が合弁企業に派遣した高級管理人員 (総

経理､ 副総経理や部門長など) はこれまで海信集団でどんな仕事をしてきたの

ですか｡ 彼らは合弁企業を経営した経験がありますか｡ あるいは経験はないけ

れど､ 彼らは合弁会社に派遣される前､ 合弁企業経営に関する研修などを受け

たことがあるのか｡ この質問をする背景には､ 次のような仮説があります｡ つ

まり､ もし中国側が合弁企業に派遣した人員は以前に合弁企業経営の経験を有

した人間であれば､ 彼らはその経験を生かし､ 海信日立の経営をもっとうまく

やるのではないか､ ということです｡ 第�の質問は合弁企業が設立された後､

従業員はどこから来たのかという点です｡ すべて海信日立が自ら採用した人な

のか或いは海信集団から派遣された人もいるのか｡ これを質問する背景は前の

質問と同じで､ もし初期の海信日立の従業員の一部が海信集団出身 (特にエア

コン部門) の人間であれば､ まず､ 彼らは熟練工として合弁企業の経営をいち

早く軌道に乗せるのに大きな役割を果たすことが期待される｡ そして､ 彼らは

仕事の経験があるため､ 学習する能力も高いと考えられます｡ 従って､ 彼らは

合弁企業で仕事をしながら日立の生産技術や管理ノウハウを学習し､ 将来海信

集団に戻れば､ この知識やノウハウを海信本社にフィードバックし､ 海信の技

術力の向上に繋がるのではないか､ という考え方です｡ いかがでしょうか｡

範：これはいい質問､ 深いですね｡ 今まで誰にも聞かれたことがありません｡

海信日立の設立は海信集団内部で ｢初めての､ 本当の意味での外資合弁会社で

日中合弁企業のマネジメントについて
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ある｣ と呼ばれていた｡ もちろん､ われわれは以前から松下､ 東芝､ 三洋等の

日本企業と提携をしたこともあるが､ それらは所詮技術面での提携に過ぎませ

ん｡ われわれも中国国内のいくつの企業と合弁を作ったが､ そのほとんどは海

信側が支配権を握っていた｡ 海信は支配的ではなく､ なおかつ相手は外国企業

であり､ 企業経営に関与するという国際合弁としては､ 海信日立が初めてです｡

従って､ われわれは合弁企業についての経験はまったくありませんでした｡ 総

経理も経験がなかったのです｡ この合弁は海信にとってもわれわれのような派

遣された人にとっても､ これからどうするかは分からなかったのです｡ 合弁会

社に派遣された高級管理人員は海信集団の各部門の人からなっている｡ 例えば

総経理は金型畑で､ 私はもともとテレビ部門に所属していました｡ ほかの大部

分の幹部らは元海信のエアコン部門から来たのです｡

あなたのいう中国側の派遣人員 (高級管理人員) は�名がいます｡ 日立側も

合弁会社に�名を派遣しています｡ この�名は出資親会社から派遣した人であ

り､ 合弁会社は自らが採用した人ではない｡ 第�の側面､ ほかの人はどこから

来たのか､ ということ｡ 合弁企業の従業員は初期の場合､ 海信集団のエアコン

部門から来た人がほとんどです｡ この人たちは名義上は合弁会社の募集で入社

したのですが､ 事実上は海信集団が支援したものです｡ やり方として､ 合弁会

社はまず ｢こういう人材がほしい､ ああいう人材がほしい｣ という条件・要求

を海信集団に提示し､ 海信集団は自社のエアコン事業部門と交渉し､ よほど海

信のエアコン事業に悪影響を及ぼさない限り､ 海信は合弁会社の支援に最大の

努力をするという｡ そして､ 海信の支援で合弁会社に来た従業員は結局そのま

まこの会社に残した｡ あなたの言うような､ 彼らは合弁企業で仕事をし､ 技術

を学んだ後また海信集団に戻るようなことは起きていません｡

胡：合弁会社には現在日本人スタッフは何人いますか｡ 日本人管理者と中国人

管理者はどのようにコミュニケーションを取っていますか｡ また､ 管理者と一

般従業員の間のコミュニケーションはどうですか｡

範：合弁会社の従業員の数は����年��月時点で約����人で､ そのうち日本
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人駐在員として常駐しているのが�名です｡

第�に､ 合弁会社における中国人管理層と日本人管理層の交流について｡ こ

れは初期段階と現段階の二つに分けて説明します｡ 初期段階では双方は相手を

知り､ 信頼を得るため､ 定期的な会議みたいのようなものが多かった｡ 例えば､

総経理と副総経理のレベルで ｢経営会議｣ を開きました｡ これは週�回､ �週

間�回､ 或いは状況に応じて開きます｡ 総経理はこのレベルの交流を非常に重

視していました｡ なぜなら､ この管理層は会社の未来を決める重要な役割を果

していたからです｡ 日本人であろうと､ 中国人であろうと関係なく､ 必要があ

ればコミュニケーションを取ります｡ いや､ むしろ､ この管理層は中国人と日

本人が同時にいるからこそ､ 相互間のコミュニケーションをもっと強化すべき

だと思います｡ そして､ 部長レベルのコミュニケーションについて｡ 海信日立

では､ 中国人副経理の下に日本人部長がいなかったが､ 日本人総経理の下に中

国人部長と日本人部長の両方がおり､ 中国人部長の数の方が多かった｡ まず各

部門長は集まって会議を開き､ 次に各部門ごとに朝礼をやります｡ その後､ 相

互の信頼関係が深まるにつれて､ 会議の数もだんだん減っています｡ 第�に､

管理層と従業員の交流､ これは主に毎朝の朝礼です｡ 日本人の部長も中国人の

部長も毎日朝礼をやります｡ この習慣は今日までずっと続けてきました｡

現在の段階では､ 管理者層の経営会議もありますが､ そんなに頻度が高いも

のではありません｡ でも､ 一対一の交流は非常に頻繁です｡ 例えば､ 総経理は

もし何か日本側の副総経理に相談することなどがあったら､ すぐ彼のところに

行きます｡ 或いは日本側の副総経理が中国側の副総経理に相談する事があった

ら､ 私の部屋に来ます｡ すぐ隣ですから｡ そして､ もう一つのコミュニケーショ

ンのルートがある｡ これは海信の伝統文化であり､ ランチ会 (中国語表現：午

餐会) というものです｡ つまり､ ランチタイムに総経理と私たち副総経理､ あ

と何人かの部長たちが揃って一緒に昼ごはんを食べることです｡ 時には､ 仕事

のことも話します｡ これは現在ではもう習慣になっています｡ 企業の中でわれ

われは普段非常に忙しいです｡ この一時間足らずのランチタイムでみんなとい

日中合弁企業のマネジメントについて
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ろいろ交流し､ 多くの小さな問題を解決できます｡ しかも､ ご飯を食べるのは

そんな堅苦しいな雰囲気ではないので､ 相互のコミュニケーションの促進や信

頼関係の増強にいいと思います｡

また､ 合弁企業では日本人と中国人の相互理解の促進および仕事のため､ 日

本語の授業を設けています｡ これは毎週があり､ すべての従業員が自由に参加

できます｡ 現在では技術資料も読めるし､ 日常会話もできるスタッフがいて､

さらに日本語能力試験�級に合格した人もいます｡

胡：合弁会社の企業文化について､ 国際合弁の文化融合の難しさは昔からよく

指摘されています｡ 海信日立の企業文化を見れば､ 中国的なものもあれば､ 日

本特殊的な部分もあります｡ 海信日立はいかにして二つの異なる企業文化を融

合したのか｡ また､ この文化融合過程の中で､ 何かトラブルが起きたのか｡ 具

体例があれば紹介してください｡

範：これは私が担当していた業務です｡ 総合的に言えば､ 日立は非常に素晴ら

しい企業文化があり､ 海信もとてもいい企業文化があります｡ 私はその両方を

うまく一つに融合したいのです｡ 例えば､ 生産管理方式について､ これは明ら

かに日立のほうが優れている｡ われわれはいつも従業員に ｢私たちの工場をもっ

と日立に近い､ もっと日本の工場に近いもの｣ を言います｡ また､ 朝礼､ 改善

提案やジャストインタイムなど全部日本のものです｡ われわれは最大の努力を

して勉強します｡ そして､ 私はいつも従業員に ｢私たちの工場の日立化はまだ

まだ足りない｣ をいい､ 彼らを教育します｡ われわれも常に反省をし､ ｢この

間､ 私たち (中国側) はちょっと強気すぎたのではないか､ われわれは日立と

の提携の目的は彼らの持つ先進的なものを学習することではないか｣ と自問自

答します｡

�番目の質問､ 文化融合の過程の問題､ 急に言われてもなかなかピンとこな

くて､ 思い出せません｡ 問題が多発したのはやはり合弁の初期段階ですね｡ 最

初の頃は非常に苦しかったです｡ 先ほど言ったように､ 私たちは合弁の経験は

まったくなく､ 異文化の交流､ 異文化の管理､ 相手といかにうまくやり取りを
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するのかなどの経験は一切ありません｡ この段階はある意味では必然的なもの

です｡ われわれの苦しさは､ 決して日立側が強気であったり､ 無理をさせたり

といったことなどに起因するものではありません｡ われわれはいずれ必ずこの

段階に直面しますが､ パートナー間の違いを乗り越えて､ 基本的な信頼関係を

築くまでに�､ �年間かかりました｡ 非常に長いです｡ 合弁企業ではどちら側

の企業文化にするかに関して､ 総経理は決定的な権限を持っています｡ 海信日

立の総経理は中国人で､ 彼は日本企業と関わった経験のある実務家です｡ 彼は

大きな夢を抱き､ 常に現状に満足しないタイプの人間です｡ 総経理も皆の声に

真剣に耳を傾ける人です｡ 例えば､ 彼は ｢私たちの工場をできるだけ ｢日本化｣

にしたい｣ ｢年功序列や厳しい上下関係などはよくない､ われわれはこれを採

用しません｣ と言っています｡ 長期雇用や人間本位など､ これは日本の企業文

化であり､ 海信の企業文化でもある｡ だから､ 日本的か中国的かといった問題

は存在しません｡ 合弁企業の企業文化をどちら側のものにするかという問題に

関して､ われわれはいつも検討しています｡ 企業研修を例として説明しましょ

う｡ 例えば日立の中国グループ会社の中で日立 (中国) 有限公司という子会社

があります｡ この会社は主に日立の中国現地子会社・法人などを対象に各種の

サービスや支援活動を提供し､ 特に同社の研修プログラムは非常に評判がよい｡

総経理は私に ｢海信日立の研修は海信のものだけではなく､ 日立のものも使お

う｣ とアドバイスした｡ 私はこの会社を調べたところ､ 確かに製造現場の組長・

班長や課長レベルの研修はよくできていることが分かり､ われわれはこの会社

の研修プログラムを買いました｡

胡：国際合弁企業おける学習の問題についてお聞きしたい｡ この合弁企業を設

立する目的に関して､ 海信側が日立の業務用エアコン領域で持つ高い製品開発

技術､ 生産や品質管理のノウハウを学習したいこと､ 一方､ 日立側は海信の中

国での強い販売能力を利用し､ 製品の販売を通して利益を追求し､ 同時に中国

でいかにして事業を展開するかなどの方法も学習することを狙いとしていたと

考えられます｡ 合弁企業が設立されて以来､ 中国側は日立の技術等を学習する

日中合弁企業のマネジメントについて
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ために､ 具体的にどんな対策を取ったのですか｡ そして､ 中国側は合弁企業で

学習した知識や技術をいかに海信集団にフィードバックし､ 海信集団はまたこ

の知識を傘下のグループ企業とシェアし合い､ もっと広い分野で応用しようと

努力したのでしょうか｡ 逆に日立側のほうはどうですか｡

範：中国側の学習努力について､ まず研究開発の方から説明します｡ なぜかと

いうと､ 開発は最も重要な一環であるからです｡ 製品開発において､ われわれ

はまず日立側に短期支援を要求しています｡ これは日本人技術者の派遣や現場

での指導も含みます｡ また､ 合弁会社では一人の常駐日本人技術者がいて､ 彼

は開発部の部長でもある｡ われわれはいつも従業員に ｢何かあったら､ 彼にな

んでも聞いてください｡ 日本側の技術だけではなく､ 技術開発の規範も学ばな

ければならない｣ と言っています｡ 中国人は往々にして､ 具体的な技術そのも

のの習得だけに満足し､ 製品開発の方法論的なものを見逃してしまう傾向があ

ります｡ 製品開発は団体戦であり､ システム的なものです｡ 特に開発の規範に

ついて､ 第�歩は何をするか､ 第�歩は何をするか､ また次の第�歩は何をす

るかという｡ 製品開発は客観的な規律を尊重しなければならないし､ 製品開発

は科学的なものです｡ 中国人はいつも短期的な成果を重視し､ 近視眼的で､ あ

る特定の技術だけを学び､ 結局何もできない｡ 多くの中国企業が外国企業から

を技術を学んでいるが､ なんで今日に至っても相変わらず高性能で高品質の製

品が作れないのですか｡ やはり短期的な成果ばかりを追求し､ 本物の技術が学

べないのではないでしょうか｡ われわれの総経理はいつも ｢技術開発の方法論

を身につけよう｣ と従業員に言い続けた｡ これは本当に難しいです｡ われわれ

は今日でも ｢本当の技術はもう学んだ､ 分かった､ 身に着けた｣ というような

ことはとても言えません｡

第�に､ われわれは中国人技術者を不定期的に日本に派遣し､ 研修を受けさ

せます｡ 研修期間は�週間から�ヶ月までです｡ このような技術者の日本への

派遣は最初の頃はよくあったが､ 現在は減少しています｡ そして技術者一人ひ

とりはほとんどある明確な課題や研究テーマを持って日本で研修活動をしてい
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ます｡

�番目の質問､ 中国側が合弁企業で学んだことを海信本社にフィードバック

したかどうか､ ということですね｡ 第�に､ 海信集団本社の人はいつもリサー

チのため合弁会社に来たりします｡ 例えば海信集団本社の人力資源部､ 品質管

理部などいろいろな部門からの人たちが合弁会社に来て視察します｡ 彼らは合

弁会社で何かいいことを見つけたら､ 後でこれを簡単にまとめてほかのグルー

プ会社に教えます｡ 第�に､ 海信集団は不定期的に海信傘下のグループ会社に

よる海信日立への見学や視察活動を開催します｡ もちろん､ われわれもほかの

会社に行って勉強します｡ われわれは自分がベストだなんか思いません｡ 従っ

て､ 合弁会社と海信集団のグループ子会社の間の交流活動は非常に頻繁です｡

第�に､ 海信集団には企業内部大学として ｢海信学院｣ という組織があります｡

この組織の主な役割は海信グループ企業の経営の知識やノウハウを整理し､ ま

とめることです｡ 海信学院もいろいろなイベントを企画し､ 開催します｡ 例え

ば､ 海信日立の従業員を講師として招いて､ 海信日立のよい事例やよいやり方

などを他のグループ企業に紹介するといった活動があります｡ もちろん､ われ

われもほかのグループ企業からたくさんのことを学びました｡ 海信集団はグルー

プ企業間の交流のため､ さまざまな努力を払った｡

最後の質問､ 日立はこの合弁企業で学習した知識等を日立中国のほかの事業

(企業) に応用しようとしたのかについて､ 詳しい情報はよく分かりません｡

海信日立の第�期日本人副総経理 (技術担当) は合弁企業で�年近くを働いた

後､ 広州日立という会社に転職し､ 総経理になりました｡ これはもしかして日

立の意図を反映しているのではないか｡ つまり､ 彼は海信日立では主に生産管

理の仕事を担当していたが､ 広州日立で総経理になって海信日立での経験も当

然持って行ったのでしょう｡

胡：学習の問題に関して､ この合弁会社では中国側はいわば ｢学生｣ の立場に

あり､ 日立は ｢教師｣ の立場に立っていると思います｡ 中国側の学習効果は自

分の学習意欲や努力は言うまでもなく､ 他方､ 日立側が中国側に技術や知識を

日中合弁企業のマネジメントについて
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伝授する意欲はあるかどうかにもよります｡ 日立側の実際の行動はどうですか｡

何か隠しているところがあるのでしょうか｡

範：日立が何も隠さず自分の持つ技術を全部中国側に教えることは､ まずあり

えないでしょう｡ 特にコア技術など企業の秘密に関わる場合があるので､ ある

意味では普通のことです｡ この要因を除けば､ 私は日立が技術の伝授に関して

とてもオープンだと思います｡ なぜならば､ この合弁会社も日立のものです｡

しかも､ 日立の出資比率は��％に近い｡ それから､ これは日立の企業文化に

も関連していると思います｡ 日立はどちらかというと､ 比較的に献身的です｡

胡：合弁会社のデュアルブランド戦略について､ 合弁会社が設立されてからずっ

と日立ブランドを使ってきましたが､ ����年に海信ブランドを打ち出しまし

た｡ 二つのブランドのターゲットは､ 日立は主にハイエンド向けで､ 海信はミ

ドルエンド向けです｡ 海信ブランドを立ち上げた背景は何ですか｡ 現在の売れ

行きはどうですか｡ 海信ブランドの製品と日立ブランドの製品の使っている技

術や品質管理などは同じものか違うものですか｡ 二つのブランドの製品の間の

競争をいかに回避するのですか｡

範：まず､ 海信と日立が当初結んだ合弁契約書の中には､ 合弁企業は日立もし

くは海信､ あるいはその両方のブランドを使用できることが明確に書かれてい

ます｡ では､ なぜ最初に日立ブランドを使ったのかというと､ やはり日立のブ

ランドはものがいいよね｡ 確かに､ 日立ブランドを使ったおかげで､ われわれ

はすばやくマルチエアコン市場に参入できたのです｡ 実際に､ 合弁が設立され

た最初の�､ �年間の間に､ われわれは����	��
������というジョイント・

ブランドを使ったことがあります｡ しかし､ ����	��
������ブランドの製

品の売れ行きはよくない｡ われわれはこのブランドの意味を顧客に説明するの

にあまりにも多くの時間を費やした｡ 後ほどわれわれは両方のブランドを使う

必要がないことに気づき､ 日立ブランドのみを使うことにしました｡ これで顧

客への説明も要らず､ われわれの強力な販売力を加えて､ 大きな成功を収めた｡

なぜ海信ブランドを出したのか｡ 第�に､ 先ほど言ったように､ これは合弁
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契約が認めたもので､ 双方が最初から約束したことです｡ 第�に､ 海信集団は

ずっと海信ブランドの製品を強く望んでいたからです｡ 海信はマルチエアコン

事業を非常に重視していた｡ そうでなければ､ 合弁企業を作ることはないでしょ

う｡ 重視することとは､ 一体なにか､ 日立ブランドの製品だけを作るのは本当

の意味の重視ではない｡ それは､ われわれが利益や配当を受けることに過ぎず､

結局何もない｡ われわれはこれを事業として考える以上､ 海信ブランドの製品

を出さなければならない｡ この要求はごく普通だと思います｡

そして､ 先にあなたが言った日立ブランドは主にハイエンド向けで､ 海信ブ

ランドはミドルエンド向けという点､ それは間違っている､ 両方ともハイエン

ド向けです｡ 正確な言い方は日立ブランドは外資系のハイエンド市場向けで､

海信ブランドは国産ハイエンド市場向けです｡ 国産ブランドと言っても､ 必ず

しもすべてがローエンドであるわけではない｡ 国産ブランドにもハイエンド市

場が存在している｡ この二つの市場は違います｡ 例えば､ あなたは購入者で国

産ブランドを希望し､ 外国ブランドは買わないと決めた｡ このとき､ われわれ

はあなたに海信ブランドの製品を推奨します｡ われわれは依然として国産のハ

イエンドブランドだからです｡ また､ ある購入者は外資ブランドを購入する意

向が強い場合､ われわれは彼に日立ブランドの製品を推奨します｡ 従って､ 外

資ブランドのハイエンド市場と国産ブランドのハイエンド市場は違うものです｡

�番目の質問､ 海信ブランド製品の売れ行きについて｡ 予想より好ましい状

況にあるといってもいいでしょう｡ 当初､ 海信ブランドは要するにゼロからス

タートするわけです｡ 今までずっと日立ブランドの製品を作ってきたが､ 突然､

海信ブランドを立ち上げて､ しかも製品が同じ工場で作られ､ これは顧客を説

得するには必ず時間がかかることも覚悟し､ さらに海信ブランドを立ち上げた

ことが果たして日立ブランド製品の今後の売れ行きにどんな影響を及ぼすかな

ど､ いろいろ心配しました｡ 結果を見ると､ 第�に､ 海信ブランドは日立ブラ

ンドの製品になんの悪い影響も及ぼしていない､ これはわれわれが最初から両

ブランドのターゲットを明確に区別したのです｡ 第�に､ 海信ブランドの立ち

日中合弁企業のマネジメントについて
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上げは中国マルチエアコン市場が急速に発展を遂げている時期と一致し､ この

よいタイミングのおかけで､ 海信ブランドの認知度も上がっていて､ われわれ

が当時､ 短所だと思ったものは長所へと変わっていた｡ ある顧客は ｢海信は国

産ブランドですが､ 外資系企業の工場で作られたものです｣ と言いました｡ こ

れは､ われわれの業界では�������｡ 海信ブランドの製品が外資企業の工場

で生産されたことは､ 顧客に安心感を感じてもらい､ 顧客に受け入れられたの

です｡ もし､ 海信ブランド製品の品質に疑問を持つ顧客がいたら､ われわれは

販売代理店と協力して顧客を工場まで連れていき､ 見学などの活動を実施する

ことを通して､ 顧客の疑問や不安を払拭する｡ 他方､ もともと日立製品の顧客

にしても､ われわれは海信ブランドを生産し始めることによって､ 日立製品に

対する不信感も抱くような場合には､ われわれも顧客と一緒に生産ラインなど

を確認する｡ だから､ われわれは市場に働きかけをしなければならない､ 時に

は顧客を教育しなければならない｡ 競争ライバルは､ もちろんこの点を利用し

てわれわれにとって不利な行動を取るに違いない｡ われわれは長い時間を費や

して､ 顧客を説得しました｡ 意外なことに､ 顧客の説得は私たちの想像より簡

単でした｡ これは､ 本気で製品を購入する顧客はいつも理性的であるというこ

とです｡ そもそも製品を買う気がない顧客は､ あれこれをいうかもしれないで

すが､ 顧客は本当に買う以上､ いろいろなところを回って､ 製品を見比べて､

本当のことが分かるのです｡ われわれのビジネスは����なので､ ���	ビ

ジネスとの最も大きな違いは､ �の顧客のほうは理性的ということです｡


番目の質問､ 本当に言うと､ これはなかなか説明にくい問題ですね｡ なぜ

なら､ 日立ブランドの製品と海信ブランドの製品はみな同じ生産ライン､ 同じ

部品メーカーの部品､ 同じ開発部門で作られたものだからです｡ でも､ 同じ技

術とは言えない｡ というのは､ 海信ブランド製品は価格が安い､ もし日立と同

じ技術を使ったら､ 利益の確保はどうするか､ という問題がある｡ 従って､ わ

れわれの戦略として､ 外資系ブランド製品市場に対して､ われわれは競争ライ

バルと同性能の製品を提供する｡ 他方､ 国産ブランド製品市場に対して､ まず
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ライバルの競合製品の性能などを見極め､ われわれの既存製品 (日立のもの)

はどんな改善が必要なのかを明らかにする｡ 改善というのは､ 必ずしも性能を

よくするのではなく､ むしろ多くの場合では､ まず過剰な技術や性能を省くこ

とから始まるのではないか｡ つまり､ 簡略化ということになります｡ これは決

して手抜きではありません｡ 海信ブランドの製品は日立と同じ技術プラットフォー

ムを使っているが､ 日立はすべての性能が優れているかもしれない｡ 一方､ 海

信ブランドの製品はそんな必要がない､ 過剰な性能や品質は非科学的であると

思います｡ 例えばアップルの��������と�������	を比較して､ �������	

が悪い製品とは言えるのでしょうか｡ 必ずしもそうではない｡ �������	を買

う人が依然として多く､ �������	は素晴らしい製品です｡ だから､ これはな

かなか説明しにくいですね｡ 海信ブランドの製品は決して簡単的､ ローエンド､

手抜きではありません｡ 一般的な考え方に従えばこう思えるのかもしれません

が､ この点をきちんと書いてくださいね｡

胡：合弁会社と親会社の関係について､ 例えば合弁会社の中国側の責任者はど

のように海信集団に業務を報告し､ 必要な支援・サポートを海信側に要請を出

し､ 或いは必要な権限を要求するかなどについてお聞きします｡

範：まず海信側から､ 合弁会社と親会社 (二大株主) とのコミュニケーション

は主に二つのルートがあります｡ 一つは取締役会､ もう一つは日常の業務報告､

むしろ後者のほうが多いようです｡ 例えば､ 中国側も日本側も合弁会社を専門

的に管理する責任者がいます｡ 海信集団本社では､ ある副総裁は海信日立の日

常運営を管理・監督しています｡ 一方､ 日立ではある国際事業部本部長がこの

合弁企業を管理しています｡ ちなみに､ この本部長は同時に合弁会社の第
期

の董事長でもありました｡ 彼は日立の海外業務の管理を担当しています｡ 従っ

て､ 合弁会社の総経理の日常の最も重要な仕事の一つは､ この二人に合弁会社

の経営状況を報告しなければならない｡ もちろん､ 海信のほうは近いので便利

です｡ 海信集団は幹部 (経営者) たちに対して､ ｢常に現場の状況を詳しく把

握するように行動すること｣ (中国語表現：要求干部必�深入基�､ 了解情况)
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を要求している｡ 従って､ この副総裁は合弁会社に頻繁に足を運びます｡ 彼は

時にはいろいろな具体的な指導意見や指示を出し､ 或いはわれわれは海信集団

のある種の支援が必要な場合､ まず彼に報告し､ 彼はいろいろ調整して問題を

解決する｡ われわれは彼からいろいろな援助を受けた｡ このような方式のコミュ

ニケーションを通して､ 海信本部がわれわれの業務進捗状況､ 解決すべき課題

などをよく把握することができ､ 効率も非常にいい｡ また､ 海信本社では時に

は会議を開いたり､ 或いは集団の各部門長を合弁会社に派遣し､ 経営の診断を

してもらったりすることもよくあります｡ 診断の後､ ｢これを注意しなさい､

あれを注意しなさい｣ などいろいろ言われます｡

日本側との交流､ 報告はそんなに頻繁ではない｡ 地理的な距離も一因かもし

れないが､ 日立は傘下のグループ企業を統括・管理する方式は比較的に緩いの

ではないかと考えています｡ 合弁会社の総経理は年に�､ �回の頻度で日本人

董事長のところに報告に行きます｡ 権限の授受について｡ 総経理の権限､ 例え

ば必ず取締役会に報告しなければならない事項はなにか､ 自分の判断で決めら

れることはなにか､ などは最初から明確に規定されている｡ だが､ 時間の経つ

につれて総経理は二大出資会社からの信頼がどんどん多くなり､ 彼の権限は実

際に大きくなっている｡ 信頼と権限はいつも正の相関関係にあります｡

胡：国有企業の特殊的な問題について｡ 海信は国有企業です｡ 国有企業内では

普通､ 中国共産党委会や共産主義青年団委会及び従業員組合などの組織が設置

されています｡ 海信日立ではこのような組織がありますか｡ もしあれば､ これ

らの組織はどんな役割を果たし､ 企業の経営にどんな影響を及ぼしているので

しょうか｡

範：特色のある質問ですね｡ 多くの外国人もこの質問に大変な興味を持ってい

るようです｡ 企業内でこんな組織を設置し､ 一体何をするつもりですか､ とい

うのですね｡ まず､ 海信日立では組織運営の透明性が高い党委会､ 団委会や組

合がある｡ すべて備えています｡ これらの組織はすべて正規の手続きを経て設

立され､ 海信集団の関係部門の指導・指示を受けながら､ 活動をしている｡
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それから､ これらの組織の果たす役割について｡ 合弁企業の党委会や団委会

は海信集団の指示を受けて活動をしています｡ 海信集団では党委を ｢党は企業

の経営管理をサポートする｣ と明確に位置づけています｡ つまり､ 党の性格は

｢党が企業をリードするのではなく､ 企業のために企業をサポートする｣ こと

である｡ 党の活動は空虚的なものではなく､ 実際の活動をしないといけません｡

なぜならば､ われわれは企業です｡ 企業を経営している以上､ 社会のための経

済的あるいは人的な価値を創出しなければならない｡ 党委もこの目標を目指さ

なければならない｡ このように､ 企業と党の関係をうまく処理できないと､ 企

業はだめになります｡ 第二に､ 党の仕事は実際に人に関するものであり､ 党は

人､ 特に幹部を管理する組織です｡ 従って党などの組織がない企業に比べて､

われわれのような党が設置している企業の方は人材・幹部を管理する新しいルー

トが形成されていると言えます｡ もし､ このルートをうまく利用できれば､ ほ

かの企業ではできないことがわれわれはできるかもしれない｡ 例えば党員は一

般的に企業内の優秀な人と言われています｡ ですが､ 党委という組織を通して､

これらの優秀な人材を集め､ 彼らをもっと優秀に育てていく､ これこそ党の仕

事です｡ 党員は何事も率先垂範をしなければならない｡ われわれは企業内でい

ろいろなイベントを開催し､ 例えば ｢�位先�｣ (各部署で一番優秀なスタッ

フを選出する活動) など､ われわれは企業では党黴 (バッチ) も常に胸に付け

なければならない､ 私も同じです｡ このようなことを通して､ 党員の皆に自分

は党員であることを忘れず､ 常に他人の模倣の対象になるように､ 党員の意識

の向上を狙っています｡ 私は党員です､ 自分がどれだけ優秀とはいえないです

が､ 平凡のままで現状に満足するのがだめです｡ 党員である以上､ 何事も優秀

を目指さなければならない｡ ですが､ 党は企業にとって､ いいことか悪いこと

か､ 私は非常にいいことと思います｡

そして､ これから日本側が党委をどのように見ているのかについて話します｡

われわれは毎年従業員の中から ｢優秀従業員｣ ｢技術標兵｣ ｢優秀管理者｣､ そ

して ｢優秀党員｣ を選出し､ 彼らを表彰します｡ まず､ 現場の選抜や推薦など
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の段階を経て､ 最後に経営会議で議論し､ 具体的な表彰者を決めます｡ 私はか

つて二人の日本人副総経理 (技術担当) に彼らの頭の中の党員のイメージを聞

いたことがあります｡ 彼らによると､ ｢共産党員はみんな特殊な材料で作られ､

中国では優秀な人こそ共産党員になれるわけです｡ しかも､ 優秀党員というと､

よほど優秀な人でしょう｣ という｡ 私はこれを聞いて ｢この判断基準でもう十

分です｣ と言った｡ われわれは時々日本人に ｢この人は優秀党員としてふさわ

しいと思いますか｣ と聞きます｡ すると､ 日本人は ｢この人は優秀です｣ と答

えた上で､ ｢この人は積極的で､ 責任感があり､ 活気に溢れている｣ などといっ

た具体的な例も挙げていた｡ 日本人の ｢優秀党員｣ の評価基準はわれわれより

厳しい場合も見られます｡ また､ 日本人はわれわれに ｢この人は本当にこんな

に優秀ですか｣ と逆に質問する場合もあります｡ われわれは ｢どうして彼はそ

んなに優秀とは思わないのですか｣ にもう一度聞くと､ 日本人もいろいろな理

由を挙げて､ 彼らの意見を述べます｡

青年団も同じです｡ 団は青年の組織であり､ 団の企業における位置づけは党

と同じ､ 企業の経営管理をサポートする役割です｡ 団員は卒業してすぐに入社

した若い大学生や生産ラインの社員が多い｡ われわれはいつも ｢崗位競�｣

｢技能比武｣ (従業員の技能を競わせる) などのイベントを開催します｡ これら

の活動は団委の名義のもとで行われたが､ 内容から見ればすべて企業の経営に

関連するものです｡ われわれも掃除をはじめとするボランティア活動などといっ

た皆さんの目に見える､ 身近のことをやっています｡ 団員は空虚なのもではな

く､ 理論的な知識だけを勉強するでもなく､ 行動や実践といったレベルまで落

としこまなければならない｡

胡：合弁企業が設立されたのは����年で､ もうすぐ��年が経とうとしていま

す｡ 海信と日立は当初結んだ合弁契約書は､ この��年間で何か変更されたと

ころはありますか｡ 範さんは中国側経営者の一人として､ 日立側をどのように

評価しますか｡ 日立に対して何か不満なところがありますか｡ 同時に､ 日立側

から海信への不満や愚痴など何か聞いたことがありますか｡
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範：これはいい質問で､ あなたの考えは深いですね｡ この質問は今まで誰にも

聞かれたことがない｡ 合弁契約の変動､ 修正というのか､ 確かに����年のこ

ろ､ 増資が行われました｡ それから､ 合弁契約を修正したところは､ 例えば輸

出があります｡ 以前の合弁契約では､ 海信日立は製品を海外に輸出する場合､

必ず日立の同意を得なければならないというのがありました｡ これは合弁企業

の輸出を事実上認めないということです｡ この間､ 海信と日立は長い交渉の結

果､ ようやく日立は同意した｡ 海信はどうしても製品を海外に輸出したいとい

う強い意思があります｡ 海外市場はそんなに大きいのに､ 日立はそのすべてを

カバーするわけではない｡ もし合弁企業はその能力があれば､ なぜ輸出を認め

てくれないか､ など日立といろいろ交渉しました｡ それで合弁契約書を修正し

たのです｡ 日立が海外で比較的市場シェアが低い所､ 或いは日立が重点的に取

り組んでいない地域では､ 合弁会社はそこへの輸出ができる｡ これは大きな進

歩と言えます｡ いずれにせよ､ われわれの仕事はこの合弁契約書の内容に基づ

いて行われています｡ 私は一人の参加者として､ この合弁契約書は非常に完璧

だと思います｡ 契約書は非常に先見性があり､ 将来起こりうることのほとんど

が書かれています｡ 今まで､ 先の輸出の件を除けば､ 合弁契約書に記載した内

容を超えた事はほとんどありません｡

私はパートナーの日立側を非常に高く評価します｡ 一般的に多くの中日合弁

企業はうまく行かず､ 特に日本側が支配権を持つ場合はそうです｡ 日本の企業

は普通とても保守的で､ 製品のコア技術や優れた経営ノウハウなどを相手側に

教えない｡ だから､ ｢一流の技術｣､ ｢二流の技術｣ といった言い方があります｡

しかし､ この合弁会社では私はこのような良くないところは少しもありません｡

日立はわれわれに技術を移転したとき､ 一流の技術とか､ 時代遅れの技術とか

区別しません｡ そして､ 日立は新製品を開発するとすぐに､ 積極的にわれわれ

に推奨します｡ これはまず日立の経営理念と深い関係があると思います｡ 日立

は心が広い､ 度胸がある｡ 日立はほかの日本企業と違い､ 自分が支配権を持つ

かどうかは関係なく､ 技術の移転に積極的で非常にオープンです｡ また､ 日立
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は海信に対して比較的に友好的であり､ 海信を尊重している｡ もちろん海信は

日立に対して不満もあります｡ 例えば日立から供給した部品､ 圧縮機などいつ

も値段が高くで､ 下がらない､ また部品のリードタイムも長い､ さらに日立側

の意思決定が遅い､ 日立からの技術支援はまだまだ足りないなどいろいろあり

ます｡

日立も中国側に対する不満というと､ きっといろいろあると私は思います｡

例えば､ 一番不満なところは ｢計画より変化のほうが速い｣ (中国語表現：�

�没有�化快) ということでしょう｡ 例えば､ 海信集団は合弁企業に対して

｢年��％の成長率の達成｣ という要求を出したが､ 何ヶ月後市場が好調で ｢��

％の達成｣ と目標を変更した｡ 日立側はいつも ｢約束したのに､ また変わった､

どうして｣ など､ 理解し難いことでしょう｡ もちろん海信が出した要求はすべ

て海信日立がもっと速く､ もっと大きく成長してほしい､ といったもので合弁

会社の利益を奪い取るわけではありません｡ 日本側の希望は､ やはり ｢あまり

変わらないでほしい｣ ということですね｡

胡：海信は����年に日本市場に進出し､ 海信日本株式会社を設立しました｡

現在は主にテレビや冷蔵庫を販売している｡ 海信は日本市場での売れ行きはど

うですか｡ ����年�月��日の 『日本経済新聞』 の記事によると､ 海信は今年

の秋日本市場にハイビジョン��テレビを投入､ 今までの低価格品から高級ブ

ランドへと戦略変更することなどが書かれています｡ 範さんは海信の今後の日

本市場での活躍に何か期待していることがありますか｡

範：まず､ 海信の日本市場での販売の詳しい状況はよく分かりませんが､ 私の

知っている範囲でお答えします｡ 中国企業は日本に進出し､ 日本市場で事業を

展開するのはとても難しいことです｡ なぜならば､ 日本はもともと多くの家電

ブランドの発祥地であり､ 日本の家電メーカーは相次ぎ中国から撤退するにも

関わらず､ ここ日本市場は依然として日本家電メーカーの地盤です｡ ハイアー

ル､ レノボや華為などの中国企業が日本に進出した理由は､ これらの中国企業

にとって､ 中国ブランドはグロバールブランドになるためには必ずアメリカや
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日本という二大家電市場に出て行かなければならないと考えたからです｡ アメ

リカは世界で最も競争の激しい家電市場です｡ 中国ブランドはアメリカで一定

のプレゼンスを示さない限り､ 自分はもはやグローバル企業とは言えないので

す｡ 日本も同じで､ 日本にはたくさんの家電ブランドがあり､ ここでシェアを

取れば､ すごいことでしょう｡ サムスンや��は日本である程度のシェアを占

めていることは､ これらの企業の国際化の程度の高さを表しています｡ 海信も

同じようなことを考えている｡ もちろん､ 中国企業は日本市場に進出する際の

方法や戦略も違います｡ ほとんどは���からスタートし､ 徐々にローエンド

ブランドを出して､ 最後にハイエンドへとシフトしていく｡ 海信が今後日本市

場で成功するかどうかは､ 主に海信の戦略や日本市場への投入・投資に依存し

ていると思います｡ まず､ 海信はほかの中国ブランドより決して劣るわけでは

ありません｡ そして､ 海信は���	年代から既に日本企業と取引を始め､ 日本

企業の状況､ 日本市場の状況をよく分かっています｡ これは海信の優位性です｡

私は海信の今後の日本市場での活躍に自信があります｡

胡：どうもありがとうございました｡
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�. はじめに

最近では､ 幅広い分野での女性の人材活用を政府主導で促進しようとする動

きがでてきている｡

女性の雇用者については､ ����年に ���万人､ ����年には �����万人､

	���年には､ 	����万人､ 	���年には	��	�万人となり､ 女性の職域が拡大す

るとともに女性の労働力率は､ 徐々に上昇してきた｡ しかし､ 結婚､ 出産と子

育て期での就業継続は､ 依然難しく､ また､ 賃金などの面でも男性との差は､

縮小されているとは言えない状況である｡ 一方で､ 少子高齢化も進んでおり､

年間の出生数も��
�年の年間	��万人をピークに､ 第二次ベビーブームの

����年に	��万人､ 	��	年には��
万人と減少している｡ なお老年人口 (��

歳以上) は､ 一貫して増加しており､ 全人口に占める割合は､ ����年���％､

	���年	���％､ 	��	年	
��％となっている｡

このような少子高齢化問題を解決するには､ 先行研究において女性の活躍､

つまり結婚・出産と就業の両立ができる環境の整備が必要であること､ また､

女性の就業については､ 都道府県間で大きな差が存在するとの指摘がある｡ 女

性就業について地域差の視点から実証分析した研究については､ 安部・近藤・

―���―
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森 (����)､ 宇南山 (����) がある｡ さらに､ 安部・近藤・森 (����) は､ 学

歴分布､ 男性所得､ 男女間賃金比､ 三世代同居率が女性就業の地域差とどのよ

うにかかわるのか公表集計データを用いて検証している｡ 宇南山 (����) は､

都道府県データを使用し､ 結婚経験率と労働力率の相関関係を説明している｡

本稿では､ 観光という視点から旅行先の特徴に着目し､ 男女の雇用差に観光

動向がどのように影響するかについて都道府県別データを用いて考察した｡ 男

女間の雇用の差を表す�つの変数と観光データを用いて､ 主成分分析に応用す

ることによって､ 男女間の雇用の差による観光動向の特徴をまとめ､ 猿爪

(����) が､ 分析した全国の女性雇用特性との関係性を整理する｡

�. 日本の女性雇用特性

日本の女性雇用の特徴は､ 子育て期の女性就業が底となる�字型曲線を示

していることから､ 女性の就業促進の鍵を握るのは､ 有配偶の女性と言われて

おり､ その有配偶女性の就業に関する研究は多く蓄積されている｡ みずほ総合

研究所 (����) は､ ��～		歳の有配偶女性に着目し､ 就業率と無業者の就業

ニーズの大きさによって全国の都道府県を分類している�｡ それによると､ 北

陸をはじめ就業率及び無業者の就業ニーズがともに高い領域 (相対的な高就業

ニーズ領域) と､ 大都市圏など就業率及び無業者の就業ニーズがともに低い領

域 (相対的な低就業ニーズ領域) に二極化傾向がみられるとしている｡

就業ニーズが低い領域では､ 育児と仕事の両立の難しさが女性の就業の最大

の壁となっており､ 一方で就業希望者のうち求職活動を行う者の割合が低いな

ど､ 就業ニーズの高い領域と比べ､ 就業希望が必ずしも具体的な行動に結びつ

いていない傾向があるとしている｡

また､ 安部・近藤・森 (����) は､ 女性の就業行動には極めて大きな地域差

が存在するとし､ 学歴分布､ 男性所得､ 男女間賃金比､ 三世代同居率が女性就

業の地域差とどのように関わっているか､ 公表集計データを使用し検証してい

―���―



る�｡ それによると､ 一部の日本海側の県で��～��歳の女性の正規雇用就業率

は､ 東京を除く首都圏�県の�倍程度で､ 単純な集計からは､ 女性就業の高い

県で男女間の賃金格差が小さいという傾向は観察されないことが述べられてい

る｡ また､ 労働供給にかかわる要因として男女間賃金比､ 男性所得､ 年齢階級

別の学歴分布､ 三世代同居率に限定し､ これらのデータを用いた回帰分析をし

た結果､ 男女間賃金比が高いことが女性の正規雇用就業率を高める傾向はみら

れず､ 男性所得が高いことは､ 女性の正規雇用就業率を下げる傾向にあり､ 男

性雇用者年収が��％上昇すると女性の正規雇用就業率が��	％程度低下するこ

とが推計されている｡

また､ 宇南山 (����) は､ 結婚経験率､ 結婚・出産による離職率､ 労働力率

の相関関係を明らかにした｡ それは､ 全国的な晩婚化・非婚化にもよらず､ 離

職率が低い都道府県では､ 結婚経験率の低下は小さく､ 結婚による離職率が高

いとその都道府県の労働力率を引き下げ､ さらに結婚をする確率も引き下げる

ため､ 結果として労働力率が低い都道府県ほど結婚経験率も低いという正の相

関が観察されたことを明らかにしている�｡

安部・近藤・森 (���
) は､ 賃金や所得の影響を重視しているが､ 猿爪

(����) は�女性の働く環境を重視し､ 経済的変数のみならず住環境や育児環境

に関する変数を使用し分析している�｡ 女性の労働力率に与える要因として､ �

人当たり県民雇用者報酬､ 持家比率､ 世帯当たり保育所､ 三世代世帯比率､ 通

勤・通学時間､ 現金給与､ 世帯当たり管理的職業女性を考え､ この�つの変数

を使用し､ 標準回帰分析を試み�､ その結果､ 世帯当たりの女性就業率に最も

影響しているのは､ プラスに世帯当たり女性管理職比率､ �世代世帯比率､ �

人当たり県民雇用者報酬､ 世帯当たり保育所の順であることが分かった｡

つぎに､ 上記�つの変数にもとづいて女性の労働力に関する都道府県別 (以

下､ ｢地域｣ と呼ぶ) の特性を調べるために主成分分析を行った｡ この分析結

果は､ 以下の通りである｡

男女間の雇用の差による観光動向の特徴
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(�) 主成分分析

主成分分析の結果は､ 表�､ 表�､ 図�に示されている｡

表�の寄与率から､ 第�主成分では､ 全体の約��％を説明している｡ 第�

主成分は､ 全体の約��％を説明､ 第�主成分では､ 全体の約��％を説明して

いる｡

以下､ 表�では､ 地域の分析結果を示し､ グループ分けを行い､ 図�は､ グ

ループ分けした結果を色分けし､ 全国の傾向が分かるようになっている｡

―���―

図� 主成分得点によるクラスター

注) �は第�主成分のプラス､ �は第�主成分のマイナス､ �は第�主成分のプラス､ �は第
�主成分のマイナス､ �は第�主成分のプラス､ �は第�主成分のマイナス､ �は特徴の
ない (－�＜主成分負荷量＜�) 自治体をそれぞれ示している｡

資料出所：猿爪 (����) ｢女性の働きやすさに関する研究｣ 『経営総合科学』 第���号､ 	
���
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表� 主成分負荷量

変数 第�主成分 第�主成分 第�主成分

�人当たり県民雇用者報酬 ����� ����� �����

持家比率 －����� ����� �����

世帯当たり保育所 －����	 ���	� ���	�

�世代世帯比率 －���
� ����� �����

通勤・通学時間 ���	� －����� �����

現金給与 ����	 ��
�� －�����

世帯当たり管理的職業女性 ���
� ����� －����


寄与率 (％) ���	�� �
���� �����	

累積寄与率 (％) ���	�� ������ 

����

注) 太字の数字は､ 絶対値が��	以上のものを示す｡

表	 主成分得点

都道府県 第 �主成分 第 �主成分 第 �主成分 クラスター 都道府県 第 �主成分 第 �主成分 第 �主成分 クラスター
北海道 ���	� ����� －	���� � 滋賀県 －����� －����� ����	 �
青森県 －����� ����� －����	 � 京都府 ����� ��	�� －����� �
岩手県 －����	 ����� －��	�� � 大阪府 ����� ����� －��	�� �
宮城県 ��
�
 ����� ����� � 兵庫県 ����� ����	 ����� �
秋田県 －����� －����	 ����� � 奈良県 ���
� ���	� ����� �
山形県 －����� ��
�� ����� � 和歌山県 －����� －����� ����� �
福島県 －����� ����
 ���
� � 鳥取県 －����� ����
 －����� �
茨城県 ����	 －����� ����� � 島根県 －��		� ����� －����� �
栃木県 ���	� ����� ����� � 岡山県 ����	 －����
 ����� �
群馬県 －����� ����� ����� � 広島県 ����� －���
� －��		� �
埼玉県 ����� －����
 ��	�� 	 山口県 ����� ����� －����� �
千葉県 ����� －����	 ����� � 徳島県 －���	� ����� －��	�	 �
東京都 ����� ��
�	 ����
 � 香川県 ����� ����� －����
 �
神奈川県 ����� －����� ��
�
 � 愛媛県 －����� －	���� －����� 	
新潟県 －����� －����� ��
�	 � 高知県 ���
� ����
 －��
�� �
富山県 －����� －��
�� ����� � 福岡県 ����� ����� －����� �
石川県 －����� －����� ����
 � 佐賀県 －��
�
 ����� ���
� �
福井県 －���	
 ��	�� ����� � 長崎県 －��	�� －����
 －����
 �
山梨県 －����� ��
�� －����� � 熊本県 －����� ���
� －����� �
長野県 －���
� ����� ����� � 大分県 －���

 －����� －����� �
岐阜県 －����� ���	� ����� � 宮崎県 －����� －����� －	��
� �
静岡県 －����� －����� ���

 � 鹿児島県 －��	�� －	���� －����� 	
愛知県 ����� ����	 －����� � 沖縄県 ����� －	���� －����	 	
三重県 －����� －����� ��
�� �

注) 太字の数字は､ 絶対値が�以上のものを示す｡



(�) 分析結果からみる地域特性

最も説明力が高い第�主成分は､ �人当たり県民雇用者報酬､ 通勤・通学時

間､ 現金給与がそれぞれプラスに作用し､ これに強く関わっている地域は､ 千

葉県､ 東京都､ 神奈川県､ 京都府､ 大阪府､ 兵庫県など大都市圏の地域に見ら

れる｡

一方､ マイナスに強く作用している変数は､ 持家比率､ 世帯当たり保育所､

�世代世帯比率である｡ これに強く関わっている地域は､ 青森県､ 秋田県､ 山

形県､ 新潟県､ 福井県､ 鳥取県､ 島根県など女性労働力率の相対的に高い地域

で日本海側の地域に見られる｡ 先行研究においても同様な傾向が示されてい

る�｡

�. 男女間の雇用差と観光データに関する特性分析

ここでは､ 男女間の雇用差と観光地の特性を調べるために､ �つの男女間の

雇用データと観光データ (表�) を使用し､ 主成分分析に応用した｡

分析結果は､ 表�､ 表�の通りである｡ 表�の主成分負荷量の第�主成分は､

全体の約��％を説明しており､ 第�主成分は､ 全体の約��％を説明､ 第�主

成分では､ 全体の約�％を説明､ 第�主成分は､ 全体の	％を説明､ 第�主成

分では､ 約�％を説明しており､ 全体で約�
％を説明している｡

(�) 分析結果からみる地域特性

第�主成分：この主成分は､ 全体の約��％を説明している｡ 主成分負荷量

(表�) から､ �人当たり県民雇用者報酬､ 男性､ 女性の給与が比較的高く､ 女

性従業員も多く､ 女性管理者比率も相対的に高いと言える｡

この地域には､ 公共交通機関を利用し､ 地域内の移動にタクシーを比較的に

利用し､ 祭りやイベント行事で訪問する比率が相対的に高く､ わいわいと過ご

す傾向が強い｡ 未婚女性の友人との旅行が相対的に高いと言える｡ こういった

―���―
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表� 主成分負荷量表

変 数 第�主成分 第�主成分 第�主成分 第�主成分 第�主成分
�人当たり県民雇用者報酬 ����� ����� ����� ����	 �����

通勤・通学時間 ����� ����� －����� ����
 �����

男性 (現金給与) ����� ����� ����	 ����� �����

女性 (現金給与) ����	 ���
	 ����� ����� ����


総数 (女性従業員) ����� ����� －����	 ����
 －����	

女性管理者比率 ����� －����	 ����	 －����� －�����

男 (月平均労働) －����
 －����� ����� ����� ����


女 (月平均労働) －����
 －����� ���	� ���	� －���
�

北海道 ����� －����
 －����� ���	� ����


東北 －���
� ����� －���		 ���
� －�����

関東 －����� ����
 －����� ����� ����	

甲信越 －����� ����	 －����� ����� －�����

東海 ����� ����� ����� －����� �����

北陸 －����� ����� ����� ����� －�����

近畿 －����� －����� ���
� －����� �����

中国 ���	� －����
 ����� －����
 ���		

四国 ���	� －����� ����	 －����� ���	�

九州・沖縄 ����� －����� －����� －����� －�����

列車 ����� ����� ����� ����� －�����

自家用車 －����� ����� ����� －����� －�����

レンタカー ����� －����� －����� －����� �����

バス・貸切バス ����� －����� ���
� ����� �����

タクシー・ハイヤー ����� －���	� ����� ����� －����


移動しなかった －����� ����� －����	 －����
 －�����

周遊観光 －����� －����
 ����� ����� ���
�

ゆったり過ごす －���	� ����� －���
	 －����� �����

都市観光 ����	 ����� ���	� ����
 �����

温泉 －����
 ����
 ����� －����� －�����

祭り・イベント ����� ����� ����� ����� －�����

テーマ・パーク ���	� ����
 －���
� －����� ���	�

グルメ旅行 －����� －���	� ����	 －���	� －�����

スポーツ －����� ����� －����	 ���
� ����


自然を楽しむ －����� ���
� ����� ����� ����	

わいわい過ごす ����� ����
 －���	� ����� －����	

平均宿泊数 ����
 －����	 －����� ���
� �����

平均旅行費用 ����� －���

 －����� ����	 �����

幼児連れの家族旅行 ����� ���	� －���
� －����� ���	�

小学生連れの家族旅行 －����� ����� －����� －����� �����

大人の親子旅行 －����� －����� －����� －����� －���	�

�世代の家族旅行 －����
 ����� ����� －���
� �����

夫婦旅行 ����� －����� －���
� －����� －���
	

子育て後の夫婦旅行 －����� －����� ����� ����� �����

未婚女性による友人旅行 ���
� －����� ���
� －����	 ����	

子育て後の友人旅行 －����� －����� ���	� ����� ���
�

ひとり旅 ����� －����� ����� ����� －�����

ホテル ����� －����� －����� －����� �����

旅館 －����� －��	�� ����� －����� －�����

民宿など －����� ���
� －����� ����� �����

キャンプ －����� －����� ����� ����� �����

別荘など －����� ����� ����� ����	 ���
	

注) 太字の数字は､ 絶対値が���以上のものを示す｡
表には､ 雇用データと観光データを示しており､ 旅行者の居住地を��の地域に分類｡ 旅行交通手段､ 旅行タイプ､
同行タイプ､ 宿泊施設を示している｡ これは､ 日本交通公社 (����) による｡
雇用データと旅行者の居住地､ その他の観光データに横線を引いているのは､ データを見やすくするため｡



特性は､ ｢都市型観光｣ と言える｡

主成分得点 (表�) からプラスに強く関わっている地域は､ 東京都､ 愛知県､

京都府､ 大阪府､ 広島県､ 福岡県などの都市圏である｡ 一方､ マイナスに強く

関わっている地域は､ 岩手県､ 山形県､ 福島県､ 群馬県､ 福井県､ 長野県､ 岐

阜県､ 鳥取県である｡

第�主成分：この主成分は､ 全体の約��％を説明している｡ 主成分負荷量

(表�) から､ �人当たり県民雇用者報酬､ 男性､ 女性給与､ 女性従業員が相対

的に高いが､ 女性管理者比率が相対的に低いと言える｡

この地域は､ 関東・甲信越地方からの観光客が多く､ 中国地方からの観光客

が相対的に少ない｡ 移動が相対的に少なく､ 小学生連れの家族旅行が相対的に

多く､ 別荘を利用する比率が相対的に高い｡ 逆にマイナスに作用している変数

は､ レンタカー､ バス・貸切バスを利用する比率､ 宿泊数､ 旅行費用は､ 相対

的に低い｡

主成分得点 (表�) からプラスに強く関わっている地域は､ 栃木県､ 千葉県､

神奈川県､ 山梨県､ 静岡県である｡ 一方､ マイナスに強く関わっている地域は､

青森県､ 島根県､ 山口県､ 愛媛県､ 高知県､ 長崎県､ 宮崎県､ 鹿児島県である｡

―���―

表� 主成分寄与率

寄与率 累積寄与率

第�主成分 ������ ������

第�主成分 ������ �	�	�


第�主成分 
��	� ���	��

第�主成分 ���	 ������

第�主成分 	���	 ������

注) 上記変数のうち雇用関係データは､ ����年､ ����年の県民経済計算､
����年､ ����年の就業構造基本調査､ ���	年､ ����年の社会生
活基本調査､ ����年､ ����年の毎月勤労統計調査を使用している｡
観光データは､ ����年��月日本交通公社 ｢旅行者動向����｣ によ
る｡ データの多くは､ ���
年から����年までの平均値
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表� 主成分得点

都道府県 第�主成分 第�主成分 第�主成分 第�主成分 第�主成分
北 海 道 ����� －����� －����� ����	 －�����

青 森 県 －��
	� －����� －����� ����� －��	�	

岩 手 県 －���
� －����� －��
�� ����� －��	
�

宮 城 県 ���
� ����� －����� ����
 －�����

秋 田 県 －����� －���	� －����� ��	�	 －�����

山 形 県 －��
�
 －���

 －����� ����� －�����

福 島 県 －��	�� ����� －��	�
 ����� －�����

茨 城 県 －����� ����� －����� ����� �����

栃 木 県 －���	� ���
� －���
� －���	� �����

群 馬 県 －	���� ����� －��	�� ���

 －��
��

埼 玉 県 ��


 ����� －����� ����� －����	

千 葉 県 ����� ����� －����� －	�	�	 �����

東 京 都 ������ 	���� ����� ��		� －���
�

神奈川県 ����� 	��	� －����� －����� －�����

新 潟 県 －����� ��	�� －����� ����� ����


富 山 県 －��
�� －����� ���	� ����� ��
��

石 川 県 －���
	 －��	�� ����� ����� －�����

福 井 県 －	�		� ����
 ��
	� －����� －�����

山 梨 県 －����� ����
 －���
	 ����� �����

長 野 県 －����� ����� －����� ����� �����

岐 阜 県 －����� ����� ����� ��
�� ���
�

静 岡 県 －����� ��
�� －����
 －��	�� －���		

愛 知 県 ����	 ���
� ���
� ����� �����

三 重 県 －���	� ��
�� ��	�	 －����� ��
�


滋 賀 県 －����� ����� ����� ����� ��
	�

京 都 府 ����� －����� ��	�� ����� －����


大 阪 府 ����� ��	
� ����� －��	�
 －���	�

兵 庫 県 ����� ����� ���	� －����	 －���	


奈 良 県 ��	�
 －����� ����� ��	�� ���	�

和歌山県 －����	 ����� ����
 －��
�� �����

鳥 取 県 －���
� －����� ����
 －��	
� ��	
�

島 根 県 －��	�� －����� ���		 －����� ����


岡 山 県 ����� －����� ��	�� －����� ���
�

広 島 県 ����� －����	 ����	 ����� �����

山 口 県 －����� －��	�� ����� －����	 ���
�

徳 島 県 ����� －���	� ��		
 －����� ����	

香 川 県 ����� －����� ����� －����� �����

愛 媛 県 ����	 －����� ��	�� －����� －��	��

高 知 県 ����� －����� ����
 ��
�� ��	��

福 岡 県 ��
�� －����� －��
�� －����
 －��	��

佐 賀 県 －����	 －����� －���
� －����	 －	��
�

長 崎 県 ����	 －����� ����� －����� －���	�

熊 本 県 －����� －���	� －���
� －����� －����


大 分 県 －��	�� －����� －��	�� －����� －��
��

宮 崎 県 ����� －	���� －����� ����� �����

鹿児島県 －����� －	���� －����� －����� ��

	

沖 縄 県 ���	� －	���� －���	� －��	�
 	��	�

注) 太字の数字は､ 絶対値が�以上のものを示す｡



第�主成分：この主成分は､ 全体の約�％を説明している｡ 主成分負荷量

(表�) から男性と女性の給与に差はないが､ 男性の給与がやや高い｡ この地

域には､ 東海､ 北陸､ 近畿地方からの観光客が多く､ グルメ旅行が目的で､ 子

育て後の友人との旅行の比率が相対的に高い｡ 逆にマイナスに作用している変

数は､ レンタカーの利用､ 宿泊数､ 旅行費用､ 幼児連れの家族旅行である｡

この特性を強く表している地域は､ 福井県､ 石川県､ 岐阜県､ 三重県､ 兵庫

県､ 鳥取県､ 山口県､ 愛媛県､ 高知県である｡ 一方､ マイナスに強く関わって

いる地域は､ 北海道､ 秋田県､ 沖縄県である｡

第�主成分：この主成分は､ 全体の約�％を説明している｡ 主成分負荷量

(表�) から女性管理者比率が相対的に低い｡ この地域には､ 東北､ 関東､ 甲

信越からの観光客が多く､ 民宿､ キャンプを利用し､ 自然を楽しむ子育て後の

夫婦やひとり旅が相対的に多いと言える｡ 逆にマイナスに作用している変数は､

テーマ・パーク､ 幼児連れ､ 小学生連れの家族旅行である｡

主成分得点 (表�) からプラスに強く関わっている地域は､ 茨城県､ 埼玉県､

富山県､ 奈良県である｡ 一方､ マイナスに強く関わっている地域は､ 三重県､

和歌山県､ 香川県､ 熊本県､ 大分県である｡

第�主成分：この主成分は､ 全体の約�％を説明している｡ 主成分負荷量

(表�) から特に強く作用している変数はないが､ 女性に関わる変数は相対的

に低いと言える｡ この地域には､ 近畿地方からの観光客が相対的に多く､ 自然

を楽しみ､ 家族旅行で､ 民宿､ 別荘を利用し､ ゆったりとくつろぐことが観光

目的と言える｡ 逆にマイナスに作用している変数は､ 東北､ 九州・沖縄からの

観光客は､ 相対的に少なく､ 温泉目的や夫婦旅行で旅館を利用することが相対

的に低いと言える｡

この特性をプラスに強く関わっている地域は､ 滋賀県､ 和歌山県､ 香川県､

岡山県､ 沖縄県である｡ 一方､ マイナスに強く関わっている地域は､ 宮城県､

東京都､ 神奈川県､ 福岡県､ 佐賀県である｡

以上が､ 男女の雇用データと観光データとの主成分分析結果である｡ 主成分

―���―
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図� 第�主成分得点図

図� 第�主成分得点図



―���―

図� 第�主成分得点図

図� 第�主成分得点図



を全国の特性図で表すと図�から図�となる｡

(�) 女性雇用特性の主成分分析と男女間の雇用差と観光に関する主成分分析

の整理

女性の雇用特性､ 男女間の雇用差および観光に関する特性との関係を整理す

ると表�の通りになる｡

女性の雇用特性で�人当たり県民雇用者報酬､ 通勤・通学時間､ 現金給与が

プラスに強く関わっているのは､ 大都市圏の東京都､ 京都府､ 大阪府であり､

これらの都市は､ 都市化されていることから都市型観光都市と言える｡ 一方､

持家比率､ 世帯当たり保育所､ �世代世帯比率がマイナスに強く関わっている

山形県､ 福井県､ 新潟県､ 鳥取県は､ 非都市型観光都市と言える｡

観光資源が集積しているか､ 多種多様な観光資源があるとないでは､ 女性管

理者や女性給与に強く影響するものと言える｡

男女間の雇用の差による観光動向の特徴
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図� 第�主成分得点図



�. 福井県の観光状況

上記の分析の結果､ 非都市型観光都市に分類される福井県は､ 女性労働力率

が高く､ 女性が活躍する地域として注目に値し､ 研究しているが､ 福井県の観

―���―

表� 女性雇用主成分分析と男女間の雇用差と観光データ主成分分析の整理

都市型観光 非都市型タイプ � 非都市型タイプ � 非都市型タイプ � 非都市型タイプ �

プラス マイナス プラス マイナス プラス マイナス プラス マイナス プラス マイナス

雇用特性
第�主成分
プラス

東京都
京都府
大阪府

千葉県
神奈川県

兵庫県

雇用特性
第�主成分
マイナス

山形県
福井県
新潟県
鳥取県

青森県
秋田県
島根県

福井県
鳥取県
島根県

山形県
新潟県

雇用特性
第�主成分
プラス

岩手県
福島県

宮城県 香川県 佐賀県

雇用特性
第�主成分
マイナス

愛媛県
鹿児島県

沖縄県 埼玉県

雇用特性
第�主成分
プラス

茨城県
富山県
奈良県

滋賀県

雇用特性
第�主成分
マイナス

福岡県 山口県
高知県
宮崎県

北海道 大分県

注) 全国の女性雇用特性の主成分分析結果と男女間の雇用差と観光データの主成分分析結果
に基づいて筆者が作成｡ 全国の女性雇用特性の主成分結果は､ 猿爪 (����) ｢女性の働
きやすさに関する研究｣ 『経営総合科学』 第���号､ ����を使用している｡
表では､ 雇用特性と観光データの関係性を表現するため ｢都市型観光｣ と ｢非都市型観
光｣ に分類し､ ｢非都市型観光｣ をそれぞれ�つのタイプに分類した｡



光状況が女性雇用に好影響を及ぼす状況なのか現状を整理する�｡

福井県は､ 日本総合研究所が行った幸福度ランキングで ｢日本で一番幸せな

県｣ と評価され､ 女性の労働力率も����年国勢調査によると����％で全国平

均の�	�
％を上回っている｡ 男女の雇用差と観光データとの主成分分析の結

果､ 福井県は､ 都市型観光にマイナスに強く作用し､ 非都市型タイプ�にプラ

スに強く作用している｡

福井県の観光状況を報告しているものとして社団法人中小企業診断協会福井

県支部����年�月の 『福井県内観光産業の活性化に向けた調査研究』 がある｡

この報告によると福井県の観光状況は以下のようになる｡

福井県は､ 北陸新幹線の金沢駅開業や舞鶴若狭自動車道の開通で観光状況も

大きな転機を迎えていると指摘している｡ まずは､ 観光客入込客数の状況を見

てみる｡

県内・県外別の日帰り・宿泊数の状況は､ 表�の通りとなる｡

����年と����年を比較すると､ 県内客では日帰りが約��万人増加してい

るが､ 宿泊客は､ 約��万人減少している｡ 県外客では､ 日帰り客で約��万人

の増加､ 宿泊客では､ 約��万人の増加となっている｡

つぎに､ 県外客の発地別入込状況を見てみると表�の通りである｡

男女間の雇用の差による観光動向の特徴
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表� 県内別・行程別観光客入込数の推移 (実人数)

(人)

県内客 県外客
合 計

日帰り 宿 泊 日帰り 宿 泊

����年 ��������� ������� ��	������ ��������� 	�	������

����年 ��������� ������� ��	������ ����	���� �����	����

���	年 ��������� 
������ ��������� ��������� ����������

����年 ��������� ������� ���	����� ��
������ ����������

資料出所：����年�月報告 社団法人 中小企業診断協会福井県支部 ｢福井県内観光産業
の活性化に向けた調査研究 ～あわら市､ 勝山市に向けた提案～｣ による｡



関西地区からの入込客が増加して､ 中京地区からの入込客が減少している｡

これは､ 舞鶴若狭自動車道の小浜西��までの開通で関西地区からの入込客が

増え､ 東海北陸自動車道により､ 石川県､ 富山県への旅行客が福井県に立ち寄

らなくなったと中小企業診断協会福井県支部が分析している｡ 関東地区からの

入込客は伸び悩んでいる状況である｡

こうして見ると､ 上記の主成分分析の結果から福井県が非都市型観光地域で

あることと合致していると言えよう｡

次に､ 観光消費額の状況を見てみると表�､ 表��の通りである｡

―���―

表� 県外客の発地別入込状況 (実人数)

(人)

関西地区 中京地区 関東地区 北陸地区 その他 合計

����年 �	���	��� �	��
	��� �
�	��� ���	��� �
�	��� �	���	���

���
年 �	���	��� �	���	��� ��
	��� ��	��� ���	��� �	���	���

����年 �	���	��� �	���	��� ���	��� 
��	��� ���	��� �	
��	���

����年 ��������� ��������� ��	���� ������� 	
����� ��
�	����

資料出典：����年�月報告 表�と同様｡

表
 一人当たりの平均観光消費額 (県内消費)

(円)

発地別 日程別 全 体
項 目

宿泊費 土産品代 その他入場料

県内客
日帰り �	��� － �	��� �
�

宿 泊 ��	��� ��	��� �	��� �	���

県外客
日帰り �	��� － �	��� �	
�

宿 泊 �	��� �
	��� 	��� �	���

注) 上記データについては､ ����年観光動向調査基礎資料を参照｡
なお､ その他入場料には､ 昼食代､ 域内交通費を含む｡



表�､ ��によると一人当たりの平均観光消費額は､ 土産代､ その他入場料の

項目で県外客が県内客の�倍以上の消費となっている｡ また､ ����年の観光

総消費額は､ ���億円で､ そのうち県外客が���億円と全体の約	�％を占め､

県外客の宿泊で��
�％を占めている状況である｡

経済面において中小企業診断協会福井県支部は､ 県内観光消費の拡大に向けて､

県外客､ 特に宿泊客の増加を図ることが重要であること指摘しており､ 北陸新

幹線の開通により北陸､ 特に石川県への観光客が増えているが､ 北陸地方には､

地域に根を張って自ら創造力を発揮し､ 市場を開拓してきている企業が多い｡

この北陸ならではの企業めぐりを全国にアピールし､ 産業観光ルートづくりを

することが北陸の魅力づくりにつながると考える�｡

�. まとめ

本稿では､ 男女間の雇用データと観光データを利用し､ 男女間の雇用特性を

明らかにするために主成分分析をした｡

その結果､ 大都市圏は､ �人当たり県民雇用者報酬､ 男性､ 女性の給与が比

較的高く､ 女性従業員も､ 女性管理者比率も相対的に高い地域から成る｡ 次に､

男女間の雇用の差による観光動向の特徴

―���―

表�� 県内観光消費額の推移

(億円)

全体額
県内客 県外客 県外客

合計日帰り 宿 泊 日帰り 宿 泊

���	年 ��� �� ��� ��	 ��� ���

����年 ��� ��� ��� ��� ��� ���

����年 ��� ��� ��� ��� ��� ��	

����年
��� ��� ��� ��� ��� 	��

���％ ��
��％ ��
��％ ��
��％ �	
��％ ��
��％

資料出典：����年�月 社団法人 中小企業診断協会福井県支部による報告｡



福井県､ 山形県､ 鳥取県など女性労働力率の相対的に高い地域は､ 非都市型地

域であることが分かった｡

女性雇用特性と男女間の雇用差および観光データとの関係を整理すると､ 女

性雇用特性である第�主成分に属している地域は､ 都市型観光が主であり､ 女

性労働力率が相対的に高い地域は､ 女性雇用特性で第�主成分にマイナスに強

く作用し､ 都市型観光に強くマイナスに作用している非都市型観光地域である

ことが分かった｡

女性労働力率の相対的に高い福井県を事例に観光動向の状況を見たが､ 主成

分分析結果の通り､ 福井県は､ 都市型観光に強くマイナスに作用し､ 近郊から

の観光客が多い地域である｡

猿爪 (����) によると�人当たり県民雇用者報酬､ 通勤・通学時間､ 現金給

与がプラスに作用している大都市圏は､ 都市型観光地域であり､ マイナスに強

く作用している日本海側の地域は､ 主に近郊からの観光客が多く､ 自然を堪能

するための観光客が多い地域であることが分かった｡

以上の分析結果を踏まえると､ 観光資源が集積し､ 多種多様な観光資源があ

るかないかによって､ 女性従業員､ 女性管理者や女性給与に強く影響するもの

と考えられる｡

福井県では､ 福井の美しい景観を県内外に発信し､ ふるさとに愛着や誇りを

持ち､ 県民の共有財産である景観を守り育てていくことを目的として､ ｢ふる

さと百景｣ を選定し､ 観光資源に活用していく動きがある�｡ こうした動きと

藤吉 (����) の推奨している北陸企業めぐりの旅のルートを設定､ 福井県､ 北

陸地方に入込客を増やすことが､ 少しでも女性労働力率の上昇につながるもの

と考える｡

今後､ 女性活用が推進されていくなかで､ 観光に関連するデータを踏まえ､

何が女性雇用に強く影響するのか､ 県レベルに留まらず市町村レベルまで分析

を進めていきたい｡

この場をお借りして､ 本研究ノートを投稿するにあたり､ 運営委員の諸先生

―���―



方に貴重なご指導をいただきましたことに感謝申し上げます｡

注

� 使用しているデータは､ ����年総務省 ｢就業構造基本調査｣ である｡ ここで言う ｢無
業者｣ とは､ 期間を定めず､ ｢ふだんの状態｣ で就業状態を分類するユージュアル方式で､
ふだん仕事をしているか否かで区別し､ ふだん仕事をしていない者を言う｡
都道府県別の女性の就業動向を分類し､ その特徴毎に分類された都道府県の集合を ｢領
域｣ としている｡

� 安部・近藤・森 (����) では､ 正規雇用に対象を絞っている｡ その理由として､ 第一に
都道府県×年齢階級別の賃金データを使用しているが､ 公表されている範囲では賃金セン
サスの一般労働者 (フルタイム労働者) について得られること､ 第二に無業からパート雇
用就業への参入は多く行われる反面､ 無業から正規雇用就業への就業は困難とされている
ことから､ 正規雇用就業率に注目し分析している｡

� (独) 経済産業研究所におけるプロジェクト ｢少子高齢化のもとでの経済成長｣ の一環
として執筆されたものである｡ 宇南山 (����) は､ 結婚による離職率を引き下げれば､ 労
働力率を引き上げるだけでなく結婚を促進する効果も期待でき､ 有効な両立支援策となる
と述べている｡
都道府県別の保育所の整備状況は､ 就業継続を規定する要因であるとし､ ��～�	歳の

女性の人口と保育所の定員の比率である ｢潜在的定員率｣ を定義し､ 未婚者を含めた潜在
的な保育需要に基づき女性が直面する保育所の整備状況を評価した｡ この潜在的定員率は､
大都市部の都道府県では低く､ 日本海側の各県では高くなっており､ 大きな地域差がある
としている｡

	 女性就業の地域的側面に着目した研究としては､ 武石 (����) がある｡
� 使用データは､ ����年就業構造基本調査､ ����年国勢調査､ ����年社会生活基本調査
である｡


 都道府県別の女性の就業率を被説明変数とする回帰分析を行った先行研究として
�������������(���
�����) がある｡ また､ 日本のマイクロデータを用いた女性
の就業選択の実証分析では､ �������������� (���
)､ 阿部 (����) があるが､ こ
れらは都市部に居住しているかそれ以外かといった形をとっている｡

� 共働き率と出生率で全国平均を上回る北陸三県において､ 幸福度も世帯収入も高い秘密
を探った書籍として藤吉雅春 (����) 『福井モデル』 がある｡ また､ 福井県の雇用状況に
ついての先行研究としては､ 服部茂幸 (����) ｢福井県の雇用状況はなぜよいのか｣ 『東ア
ジアの地域経済』 福井県立大学編がある｡

� 内発的発展を支える企業群として､ 長浜・敦賀のヤンマー､ 敦賀セメント､ 武生の信越
化学､ 村田製作所､ 鯖江の増永眼鏡､ 福井の三谷商事､ セーレン､ 大聖寺の大同工業､ 小
松のコマニー､ 小松キャビネット､ 小松精錬､ 松任の石川製作所､ 津田駒工業､ ニットー､
金沢の石野機械製作所､ アイ・オー・データ機器､ ハチバン､ 能登の���､ 和倉温泉加

男女間の雇用の差による観光動向の特徴
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賀屋､ スギヨ､ 石動のゴールドウィン､ 大建工業､ 高岡の三協立山､ トナミホールディン
グス､ 富山の富山化学､ インテック､ 光岡自動車､ 魚津のスギノマシン､ 直江津のブルボ
ンをとりあげ北陸企業めぐりの旅を推奨している｡
� 福井県では､ ｢ふるさと納税｣ や ｢ふるさと帰住｣､ ｢ふるさと知事ネットワーク｣ など
さまざまな政策を積極的に推進｡ ����年�月に ｢福井ふるさと百景｣ を選定した｡
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�. 出版関係

｢経営総合科学｣ の刊行

第���号 ����年��月��日 (発行)

論 説 神頭広好 ｢都市の時空間モデル

－都市の創出時間と成立の時間－｣

市野初芳､ 望月恒男､ 名児耶富美子

｢タイ､ マレーシアおよびシンガポールの資本

市場における企業情報開示に関する調査研究｣

石井里枝 ｢愛知電気鉄道株式会社の設立と初期経営｣

野末英俊 ｢批判経営学と管理学

－組織社会の出現と専門経営者－｣

第���号 ����年�月��日 (発行)

論 説 池田幸典 ｢負債と持分､ および資本取引と損益取引はどの

ように区分すべきか｣

近藤暁夫 ｢屋外広告に掲載される距離の値と現実の距離と

の乖離はどの程度まで許容されうるか｣

野末英俊 ｢寡占と専門経営者 －経営技術と組織の維持－｣

報 告 山本大造 ｢����年度 経営総合科学研究所 企業調査報告

－株式会社くらむぼんワインにみる国産ワイン

の可能性－｣
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彙 報
����年度事業報告 (抄)



｢愛知大学総合科学研究所叢書｣ の刊行

�� 岐阜県高山のまちづくり

石井里枝､ 麻生憲一､ 神頭広好､ 駒木伸比古､ 張 慧娟

����年�月��日 (発行)

����年�月 �日 (訂正再版発行)

�� 戦前期の日本企業における社会貢献活動

－三菱財閥の寄附に関する検討を中心として－

石井里枝

����年�月��日 (発行)

�. 講演会

日 時 ����年�月��日 (月) ��：��～��：��

場 所 名古屋校舎 講義棟�	�	教室

講演者 竹田陽介 氏 (上智大学経済学部教授)

テーマ 非伝統的金融政策の経済分析 －資産価格からみた効果の検証－

日 時 ����年��月��日 (金) ��：��～�	：��

場 所 名古屋校舎 講義棟�	�	教室

講演者 ケネス・ハイシュミット 氏 (サウスイースト・ミズーリ州立大学教授)

テーマ アメリカにおける消費者の格差

日 時 ����年��月��日 (金) ��：��～��：��

場 所 名古屋校舎 講義棟�	�	教室

講演者 老川慶喜 氏 (立教大学経済学部教授)

テーマ 東海道新幹線の歴史的意義
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�. 企業調査

期 日 ����年��月�日 (日)・�日 (月)

調査先 株式会社くらむぼんワイン (山梨県)

�. 特別事業

共同研究 廃棄物処理施設整備の

意思決定と会計情報 (����年度～����年度事業)

(所 員) 吉本理沙､ 有澤健治､ 冨増和彦

共同研究 グローバル管理会計に関する調査研究 (����年度～����年度事業)

(所 員) 望月恒男

(そ の 他) 市野初芳､ 名児耶富美子 (青山学院大学大学院国

際マネージメント研究科)

�. 補助研究員の研究報告会

昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止｡ 報告の代わりに活動報

告書を提出いただいた｡
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