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〔論説〕

コーポレート・ガパナンス研究
~経営管理・管理会計の視点を中心として~

田川克生・望月恒男

I.はじめに

近年のコーポレート・ガパナンス(企業統治、企業支阻)をめぐる議論は、

企業不祥事の防止に対する企業組織の改輩、さらには企業業績及び企業競争力

の向上ということが重視されるようになってきた。コーポレート・ガパナンス

に関しては、多種多様な定義づけ・理解・解釈がなされているが、本研究では、

コーポレート・ガパナンスとは、「いかに企業(経営者)を律するかという経営

監視システムあるいは制度のあり方の問題」と定義している他九これまでわ

が国企業のコーポレート・ガパナンスは、監査役設置会社を前提として、取締

役会が中心的な役割を担いつつ監査役を設置し、この両者によって経営者を律

することになっていた。しかしながら、必ずしもこのシステムが常に有効に機

能してきたとは言い難い。従来にも増して、日本企業が株主重視のアメリカ型

経営を導入するように促す圧力が強まっているように思われる.

本稿では、日本企業のコーポレート・ガパナンスにおいて有用な経営管理シ

ステム、とりわけ有用な管理会計手法とは何かという視点から、日本企業のガ

パナンス・システムについて考察する.次章では、アメリカ・イギリスのアング

ロサクソン型とは異なるシステムを保持してきたドイツ企業のコーポレート・

ガパナンスの動向について概観する.続く第E章では、日本企業のコーポレー
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ト・ガパナンスの動向として、法的背景と内部統制システムについて概観する.

第N章では、個別企業の事例として、株式会社パルコのコーポレート・ガパナン

ス改革の事例を取り上げ、日本企業のコーポレート・ガパナンスにおける有用な

管理会計手法について個別具体的に抽出し、検討する。そして、終章では、今

後の展望と課題について論じる。

n. ドイツにおけるコーポレート・ガパナンスの動向

第 2次大戦袋、ドイツはわが国/::同様に奇跡的な高度経済成長を遂げてきた。

伝統的にドイツ企業は日本企業と同じく間接金融による資金調達が主であり、

銀行が中心になり株式の持合・互恵取引等が行われてきたことや従業員重視の

経営を標梼してきたことなど、両国の企業経営には多くの共通項を指摘するこ

とができる.しかしながら、コーポレート・ガパナンスに関して、 ドイツはア

メリカ・イギリスの所謂アングロサクソン型とは異なる独自のガパナンス・シ

ステムを保持してきたことは周知のとおりである。そこで、わが国企業のコー

ポレート・ガパナンスの将来像を考える上でも有益だと恩われるので、本章で

は、近年のドイツにおけるコーポレート・ガパナンスの動向について概観する.

まずドイツにおける企業形態としては、次のように分類される惟ヘ (1)個

人企業(Ei田 elka凶 nan司、 (2)人的会社;(合名会社 (OffeneHandelsgesellscha島)、

合資会社(Kommanditg，田ellschaft)、匿名組合 (5叫leGesellscha粉、民法上の会

社 (G由 ellsch止burg町IichenRechts)、株式合資会社Komm回世情sellscha止auf

Akt:ien)、その他]、 (3)資本的会社;(有限会社 (Gmb町、株式会社(比tiengesell-

帥刷、 EU株式会社 (So口出sE四戸田)J、(のその他; (協同組合、公的経

営、 EU企業結合〕。ここでは有限会社と株式会社を中心に考察する位33.

ドイツのガパナンス構造の特徴としては、労使の共同決定(抽出es也nmung)

が法によって定められ、形式的には、監査役会(Aufsich祖国。瞳引は、従業員

代表もその構成員となり、経営の監視・統制機能を担うのに対して、取締役会
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コーポレート・ガパナンス研究

(Vors凶d)は業務執行機能を担うという 2周式システムであることが指摘され

る(図表D-l).即ち、株主の代表と従業員の代表で構成される監査役会は取

締役会を任命し、その経営行動を監視し、役員報酬を決定するのである.

園D-1 ドイツのョーポレート・ガパナンス・システム

v 
v監視・監督

v 

従業員

‘ 

共同決定方式の法的背景としては、 1951年の石炭鉄鋼共同決定法(モンタン

共同決定法、Montant-MI肱細lUDun郡 伊etz)が端緒であり、同法は、通常、従

業員の雇用散が 1，ωo人を超える企業を対象とした法律である.同法では、監

杢役会の構成について仮に 11名で構成される場合、持分所用者(株主〉と従

業員でそれぞれ5名ずつ、申立の構成員1名という識席画自分が行われる.同権

的共同決定が形式的にも、実質的にも達成された法律である t主へさらに、 1976

年には共同決定法(陥肱泊四回lpge揖ωが成立した.同法は、通常、従業

員の雇用教が2.0ω人を超える企業を対象とした法律である.同法では、監査

役会は、持分所有者(株主}側選出と従業員側選出の同教の監査役によって構
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成され、業種を問わず大企業において同権的共同決定が達成された。同法は、

「労使協力のための制度」であり、企業内での労使同権が理念であるとされ

る世"0

さらに、共同決定方式を実行する上で極めて重要な役割を担っているものと

して、従業員協議会 (Be凶ebs悶t)健7)を挙げることができる。従業員協議会

は、実質的に経営を監視する監査役会に従業員の代表を送り込む母体であり、

5人以上の従業員を有する企業(事業所や団体組織も合む)において設立が認

められている従業員によって設立される従業員代表機関である。主に雇用及び

就労環境に関する問題について、会社側と協議し、共同決定する酎》。これま

では、従業員協議会が企業内での良好で安定した労使関係の確立に貢献し、そ

れが戦後ドイツの高度経済成長達成、ドイツ企業の好業績達成のー固として考

えられてきたが、近年では共同決定方式をめぐっては賛杏両論がある.

例えば、共同決定方式に対する否定的な見解としては、近年のドイツ企業に

対しては、わが国企業と同様に経済のグローパル化を背景にアングロサクソン

型の株主価値経営の影響が大きく、より一層迅速な意思決定が要求されている

にもかかわらず、共同決定方式によると意思決定が過すぎるとの批判があ

る〈酬。しかしながら、その一方では、共同決定方式はヨーロッパでは一般的

であり、むしろ共同決定方式を採用している企業の方が業績が良く、多くの取

締役が、特に企業改革において共同決定方式は有意義であると認識しており鐘湖、

加えて、とりわけ中小企業において従業員協議会は依然として有効に機能して

いるので、共同決定方式を否定すべきでないとする見解もある催円周知のよ

うにドイツは中小企業の比率が非常に高い.以上のように、近年のドイツのコー

ポレート・ガパナンスの動向としては、安易なアングロサタソン型の株主価値

経営への傾倒を反省しつつ、共同決定方式は外部環境の変化に適応した形で変

革を図らなければならないという大きな岐路に立たされているように恩われる。

-4ー



コーポレート・ガパナンス研究

m.わが国のコーポレート・ガパナンスの動向

1 .コーポレート・ガパナンス改革の法的背景

伝統的にわが国のコーポレート・ガパナンスは、監査役設置会社を前提とし

て、取締役会が中心的な役割を担いつつ監査役を設置し、この両者によって経

営者を律することになっていた。しかしながら、常時、このシステムが有効に

機能してきたとは言い難い。わが固においてコーポレート・ガパナンスに関す

る議論が高まってきたのは、 1980年代後半以降、金融機関や証券会社等の総会

屋に対する利益供与事件などの企業不禅事が多発したことが大きな要因となっ

ている.これを受けて、 1993年の商法改正では、監査役の任期が3年に延長さ

れ、 2001年の商法改正では、監査制度の機能強化を目的として、監査役の任期

を4年に延長し、社外監査役の増員、社外監査役の要件が厳格化された.そし

て、 2002年の商法改正では、アメリカ型のコーポレート・ガパナンスに近い委

員会等設置会社世回が導入された.

さらに、 2005年の会社法では、委員会等設置会社及び大会社(資本金5億円

以上または負債総額200億円以上の会社)について株式会社の業務の適正を確

保するための体制(r内部統制システムJ)の整備が義務付けられた。加えて、

同年7月には金融庁・企業会計審議会より「財務報告に係る内部統制の評価及

び監査の基準(公開草案)Jが公開された。これを受け、 2∞7年2月に「財務

報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」が公表され、 2∞8年4月1日以後

開始する事業年度において適用されることとなった.

2.内部統制システム

近年のわが国のコーポレート・ガパナンス改草は、イギリスにおける 1992年

キャドベリー委員会報告書等やアメリカの 2002年企業改革法(サーベインズ

=オクスリー法)に大きな影響受けているといっても過言ではない.また、従

来から、わが閏のコーポレート・ガパナンス論に関する研究は、日本の株式会
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社は株主重視のアメリカ型経営をどこまで取り入れるべきか、従業員を大事に

する日本型経営をどこまで取り入れるべきか、アメリカ経営の模倣はこれまで

の日本企業の強みを損なうことにならないか、という問題意識から論ずるもの

が多かったと恩われる他国。

内部統制についての統一見解はないが、実質的にはcoso(トレッドウェ

イ委員会支援組織)の内部統制の基本的枠組みに関する報告書(以下 rcos
O報告書」という)における定義、概念等がグローパル・スタンダードとみな

されている。既に内部統制制度が導入されているアメリカ、イギリス、フラン

ス、韓国等の基準は、 coso報告書をベースに作成されており、わが国の基

準(金融庁・企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」

2007年、以下「基準」と略す)も同様にcoso報告書をベースに作成されて

いる。

まずは、内部統制について基準では、次のように定義されている.

「内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業

活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されていると

の合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によっ

て遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情

報と伝達、モニタリング(監視活動)及び 1T (情報技術)への対応の6つの

基本的要素から構成されるoJ他叫

上述の内部統制の4つの目的は、それぞれに独立したものではあるが、相互

に関連したものであり、次のように定義される億円

①業務の効率性及び有効性とは、事業活動の目的の達成のため、業務の有効

性及び効率性を高めることをいう。

②財務報告の信頼性とは、財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能

性のある情報の信頼性を確保することをいう。

③事業活動に係る法令等の遵守とは、事業活動に係る法令その他の軌範の遵

守を促進することをいう.
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コーポレート・ガパナンス研究

④資産保全とは、資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行

われるよう、資産の保全を図ることをいう.

経営者は、これらの内部統制の目的を達成するために内部統制の6つの基本

的要素が組み込まれたプロセスを整備し、そのプロセスを適切に運用していか

なくてはならない.内部統制の基本的要素は、内部統制の目的を達成するため

に必要とされる内部統制の構成部分であり、内部統制の有効性を判断する規準

となるものである。各々については、次のように説明される位へ

①統制環境とは、組織の気風を決定し、組織内のすべての者の統制に対する

意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、リスクの評

価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング及び ITへの対応に影響

を及ぼす基盤をいう.

②リスクの評価と対応とは、組織目標の達成に影響を与える事象について、

組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当

該リスクへの適切な対応を行う一連のプロセスをいう.

③統制活動とは、経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保する

ために定める方針及び手続をいう.統制活動には、権限及び職責の付与、

職務の分掌等の広範な方針及び手続が合まれる。このような方針及び手続

は、業務のプロセスに組み込まれるべきものであり、組織内のすべての者

において遂行されることにより機能するものである。

④情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関

係者相互に正しく伝えられることを確保することをいう。組織内のすべて

の者が各々の職務の遂行に必要とする情報は、適時かっ適切に、識別、把

握、処理及び伝達されなければならない。また、必要な情報が伝達される

だけでなく、それが受け手に正しく理解され、その情報を必要とする組織

内のすべての者に共有されることが重要である.一般に、情報の識別、把

握、処理及び伝達は、人的及び機械化された情報システムを通して行われる。

⑤モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価す
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るプロセスをいう.モエタリングにより、内部統制は常に監視、評価及ぴ

是正されることになる.モζユタリングには、業務に組み込まれて行われる

日常的モニタリング及び業務から独立した視点から実施される独立的評価

がある.両者は個別に文は組み合わせて行われる場合がある.

⑥ ITへの対応とは、組織目標を達成するために予め適切な方針及び手続を

定め、それを踏まえて、業務の実施において組織の内外のITに対し適切

に対応することをいう. 1 Tへの対応は、内部統制の他の基本的要素と必

ずしも独立に存在するものではないが、組臓の業務内容が1Tt乙大き〈依

存している場合や組織の情報システムがITを高度に取り入れている場合

等には、内部統制の目的を達成するために不可欠の要素として、内部統制

の有効性に係る判断の規準となるo 1 Tへの対応は、 IT環境への対応k

ITの利用及び続制からなる.

内部統制の4つの目的と 6つの基本的要素の関係については、下記の図m-

1のとおりであり、基本的要素聞の関係(イメージ}については、図m-2で

示される.

肉暢続制の目的と.本的要.園m-1

/会斤う急対((
統伽日

内郡統制の目的

リスクのE平価

銃創l

情報と伝達

1/レlY

内
部
統
制
の
基
本
的
要
素

モニ~リング
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図ill-2 内部統制の基本的要素聞の関係

出所・八回 [2005]p. 25 

N.コーポレート・ガバナンスへの管理会計手法の活用事例
~パJレコのコーポレート・ガバナンス改革事例(注17)

1 .パルコのコーポレート・ガパナンス改革の概要

株式会社パルコは、衣料品やアクセサリーなどを取り扱う大型ファッション

ピル経営事業を中核とし、劇場・映画館事業、商業デベロッパ一事業などにも

展開している大手小売業である。同社は、 1990年代初頭のバブル経済崩壊以降

の消費低迷や競争激化に伴い業績が低迷し、さらに 90年代後半には深刻な業

績悪化に陥り、 2000年に新社長の強力なリーダーシップの下で「第二創業」を

標椋し、「本業の強化による業績向上」を目的とした経営構造改革を断行した。

そして、企業価値を高めるためには、株主の権利・利益の保護・株主以外のス

テークホルダーとの円滑な関係の構築、経営の透明性の確保及び有効な経営監

視体制の構築が不可欠であると認識し、コーポレート・ガパナンスの改革・強

化に取り組んできた。その結果、同社は 2005年度決算において、連結売上高

(2，624億 8百万円)、営業利益 (90億 8千5百万円)、経常利益 (88億 7千9百
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万円}、当期純利益 (40健6百万円}といずれの指標においても過去最高の業

績を上げるに至っている.

園1V-1 パルコの組織園 (2∞6年度〉

ま553主iSま霊長3型ijZま33詰

出所:バルヨ『会社家内観附p.39

同社のコーポレート・ガパナンス改革において、経営組織の制度面に関して

は、 2∞2年に取蹄役会の再構築として、執行役員制度の導入、取締役の人数削

減、社外取締役と顧問の招聴、経嘗諮問委員会の設置などが行われた.そして、

20何年に委員会等設置会社に移行し、『指名香員会』、『監韮番員会』、『報酬蚕

員会』が設置された.(図lV-l). 

さらに、 2ω5年から最高経営責任者 (CEO)と最高執行責任者 (COO)

を設定し、義務執行意思決定の迅速化と透明性のさらなる向上を図っている.

監査・内部統制についても、『グループ監査室」を新設し、連絡ベースで監査機

能の強化に努めている.また、 CSR(企業の社会的責任)への取り組みに関
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しては、社長が自ら委員長となって rCSR委員会』を立ち上げ、率先して戦

略的な取り組みを推進している。

また、経営管理(内部管理)的側面では、「本業の強化による業績向上」を達

成するための基盤となる「社員の理解と協力」を得るために、同社では経営の

透明性を高め、経営に対する不信感を払拭する必要があった。具体的には、後

述する「目標ー責任ー評価」の明確化を意図した業績評価システムの導入、執

行役で構成される経営会議の決定事項とその理由の本部マネジャーと全庖長に

対する開示、執行役と庖長への大幅な権限委譲、同社の経営理念及び行動指針

/::コンブライアンス体系の再構築、全役員と正社員を対象としたストックオプ

ション制度の導入などが実施された。

2.管理会計手法の活用

同社のコーポレート・ガパナンス改革の経営管理的側面において、最も特徴

的なのが「ミッション・カスケード」を用いた業績評価システムである.ミッ

ション・カスケードとは、社長が掲げた全社的なミッション(使命、責任)を

達成するために、まず執行役がそれぞれの立場で年度ごとのミッションを具体

的に約束し、さらに配下のマネジャーや庖長が執行役の掲げるミッションを具

現化する各自のミッションを表明するというものである。これは、経営トップ

が表明する戦略ビジョン(目標)を効呆的に達成するため、役員・幹部社員各自

のミッションから一般社員が作るチームのミッションまでを一貫したひとつの

涜れ(ストーリー)で示したものであり、社内の全階層で共有するミッション

の体系である.その上で、四半期ごとに、それぞれのミッションがどれくらい

実現できているのかをチェックする「目標責任評価」の明確化を意図した

業績評価システムである.この際、役員と幹部社員のミッシヨンは、必ず数値

化された形で表明させた上で、金執行役のミッションが社内ホームベージ上で

開示され、全社員が閲覧できるようになっている。

コーポレート・ガパナンスの観点から言えば、執行役の業績評価は最も重要
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であるが、これは指名委員会において行われる.まず代表執行役社長の業績評

価は、項目ごとにウェイトづけられた西日点テープルに従って客観的に行われ、

次に、執行役の業績評価が、「責任遂行評価」と「目標達成評価」の2つの側面

から行われる.責任評価は、ミッションを達成するために各執行役が採った具

体的な行動についての定性的評価である.一方、目標達成評価は、各人のミッ

ションに基づいて作成された年間目標に関する定量評価であり、バランスト・ス

コアカード (bal叩田dscore田吋以下 fBS CJ と略す)の4つの視点で構成

されている。

BSCは、 1990年代にハーバードビジネススタールのキヤプラン(Kaplan)

と経営コンサルタントのノートン倒orton)によって開発・提唱された管理会

計手法である。当初、 BSCは『財務的指標」のみではなく、「顧客の視点」、

「内部ビジネス・プロセスの視点」、及び「学習と成長の視点」といった非財務

的指標をも加味した新しい業績測定システムとして提唱された.しかしながら、

アメリカ企業を中Jむとして普及・定着していくうちに企業実務を通じて、次第に

機能・適用範囲が拡張し、近年では戦略を策定・遂行するための戦略的マネジメ

ント・システムとして認識されるようになった.

BSCは、 4つの視点「財務の視点」、「顧客の視点」、「内部ビジネス・プロ

セスの視点」、及び「学習と成長の視点」から成り立っている。さらに各視点に

は、事業部門などの具体的な戦略目標、戦略目標の達成度を測定する成呆尺度

(out∞memeasure)、目標値(成呆尺度についての具体的な目標値)、その成呆

を導くパフォーマンスドライパーが設定され、さらにそこから具体的な活動計

画である実施項目が導かれる.

通常、 BSCでは、 4つの視点における戦略目標閣の因果関係を明らかにし

て、まずビジョン・戦略を達成するための道筋を示す「戦略マップ』が作成さ

れ、それに基づき戦略を策定し、その実行・実現を確実にする.以上の考察から

明白であるように、ミッション・カスケードは、 BSCのパリエーションの 1

つであるということができょう.なお、 BSCに関しては、様々な形態の組織
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における様々な目的・ニーズ・状況に応じてアレンジされた多くのパリエーショ

ンが存在する位叱

次f<::、内部統制の観点からもミッション・カスケードの貢献領域について考

察しておきたい。わが国の内部統制システムに関しては、前述のとおりである.

ミッション・カスケードは、上述したように経営トップが表明する戦略ビジョ

ン(目標)を効果的に達成することを可能にするので、内部統制の4つの目的

のうち、特に「業務の効率性及び有効性』に対して貢献するものと思われる。

加えて、 6つの基本的要素におけるミッション・カスケードの貢献領域とし

ては、とりわけ「統制環境』の整備への貢献が考えられる.統制環境とは、トッ

プの意向、即ち経営者がどういう経営方針で、どういう経営哲学で、そして、

その考え方をどういうふうに組織内において浸透させようとしているのか、こ

の点が全従業員に伝わり、それが実践に移されていなければいけないものであ

る世叱統制環境について、金融庁・企業会計審議会「財務報告に係る内部統

制の評価及び監査の基準J(p. 3)では、以下の具体例を挙げている.

①誠実性及び倫理観

②経営者の意向及び姿勢

③経営方針及び経営戦略

④取締役会及び監査役又は監査委員会の有する機能

⑤組織構造及び慣行

⑥権限及び職責

⑦人的資源に対する方針と管理

統制環境の整備に対しては、既述のミッション・カスケードの機能・役割期

待に鑑みれば、大きく貢献できるものと思われる。また、前掲の図Eー2にお

いて看取できるように、統制環境はその他の基本的要素閣の基盤をなすもので

ある。即ち、ミッション・カスケードは内部統制システムのインフラを強化す

るのにも有用な手法であると恩われる。

同社は、 2000年よりコーポレート・ガパナンスの改革を断行してきた。今

-13ー



後、克服・解決すべき課題は依然として残されており、何事においても万能か

っ絶対的な手法・システムは存在しない。しかしながら、これまでのところミッ

ション・カスケードないしBSC等の管理会計手法に基づく業績評価システム

は、それ自体が経営者に対する牽制になるとともに適切な内部統制システムの

構築にも貢献し、引いては同社の主目的である「経営の透明性」及び「公平性

の向上』にも大きく寄与することだろう.

V. おわりに~今後の展望と課題

本稿の目的は、日本企業のコーポレート・ガパナンスにおいて有用な経営管

理システム、とりわけ有用な管理会計手法とは何かという視点から、日本企業

のガパナンス・システムについて考察することにあった。まず、 ドイツのコー

ポレート・ガパナンスの動向について概観したが、わが国企業と同様に経済の

グローパル化を背景にアングロサクソン型の株主価値経営の影響が大きく、従

来からのドイツ企業のコーポレート・ガパナンスの特徴である共同決定方式が

変革期に直面している状況が看取された.

次に、日本企業のコーポレート・ガパナンスの動向に関しては、近年、導入

が義務付けられた内部統制システムを中心にその基本概念・仕組みについて概

観した。そして、個別事例として、パルコのコーポレート・ガパナンス改革の

事例を取り上げた。同社では、管理会計手法であるBSCのパリエーションの

1つであるミッション・カスケードが業績評価システムとして活用され、同社

のコーポレート・ガパナンスにいかに貢献しているかについて考察し、さらに

ミッション・カスケードの内部統制への貢献領域についても検討した。なお、

これまでのところパルコのコーポレート・ガパナンス改革は順調に進んでいる

が、今後の同社のコーポレート・ガパナンスの課題として、次の事項が指摘さ

れている瞳副.

①監督機能の独立性確保において、例えば代表執行役社長が取締役会の議長
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を務め、なおかつ2つの委員会のメンパーであることは、外部からガパナ

ンスを評価する視点からは、監督と執行の分離が明確ではなく、暖昧であ

り、トップの関与の余地が大き過ぎること.

②社外取締役と社内取締役は同数であるが、社外取締役の一部に独立性につ

いて疑問の余地があること。

③業績目標としてROE、売上高、経常利益額の3つを挙げていることも、

どれかが悪くてどれかが良ければよいという分散効果が生じ、メリハリの

ある評価ができなくなるので、資本コストを反映させた合理的な業績指標

を導入すべきであること.

加えて、内部統制に関しても、それ自体が固有の限界を有しており、以下の

事項が挙げられる惟則。

①内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効

に機能しなくなることがある.

②内部統制は、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な

取引等には、必ずしも対応しない場合がある。

③内部統制の整備及び運用に際しては、費用と便益との比較衡量が求められる.

④経営者が不当な目的の為に内部統制を無視ないし無効ならしめることがあ

る。

それゆえに、それらを理解した上で、内部統骨折jシステムを構築し、適切に運

用しなくてはならないだろう。以上の考察を踏まえて、今後は日本企業に適し

た、日本企業の強みを引き出すようなコーポレート・ガパナンス・システムを

模索していきたい.

(注)

1 コーポレート・ガパナンス(企業統治、企業支配;Corpora匝Gov回国皿:e，Un匝me旭町田ve由s-

S国>g)は、問題設定や接近方法によってその定義には異同が見られるが、共通しているの
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は、企業組織において作業組織や経営管理組織の上位にある組織であり、その組織問題を

解決するために，企業に対する利害関係者(資額所有・供給者)の契約関係を制御する諸制

度であるというものである.そこにEのような問題を発見するかは、記述的か規範的かと

いった認識目標の相違、企業観にかかわる基本仮定によって異なり、ステータホールダ一

説と企業所有者{株主)説に大別され.議論が続いている.例えば、企業に対する制度派経

済事的な接近に基づくと、次のように考えられる.企業統治制度は、企業統治組織のコー

ディネーションとコントロールの問題、すなわち所有と支配の分離に伴う外部効果、情報

非対称性、機会主義的行動なEによって生ずる効車性の問題を解決するための制度であり、

資源の所有権を阻分する工夫である.それは、企業の法律形態を基本とするが、経営者の

報酬方式、開示制度、五回権市場・経営者労働市場・生産物市場からの圧力、経営者の職

業倫理の作用などを骨むものである (Fa田 (1閥的、ぬ皿a血 dJe盟国 (19830)&.ぴ (19&Th)

なEを参照されたい).回分される所有権は、支臨権と残差利潤請求権に大別される。前者

には、契約のネクサスの中心である代表権、雇用契約における命令権限、その他不完備契

約における残差支臨権が告まれる.これらを法制化したものが、企業の法律形態であって、

上記の権利を、危険分担ないし債務弁済義務、開示と監査の義議、租税負担、資本調達方

法などにわたって規定している。

2 Pelzer (2凹4)pp. 1-17. 

3 Pelzer (2凹 4)によれば、有限会社と株式会社は次のように説明される.有限会社は、設

立資本金 (5包血血坦jll凶)が 25，叩Oユーロ以上(社員一人当たり 100ユーロ以上)であり、

社員総会は、資本金50ユーロにつき 1票の単純多数決により業務執行・代表社員(Ge叫ゐ

島正岨悶)を任免し、年度決算の承認，利益分阻につき議決する.さらに、業務執行・代

表社員をそ=ターする監査役を選任し、その際、従業員数により共同決定法に従わねばな

らない.次に、株式会社は、設立資本金 (Grundkapl凶Jが 50【削ユーロ以上であり、株主

総会(lIau件時r田皿ml皿ωは、従業員数によっては共同決定法に従って、監査役会を任免

し、会計監査人の任免、取締役(Vors固めの解任を行い、利益分回、定款の変更、解散の

議決を行なう.監査役会は、経営権と代表権を持つ取締役会を選任し、取締役会から経常

的業務のみならず、損失や破産のりスクについて報告させる権利を有する.

4 ドイツの監査役会は、日本キアメリカ企業における経営執行機関である「取締役会」に相

当するものである。なお、ドイツでは、株式会社の監牽人は、「決算検査強」と呼ばれる.

5 奥島 (2凹的 pp.218-219. 

6 奥島 (200め p.219.具体的には、株式会社・株式合資会社・有限会社・囲有の法人格を

有する鉱業組合・協同組合・相互保険会社を指す.
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7 従業員協議会 (B由 ieb悶t)は、従業員代表委員会あるいは事業所委員会とも呼ばれる.

8 池田包∞6)p. 55. 

9 ガイスラ一位例措)p. 53. 

10 ガイスラー(2凪)6)p. 53. 

11 池田(2000)p. 5ι 

12 委員会等設置会社では、監査役制度が廃止される代わりに、監査委員会、報酬委員会、指

名委員会の3委員会が設置される.この制度目採用は各企業の選択に委ねられているので、

依然として従来Eおりの監査役設置会社のままでいることも可能である.

13 伊藤包剖)())p. 2。

14 金融庁・企業会計審議会位田7)p. 2. 

15 金融庁・企業会計審議会位四J7)p. 2， 

16 金融庁・企業会計審議会包田7)即 3.8.

17 2凹)6年8月に同社の経営企函部門関係者に対して、インタピュー調査を実施した。しか

しながら、本稿では、平井(2償)5)及び株式会社パルコ『会社案内 20051、『会社案内 20田L

『中期経営5ヵ年計画包005.2009年度Hに依拠しながら、 2曲6年時点での同社のガパナン

ス改革の事例について考察したい.

18 例えぽ、自社の知的資本を可視化し、活用していくことによって財務的成果を上げ、将

来の株主価値(企業価値)の向上を実現する戦略マネジメント・システムがスカンディア・

ナピヂーターである.スカンディア・ナピグーターは、エドヴィンソン包白色S釦 n)が中

心となり、キャプラン(Kapl血)とノートン (N，町加n)のBSCをベースとして独自開発

したシステムである.適用事例については、望月 (2005)&.び (2国渇)を参照されたい.

19 八回包剖)5)p. 23. 

20 平井包剖)5)p. 1Q仏

21 金融庁・企業会計審議会 (200ηp.8. 
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〔論説〕

ショッピングセンターの広告圏モデル再考と
新聞販売所の立地

神頭広好

I はじめに

広告圏は商固との関係が強いものの商圏はLosch(1940)に見られるように需

要の観点から商業施設の市場範囲として位置づけられるが、広告圏は企業の広

告費と収入としての販売額による利益にもとづいている.実際には、広告によっ

て商圏が拡大されるケースもあるが、広域的な商圏においては商圏の中に広告

圏が存在するケースもある。

ここでは、まず神頭 α010)の探索的な広告圏モデルにもとづき、ショッピ

ングセンターを中心とする住宅ゾーンを対象に広告情報量およびそのショッピ

ングセンターからの距離によるショッピングセンターの経営者の空間的総利潤

最大化から導かれる全域的広告圏および利潤ゼロ条件(または長期均衡)のも

とでの広告圏について分析する。最後に幾何学的観点から、広告によって利潤

を得る既存の新聞販売所の有効な立地について考察する。

E 広域的広告圏モデル

まず、モデルの構築に当たり、つぎの脅仮定が設定される 1.

(1) ショッピングセンターを中心に同心円的に居住地(居住ゾーン)が拡がっ
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ている.(図 1を参照}

。)すべての家計は、新聞をとっており、その新聞にはショッピングセンター

の広告が折り込まれている.それゆえショッピングセンターの広告情報は、

Eの家計にも均一に与えられる.

(3) 家計の需要量は、広告情報量k比例的であるが、ショッピングセンターま

での距離に反比例的である.

(4)ショッピングセンターの経営者は、広告情報量によって利潤最大化を図

る.それゆえ、広告費以外の費用{購入費、人件費および在庫費なめは

一定として考える.

圃1 ショッピングセンターと居住ゾーン

樹上闘は指揮(2010.p. Z)の図 1と同事院である.

拙著 (2010)において、ショッピングセンターの経営者のゾーン aにおける

利潤最大化モデルは、

押
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ショッピングセンターの広告圏モデル再考と新聞販売所の立地

ただし、似基本需要、 αは広告情報量(1<α )、nはショッピングセンター

からの住宅ゾーンまでの距離、 βは需要の広告情報弾力性、 Yは需要の距離弾

力性、 cは家計・広告情報当たり費用をそれぞれ示す.

また、 (1)式からショッピングセンター経営者の空間的総利潤は、

H=ik=昨宅ザ苧イ4(ο似山2x-いx-μ刊一-1)り肋)防π…一伺ο似山山xトH刈一-1)り伽)1rπ

(~ • _2rザ xト1-y _，. i 
=1 QaP( ー )π一 個(x'-x)π| 
¥. - '2-r l-r' ， )1 

!:. • .2n2
"""1' -2 nl

-r -L ， ， 
=QαP(一工一一 一τ一一)π-ca(n"-n)π 

L.-r l-r 
α) 

で表わされる.

ついで、長期において利潤がぜロとなる条件は但)式から、
ー"由2"""1' ..， _1-y 1 

ふβ(ι戸士TM=m(nz-n)π 。)

である。したがって、との (3)式は、広告圃の限界条件を示唆している。

さらに、 (3)式から、

α=1-/ cn(n-l)唱、 1 (4) 
|三(2n."""1'-2 n吋ー11I 

l -l 2-r l-r)) 

2n2-r -2 nl寸ー1
である。ただし、 1<α から少なくとも一一一一 〉 を必要とする。

2-r l-r 

(4)式については図 2に示されている.この図 2から、相対的に交通条件の

悪い (r= 1.5 )住宅地域においては、広告情報量を上げないと、交通条件の相

対的に良い (r=0.5)住宅地域における広告圏が同じにならないことが示され

ている.ただし、ここでは三=0.01としている。
Q 
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α 

。'3

n 
10 11 14 

園2 変遺条件'!U広告情糧量と居住ゾーン

つぎに、広告情報量にもとづく利潤最大化の条件は ω式から、

dII -. ~ Jþ_，ヲn~γ ー2 n1・f-1 令

ヂ=PQaP-'C:' 一一ーニ~)1I'-c(n'-n)n' =O (5) 
dα 2-y l-y 

である.

さらに、 2階の条件は、

cfrr _，_ _， ~ ，，_..，2n~ -2 ，r寸 -1
ヲゴ=仰ー1)炉{一一一ー一一一)11'<0 (6) da' ，~ ，_ '2-y l-r 

であることから、 0<β<1を必要とする.

(5)式から、利測が最大化される広告情報量とショッピングセンターからの

匝院との聞係は.

α=↓。ι同r (η 

で表わされる.

また、広告情報量ー定のもとで庖般であるゾーンを拡大することによる利潤

最大化の条件は ω式から、
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シ目ツピングセンターの広告圃モデル再考と続聞販売同時の立泊

dll_Qa"内
?ー:0:-;:(2n-l)n-椙抑-l)n=O
a捻混I

である.

さらに、 2階の条件は.

cfn ~ ~ " _" 五JFdQdnπ-2，何π〈。
から、

金岱ヤ〈儲

を必要とする.

(8) 

(9) 

(10) 

(8)式から、広告情報量一定のもとで利潤が最大化されるショッピングセン

ターから居住ゾーンまでの距爆は、

一(竿)子 (11) 

で表わされる.(11)式については、需要の広告情報弾力性β別に困3に掲げら

れている.ただし、 立=1ω 、 y=2 、 1~α 云 20 である.
c 

したがって、困3から利潤最大化における居住ゾーンは、広告情報量唱と増や

していくと徐々に小さくなっていく.また、広告情報量を所与とすると広告情

報弾力色βが大きいほど居住ゾーンは拡大していくことが示される.
n 

α 

圃3・Eの広告情報膏カ健別居住ゾーンと広告情帽量
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今後は、いくつかの商固と新聞販売所の勢力圏を分析した上で、ショッピン

グセンター当りの広告を介した新聞販売所の立地点を明らかにする必要がある。

注

1 この諸仮定については、拙論 (2010、p.2)と同様である.

2 一般にショッピングセンタ一規模の商圏は複数以上の住宅地区を覆っているが、新聞販

売所は新聞の阻達時聞を考慮して、小学校区に近い住宅地区を対象にしているために、新

聞販売所の勢力圃孟広告圃=商圏が予想される.

3 ここでの有効立地点とは、主に最寄品に関する広告がショッピングセンター経営者から

受注される範囲内にあるととを示している.

参考文献

Losch， A. (1倒:0)Dierl耐 m1ich由由削Igder前市曲折1.S，加Itga同 G.F"1Sher (邦訳ー篠原泰三『経

済立地論』大明堂、 1田8年)

神頭広好「住宅地を対象にしたショッピングセンターの広告圏モデルJW経営総合科学』愛知

大学経営総合科学研究所、第 94号、 2010年
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〔論説〕

消費税の課税事業者を巡る問題について

林 隆 一

I はじめに

消費税が平成元年4月に導入されてからすでに20年以上経過し、消費税は

定着したといわれているが、消費税はこれまでの個別間接税とは違い、原則と

してすべての物品とサービスの消費に「広くうすく』課税することを目的とす

るもので川多段階の取引について課税する附加価値税の性格をもっ間接税で

ある。大型の間接税といわれる一般消費税が初めて導入されることに際し、国

民の聞で円滑に受け入れられるために、特にそれまで消費税創設に反対してい

た中小事業者に特段に配慮した特例措置山を設けて提案された。

導入当初から消費者やマスコミ等を通じて益税、高めの免税点制度、簡易課税

などの問題点が指摘され続けてきた。所得税や法人税とは違い消費税は誰もが

消費の都度負担することから、とりわけ消費者にとって身近な税であるため、

消費者の負担した消費税が国庫にすべて納入されないという不満が常に新聞紙

上を賑わせ、消費者の不満に応える形で数次の改正を経て今日に至っている。

昨今では、財政赤字で身動きがとれない歳入歳出構造の中で、税率アップに

より確実に税収が見込める消費税についての議論が税調でも検討課題になるな

ど常に財政赤字に関連付けて話題となる状況を呈してきた.

平成22年度税制改正では、本来非課税取引である住宅賃貸業を営む者が自
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動販売機を利用して消費税の還付を受けるスキームに的を絞った規制をかけた

が、今後このような節税策に対して有効な対策が講じることができるか杏かは

予想できない.

また、新聞紙上では、輸出免税制度を利用して架空の輸出取引による消費税

の還付を受けた悪質な事例が報道されるなど、消費税の仕組みを悪用した不正

な還付請求を行う者が

最近日につき、税務当局はネット取引による消費税課税漏れを監視するだけで

はなく、消費税の仕組みを悪用する申告についても日を光らせている.

E 消費税法上の納税韓務者

消費税は、事業者を納税義務者(消法5条)、事業として対価を得て行われる

資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を課税の対象(消法2動⑧)とし、消

費に対して税の負担を求めることにしている。消費税の課税物件である消費者

が行う消費とは、事業者の売上げからみて、供給サイド側により測定している.

対価の授受がなされない取引は、消費する側において消費行為がないことから、

みなし譲渡(消法4条④)と低額譲渡(消法28条①)に該当しない限り、課

税の対象から除外されている。

すべての事業者は、原則として、園内取引に係る消費税の納税義務者(消法

5条I)となり、事業者とは、法人及び個人事業者(消法2条④)をいい、保

税地域から課税貨物を引き取る者は、事業者であるか杏かにかかわらず引取り

にかかる消費税の納税義務者(消法5条II) となる.

人格のない社団等は法人とみなされ(消法3条)、事業者となるため納税義務

者に含まれるが、国・地方公共団体・公共法人・公益法人等法人税では非課税

とされるものについても、消費税ではこれらの法人等対して非課税とする規定

がないため事業者となり納税義務者に該当するが、固と地方公共団体の一般会

計は消費税の申告を行うことがない(消法60条⑥、⑦).
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消費税の課税事業者を巡る問題について

また、基準期聞における課税売上高が1000万円以下(以下これを事業者

免税点という)である事業者については、納税義務が免除される(消法9条I)

が、納税義務の免除については基準期間毎に判定することとなり、 1000万

円程度の課税売上高の場合には納税義務の有無が交互に訪れるような状態にな

りかねない場合も生じる恐れがある.

小規模事業者の納税義務の免除は、納税額も僅少で、税収に占める割合も僅

かであることから、消費税ための事務負担を軽減する目的ために設けられた制

度であるが、小規模事業者であっても課税事業者を選択し納税義務者となるこ

とができる(消法9条N)o

消費税では納税義務が免除される事業者を免税事業者、それ以外の事業者を

課税事業者とし、課税事業者に関する諸規定を設けているが、合併・分割・相

続があった場合には納税義務の免除の特例が別に設けられており、納税義務の

判定について複雑性が増している.

消費税法の条文構成からは、消費者という用語は見当たらず、事業者である

納税義務者について規定したことが読み取れる.そのため、消費税の最終負担

者となる消費者の法的地位は何ら規定されておらず、源泉所得税を徴収される

給与受給者と同様な立場に置かれていることから、消費者は消費税に直接かか

わる事項について争うことができるとは考えられない。

(1)消費者と納税麓務~消費者が圏内取引に係る消費税の納税麗務を負うか~

マンションの2室を賃貸していた原告が、阪神・淡路大震災により賃貸物

件を補修せざるを得なくなり、補修工事を行いその際に消費税を支払った

が、この消費税は税務署長の課税処分であるとしてその取り消しを求めて

争った。裁判所は、原告が主張する、原告は事業者を介して税務署長との

聞に権利義務関係については法律上存在しない処分であるとして却下した。

神戸地裁平成9年7月 14日判決聞は、「消費税法は、納付すべき消費税額

の確定手続きについて、申告納税方式によるものとしている』、とし「したがっ
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て税務署長の更正処分または決定処分等がなされない限り、申告納税方式にお

いては税務署長の課税処分は存在しない.なお、消費税法は納税義務者たる事

業者がその提供する物品やサービスの価格に消費税を転嫁し、転嫁された価格

で消費する消費者が最終的に消費税相当額を負担することを予定しているけれ

ども、それは消費税が間接税制度であるためであり、税務署長の何らかの行為

により、消費者が消費税の納税義務を負わされるわけではない」、

と判示した。

この判決では、原告が業者に支払った消費税相当額に問題はなく、消費税課

税処分取消しの訴えは、法律上存在しない処分の取消しを求めることは不適法

であると裁判所は判断したわけであるが、消費者側からの消費税に対する不服

申立てに関しての手続きが閉ざされていることに対して一石を投じる結果となっ

たといえる。

E 事業者免税点と非課税

消費税の導入当初の事業者免税点は、課税売上高が3000万円以下であれ

ぽ消費税を免除することにし、同時に導入された限界控除制度の影響により、

課税売上高が6000万円に達するまでは、消費税が軽減される措置が講じら

れ、課税売上高が6000万円超であれば消費税は3%(導入時の税率)で乗

じた金額をそのまま納税する措置が採用された.しかし、この制度は中小事業

者への配慮や事務負担の軽減等という理由から採用されたが、簡易課税制度へ

の批判と相まって益税問題が新聞紙上で取り上げられたため、平成3年度の改

正で限界控除制度の適用限度額は6000万円から 5000万円に縮小され、

平成6年度の改正で廃止となった。

簡易課税制度の適用限度額は当初5億円とされたが、平成3年度改正で4億

円に引き下げられ、平成6年度改正で2億円となり、平成15年度改正で50

00万円となり順次引き下げが図られたが、同時に事業者免税点も当初の30
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消費税の課税事業者を巡る問題について

00万円から 1000万円に一挙に引き下げられ納税義務者の大幅な増加を見

込んだ.

消費税の標税事業者数の推移

個人事業者 法人 合計

平成 15年度 429，937 1，546，215 1，976，152 

平成 16年度 406，571 1，613，048 2，019，619 

平成 17年度 1，565，958 1，991，299 3，557，257 

平成 18年度 1，532，813 1，983，615 3，516，428 

平成 19年度 1，454，982 1，968，768 3，423，750 

平成20年度 1，419，711 1，975，251 3，376，962 

(平成22年度国税庁統計資料より)

上記の表によれば、平成 15年度改正により事業者免税点が3000万円か

ら1000万円に引き下げられた結果、平成 17年度の申告件数は対前年比で

1. 7倍となったが、特に個人事業者の申告件数は3.8倍となり大幅に増加、

免税点の引き下げが個人事業者に大きな影響を及ぼしたことがわかる.しかし、

景気の低迷などの影響により、個人事業者の申告件数は減少傾向を示しており、

個人事業者の売上金額等の回復が難しい状況が推察できる.

消費税の非課税取引は消法6条に規定され、別表第 11<::13項目が限定列挙

されている.

消費税の円滑な導入を推進する立場から、政府税制調査会に消費税フォロー

アップ小委員会が設けられ、平成2年 10月30日『消費税の中小企業者の事

務負担等に配慮した諸措置に関する基本的考え方」が報告された結果、平成3

年度の改正により消費税の逆進性を緩和するとの理由で、新たに、第2種社会

福祉事業・助産の費用・埋葬及び火葬・、身体障害者用物品・入学金及び授業

料等・教科書・住宅の家賃などが加わったが、それ以降、非課税取引は追加さ

れていないが、非課税取引に伴う消費税負担が特に投資的資産である場合には
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多額に発生することから、その負担の回避を図る目的で課税事業者を一時的に

選択する方法が行われている.

消費税は消費者の消費行為に負担を求めるものであるが、この消費行為は納

税義務者である事業者の立場からは資産の譲渡等としてとらえられ、圏内取引

が課税の対象とされている。資産の譲渡等には、土地や有価証券などの譲渡等

など消費にそぐわない取引も合まれることになるが、これら消費になじまない

ものは、資産の譲渡に該当しでも消費税を課税しないため非課税とされている.

また、資産の譲渡等に該当し、消費行為であっても社会福祉事業、医療、教

育などに消費税の負担を求めることが国民感情から困難な取引については、社

会政策上の配慮から非課税とされている.

非課税は、消費者にとって消費税の負担がなくなることになるが、事業者側

では転嫁ができないため、事業者が消費税の最終負担者となり、結果的に税を

負担することになる。

非課税取引は、その売上げに消費税が課されないことであり、その反面非課

税取引に要した課税仕入れがあっても仕入税額控除の対象とすることができな

い.非課税取引は、間接税として消費者に転嫁すべき消費税が転嫁されず、事

業者の負担となるが、その金額が多額となるような資産の購入があれば企業利

益への影響も考えざるを得ないであろう。

(1)非課税事業者が課税事業者を選択

~自動販売機設置による消費税の仕入税額控除を杏思した事例~

不動産貸付業を営むために賃貸アパートを取得した審査請求人は、アパート

の敷地内に飲料水の自動販売機を設置し、飲料メーカーから販売手数料を受取

り、この手数料が課税売上げになるとして、アパートの取得に要した消費税額

を課税仕入れに係る消費税額として、消費税の還付を求める申告を行ったが、

原処分庁は賃貸アパートの引渡日の属する課税期聞において課税売上げは発生

していないとの理由で仕入税額控除を否認し更正処分を行ったため審査請求を
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消費税の課税事業者を巡る問題について

したところ棄却された。

国税不服審判所平成20年7月4日裁決凶では、請求人が同年5月に消費

税課税事業者選択届出書及び課税期間を 1カ月に短縮する旨の消費税課税期間

特例選択届出書を原処分庁に提出して消費税の還付を受けるための手続を行っ

た.

裁決では、自動販売機にかかる販売手数料はその設置場所の提供、電気の供

給及び人的役務の提供が一体となった課税資産の譲渡等の対価になるものの、

消費税法上は課税資産の譲渡等の時期に関する規定はなく、個人事業者の場合

は所得税の所得金額を計算する際の認識基準で把握することになり、その年分

に収入すべき金額はその年に収入が確定し、相手方への支払請求が可能になっ

た金額であると指摘している.

販売手数料の毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期になるものの、賃貸ア

パートを取得した課税期聞にはその締切日が到来しておらず、その課税期間の

課税売上げにはならないと判断、審査請求を棄却している.

居住用賃貸物件の建物完成時に自販機を設置して課税売上げを発生させ、課

税事業者を選択して消費税の還付を受けるスキームがここ 10年のほどの聞で

顕著に表れてきている。

このような事態を招いているのは、非課税売上げのために要した課税仕入れ

に係る消費税を控除する仕組みでないため、事業者が消費税を負担することで

その金額分だけ利益が減少することになる。このため、事業者はその負担の回

避につながる一時的な課税事業者の選択をすることになる。このことは、本来

消費税法が予定しなかった還付方法が生じることになり、事実上非課税取引で

あっても場合によっては消費税の仕組みを利用することが可能となることを意

味している。

(2)小規模事業者の特例について

課税売上高の3000万円(事業者免税点は平成15年度改正前の規定に
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よる)は基準期間ではなく課税期閣で判定すべきか杏か

法人について、消法9条1項により課税期間である事業年度において消費

税の納税義務が免除される場合とは、当該事業年度の前身事業年度(基準

期間)における課税売上高が3000万円以下であり、かっ同法に別段の

定めがない場合である。

ビジネスホテルの経営や管理等営んでいた原告は、 Xl事業年度を課税期

聞とする消費税について、課税売上高を3，864万円として申告をした。

原告はX，事業年度を課税期聞とする消費税について、課税売上高を2，8 

40万円とする申告を行った後、消法9条1項によって納税義務が免除さ

れるとの理由でY税務署長に対し更正の請求を行ったが、 Y税務署長は更

正すべき理由がないとしたため、原告がこれを不服として争った事件である。

鳥取地裁平成12年5月 16日判決聞は、消法2条1項14号におい

て基準期間を課税期間である事業年度の前々事業年度と定めたのは、当該

課税期間の当初から事業者が納税義務の免除の有無について確定的な判断

をもって取引することが可能となるように、当該課税期間の当初の時点に

おいて確実に課税売上高を把握できる前々事業年度を基準期間と定めたも

のと判示している。

基準期間の課税売上高が3000万円以下となれば、課税期間の課税売

上高が例えば3億円であっても納税義務は免除されるのが現行の消費税の

規定であり、 3億円が課税売上げとなれば、その翌々課税期間は課税事業

者となり消費税の納税義務が発生する.このように、基準期間と課税期聞

について課税売上げが大幅に違う場合に納税義務が免除されることは、消

費者からみると違和感を生じるに違いない.消費税の納税義務は課税期間

の課税売上げでもって判定するとしても申告手続が可能であるとの理由で

原告は消費税の納税義務を基準期間ではなく課税期間で判定することを主

張したわけであるが、裁判所はこの主張を排斥した。基準期聞が消費税の
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消費税の課税事業者を巡る問題について

納税義務を判定させる役割を負っているが、新設法人等の基準期聞がない

場合でも当初から課税事業者となる特例規定(消法12条の2①)があり、

基準期聞がなければ消費税の納税義務が確定できないとまでは言えないで

あろう.

(3)免税事業者の判定を巡る争い

基準期聞における課税売上高が 1000万円以下である事業者については、

納税義務が免除される(消法9条①)0消費税の特徴として、納税義務の免除の

判定は基準期間毎になされるため課税事業者と免税事業者が交互に繰り返され

る可能性を秘めている.

原告は、免税事業者の行う課税資産の譲渡等についても、消費税が課され、

単に納税義務が免除されるにすぎないから、基準期間の課税売上高の計算にお

いて、消法9条2項1号、 28条1項に従い、売上総額から免税事業者が納付

すべき消費税額に相当する額を控除すべきであることは、消費税の転嫁を規定

する税制改革法11条が事業者から免税事業者を除外していないことや、公正

取引委員会が消費税法の施行に際して免税事業者を合めて消費税額に相当する

額を上乗せした価格設定を認めていたことからして、当然に免税事業者の課税

売上には消費税相当額が含まれていると考えられる。

その上、免税事業者の課税仕入れについても消費税相当額が合まれているか

ら、免税事業者の課税売上げにおいてもその部分を転嫁する方法で消費税額相

当額を上乗せすることは事業者として当然の行為であり、免税事業者の課税売

上高の計算について消費税相当額を控除しないとすると課税事業者と計算方法

が異なり免税事業者にとって不利な取り扱いとならざるを得ない。また、課税

事業者から免税事業者にたとえ変更があった場合などでも価格設定に違いが生

じるわけではなく、どちらであっても消費税相当額を転嫁しようとすることは

間違いないと考えられる.これを認めないと、同一規模の商売であっても課税

事業者と免税事業者が交互に繰り返されることになり、転嫁の趣旨からも反す
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る結果を招くことになると主張した.

原告の主張に対して、東京地裁平成11年1月29日判決聞は、事業者は、

消法9条 I項、同条5条の規定により消費税を納める義務があるとされた者の

うち、所定の要件を具備した事業者を同条に規定する納税義務者から除外し、

同条に規定された課税要件としての納税義務者を限定するものであって、発生

した消費税を免除するものではない.消費税の転嫁は、自己に課されるべき消

費税額に相当する額を課税資産の譲渡等の相手方に負担させることにほかなら

ず、税制改革法11条も課されない消費税の転嫁を予定するものではなく、免

税事業者の行う課税資産の譲渡等に合まれる免税事業者の下における価格の増

加分については、これに課される消費税、ひいては転嫁されるべき消費税は存

在しない。 免税事業者の行った課税資産の譲渡等に課されるべき消費税が存

在しない以上、基準期聞において免税事業者であった者の売上金額から除外す

べき消費税額に相当する額も存在しないということができる。

消法9条に規定する免税事業者の制度は、消費税の執行において生ずる種々

の納税事務負担コストが相対的に高くつくものと考えられる小規模零細事業者

に納税事務負担を軽減する趣旨に出たものであるが、その条文の見出しのみな

らず同条の趣旨に照らして、消法9条1項は消法5条の規定により「消費税を

納める義務」があるとされた者のうち免税事業者に該当する者について「第5

条第1項の規定にかかわらずJr消費税を納める義務」を免除するもの、すなわ

ち、消費税法5条に規定された課税要件としての納税義務者の範囲を限定する

ものであって、発生した消費税を免除するものではないのである.仮に原告の

主張するように、免税事業者についても消法4条又は5条によって課されるべ

き消費税についての納税義務が生じ、消法9条によってこれが免除されるもの

とすれば、消費税の免税規定(消法7条、 8条)又は税額控除(消法30条)

と同様、消法9条は消法5条の規定に変更を加えるものではないことになるか

ら、「第5条第1項の規定にかかわらず」との限定も不要となったはずである.

たしかに、「免税」との文言は、納税義務の存在を前提とするといえるが、消
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法5条は課税要件としての納税義務者を規定し、その例外規定である消法9条

も課税要件としての納税義務者について消法5条の例外を規定したものであり、

課されるべき消費税の免除を規定するものではないから、消法9条は、所定の

要件を具備した事業者を消法5条に規定する納税義務者をから除外するとの趣

旨に解すべきものであると判示した.

したがって、納税義務者の範囲は、消法5条により、「この法律により」との

留保の下に広く事業者を合むことを原則とするが、消法9条の規定により限定

されているのであって、免税は事業者にも消法5条または4条によって消費税

が課された上で消法9条1項によって納税義務が免除されると解すべきもので

ない。また、免税事業者となるべき事業者が課税事業者を選択することは、将

来に向かつて(翌課税期間以後)、消法9条1項の規定の規定を適用せず消法5

条の適用を受ける申し出を認めたにすぎず、この規定が免税事業者についての

納税義務の発生を前提とするものと解することはできない.すなわち、具体的

な消費税は、消法9条1項の適用を受けない課税事業者が課税資産の譲渡等を

した場合に当該事業者に課されるのである。

原告の主張は、課税物件を規定する消法4条を納税義務者を合む課税関係の

成立要件であるとする点及び納税義務者を規定する消法5条の例外規定である

消法9条の規定を課されるべき消費税の「免税」と同視する点において、採用

することができないと判示した.

まず判決では、消法5条で納税義務者を定め、消法9条1項で5条1項の規

定を排除したものであって、それは基準期間で納税義務が判定され、それに従っ

て翌々事業年度では当初から納税義務を負わないことが確定しているのである

から、いったん発生した納税義務を事後的に消滅させるものではないとし、原

告の主張する免税とは、いったん発生した納税義務が事後的に消滅するのであ

るから免税事業者の場合も課されるべき消費税が存在するとのことであるが、
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文理解釈からは原告の主張は採用できないとした。

このことは、課税事業者の売上=本制面格+消費税額となり、免税事業者の

売上=本体価格を指すものといえるが、消費者は販売価格をみて消費税相当額

を区分して本桝田格と合わせて支払っているわけではなし商品またはサービ

スの値段として支払っており、その中に消費税相当額を負担しているとの意識

を持っているのに過ぎない。そこで値引き等がなされた場合、消費者は消費税

相当額が値引きされたと判断しても、消費税法では値引き後の価額には消費税

相当額は合まれているとして課税売上高を計算することにしている。

もともと商品やサービスの価格の形成は、市場での競争力や経済的な力関係

などの要因によって決定され、消費者は事業者が課税事業者か免税事業者であ

るかは関係なく、商品を購入するのであり、そこには消費税が認識されること

はない。

また、課税事業者が免税事業者から課税仕入れを行った場合、上記の判決で

は免税事業者には課されるべき消費税相当額は存在しないとしているにもかか

わらず、消法30条7項の所定の要件を満たせば仕入税額控除が適用されるこ

とは判決内容と矛盾することになるが、その点については触れられていない.

それにより不動産賃貸業などの業種であれば毎期一定の賃貸収入が計上される

が、その金額が1050万円であれば課税事業者と免税事業者を交互に繰り返

すことになり、事業者は同一規模の事業について消費税額相当額が合まれるか

否かとなるケースでは混乱することになり、大いに疑問が生じるところである。

(4)基準期間のない新設法人の納税麗務の免除の特例について

消費税法は、事業者が圏内において行った課税資産の譲渡等については消費

税法の規定により消費税の納税義務を明確にしているが、消法9条1項でその

納税義務の免除を規定している.しかし、消法12条の2では、その事業年度

の基準期間のない新設法人のうち、事業年度開始の日において資本または出資

の金額が1000万円以上の場合は納税義務の免除を認めていない.
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消費税の課税事業者を巡る問題について

原告は平成9年4月10日資本金1000万円で設立された株式会社である。

原告は同年11月7日「消費税の新設法人に該当する届出書」及び「消費税簡

易課税制度選択届出書』を所轄税務署に対して提出したが、簡易課税制度選択

届出書の適用開始課税期聞は平成9年4月10日から平成10年2月28日ま

でと記載されていた。

原告は上記課税期聞に係る消費税申告において、課税売上高が2億円を超え

るため本則課税による計算を行って申告書を提出したが、簡易課税で申告すべ

きであるとして更正処分を受けたため、新設法人に対する消費税の課税根拠に

ついて訴えを提起した.

東京地裁平成 12年 12月27日判決川は、新設法人であっても子会社の

ように設立当初の事業年度から多額の売上高が見込まれる法人もあり、基準期

聞がないという理由で新設法人を免税事業者とすることは、小規模零細事業者

の事務負担を考慮した免税事業者制度の趣旨に反することになり、その根拠と

して消法12条の2で一定規模以上の新設法人の納税義務を免除しない規定を

設けていると判示して、原告の主張を排斥した.

この事件では、原告は設立第1期に多額の投資が生じたため、簡易課税によ

る申告では不利だと判断して本則課税による申告行ったのであるが、消費税に

対する判断ミスが簡易課税制度の採用となり、申告時に申告方法を変更したこ

とが認められなかったわけである。

安易な簡易課税制度の選択は、時として消費税の納税において事業者の負担

を結果的に増すということになり、消費税の申告方法の選択について慎重な判

断が必要である。

W 課税事業者をめぐる問題点と今後の課題

消費税の納税義務をめぐる問題点についてふれてきたが、本来消費税は物品

やサービスに対して「広くうすく」課税する目的で導入され消費税の定着を図
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り、導入時には、事業者である中小零細事業者九の配慮が強調され、消費税の

負担に関しては少しでも負担を軽くする内容で規定された.

しかし、事例で紹介したように納税義務をめぐる判決では、課税売上高を算

定する方法が課税事業者と免税事業者では異なるとの判断が示されており、小

規模事業者には転嫁すべき消費税は存在しないとされているが、国内経済取引

の各段階で転嫁されている消費税の実態からすれば、納得のできないものとなっ

ているし、その矛盾に対して全く触れていないことは残念である。

また、最近では、輸出免税を利用した消費税の不正還付の事例が増えてきて

おり則、不況等で資金繰りに窮した企業がこの制度を悪用して何億円もの消費

税の不正還付を受けた事例が新聞報道されている.詐欺的まがいの手法が消費

税の還付制度に回をつけた結果ではあるが、所得税や法人税であれば納税した

金額の還付が欠損等の理由で行うことができるが、消費税の還付制度は納税を

しなくても多額の消費税の還付が受けられることになり、このように不正還付

に対して税務署は窓口での対応を慎重にすべきであり、還付に至る調査をもっ

と慎重に行う必要があると考えられる.

悪質な不正還付とまではいかないまでも、自動販売機を設置して課税事業者

を選択した結果建物等に支払った消費税の還付を受けるスキームは、もう 10

年以上前から行われてきたにもかかわらず、課税庁では有効な手立てをこれま

で講じておらず、昨年会計検査院に指摘されて、その歯止め策を平成22年度

改正で対応するという姿勢は非難されても仕方ないことである。不正還付やそ

れに類似した申告について今後は迅速な対応が望まれる。

V おわりに

今後は課税事業者の選択について従来の届出制から承認制に変えるべきなの

か、また、一度選択すれば免税事業者に戻る期間を制限することなどが考えら

れる.いずれにしても導入から 20年以上経過した現在において、消費税の納
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消費税の課税事業者を巡る問題について

税義務に関する規定の再考が求められているといっても過言ではない.
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〔研究ノート〕

広告研究の動向と成熟市場における消費者セグメント

新 井 亨

I はじめに

最近の広告研究の動向をみていると、一時期盛んに議論されていた「プラン

ド構築のためのコミュニケーション活動』研究から、「インターネット等を利用

した話題作りをするためのコミュニケーション活動』に移っているようである.

ただし、話題作りのための広告は、単語としては、他のメディアから消費者

を引きこむための「クロスメディア'J ということになると恩うが、実務的に

は、話題を作るためには何でもアリで、「悪いウワサ」など以前であればプラン

ド・イメージを損なうので、ウワサを打ち消すようにしたはずなのだが、明ら

かなマイナス情報でも話題づくりに利用し、それがインターネット上で話題に

なり、マスメディアにパプリシティとして取り上げてもらい、さらに、インター

ネット上等で話題沸騰になる、ということを狙っているようにしか思えない。

実際、批判も多い日清食品の「ラ王追湯(ツイートウ)式典」そして、新『ラ

王」の一カ月後の復活、そして、山頂での CM撮影による登山客の排除など、

まんまと話題作りに成功し、少なくとも、新ラ王については、従来の広告手法

では考えられないスピードで消費者は認知したといえるに

おそらく、このような露骨な「話題作り」をするためのコミュニケーション

活動が、今後、研究の対象となり、推奨されることも予想されるが、このよう
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な何でもありの手法については、個人的には違和感をもつが、そうでもしなけ

れば、消費者の記憶の中に残らないのかもしれない.

新「ラ玉』は、旧「ラ玉」とは、製品的には異なるインスタントラーメンで、

まったく別プランドを立ち上げてもおかしくない製品である。しかし、一度構

築した「ラ玉」プランドを捨て、新たなプランドを立ち上げる費用と時聞を考

えれば、このプランドは一度リセットさせたということを消費者に大々的に伝

える必要性があったといえる。

今回の「ラ王」のキャンベーンは、「ラ王」プランドを残しつつも、明確に違

う新製品ということも伝えるためにはどうするのかということから立案された

キャンベーンといえる.

広告活動を行う場合その最も重要なポイントは「差別化要因」である。自社

製品と、競合他社製品との違いを明確にすることによって、アピールポイント

(コンセプト)が明確になり、消費者に訴求するが可能になるのである。

しかし、その差別化要因が明確にならなくなったことが、昨今の広告計画に

影響を与えているのではないかと考えている.

明確な差別化要因を、消費者に提示できないことによって、消費者の購買行

動に影響を与え、変化させているのではないかと考えている。その変化とは、

消費者の購買意思決定のプロセスで、消費者が情報探索過程をほとんどの場合、

ショートカットしようとしているのではないかいうのが、私の問題意識である。

最近、コンピニエンスストアやスーパーマーケット、あるいは家電量販唐や

衣料品唐の製品を見ていても、新市場を作り出すような、新製品をなかなか発

見することができない。ほとんどの場合は、既存製品の拡張による新製品である。

つまり、従来品に何らかの付加価値をつけるか、あるいは、従来品の製品の

サイズを変えたり、食料品や飲料品であれば、味のパリエーションを増やした

りといった新製品である.しかも、既存製品の拡張でも、ヒット製品が生まれ

ると、ポジショニング上、同一次元で、他の競合企業からの追随を受ける結果
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広告研究の動向と成熟市場における消費者セグメント

となり、その違いはますますわかりにくいものになる。

まとめてみると、

① 企業は消費者に新しい便益を加えた価値提案を行う.

② 消費者がその価値提案を受け入れ、製品がヒットする.

③競合会社は同一ポジショニングで追随する.

④ 付加された価値提案が、当該カテゴリーの標準となり、差別化での優位性

を失う。

⑤ さらに、競争の結果、カテゴリー内で最低限要求されるハードルが上がる。

という繰り返しになる.

その結呆、コモディティ化と高コスト化を加速させる結呆となっています.

他方、消費者にとっても、同ーカテゴリー内に、多くの同じような製品があ

ると、自分の確信に基づいて、製品を選択するのではなく、選択肢に無関Jt_，に

なり、もっとも手聞がかかる情報探索の過程をショートカットするようになる

のである。

消費者側は、増え続ける同ーカテゴリー内の情報に対して、情報探索をする

にあたり、プランドを信じ、そのイメージだけで、購入したり、逆に庖頭での

様々な要因で購入したりという行動をとっているのではないかと考えている。

この仮説が正しければ、昨今の広告不況は、経済不況による落ち込みという

側面だけではなく、従来のマス広告を中心としたコミュニケーション活動だけ

では消費者の購買行動に影響を与えることができなくなったことによる、構造

的な問題であるととらえることができる.

広告研究は、消費者行動研究と密接な関係をもって研究が続けられてきた。

そのため、本稿は、広告研究に応用されたいくつか概念についてまとめたうえ、

ヤンミ・ムンの主張を参考にしてa、私の今後の広告研究についての考え方をま

とめることを目的としている.
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1 広告目標の設定と DAGMAR

広告のカのみによって、製品やサービスは売れない。つまり、マーケティン

グ計画がすべてうまく適合して初めて売れるのである。

という考え方が、DAGMARの基本である。DAGMARは、 rDefiningAdvertising 

G田Jsf，町 MeasuredAdvertising ResultsJの頭文字をとったモデルで、広告計画

を立案する場合の広告目標をコミュニケーション目標に限定し、広告キャンベー

ン前と後での調査をすることによって、広告効果も測定することができるとし

たのである。 DAGMARは、 AIDMAの同じ直線モデルなので、広告という刺激

を与えることによって、どのような反応を消費者がするかということで測定す

ることになる.

DAGMARは、消費者が全くその製品を知らないという「未知」の段階から、

製品名を知っている(再認一再生)r認知」段階、製品がどのようなもので、そ

のように使用するかを理解している「理解」段階、そして、この製品が代替品

と比べて、自分に適していると「確信」している段階。そして、購買行動に至

る「行動」段階の直線モデルである.

たとえば、コミュニケーション目標を、ターゲット内で認知率を00%と設

定すれば、広告キャンベーンの事前にターゲットの何%が認知しているかを調

査しておき、キャンベーン終了後、再び、調査を行い、認知率が目標と達した

か、あるいは、どれくらい認知率が広告キャンベーンによって上がったかを、

数値として把握することができる.

DAGMARは、実務や広告研究に大きな影響を与えたモデルである。DAGMAR

登場後、 DAGMARを応用したモデルや概念が登場し、広告コミュニケーショ

ン効果研究の領域においては、大きな影響を今なお与えている考え方といえる。

しかし、 DAGMARについては、批判も多い。もっとも大きな批判は、コミュ

ニケーション目標が、売上目標やシェア目標に直結していないということであ

る.また、広告のコミュニケーション効果は、認知段階から理解段階までに大
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広告研究の動向と成熟市場における消費者セグメント

きな効果をもたらすが、それ以降については、広告以外のコミュニケーシヨン

活動のほうが消費者の購買行動に影響与えられやすいとも考えられている.ま

た、 DAGMARをはじめとする直線モデルは各段階を一方向に進んでいくと仮

定しているが、実際はショートカットしたり、逆行したりしているのではない

か考えられるケースが多い。そのため、それらの批判にこたえるために、関与

概念などを考慮した研究が行われた.

2. 広告と関与概念

関与概念は「ある対象に対して巻き込まれている度合いが高いか低いか」と

いうことであり、消費者が、当該製品カテゴリーにどれぐらい巻き込まれてい

るか、あるいは、そのカテゴリーがどの程度重要なのかを表しているものである。

消費者は、朝起きてから、夜寝るまでに、どれだけの企業からのメッセージ

に触れているだろうか.しかし、その中で、記憶に残っているものはほとんど

ないと言わざるを得ない.消費者はほとんどの場合、企業からのメッセージに

対して無関心である.クラッグマンの研究によれば、消費者は企業からのメッ

セージについては“ほとんどの場合"低関与状態である。

逆に、関心を示すとすれば、何らかの製品やサービスを購入しようとした時

に、今まで気にならなかった企業からのメッセージが“突然"気になりだす時

である。これは、消費者が何らかの問題を認識し、それを解決しようと、情報

探索を始めた時に起こる。たとえば、自動車というカテゴリーに興味がなかっ

たとしても、移動手段が必要となり、その問題を解決するために自動車(代替

品も含めて)を購入しなければならないという結論になった場合、今まで気に

ならなかった自動車の広告が“突然"固に入ってくるような状態である。これ

は、自動車に対する製品関与が一時的に高くなったと言え、一時的に関心が高

〈なって多〈の情報収集をしているときにおこる、しかし、この場合、一旦、

自動車を購入してしまえば、再び企業からのメッセージは気にならなくなって

-49ー



しまう.

もともと、そのカテゴリーに関心があり、常日頃から情報収集を能動的に行っ

ている場合は、常に製品関与が高い状態といえ、購入予定がある、ないにかか

わらず企業からのメッセージは、常に気になる状態になっている。たとえば、

自動車に興味がある、趣味が自動車という消費者は、定期的に自動車雑誌を購

入し、新車情報のチェックなどをして能動的に情報収集を行っており、広告な

どの受動的な企業からのメッセージも積極的に受け入れる。

しかし、自動車のように高額で、普段自動車に興味がない消費者でも、情報

収集活動を行い、代替品を評価し、自分に適した製品やサービスを選択すると

いう消費者行動が想定されるものばかりではない.

たとえば、食料品・飲料品や日用雑貨などの低額で購買頻度が高い製品やサー

ビスは消費者個人の記憶さている情報(想起集合からの選択)か、眉頭での

POPやセールスプロモーションによる購買決定がほとんどである。

以上のようなことをまとめたのが、広告会社の FCBが提示したモデルであ

る.このモデルは直線モデルに関与概念を組み合わせたモデルであるが、ただ

し、直線モデルは、 DAGMARのようにすべてが同方向に移行するとは考えず、

直線モデルを、逆行したら、ショートカットすることも考慮に入れている.

FCBモデルは、縦軸t<::高関与と低関与、横軸は思考型と感情型として、製品

を4つのセルに分類している。上記した自動車や住宅のような高額の製品は、

消費者は自ら情報を収集し、 DAGMARで想定されている直線モデルを順番に

進むとされている.なので、これらのおもに高額で、しかも、理性的な判断で

購買にいたる製品カテゴリーの広告は、消費者が能動的に行動し、印刷媒体で

文字が多い広告でも積極的に閲読し、進んで情報収集されるとしている。

しかし、不動産業者等にヒヤリングしたところ、高額な住宅を購入する消費

者の多くが「衝動買い』をするという回答を得ている。つまり、住宅など、一

生に一度の買い物であっても、消費者は「ほしい」という気持ちが先に来て、

さらに情報収集もショートカットして購入に至るケースが多いということなの
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である.また、逆に慎重に情報探索をする消費者は、購入意図をもってから実

際に購入するまでの時聞が長くなる傾向にある.

また、パーソナルコンピュータのような製品も、従来はこのセルであること

が想定されるが、最近はパーソナルコンピュータ同士の差別化が難しく、ほと

んどの場合は、詳しい情報探索によって自分に合うものを購入するのではなく、

他の要因によって購入を決定する場合が多い.なので、最近の傾向としては、

従来は高関与で情報収集を行っていた製品であっても、次に説明する情動型の

消費者行動になっている.

高額製品でもいわゆるプランド品や、宝石、ファッション衣料などの製品は、

先に「ほしい」という気持ちが先行するとされている.これらのカテゴリーは

後述するがプランドのイメージの確立が重要であるとされており、プランド広

告という言葉がない時代から、プランド広告的な広告キャンベーンが多い.ま

た、表現もイメージ表現が多く、細かい製品説明などはほとんどする必要がない.

逆に、低関与な、おもに低額な製品カテゴリーは、これらの製品は必ずしも

認知しなくても、また、事前の情報探索もほとんどすることなく、底頭での

POPやセールスプロモーションが大きなウェートを占めることになる.ただし、

消費者に製品名が認知されているか否かは、庖頭での消費者の選択行動の中で、

認知されているほうが、認知されていないものよりも、有利になることは確か

なことから、広告も認知を目的としたテレビ CMなどが優先される.

いずれにしても、 DAGMARが想定している一方的な直線モデルを経過して

いく製品カテゴリーは少なく、すべての消費者が、すべての製品カテゴリーに

ついて理性的に行動していることは稀であると考えられている.

広告関与の概念を取り入れた、精般化見込みモデルは、広告メッセージの情

報を精鰍に処理する見込みがあるか、杏かという考え方に基づいた情報処理モ

デルである.つまり、消費者個々人が、当該カテゴリーの製品についての、情

報処理能力と情報収集についての意欲がどの程度なのかによって、消費者の情

報処理から態度変容までの過程が異なるというモデルである.
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FCBモデルは、製品関与を取り入れたモデルで、製品ごとに、消費者の情報

収集ー購買行動が異なるという考え方であるが、精鰍化見込みモデルは、消費

者個々人の能力の違いによってプロセスが異なると考えている.

消費者の多くは情報収集する際に、他人の意見を参考にし、実際、それが購

買を決める要素としては大きい。なので、当該カテゴリーに対して、情報収集

能力の高い消費者は他の消費者から参考意見を求められるオピニオンリーダー

になる存在と考えられる.この糟般化モデルは、カテゴリー内でのオピニオン

リーダーと、それ以外の消費者での広告メッセージの処理から、態度変容まで

のプロセスが異なることを説明したということでは意義のあるものである。

3. 広告表現と態度

態度とは、消費者がもっ製品やプランドといった対象に対する評価のまとま

りで、「好き」特「嫌い」という 2つの方向性と強さがある。特に、後述する

プランドはこの態度形成に大きく影響をしている。

態度形成において、重要なポイントは、態度は先天的なものではなく、経験

や学習によって形成されるものであり、一度形成された態度は比較的継続する

ものではあるが、固定的なものではなく、むしろ大きく変化しうるものである。

つまり、態度は消費者の学習によって変化することから、広告メッセージの役

割が大きく、その広告メッセージに対して好意的な態度が形成されると、それ

がプランドに転移する。

態度は、消費者が連想する属性と、その属性の重要度・評価(消費者がプラ

ンドを評価する際に、その属性が他の属性と比較して、どの程度重要なのか)

と、信念(消費者の主観的な判断)から成り立っており、重要度・評価×信念

で、その属性が、プランド評価にどの程度影響しているかがわかる.

そのため、消費者の態度を変化させようと企画し、広告メッセージを作成す

る場合は、前記した属性、重要度・評価、信念のいずれかを変化させることに
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よって可能になる.具体的には、ある属性がマイナス評価である場合、その評

価を改善するようなメッセージを発信し、否定的な評価を肯定的な評価の方向

に動かしたり、ある属性の重要度を変化させ、優れている属性の重要度を強調

し、劣っている重要性を過小評価させたり、まった〈新しい属性を付加し、選

択基準として意識していなかった属性を言及し、重要性を強調したり、あるい

は、直接、競合製品の評価を低下させることもできる。

4. フランド構築と広告

プランドは 1980年代後半のプランド・エクイティ問題から出発していると

考えられる。この時代、アメリカは経済不況の時代であり、各市場のシェア上

位プランドしか生き残れないという危機意識から、プランド取得を目的とした

M&Aが盛んに行われた.その際の企業買収価格を決める段階で、プランドを

いかに評価し、金銭的価値に置きなおすかが問題となった.

アーカーはこのプランド・エクイティ(価値)について、「プランドの名前や

シンボルに結びついた資産の集合'Jであるとし、製品やサービスによって企業

や顧客に提供される価値を増大させるものとした。そして、その資産とはおも

に、①プランド認知、②プランド・ロイヤリティ、③知覚品質、④プランド認

知としている。

プランド認知は再認一再生一支配的プランドのレベルで説明されるが、消費

者の購買行動に結びつくのは再生レベル以上で、消費者が同一カテゴリー内で

想起される複数の想起集合に入ることが重要であると考えられている.このプ

ランド認知の広告は、プランド認知度を高め、消費者の想起集合に入るための

貢献が必要である.たとえばプラン F名を連呼するような広告はプランド認知

を目的とする広告といえる。

プランド・ロイヤリティ(忠誠dじ、)は、消費者がプランドに対してもつ執着

心の測度であり、消費者がどの程度別のプランドにスイッチするかを表してい
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る.このプランド・ロイヤリティが高まれば、競争業者の行動から顧客基盤は

攻撃を受けにくくする。航空産業のマイルなどのフリタエンシー・プログラム

は、顧客のスイッチング・コストを高くし、プランド・ロイヤリティを高める

ための顧客聞い込み戦術である.フリクエンシー・プログラムは先行して行っ

た企業が、その効果を発揮していたが、競合他社も同様なフリクエンシー・プ

ログラムで対応・追随することから、その効果は薄れてしまっている.最近で

は異業種との連携など、より顧客にメリットがあるようなフリタエンシー・プ

ログラムが企画されている。

知覚品質は、製品またはサービスの意図された目的に闘して、代替品と比ベ

た全体的な品質ないし、有意性についての顧客の知覚であり、知覚品質が高け

れば、競合製品よりも高い価格をつけることができる。

プランド連想は、プランドに関する記憶と関連しているすべてのことで、こ

の後のプランド・イメージ形成のための広告につながる.

プランド連想は、消費者が、より好意的なワードを連想すれば、それはプラ

ンドに対して好意的な態度を形成しているといえ、購入意向への基盤を作ると

されている.

この消費者がプランドから連想する束がプランド・イメージといえる。プラ

ンド・イメージは、消費者が、プランドをどのように知覚しているかというこ

とであるが、逆に言うと、企業側からはいかに知覚させたいかということにな

る。それがプランド・アイデンティティということになる。

このプランド・アイデンティテイは、企業側が創造し、維持したいと思って

いるプランド連想のユニークな集合体であり、企業という組織の構成員が顧客

に与える約束を意味している.rプランド構築』といった場合は、プランド・ア

イデンティティをどのように設計するかが重要ということになる。

さらにプランド・アイデンティティには、中核となり、原則的には変化しな

いコア・アイデンティティと市場やカテゴリーによって修正する拡張アイデン

ティティからなっている.拡張アイデンティティはまとまりと意味のあるグルー
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プに分かれ、豊さと完全性を与える諸要素が含まれている.グローバルに展開

する企業などは、全世界共通のコア・アイデンティティと地域、地域で修正す

る拡張アイデンティティから、プランドの統一性と、地域制の共存を図ってい

るといえる.

また、マーケティング上中核となる便益の提供も、プランドを通して行われ、

その便益も製品の品質部分である機能的便益と、プランドのストーリーともい

える情緒的便益、そして消費者がその製品に対して憧れを抱くことによっても

たらされる自己表現的便益を表したものが、消費者に対する価値の提案である.

価値提案を効呆的なものにするためには、プランドと顧客との聞の関係性を

構築し、購買意思決定を促進しなければならない.

以上のことから、プランド構築のための広告(プランド広告)の役割は、①

機能的・情緒的・自己実現的のプランドの価値提案を消費者に伝達する。②消

費者のプランドに対する品、理的な関係性を構築し、強化する。③企業はプラン

ド・アイデンティティを提示することによって、消費者に好意的な態度を形成

させ、購買時のプランド選択行動の契機とする.ということになる.

そのため、プランド広告は即自的・直接的な販売の推進・実現を担うもので

はなく、プランド・エクイティを高め、顧客とプランドとの関係性を確立する

ことが主な任務といえる.なので、確固とした基本戦略の構築と一環としたプ

ランド表現の管理が必要となる.

5. IMCとブランド構築との関係

1990年代後半に話題になった IMC(統合型マーケテイング・コミュニケー

ション)の役割についても、このプランド構築との関連で説明されている.

もともと IMCは、広告、ダイレクト・マーケティング、セールスプロモー

ション、 PRなどのさまざまなコミュニケーションの方法の戦略的役割を評価

し、それらを組み合わせることによって、企業から発信されるメッセージの明
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確さと一貫性および最大限の効果を実現するための包括的コミュニケーシヨン

計画の付加価値を認識したマーケティング・コミュニケーションの計画立案の

ための概念といえる.

しかし、このIMCが、従来のプロモーション・ミックスの概念との違いが明

確ではなく、この当時実務的に普及しなかった.

その後、 IMCの概念は、プランド・コミュニケーションの概念と融合するこ

とによって再び組上にのり、ダンカンは凹Cを「プランド価値を促進する(目

的)する顧客価値を管理する過程(手段)であり、顧客やステータホルダー(対

象)に対するメッセージを戦略的にコントロールし(具体的な手段)、彼らとの

聞でデータを駆使し意図的な対話 (Oneto One)を展開することによって、有

利な関係を構築する(関係性)するための相互機能的な過程である'Jとした.

そもそも、プランドは顧客との関係性構築のものであるが、 IMCはそのため

の戦略的なコミュニケーション活動であるとしている。しかも、対象者はステー

クホルダーにもおよび、そのコミュニケーションの統合の中には関係性マーケ

ティングの手法も加えている.

6. イノベーション普及理論と広告

私の現在の研究の大前提として、消費者の購買意思決定のプロセスで、消費

者が情報探索過程をほとんどの場合、ショートカットしようとしているのでは

ないかいう問題意識である.

そのことを説明するために、私は、ロジャースのイノベーション普及モデル

を利用して説明しようとした.

イノベーシヨン普及モデルは、画期的な新製品を闘発し、市場を創造した場

合に、そのイノベーションを消費者がいつ受け入れるかによっての5つの段階

に消費者をセグメントした。

そのセグメントのうち、アーリーアダプター(初期採用者)と、それ以降マ
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ジョリティ{追随者)とは消費者購買行動が異なり、アーリーアダプターは、

オピ=オンリーダーになる存在であり、イノベーションの情報に対して、能動

的に情報探索をおこない、よ〈比総検討したのちに採用をするが、他の大多数

の消費者よりも採用がはやい.しかも、マジョりティは、能動的に情報を探索

するというよりも、アーリーアダプターに対して意見を求め、自分が集めた情

報よりも、アーりーアダプターの意見のほうを信じ、購入を決めるケースが多い.

そして、のちに発表されたジェフリー・ムーアの「キャズム勺よると、アー

リーアダプターとマジョリティに聞にはキャズム{断層}が存在し、イノベー

シヨシの普及もキャズムを越えるかどうかがカギとなっているとした.そのた

め、ア-!Jーアダプターの存在がより重要だと考えている.

アーリーアダプターはオピニオンリーダーになるため、他のマジョリティt乙

大きな影響を与える.なので、アーリーアダプターがマイナスの意見をマジョ

リティに与えたならば、マジョリティの勝買につながらない可能性がゐ払イ

ノベーションの普及も断層を超えることができない.逆にプラスの情報を宛信

したならば、イノベーションが断層を超え普及する可能性が高くなるのである.

プラス情報の場合は、アーリーアダプターは広告の役割を果たすことになる.
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この考え方は特に ITを中心とするベンチャー企業によく活用されている.

しかし、基本的にイノベーションの普及モデルは、画期的な新製品の採用過

程を表したものであり、すでに成熟した市場に対して、その応用には無理があ

り、成熟市場に対しては別の枠組みが必要であるという結論に達している 7.

7. 成熟市場における新しい枠組み-Yougrr砲 moonのD馳 !rentから

マーケティングにおける製品政策で既存製品の拡張は重要な要素である。マー

ケティングのセオリーでは、企業は消費者のニーズに対して、新たな便益を追

加して価値を提供するため製品に改良を加えていく、改良(価値追加)型の拡

張ふニーズに対応して消費者の選択肢を乗数的に増やしていくのが乗数型の

拡張がある。このような既存製品を拡張し、製品選択肢を増やしていくことは、

便益という軸によって、より細分化した特定セグメントに対しての製品であるヘ

たとえば、日清カップヌードルの具を変えたり、パッケージをエコ対応した

りするのが改良型といえ、味や大きさにパリエーションを増やしていくのが乗

数型といえる.

このセオリーでは消費者は自分の生活の問題解決の手段として、より高度な、

あるいはより特化したニーズをもち、それに対して、企業側はより高度な、あ

るいは特化した便益を提供できるように、製品を改良・拡張していくので、二

方向に製品が進歩していくのである。

企業の目的は、売上・利益の増加やマーケット・シェアを拡大していくため

に、ロイヤリティを高めることによって、基幹プランドを守ることである.

しかし、改良型の拡張は、日用品などの最寄品は反復購買なのでは買い控え

が少ないが、特に、電化製品やコンピュータなどのハイテク製品は、もう少し

待てば、もっといいものがという発想からもうちょっと待ってから購入しよう

という買い控えの心理が働く危険性が高い。

また、乗数型の拡張は、消費者に多くの選択肢を与えるが、まさに乗数計算
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で製品数が拡大していき、便益を提供する側にとっては、何らかの意味の違い

あり、それが差別化要因ということになるが、逆に、消費者にとってみれば、

差別化要因が見いだせなくなるといって事態を招くことになる.

いずれにしても、企業にとってみれば、製品拡張にともなう、開発コストや

マーケティング・コストの増大やコモディティ化を招いてしまうという結果に

なってしまう.消費者にとってみれば、製品の進歩が自分の問題解決にふさわ

しいのか否かの疑問を持ち、さらに、選択肢の増大は、選択行動において混乱

を招くだけになってしまう.このことをヤンミ・ムンは“古田阿国doxof progress" 

と呼んでいるに

このような、消耗戦ともいうべき状態に陥れば、広告を制作する側にとって

も、広告制作に欠かせない差別化要因を消費者に伝達しようとしても、表現上

大変難しいことになる。ハイテタ化した製品を、テレビ CMなどで伝えようと

しても、簡単ではなく.詳しい情報を新聞や雑誌広告で伝えようとしても、消

費者はそれを放棄してしまう.

消費者の購買行動プロセスは、製品選択をする場合、自分自身で情報収集を

おこない、複数の代替晶の候補から自分にふさわしいと恩われる製品を選択す

るという行動を想定している.しかし、明確な差別化要因が分からなくなった

り、製品の進歩に消費者がついていけなくなったりする場合、信用して、いつ

も購入している(忠誠度が高い)プランドを優先的に選択する。つまり、消費

者の製品選択の第一要素が「プランド」カということになる.

けれども、ヤンミ・ムンは、製品の拡張が続けば、前述したプランド・エク

イティの要素であるプランド・ロイヤリティをも消失してしまうと主張してい

る九以前であれば、確かに、「お気に入りのOOJというのが誰にも存在し、

どこの家庭にもあったと考えら、家の中にある家電製品はすべて roo製」と

いうことがよくあった.

しかし、私の家でも、以前であれば多少価格的に高くてもソニー製を購入し

たものだが、家の家電晶を見回してみると、今では、日本のすべてのメーカー
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があるように思えるし、韓国メーカーや中国メーカーの製品もある.

このようなことが、今ではどこの家庭でも起こっているものと推察される。

企業がプランドカを追い求めるあまり、あるいはプランドを維持するための戦

略が、逆の結果をもたらしているのではないかとも思える.

プランド競争の激化は、市場の成熟化が起因している。つまり、上位の数プ

ランドしか生き残らないということ、また、消費者の立場から見れば、プラン

ドの記憶は、ーカテゴリーでせいぜい数プランドである。そのため、上位プラ

ンドというのは、消費者にとってみれば想起できる最少のプランドということ

になる.その数プランドに入るために競争がさらなる競争の激化を招く結果と

なった.

そのため、プランド戦略が機能しなくなってきている。消費者はプランド閣

の差異を見いだせなくなり、最終的には製品個々のプランド・アイデンティテイ

も希薄になってしまったのでる.つまり、プランドという差別化要因も消費者

にとっては製品の選択行動に大きな影響を与えなくなってしまったことから、

家の中は様々なメーカーの家電品が無秩序に、しかし、違和感なく存在するの

である.

消費者は、選択行動をする場合、消費者自身が持っている、選択基準の尺度

を失ったことから、情報収集活動をやめ、そのカテゴリーに詳しい人の意見を

参考に製品選択を使用している.

そこで、前述したいイノベーションの普及モデルのアーリーアダプター=オ

ピェオンリーダーの意見が、もっとも影響する選択基準の要因となっている。

インターネットの普及により、誰でも情報発信がたやすくできるようになっ

た.そのため、企業にとって、オピニオンリーダーの存在は、以前にもまして

重要になり、オピニオンリーダーが発信する情報は製品の普及に大きな影響を

与えている.そのため、企業はオピニオンリーダーと友好的な関係性を作るこ

とによって、オピニオンリーダーの発信する情報を、好意的な情報であるよう

に仕向けているのである.
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広告研究の動向と成熟市場における消費者セグメント

私の仮説は、消費者のタイプによって、企業から発信する情報の種類や媒体

が異なるが、そのタイプをイノベーション普及モデルのセグメントでアーリー

アダプターとマジョリティで大きく異なると考えている.

しかし、イノベーションの普及モデルはあくまでもイノベーションを対象と

しており、成熟市場に、その考え方を応用するのは、私のアンケート調査で思

うような結果を得られないことからもわかるように、無理があるようである。

ヤンミ・ムンは、成熟市場のカテゴリーについては、認知度の低さや、イノ

ベーションに対する不安からではなく、選択の無関心さが原因であるとしてい

る。そのため、以下のようなセグメントを提案している九

① Connoisseurs 

そのカテゴリーに大変興味があり、そして知識も豊富で選択眼がある消費

者である。ただし、特定プランドに固執することはなく、常に探究Jむを持ち、

いろいろなものを試す.なので、カテゴリーに対してロイヤリティは高い。

② SavvyoPJX前 田is旬

そのカテゴリーについての専門家といえるが、クーポンタリッパーやパー

ゲンハンター、ポイント集めを優先する消費者で、カテゴリーに対するロイ

ヤリティではなく、実利的な比較を中心に、カテゴリーにかかわっており、

製品内容での知識よりも、実利的な知識が豊富といえる.

③Pragmatics 

プランド聞の差別化要因については興味がなくなっており、習慣や価格、

便利さといった要因での組み合わせによって、選択購買しているo Indi伽 'ent

ともいえ、そのカテゴリーをコモディティとして扱っている。心理学者は、

このことを「選択意欲の喪失 (choicedemotivationlと呼んで、選択肢が増え

れば増えるほど、消費者はどれを選択するかの意欲を失ってしまうとしている。

④嗣uc回 t

このセグメントは、カテゴリーに対して興味がないものの、仕方なくかか

わっている消費者である。そして、そのカテゴリーでの選択行為は混乱やス
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トレスを生み、できれば、市場から脱出したいと思っている.

⑤ B四 dloya1ists 

マーケ、yトに多くの選択肢があるにもかかわらず、頑なに、特定プランド

のロイヤリティを持ち続ける消費者である.ただし、過度に成熟した市場で

は、このような消費者は少数派になっている.

問題なのは、このそれぞれの消費者に対しての広告活動は必然的に異なって

くる.またそれぞれのセグメントの消費者がどのような関係をもって、影響し

あうかが問題である.

これまでのプランド戦略や顧客の固い込み戦略は、B四 ndloya1istsの存在を想

定した戦略であるといえる.しかし、ヤンミ・ムンによれば、そのような消費

者は減少し、多くの消費者は、プランドによる差別化はあきらめているとして

いる。カテゴリーに対して知識の豊富な消費者は多く存在しているにもかかわ

らず盟、プランド・ロイヤリティが得にくくなってきたのは、プランド構築型

の広告は成熟市場ではカを発揮できなくなっているともいえる.

ヤンミ・ムンは、それぞれのセグメントの消費者がどのような関係をもち、

そして、口コミによる情報伝達をして影響しあうかについては、説明がされて

いない。ただ、オピニオンリーダーが存在し、情報探索を諦めたり、ショート

カットしているとされる消費者にどの様な影響を与えるかを、今後の研究課題

にしていきたい.

おわりに

ヤンミ・ムンの著書は、この後、彼女のケースに合わせて、独自のプランド

構築の実例を挙げている.そのなかで、最近私が興味を持っているレッドプル

のケースも舎まれている.レッドプルの戦略は、まさに話題作り型のマーケティ

ング手法をとっており、ただし、クロスメディアの手法も完全にはとっていな
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広告研究の動向と成熟市場における消費者セグメント

い.とにかく、何らかの方法で消費者に接触し、消費者の4、象に残すという手

法である。

日本における健康ドリンク市場は、やはり、成熟市場の一つで、有名なリポ

ピタンDでも、さまざまな乗数型の製品の拡張がおこなわれており、何がどの

ように効くのか理解することができない.しかし、その中で、レッドプルが単

品だけで陳列されているのは異彩である.

注

1 クロスメディアとは、複数回メディアを使い、相互作用をねらうことをいう。従来の広

告用語で言うと、メディアの組み合わせという意味であれば、メディア・ミックスが使わ

れているが、メディア・ミックスは、リーチ、 7日夕エンシ一、継続の三要素で組み合わ

せ、ターゲットとなる消費者にいかに効車的に接触し、情報伝達するかということである

が、クロスメディアといった場合は、複数のメディアを組み合わせて、消費者を能動的に

関与させ、積極的な情報探索を促進することを目的としている。そのための仕掛けづくり

をクロスメディアという。

2 rラ王」の一連のキャンベーンは、 2010年8月末で生産を終了する、という告知とともに

始まり、まず新聞で「ラ玉、終わる.Jというコピーで生産終了を宣言.その後、特設サイ

トを設け、ツイッターで、追悼文ならぬ迫湯文のツイートを募集した.これが「ラ王追湯

(ツイートウ)式典」である.これはクロスメディアの典型的な手法である.さらに、応募

者には抽選で「ラ王」が 1ケースもらえるという懸賞まで付いていたのである.rラ王」の

生産終了を惜しむ声が全国から 20万件以上寄せられ、色々なメディアに取り上げられた。

しかし、「ラ王追揚(ツイートウ)式典」終了4日後、新「ラ王」が9月6日から関東甲信

越静岡地区で、 10月4日から全国で発売するという発表があり、今度はネガティプな話題

がインターネット上で展開され、これも、マスコミが取り上げ、話題作りとしては見事な

までの事例となったといえる.さらに、今度はラ王の CM撮影で、槍ヶ岳山頂で登山者を

排除し、自粛を呼びかけられていたヘリコプターを飛ばして撮彰していたことが、苦情に

よって明らかになったということで、9月8日に日清食品から謝罪のエユースリりースがあ

り、この件についても、大きな話題になった.ただ、これもリリース時期が新「ラ王」の

発売時期と重なり、話題作りの一つだったのではないかと想像される.その裏付けとして、
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当該CMは放送が中止されたが、東京スカイツリーの工事現場での同様のシーンの CMが

放送され、本当に反省しているのであれば、こちらの αMも中止tとするのが当然と考えら

れるからである.

3 YoungmeM凹江“Different".C四wnB四皿四s，2010.この著作は、直接広告研究には結び

つかないが、彼女の主張に共感する点が多く、本稿ではこの著作を多く引用・参考にする.

Yougmem凹nのまとまった著作は、今回が初めてだが、以前より『ハーパー Fビジネスレ

ピュー』等では積極的f~ケースワークを発表しており、その中には話題作り型のマーケティ

ングのケースも多〈告まれている.なお、この著作は、日本でもすぐに、『ビジネスで一番、

大切なこと~消費者の心を学ぶ授業~ (北川知子訳、ダイヤモンド社、 2010年)というタイ

トルで、翻訳され、ベストセラーになっているが、タイトルから連想する内容とは異なる

ように思える。また、翻訳についても、違和感がある個所があるので、原則、原書のみを

使用することから、引用等は、原書のベージのみとする.

4 D'Aアーカー著 陶山計介・中田善啓・尾崎久仁博・小林哲訳「プランド・エクイティ

戦略J1994年、ダイヤモンド社、初-21頁.

5 τb田町田間四，“lMC: Using Adv，町t四ng皿.dPromotion加 BuildB四nd".McG:田W一回ll，2001 

6 Geoffr，町A.M曲目， .Crossing血.eC出，sm"，1加perB田町田S，1991 

7 このイノベーションの普及モデルを応用して、ア-9ーアダプターとマジョリティでは、

情報収集媒体が異なるという仮説で、アンケート調査を 2困ほE実施したが、いずれも統

計的に耐えうる結果を出すことができなかった.

8 YoungmeMI聞 1，op. cit，即54-56

9 Ibid， p.喧.

10 r凶d，p.42 

11 lbid， pp. 87.89目

12 lbid， p. 92 
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〔購演]

内部告発について 公務員の立場から

仙波敏郎

星野: それでは、時聞がきましたので、第2番目の講演「内部告発について

公務員の立場から」を元愛媛県警巡査部長仙波敏郎さんにお願いいたします。

仙波: 皆さんこんにちは。元愛媛県警の仙波敏郎です.

平成 17年1月20目、松山市において愛媛県警の長年に渡る組織的犯罪であ

る裏金作りについて告発しました.現職警察官の告発は警察史上、唯一です.

将来も出ないと確信しています.

私が告発したのは、警察は正義を守ることが仕事であるにも拘らず犯罪組織

になってしまっていたからです。皆さん警察の基本を考えてください.法律を

守って、法律を犯す者を取り締まるのが警察であります。

ところがE∞人のいわゆる官僚、キャリアという警官、東京に警察庁という

のがありますが、そこを中Jt.，に 500人の官僚が 25万人の警官を今支配してい

ます。管理しています。全員管理職は犯罪者であります。警察組織は犯罪組織

であります。こういうことを4年半にわたって、ずっと言ってきました。私に

対して『嘘を言うな」と言った警官は一人もいません。認めているのです.

本稿は、2日09年9月12日経営行動科学学会中部部会と愛知大学経営総合科学研究所共催で愛

知大学車道校舎で星野靖雄・愛知大学大学院会計研究科教授の司会により開催された講演会

の後半です.
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左より仙波敏郎氏、@岡弘昭氏、星野締録数授

愛知県警には 1万33ω人の警官がいます.その警官から、ほんとうに厳し

い被害を受けている方も今日何人かこの会場に来られています.警察によって

自分自身が被害を受けないと、わがことのようには思えないでしょう、ですか

ら警察に対する監視活動をしようとも思えないのです.

本当に普察は犯罪組織でありまして、今、日本の固で、日本のありとあらゆ

る団体、組織、企業がありますが、その中で毎日の日常動務を通じて犯揮を行っ

ているのは、やくざと嘗察なのです.こんなことを言えるのは、私しかいない

のです.なぜなら新米曹官以外金員犯罪に関与しているからです.

例えば串岡弘昭さんが、トナミ運輸に対して余許なことをしているというこ

とで、いろんな報復を受けました.私は現職の瞥官なのです、当時は.その普

官が、『普察は犯罪組織だ.やくざと同じである』ということを公の場で堂々と

言ってきたのです.それなのに何の処分もない.何の注意というものもない.

私には85人の弁護団がいます.その弁護団が言いましたo r仙波さん定年退

職は由来ないかも知れませんよJ~o 又、向山設さん、奥さんが何年か前に亡く

なっているけれEも、あなたもお墓に入りますよ』と、これくらい心配してく

れました.

でも、私はそのときに、~る意味Jレンルンでした.私は犯罪を犯していない.
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内部告発について一会務員の立場から

だから警察が犯罪組織ということを堂々と言えたのです。ほかの連中はほとん

ど全員手を汚しているのです.犯罪者なのです.それに対してなぜまともな道

をきた私が、なぜ懲戒免職になったり、命を狙われたりしなければいけないの

か.罪を犯している連中が堂々と定年を迎えて、たくさんのお金を懐に入れて

いるのですから、私には正義を貫いてきたという自負があります.柔道3段等、

格闘技は全部で8段あります.ですから、素手で来るならそれなりのこともで

きます。

ところが、さすがに警察組織です。記者会見をして告発しましたら、その 1

時間後には拳銃を取られました。それでわたしは丸腰になりました。 4日後に

は串岡さんと同じように、報復人事で仕事のないところにやられました。先ほ

どのテレピ(ドキュメンタリー宣言)にもありましたが、本当に 5∞日聞は、

こういう高いところから松山城をずっと見ていました。 1分でも寝たら懲戒免

職にするつもりでおるのです.周りから監視状態です。

ですが、わたしは 24歳で、当時最年少で巡査部長になった。そのまままい

けば当然、愛知県でいえば一番大きな警察署の署長になれる。そういう自信も

ありました.だけど、警官が法を犯してはならないという自分の原点と言いま

すか、基本をわたしは守ったのです.そういう意味で、串岡さんに「頑固であ

る」とか、また「頑固そうである』と言われましたけれども、それはそっくり

串岡さんに私はお返ししたいのです。

そういうことで記者会見をしました。そうしたら、内部告発者は報復人事を

受ける、いろんなことを受ける、まさにそのとおりです。私の場合は仕事のな

いところに追いやられました.そして、私と話をしたものは全員文書で上司に

報告しないといけないですから、誰も話をしない。その上、私の電話、メール、

すべて盗聴されていました.

皆さんの携帯電話と語h メールなんでいうのは簡単に警察は取れるのです.

簡単なのです.ですから、どうしても秘密の話をしたければ、 FAXを使って

ください.この一番時代遅れのFAXだけは、今の警察組織の技術では取れま

-67ー



せん。携帯電話などは、ほんとに簡単に取れます。

私の電話はすべて盗聴されています。ですから、わざと女性に、「どこどこで

待ち合わせしよう」ということをやるのです.必ず来ています、私服(警官)

が.そういうこともやりながら 4年半楽しんできました.

私が全国を回って皆さんに話しているのは、このまま警察を無視し、管理し

なければ、皆さんはもとより、子どもさんやお孫さんの時代には、大変な社会

になってしまうということなのです.

串岡さんは、いわゆる会社を健全に、というふうに、国民の皆さんの経済面

の公のための告発なのです.私の場合は、皆さんを安全・安心という治安面で

の告発なのです。菅家利和さんという方が足利事件で 17年半懲役に行きまし

た.こんなことは、今の日本の警察では当たり前なのです、皆さん。

誰でもいいのです、犯人は.Aさんという男を犯人に仕立てたら、もうそれ

でいいのです.なぜいいのか.まず検挙率が上がります.一人逮捕したことに

よって、 Bさんから情報があった(勿論作り話です)ということで、捜査協力

費を3万円払いましたということにして、偽領収書を書いて県であるとか固に

提出し、支出された3万円を自分の懐に入れるのです.

この金額は、年間400億円ですよ。 4∞倍。こんな実態は誰も知らないです。

しかしマスコミは知っているのです.知っているのに、それを書かないから誰

にも知られない.だから、私はこの口で言っているのです。現職の時代から言っ

ています。

何代か前に圃松さんという警察庁長官が、オウム真理教事件のときに狙撃さ

れて重傷を負いました。撃たれた現場が自宅前であったか杏かマスコミは知っ

ています。なぜこの事件が解決できないかもマスコミは知っています.やはり

これも報道しない.

私は今からきついことを言います.もし、この中に警察署長以上のご親戚の

方がいるなら、帰って尋ねてください。貧乏している署長以上の人は一人もい

ません.だって、皆さんの税金から年間何百万というお金を、全部懐へ入れて
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いるのですから。全員ですよ.そして、そういう裏金をポケットに入れている

管理職が、毎日朝礼で「警官はかくあれ、こうあれ、職業の倫理を考えてまと

もにやれ」と、こんなことを言うのです.

言われる現場の警官はどう思いますか.r何を言うとるのか」、「おまえ、さっ

き100万円の金を懐へ入れよった」そして「われわれにまじめにやれ」と言わ

れでも、誰がやりますか。「源清ければ流れ滑し」という言葉があります。トッ

プが腐ったら下も腐るのです。だから、日本全国で警察官の不祥事が後を絶た

ないのです。

この愛知県の守山署でもありましたね.副署長の飲酒運転.こんなことは、

現職の警官から見たら何ともないことなのです。たいしたことではないと思っ

ている警官も中にはいます.それぐらい組織はもう腐ってしまっています.末

期癌です。

だから私は、金国を回って警察を監視しているわけです.今厳しく監視しな

ければ、皆さんの子どもさんやお孫さんの時代には大変なことになりますよ、

ということを訴え続けてきました.

串岡さんの告発も公共の利益のためです。私も同じです.警察の裏金を公に

して、私の懐に入るものは何もありません。わたしが告発したことによって年

間200億円の裏金が減りました。 4年間で 800億円です。わたしも「キムタク

法」といつも言っているのですが、さっき言われた『キムタク法(キータム訴

訟)Jが日本にあれば、 800億円の3割で、 240億円のお金がわたしの懐に入っ

ているはずなのです(笑)。

そうしたら、もうこんな貧乏はしていません(笑)。私は警官になった以上、

法律を守ろうということで信念を通してきました。ですから愛媛県警は、何と

か仙波を排除しようということで、頑張りました。

そこに記者会見した以降は、それは壮絶な報復が加えられました.尾行・張

込は当たり前、食事に行ったら何を食べたか、稚が金を払ったか聞込みするの

は当たり前です.
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日本全国へ講演に行きます.講演に行ったら、必ずそこの県警からの二人が

お客さんに紛れて入っています。何かチョンボがあれば仙波を逮捕しろという

警察組織と、 4年半闘ってきました。

今日の資料にもありましたけれども、群馬県で大河原宗平さんという非常に

優秀な警官が、わたしより前に、テレピ朝日で、顔を隠したのですけれども、

「群馬県警にも裏金がある」ということを言いました。それ以降、彼は群馬県警

から本当に厳しいマークに遭って、剣道6段ですけれども、「大河原が警官に

体当たりして怪我させた」というでっち上げで逮捕されて、彼は 23日間勾習

されて、懲戒免職になりました。 2，000万円の退職金が飛びました。それに対

してマスコミは何も書きません.これが今のマスコミの実態なのです。

串岡さんは、先ほどマスコミ、メディアは大切にしているとおっしゃいまし

た.私もそうだったのです.メディアがあるからこそ、愛媛県警には仙波とい

う警官がいて、現職で内部告発したということが伝わりました。「ドキュメンタ

リー宣言J(テレビ朝日)もいわゆるマスコミの一種です.

裏金が、愛知県では 8年間で 15億円というのが今報道されています.千葉

県では、わずか5年で 30億円、そのうち千葉県警は 1億数千万円という裏金

があると報道されています。

確かに世の中はお金が大事なのです。全国で年間400億円の裏金で警察幹部

が私腹を肥やしていると言いましたけれど、私の言いたいのは、もっとその奥

なんです。管理職クラスが全員それをやれば、現場の警官の士気が全く上がら

ない。それでは犯罪捜査ができない.皆さんの安全・安心を守ることができな

い.だから警察は裏金をやめろと.

ほかの官公庁の捜査は、それからでいいのです。日本の警察だけは、「ああ、

警察へ行けば何とかなる」とみんなが信頼して、そして警察へすがってくる、

頼ってくる、それにこたえられるだけわれわれは金力でこたえる.そういう組

織であるべきだと、私は 18歳で警察に入ってからずっと思っていました。

私はそれを実行しました。今、警察 OBでそれを言えるのは、実行した私だ
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けなのです。 25万人の現職警官がいて、 15万人のOBがいて、ほとんど全員裏

金に関与している.おかしくありませんか。

串岡さんが言いました.いわゆる内部通報や、告発した者に対しては、減免

措置を講ずるべきであると。これだけ串岡さんが内部告発のパイオニアとして

全閏で講演もしています.意見も言っています。マスコミも取り上げています。

なのに三目前の新聞に、医療費の水増しで関東地区の教授が懲戒解雇になった

と報道されていました。そうしたら、内部告発をした人は3カ月の停職なので

す。その告発があって初めて、その医療の不正診療が 1億 50ω万円だとか数

億円というふうに公になった.真実が明らかになったのです.ところが告発し

た人も、水増しに関与したからということで、停職です。

千葉県の森田知事、彼がいいか悪いかは別にしましても、彼がいたから千葉

県の 30億円の裏金が明らかになった.これも一部です.私の今までの経験か

ら言えば、実際は 100億円を超えています.そういう金額が裏金となっていま

す.森田知事が 30億円の裏金を明らかにしたのです.なのに彼がお詫びをし

なければいけない.

県警のトップは本部長です.漆間巌元警察庁長官は、愛知県警の本部長をし

ていたことがあります。裏金にドップリ漬かったその元長官を、麻生政権は内

閣の要である内閣官房副長官に入れたのです。だから、漆間さんは、民主党の

小沢一郎さんの事件があっても自民党には及ばないということを平気で言えた

のです。

それはなぜか、彼は嘗察のトップでしたから、今の警察の幹部は自分の元部

下なのです。みんな全員裏金にどっぷり漬かった連中なのです.

そして、先ほど串岡さんがおっしゃったように「検察庁へ訴えればよかった」

と.それを聞いて、たぶんこの中でそれに反対の意見を持ったのはわたしだけ

でしょう.検察庁も裏金にどっぷり漬かっていた組織なのです.今のほとんど

の検事の捜査能力には疑問を感じています。警察がつくった被疑者調書、参考

人調書、証拠h その他捜査資料を見て、彼らは頭がいいですから、それらの書
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類に手を加えて、そして、形を整えた書類にして起訴するわけです.

だから、警察がつくったすべての書類、それが偽であったとしても彼らがす

んなり受け入れるから、菅家さんのような事件がいくらでも起きるのです.富

山の柳原潜さんという方は、強姦罪で3年近〈服役しました。表に出てから真

犯人が見つかりました。鹿児島の志布志では、違反そのものがないのに、警察

が事件そのものをつくりました。警察が選挙違反を検挙することによってお金

が、裏金が入ってきますから。

逮捕状を出して、そこへ勾留する許可を出すのは裁判官なのです。警官がつ

くった偽の書類を、それを裁判官は真に受けて、そして判決を出すのです。だ

から、裁判員制度みたいなものができるのです。もちろん裁判員制度ができた

からといって、すべての事件でまともな判決が下りるとは限りません.

今、日本の司法はそういうふうに、もう本当に末期癌です。わたししかそれ

を言えるものがいないということが、もうその証拠です.今、日本の警察は 25

万人、一般職を入れて 30万人います.キャリアが 5∞人です.そのキャリア

に言われたら、このわたしを何とかしようという愚かな現場の警官が多いので

す.だけどわたしの命が今あるのは、末端の現場の警官の中には、やはり今の

ままではいかんという志の者がいるからです。だから警察幹部が「仙波を何と

かしろ』と言ったときに、『あの仙波に対してでっち上げで逮捕したり、命を奪

おうとすることは不可能だ」と言った警官がいたそうです。

愛媛県警では、仙波敏郎という男は、有言実行ということを全員知っていま

す.仙波は裏金に関与していない.偽領収書を一度も書いていないことを知っ

ています.だから命令されても、実行部隊は一人もいなかったのです.正義の

ためなら、確かに命を落とす覚悟のある警官も何人かは居ると思います。ほと

んど逃げますけれども。だけど不正義のために仙波を逮捕して命を落とすのは、

それはどうしても避けたい。それぐらい切実な状況なのです。

群馬県の大河原さんと私の違いは、彼は非常に男前であります.彼は紳士な

のです.でっち上げで逮捕されても、結局逮捕されただけで彼は抵抗等無く終
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わりました。わたしは拳銃を取られていましたが、私に対して不法な行為を仕

掛けてくる者とは最後まで闘う覚悟でいました.しかし、そういうことに至ら

ずに定年退職しました.

その問、テレピ朝日は 4年半ずっと、私の取材をしていました.皆さんが

「警視庁24時』とか、「日本の警察24時」とかいうのを見ていますが、やらせ

も多いのです.ところがこれをやると視聴率が取れるのです。警察を怒らせて

マスコミと反自になったら、そのマスコミ、その新聞社は困るのです.三面tl:

載せる記事が手に入らなくなるのですから。だからマスコミの連中はすべて知っ

ているけれども、害かない.

テレビ朝日が4年半取材をして、数十回も東京から来ました。そして、 5月

11日に放肢ということで、私の前の放映が鳥越俊太郎さんの癌の闘病記録、そ

の前が南田洋子さんの認知症の問題、そういう番組に、ほんとに田舎の愛媛県

警、わずか 2，冊。人しかいないようなちっぽけな警察本部の一巡査部長を取り

上げて取材をしたのです.

番組を見られた方は分かりますように、私が涙を漉している場面が何度かあ

りました.これは編集のせいでありまして、私は泣き虫ではありません.しか

し、テレビの反響はすごかったです.

私は今から 8年以上前tl:女房を癌で亡くしましたけれども、テレピを見て、

感動しましたということで、結婚したいという申し入れが相当ありました。中

には水着の写真を送って来た人もいます。そういうのはお断りしたら済んだの

ですが、3億円の財産を仙波さんに相続してほしいという東京の方がいました。

89歳の方です.その方は身寄りがない。だから 89年生きてきてこんなに感動

したことはないと.だから仙波さん、わたしが死んだらこの3億円を相続して

くれませんかと。

それをもらったら、仙波は3億円が欲しいが故に告発したのかというふうに

警察庁のほうへ塩を送ることになるから、そういう気持ちだけお受けしますと

いうことで、お断りしました.そうしたらまた3日後にかかってきました.ま
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だ受け付けてくれませんかと.

翌日は弁護団会議がありまして、そこで冗談で言ったのです.そしたら弁護

団が全国で 85人のうち愛媛県には 15人がいますが、彼らが、 r{1山被さん、そ

の話受けましょう」と言うのです.rしかし仙波さんは、他人ですから相続はで

きない.だから親子縁組しましょう」と言うのです。更にまた若い弁護士が、

「いやそれよりはNPO法人を立ち上げたら、税金の面で非常に有利だ。だから

NPOを立ち上げましょう」と言うのです.勿論、笑い話で終わったのですが、

それが5月でした。

今は 9月です。ちょうど 4カ月たちました.あのとき、もらっておけばよ

かったと思弘そういう気持ちがないでもないのです.ある党からもかなり選

挙のオファーがありました.もちろん比例区の当選の範囲です.だけど、私が

それに出れば、仙波は選挙に受かりたいために告発したのだというまた、塩を

送ることになるのです.だから私は、丁重にお断りしました。次の参議院のと

きに来ても、その気持ちは変わりません.

そんなこんなで、私は警察を何とか変えたいということで、本当に捨て身で

告発をしました。

私の後に続くものは、 1∞年たっても出ないでしょう.現職の警官で、「裏金

づくりのための偽領収書を書かされましたJr空出張をしました」と、内部告発

する警官は一人も現れないでしょう。それは、さっきわたしが言ったように、

内部告発したものは減免をする、 jf!Jを免じるという措置がない限り。

私が告発出来たのは、裏金作りに何ら関与していなかったからなのです.

「私は書かされました』と認めたら 3月以上5年以下の懲役なのですよ。公

文書を虚偽に作成したら、 1年以上 10年以下の懲役なのです.それで、この愛

知県庁や固に対して3万円、 5万円というお金を請求したら、これは詐欺です.

あれやこれやたくさん刑がありますから、最高 15年の懲役に行く罪を犯した

ことになるのです.その者は即、懲戒免職です.

そして、「おまえだけがやったんだJr自分の良心の明責に耐えきれずにきみ
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は言ったのだろうJrほかの警官は誰もそんなことはない.おまえがしたのだ

ぞ」と逮捕して、懲戒免職です。

ところが、 24歳の最年少で巡査部長になったときから、偽領収書というのを

拒否したために、それからいくら昇任試験の学科を通っても昇進できません.

日本の警察の中枢部である、皆さんの動向をチェックする警備公安課、もしく

はテレピの「相棒」なんかでかっとよく恩われている刑事謀、こういうところ

へ行ってばりばり仕事をしようと思っても、裏金にどっぷり漬かっているとこ

ろですから、私はそういうところには行かせてくれない。

私より、取り調べの技術に優れた警官は愛媛県警に誰もいないと自負してい

ます.私がこの手で調ベた被疑者は全員自供させて、全員有罪になっています。

こんな男は、使いたくないのです。なぜなら、仙波は裏金に関与していません

から。国民のほとんどの方が裏金、裏金といっても、県庁のように備品を買っ

たり、署員の親睦にお金を使ったり、ある程度仕方がないじゃないか、必要悪

じゃないかというふうに考えていると思います.

ところが、警察の裏金だけは違うのです。警察署長以上の管理職、愛知県の

場合は 1万3300人のうち管理職は300人です.裏金のほとんどが、この 300人

の小遣いなのです.じゃあ、なぜ部下が裏金を一生懸命つくるのか。簡単なの

です。自分がそういうポジションになったらもらえるからなのです.そして、

そういう裏金をつくって上納しなければ、自分がその高いポジションに行けな

いのです。裏金作りを拒否すれば、仙波のようになるのです.だからほとんど

全員が一生懸命つくるのです.

又今、警察部内では、女性職員に対するセクハラなんかはよくあることです。

女子職員が勤務しているところを、うしろから管理職が肩越しに胸を触って、

「おまえ、大きな乳しとるのう」ということが今でもあるのです.警察の中で

は.もっとひどいこともやられています。「女房と別れておまえと結婚するから

付き合いしろ」と言う愛媛県警の一番出世の男は2年間女性を引っぱり、苦し

めました.悲しい出来事も起こりました.
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そんなことも報道もされずにいますが、マスコミは知っているのです。一番

出世の男はいまだにエリートです。最近、胸を触った管理職は、 2年間冷や飯

を食らっていましたが、 2年たちましたら現場復帰です.それもこれも、元凶

はすべて裏金なのです.今2∞億円減っていますが、まだ 200億円あります.

警察予算は全国で3兆2(削億円です.愛媛県あたりは 1パーセントですか

ら、 380億円ぐらいですね.愛知県警の場合、警官は 1万3300人います.一

般職を入れますと 1万 45∞人ぐらいいまずから、愛媛県警の約 5倍です.予

算で言いますと 1，500億円ぐらいあります。

3兆 2000億円の国家予算のうち裏金は、 4∞億円ぐらいですからちょっとゃ

ないか、おまえたちの安全を守っているのだから、嫌なら頼るなど.市民から

信頼されなくていいのだという気持ちでいますから、約 1パーセントの金を、

警察幹部は懐へ入れているのです。

よく事件があったら、いい格好をして、捜査本部長とか、刑事部長とか、い

わゆる警察幹部が記者会見をします.彼らは、まじめな顔をして記者会見して

いますけれど、終わった途端に満面の笑みなのですよ。なぜか.事件が起きた

らお金が入るから.どのぐらい入るか.それは、強盗、郵便局強盗とか、そう

いう強盗クラス以上になると捜査本部を設けます。

そうすると、愛知県なら愛知県警の会計課から、犬山なら犬山署の警察の会

計課に口座で 800万円ぐらい下ります.本来ならば、そのお金で、捜査員は必

要なだけ車を動かして、足りない場合はレンタカーも借りて、そして捜査をす

るのですo 800万円あったら、かなりな捜査ができます.

ところが実際は違うのです.その鋭的万円は、この場合は例えですけれども、

守山警察署の会計課長が銀行員を呼んで、 800万円全額を下ろします。下ろし

た日に半分の 400万円は、警察本部の捜査1課にキャッシュパックです、キッ

クパックします。残ったωo万円のうち 100万円は署長が懐へ入れます.副署

長がおったら 50万です.各課長が 5人いますo 30万ずつ要りますo 800万円

来ても 200万円しか残らないのです.だから、自分の車でガソリンをたき、自
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分の携帯を使うから、捜査員はアホらしくなって事件が起きたらパチンコ屋へ

行って仕事もしない。だから事件は挙がらないわけです。

今、日本の国では 180万件ぐらい刑事事件が、交通事故以外に発生している

と公表されています.この愛知県では、年間 15万件ぐらいの犯罪が起きてい

ると公表されています。しかし、その 180万件という事件の中で、何パーセン

ト検挙しているか、東京にある警察庁が、検挙率を毎年発表します.だいたい

32パーセント検挙しているというふうに公表しています。

180万件の32パーセント、 57万件ぐらいの事件を検挙していますと言って

も誰も嘘だと分からないのです.自転車を盗んだ、捕まえた.周りにあった 4

-5件の同じような事件は全部その犯人が犯したことにするのです。そして毎

年1割ずつ犯罪認知数が減っています.分母を減らすのです。つまり、減って

いるのではないのです。警察は賢いのです。犯罪発生件数と言わないのです。

犯罪認知数と表現しているのです.

だから、皆さんが被害屈に行っても、すべてを被害届というものに書かない

のです.これはちょっと捕まえにくいなと恩ったら、現場臨場簿という書類に

変えて、はい、これに名前を書いてくださいと書かせるのです.

(犯人が)捕まったら、現場臨場簿を被害届に計上して、犯罪認知件数に入れ

るのです.毎年約 20万件ずつ犯罪件数が減っていると公表していますが、今

の日本で犯罪が減っているはずがないのです。わたしは現場で三十数年やって

きたのですから、肌で感じてきました。ずっと犯罪は増えているのです。なの

に犯罪発生を認知数で減らして、そして、でっち上げで検挙したものを件数に

入れて、それで検挙率 32パーセントですと公表しているのです。わたしの経

験では、犯罪検挙の本当の正しい数は 10パーセント台ぐらいです。こんなこ

とを、今の日本の警察は当たり前のようにやっているのです。

そういうことで、警察の本当の実態を多くの市民の皆さんに知ってもらう、

何か方法がないかなということで、 4月1日に、この本 (W現職警官「裏金」内

部告発~)を出しました.これは講談社からです.これは愛媛県のことを書いて
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います.しかし、愛媛県イコール全国の警察ですから、一緒です。全国の警察

はどこを切っても金太郎飴です。一緒です。だから、警察のそういう不正義に

よって被害を受ける方が多いのです.金園の相当な方が泣いています.

では、どうして賓罪が起きるか.簡単なのです.犯人は取り調べ段階では、

犯行を認めたから犯人に間違いないと言うわけです.しかも、市民の皆さんの

大多数は、裁判では否認しているが、犯人でなければ警察の取調べで認めたり

しないだろう、と思っているのです.警察もそれを逆手にとって、あえて報道

を利用するのです。自供したと聞いた方の、 90パーセントぐらいの方が、犯人

に間違いないとの誤った判断をしているのです。そうさせているのです。それ

は、自分がそういう立場にないからその様な判断をしてしまうのです。

例えば、 fH先生が電車の中で女性のお尻を触った」と女性が嘘を言ったと

します。そうしたら先生は即逮捕されます。被害者がおるのですから.ただ先

生はやっていないから、僕はやっていないと。じゃあ否認だなと。否認して先

生は最後まで押し通すと思いますけれど、逮捕されてほとんど裸tとされて、少

し前までは、それこそ紅門の穴まで調べられて、そして留置場へ入れられて、

トイレをするときは、ここ(腰)から上は丸見えです。終わったら「紙をくだ

さいJf水を漉して下さい」です。

そして、こいつなかなか自供しないと思ったら、病気持ちのような被疑者を

一緒に入れるとか、やくざを一緒の房へ入れて脅かすわけです。そして3日ぐ

らいしたときに、急にこう言うのです。「おまえのことはもう新聞に出とるぜ。

H、大学の先生が痴漢をしたとJ.そうしたら、新聞記事を見た皆さんは信用す

るじゃないですか.

そして言うのです、調ベの段階で. f今からまだ否認するのか.おまえがし

た、してないは関係ないのだよ。被害者がそこで言うた以上諦めろよ.認めた

ら今すぐ出られるし、 5万円の罰金で済む.このまま否認を続ければ、計23日

間留置(勾留)されて、そして最後は起訴されて、そのときには写真が出るぜ.

どとの大学の誰々先生、写真に出るぜ」と。 そうしたらほとんどの方は認め
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ますよ.吐きますよ、やりましたと.

確かに足利事件の管家さんは、現場近くを自転車に乗って通ったことがある

のです.彼はそれだけで疑われたのです.もう、それだけでいいのです.その

上、たまたま警察にとってよかったのは、 DNAがわずか833人に一人しか合

わないのに、それが合ったのです.それで追い風になったのです。だから裁判

官は菅家さんの真実の叫び(供述)を無視して、無期懲役を下したのです.

彼には、実はあと 2件の容疑があったのです.女児被害の2件の殺人事件で

すが、それを一緒に起訴したら必ず死刑なのです.だから検事もそれを知って

いて他の2件は不起訴にしたのです。それで、彼が獄中死してくれるのを待っ

たのです.ところが、逮捕されてから 17年半獄中で生きました。同じ時期に、

福岡で同じような事件で犯人になって死刑判決があった人は、その足利事件の

ことで再審うんぬんというときに慌てて死刑を執行されました.

こんなことが今、日本の司法では当たり前なのです

自分たちが、痴漢であるとか、いろんな事件の犯人に仕立て上げられないか

ら、みんな警察のことを信用しているのです.わたしが講談社との話で半年か

けて本を書きました.表紙のカパーをつくるのは装丁家というらしいのですが、

鈴木成ーさんという方は、日本一の評価を受けていると聞いています.彼に表

紙デザインを依頼してもなかなか受けてくれないそうです.原稿を見てから受

けるそうです。

わたしのゲラを見て、その鈴木さんが「受けましょう。表紙をつくりましょ

う」と.そのときのコンセプト、基本が、仙波という人聞は真実と潔白だ、だ

から(表紙が)真っ白なのだと。で「裏金」部分を金色にしました。この原稿

から見ると、警察は表から見たらきれい、ほんとに統一されてきれい、しかし

一皮むけば、警察というのは真っ黒だ。だから、表紙を外せば真っ黒の本にし

たのです.これがプロの表紙のデザイナーが考えたものです。

まさにそうなのです.警察というのは、表向きはきれいごとを言っています.

だけど、実際は本当に犯罪組織に成り下がっている.警察がまともになれば、
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官公庁を取り締まることもできるのです.だけど、警察が腐っているから、愛

知県庁だろうと、千葉県庁だろうと、みんな当たり前でやるのです.

それともう一つは、今、現場で苦労している警官です.汗水流してやってい

ます。彼らも 5年以上経験のある人は、ほとんど偽領収書を書かされています.

全員に赤信号を渡らせるために。だけど、そういう現場のものに対して厳しい

言葉を掛けないでほしいのです。彼らは家族のために、自分のために嫌々偽領

収書を書いているのです.お金はもらっていないのです。ですから、厳しい監

視は現場の警官ではなくて、警察署長、副署長といった管理職に向けてほしい

のです.

一つだけ例を挙げて最後にします。

愛媛県警では、公務員は、 6月と 12月にボーナスがあります。ところがボー

ナスもすべて全額署長は使えません.どこのご主人でもそうでしょう.口座に

入ります。奥さんが管理します.だいたい警察署長の奥さんというのは、 Jt."¥に

問題がある方が多いように見受けられました。だんな(署長)の品、が歪んでい

ますから、夫唱婦随なのでしょうかo 100人クラスの警察署長の年末のボーナ

スは 175万円位ありましたが、奥さんが全部管理しますから、だんなに5万円

か10万円かしか渡さない.

裏金をつくる副署長がそれを知っていますから、ボーナスの日に帯封のつい

た 100万円を書類パサミに挟んで、『署長、ボーナスです」と渡すのです.署

長は分かっていますから、『お、副署長すまんのう』、「いえ、わたしも半分も

らっていますから」と。この裏金は、皆さんの税金ですよ。警察官の制服を見

てください。内ポケットが大きいのです.現金を入れるために大きいのです。

だから、そういうふうなことで、私もまだ命のある限りは、星野先生のよう

な本当に先を見る先生方のオファーがあれば、喜んで全国を駆け巡ります.少

し前に、私のことを映画にしようという大手の映画会社もありましたけれども、

やはり警察関係者からの圧力で、潰れました.映画化が潰れても、わたしはめ

げません。私しか、警察の本当の実態を話することは出来ませんから、 5人以
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上集まって頂けたら、この顔で飛んで行きます.

ですから、そういったことで現在、愛媛で警察見張番を立ち上げて、いろい

ろな相談に乗っていますo 1日平均 10件ぐらい全国から来ています。まだまだ

全国を駆け足で行けます.私は、アラカンで年齢が 60歳.体脂肪 18.5です.

握力が 65あります.まだまだ元気ですから、皆さんとお会いすることがまだ

あると思います.そのときには笑顔で会えるようにわたしも頑張りますので、

よろしくお願いします。

一応本を売っています.

星野:どうも仙波さん、ありがとうございました。先ほどと同じようにコメン

ト等をいたしたいと思います.

さて、本学の図書館に寄付していただいたご著書『現職警官「裏金」内部告

発』の中で、全国の警察組織ではまだ裏金づくりが続いていると書いてありま

すが、現時点でも事実でしょうか.

三つ日が、同じ本の 116ページに「飲酒運転の検挙に報奨金を出す」という

のがありまして、これに予算がついているかどうかです。 118ベージに『交通

安全協会の会費の中から報奨金をもらう」とあるが、報奨金は交通安全協会、

これは免許の更新のときに交通安全協会への会費等の支払いを勧められたので

すが、最近は言ってこないですね。なぜ変わったかについてちょっと確認した

いです.

それからもう一つ、制度的な話で、先ほどは、民間では公正取引委員会です

が、もう一つ会計制度に関しては会計検査院というのが憲法第 90条で設置し

た行政機関です。これは内閣に対して独立しているんですね.結果として司法、

行政、立法3権の主権から独立しています.すべての国家機関に対して検査す

る機関です、会計検査という検査権限があるわけで、2008年の会計検査が 1，757

億円の是正効果があったとホームベージに書いてあるのですけれども、予算は
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175億円なんです.それで割ると予算の 10倍の効果を上げていますというのが

出ています。

これに対して、アメリカのそれに相当する GAO(Government Acco四回bility

O伍田)があります。以前は、Accounting(会計)になっていましたけれど、今

はA目。凹匝Ibilityになりました.GAOのホームベージには、予算が507.2ミリ

オンドルで、経済的効果は 58.1ピリオンドルであるとしていますので、計算し

ますと、予算当たり 115倍の効果があるのです。ということは、アメリカの方

が日本より 10倍以上も効率が高いということになります。これはもうちょっ

と詳しく調ベる必要があるかもしれませんけれども、少なくとも両方とも公開

データです。ネット上の公開データからの数字を拾ったのですけれども、近年

いわれているように会計検査院は強力な機関ですが、アメリカぐらいに強力な

ら、さらに一層期待できる国家機関ということになります.

その例として、会計検査院が 2008年 10月に無作為に調査対象とした 12道

府県で、すべてについて不正経理が見つかったのです。北海道、京都、青森、

岩手、福島、栃木、群馬、長野、愛知、岐阜、和歌山、大分と.ということは

12で全部あったということは、ほかも全部あるのと同じことです.だから 47

都道府県全部あるんですよと会計検査院が言っているのです。 D

つい今週9月 10日(木)にテレピ番組を見ていまして、朝やっている『み

のもんたの朝ズパッ!~というのを見ていたのですけれども、そこで、森田千葉

県知事が、幹部とともに陳謝しましたね。幹部等にたいして、マスコミが『不

正経理を以前から知っていましたか」と聞いたら、誰も何も言わなかったです。

絶句ですよ。

当然、それにかかわっているのですよね。聞かれると、知っていて何もして

いないと当然問題になりますから、黙っちゃう。これが千葉県の官僚機構です。

1) 日本経梼新聞社(坊では、会計検査院が国の2肌19 年度の決算報告書で過去最高の約 U~

79叫億円の不適切経理があり、すべての都道府県を政令市(相模原市を除く)で総額計約

53億円の不正経理が見つかったとしている.
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愛知県も同じことをやれば、恐らく黙っちゃうと思うのですけれども、

東さんの本の246ベージに、東さんの本というのは、この本も寄付していた

だいた本で、仙波さんの盟友で仙波さんについてのご著書があり、最近東さん

は亡くなられたのですけれども。東 (1)そこの中に書いてあることで、「国家

警察事案の執行状況は会計検査院がし、全部の会計資料が開示されているが、

県費を監査する監査委員には開示していなくておかしい」と書いてあるのです。

この点を「あれっ」とJ思ったんです.当然、会計検査院に開示する情報だった

ら、県費を監査する監査委員、県レベルの監視でいいわけだと思うので開示し

ないのはおかしい。

それからあと、先ほどの串岡さんへの質問/::同じに、キムタタ法(キイタム

訴訟)"とか言われていましたけれども、それの問題と同じ質問。それから 5

番目が、ちょっと今の政権の問題ム不正絡みですけれども、政権交代で民主党

となったのはいいんですけども、わたしも改革したほうがいいという考え方で

すから、それでよりよくなるだろうと思うんですけれども、しかし、現実の民

主党のナンバー 1、ナンパー 2は「政治資金規正法」で今、問題ですよね.だ

から政治家が一番問題だと恩うのです.

政治家自身がそういうふうに問題を抱えている。政権を取ったんですけれど、

お金の問題は依然としてあるのです.政治家の問題なんです。極端に言えば大

学も問題があります.不正経理で、科研費を不正経理でやったというのは、最

近の例で名古屋大学が 3例というのは知っています。それから、東京の私立大

学の教員で、わたしのかつての筑波大学の同僚もやはりそうです.科研費の不

正使用です。よく知っていますけれども、そういう人に接触するときが一番困

るんです。どういうふうに言ったらいいかです.不正使用した人への対応で非

常に困っているんですけれども、そういうことがありますということで、その

へんについてお答え願えればと思います.

2)キイタム (Q凶百皿)訴訟は、内部告発者が政府にかわって損害賠償の支払いを求め、加

害者を提訴することである.奥山 (4)164頁.
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よろしくお願いします.

仙波:警察の裏金というのは、説明しましたように、本当に社会で必要悪の裏

金ではないということを分かっていただいたと思います.当時400億円が、私

が告発してから現在 200億円に減りました。 200億円のうち大まかなのは空出

張なのです。空出張は領収書が要りませんから、いまだにあります.

例えばこの学校であれば、各廊下に観葉植物を置いていますね.これを一遍、

愛媛県警が買うのですo 9万円ぐらいで.そうしたら、来月は 1階に置いたの

を2階に上げるのです。 2階のは3階11:上げる。それでまた買ったことにする

のです.ですから、毎月 9万円程度のお金が浮くのです。それを枯らすと大変

ですから、枯らさないようにしていますけれども、そういうふうにものを買っ

たという形にして裏金をつくる。これも裏金の一部です。トータルでそれが今

現在、全国で 200億円まだあります。

2番目の報奨金の件ですけれども、これは実は 1，000円なのですけれども、皆

さんが免許更新の5年ないし3年のときに、安全協会費を払われますかという

ことで何百円掛ける 5年分を払います。そのお金から、飲酒運転を検挙した警

官に交通キップと引き換えに、 1，∞0円を手渡していましたo 1，000円というの

は、皆さんは単純に思いますけれども、 1日に2件で 2，∞0円です。月に 12日

ぐらい仕事をしますから 24件、 2万4，000円入るのです。だから結構ばかにな

らんお金になります.

まだこれは、皆さんが払っている安全協会のお金を飲み食いに使うよりは、

私も百歩譲っていいと思うのです.ところが弊害が出るのですo 1，000円欲し

いが故に飲酒運転で偽造があるのです。握造があるのです。賓罪があるのです。

簡単なのです.酒屋の前で隠れて交通検問をすればいいのです.当時、生ピー

ル中 1杯ぐらいでしたら数値は出ませんでした.だけど、飲んでいるのは事実

なのです.飲酒検知しても当然証拠は足りません。そこで「おまえ自分でこの

白線の上を歩け」と、歩かせているうちに、自分が事前に用意しておいた(つ

くっていた)偽の証拠とすり替えるのです。で、戻って来たら、すり替えた証
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拠を見せて、「あ、おまえはこんなに酒を飲んどるんしかし、「交通キップに名

前を書いて認めたら、罰金が 5万円で終わる」と。だけど、「認めないのだっ

たら、おまえ酒酔い(運転)で一発取り消しするぞ」と.100人が 100人認め

て名前を書きます.その警官は交通キップを持って交通課へ行って、安全協会

のお金から 1，∞0円をもらうのです。そんなことで愛媛県では何人の人が、無

実で罰金を払ったのか、数え切れないのです。勿論、私はやっていません.

そして、会計検査院の問題ですけれども、これはあくまでも国費です。捜査

費の国費というのは、それまで全国で年間 60億円ぐらいありました。この 60

億円を何に使ったかど、警察庁から会計検査院へ報告する書類は、マスキング、

真っ黒にすることができないのです。

ですから、会計検査院が東京の警察庁に監査で入った。そうしたら、書類は

全部出さないといけないのです.だから会計検査院の検査が入る前には、全国

の警察本部から会計担当を呼びつけて、そこで、「こういうことについて今年は

主に00の調査があるから、書類を改鼠して、徹底してどこを突かれでも構わ

んようにしておけ」という指示が涜れるのです.

会計検査院の監査は、警察庁の報告内容の辻棲が合っているか否かのみです.

誰にお金を渡したということの調査をしません.だから警察も、会計検査院に

ついてはほとんどクリアできるのです。

それと、今度は県の監査です.県の監査には、捜査上の秘密という警察の伝

家の宝刀を抜けるのです。それで、これは捜査上の秘密だということで、誰に

いくら渡したかという金額だけは出しますけれども、誰に渡したかという名前

はマスキングです.県の監査委員は真っ黒になっているものを、 Aさんに 5万

円、 3万円とあっても金額と払った金額は合うのですから、県の監査は、効果

はぜロなのです。

だからわたしは、告発した後、愛媛県の監査委員から呼ばれました.県の監

査委員は県知事の一番人望といいますか、県知事の一番仲のいい人、お友だち

を選んでおるのです.彼らがわたしに聞くのです.rイ山波さん、平成13年の捜
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査費の不正について、あなたは捜査費を執行しましたか」と聞かれるのです。

「いやわたしはそういうポジションにいなかったから、わたしは協力金を払って

いません.しかし、わたしの横におった同僚が 5，000円の領収書を書いていま

す」と言ったら、「そんなことを聞いてないのです.あなたが執行したか、しな

かったかだけ言ってください」と.それで、たった5分で終わりました。それ

が今の、愛知県を合めて県の監査委員の力量、立場なのです。だから、こんな

ものはなくても同じなのです。

会計検査院の監査の場合は、全固から 12道府県のみを選んで実施したので

すが、全部ありました.じゃあ、なぜ全国でやらないかです.そうすると会計

検査院は言うのです、『うちにはそれだけのスタッフがいない。たくさんいない

から抜き打ちでやるのです」と。だから、抜き打ちでやった都道府県は、「還が

ない」と言ってあきらめているだけです。もう本当に世も末の状態です。

4番目の立法、法律の制定ですけれども、やはり、警察の立場というのは犯

罪を捜査するところなのです.ですから、この立法に関して、わたしがあーあ

るべきだ、こうあるべきだということを自分たちが恩つでも、そういうことを、

「おまえは違うだろう。警官だろう」ということで、職場でそういう話をすると

すべて潰されます.だけど「請求法(国家賠償法)Jというのは、これから串岡

さんのような立場の方がどんどん出できたら、やはり変わるのではないかとい

う期待はしています.

警察の都内からは、こういうことは当然できて当たり前ですけれども、例え

ば3割の日本の税金が安くなったから、それに対して3割を由当するというこ

とは、警察官には適していないと思います.これをやりましたら、警察組織は

がたがたになります。だから、そういうお金のものについては、民間の企業の

方、一般の県庁の方にはそういうことでできてもいいと思いますけれど。

5番目の民主党の関係ですけれども、実は警察の裏金について追求したのは、

共産党と民主党なのです.私も何度も議員会館へ行ったり、呼ばれたりして、

この4年聞に何度も行きました.彼らは一生懸命「野党だから」ゃったのです.
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そして警察庁へ一生懸命質問趣意書を出して「どうなのか」と、こういうふう

にやってきました.

ところが警察官僚は、衆議院選挙で民主党が勝ちそうなものですから、それ

までけんもほろろにしていた民主党のところへ、長官が行くのです.r先生、お

手柔らかにお願いします」と。野党時代にはあれほど無視した議員のところへ、

政権与党になった途端、天下の警察庁長官が挨拶に行くのですからね.

わたしは民主党を好きなのです。好きだけれども民主党議員も人の子です。

警察と事を構えようなどとは考えない.自分の選挙といいますか、政治家の命

を懸けてまで呆たして膏察と事を構えようという人は何人いるかなと。

唯一例外が鈴木宗男さんです.彼は逮捕されました.だから、個人的な思い

もあって警察に対し特別な感情を持っていると伝わって来ました。私も何度か

彼とお会いしまして、いろんな情報も提供しました。そして彼は、警察庁に質

問趣意書を提出しました.だけど、現在は思うところがあって、全く接触して

いません。

民主党になっても同じようになる可能性があるのではないかと恩っています

けれども、期待はしています.あきらめたら人聞は駄目ですから、期待をして

います。そのぐらいです.

星野:フロアーのほうからご質問がございますでしょうか。はいどうぞ。

会場質問 1:植草教授の事件や防衛省のセクハラ事件。そこらへんはどうか、

もしご存じであればお願いします.

仙波:はい。植草さんの場合は、ミラーマンと彼は言われていますけれども、

一度目は、彼は当時の政権の総理の反対、反固なことを言いましたから、その

可能性はなきにしもあらずと私は思うのですね。 1回は。だけど 2回やってい

ますから.

一度そういうことで賓罪で検挙されて有罪になったと.それなら手鏡は持た

ないほうがいいでしょう.それを持って歩いたら、また引っかけられる可能性
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があるのですね。だから、僕は彼を取り調べていませんけれども、僕が取り調

ベた人聞で、彼が黒なら絶対に自供させていますね.だけど彼は否認していま

すよね、ずっと。否認すると刑罰は重たいですね。

だから、植草さんが本当に痴漢したかどうかというのは、僕は自分の今の立

場では、白か黒かは自分が調べていませんから、はっきりしません.今後もし

彼が私のところへ来て私が半日ぐらいなら調べますけれど、ちょっと分からな

いところがありますね。

警察部内で、そういうセクハラ事件が無罪になったりというのは、やはり被

害者に対する圧力なのです.愛媛県警に限らずどこでもそういうのはあります

けれども、直に訴えますと必ず女性に対する圧力をかけます.組織としてね.

だから、これも自衛隊の中で今、北海道でも裁判をやっていますね、女性の

方が被害に遭ったということで.今、日本の固では官公庁、特に権力組織、自

衛隊であるとか、警察であるとか、検察庁を合めてそういう事件については、

ほとんど黒を自にされるということを覚悟していないと、あまりそういうとこ

ろに正義を求めても駄目だと思います.

星野:ほかに質問はございますか。

会場質問2:いろいろ今の警察のことを言われましたけれども、だからどうす

ればいいと思っていらっしゃるんですか.組織をぐるっと変えてしまうとか、

その場合は、先生も中に一緒に入って、政治で直していただければいいと，思い

ますが.

仙波:わたしの、愛知県の今日お越しのお知り合いの方も、そういうことを今

日この講演を始める前にお話ししたときに、なぜ政治家にならないのかとおっ

しゃってくれたのです。わたしがそれに乗れば、言いましたとおり、仙波は金

が欲しかったったのか、政治家になりたかったのか、だから告発したのかと、

こうくるのです。だから私は、意地でも議員にはなれないのです.お金ももら

えないのです.それが一つです.
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警察を本当によくしようと思ったら、少なくとも 10年から 15年はかかりま

す.10年たてば、今の管理職は全員退職するのです。ですから、 10年聞は自

分の命と自分の財産は自分で守ってください.

それで、私は監視してくださいということを申し上げたのですが、警察のやっ

ていることに対して、警察が発表したことを鵜呑みにしないで欲しいのです。

誰々が事件を起こしたと言っても、本当に起こしたのかという関心を持つだけ

でいいのです.

一般の国民の方は(私も一般の国民ですけれどもれなかなか警察と事を構え

てということはできません.だけど、今ここで取り締まりをしていれば、「君た

ちは本当の事故防止でやっているのか」と言うことは出来るのです.監視で現

場へ行って、『ここが一番取り締まりやすいからするのだろう。これをやるの

だったら、やくざの車をやらんかい」というようなことで、現場で抗議をされ

るのが警察は一番嫌なのです.

だから、どうか警察のしていることを鵜呑みにせずに、そして関心を持って

ほしいです.それを僕はお願いするだけです.

星野:あと 1分ぐらいで、ご質問ございますでしょうか。

会場質問3:私は学会員ではなくて、一般市民として今日突然この話を聞きに

来て、今の今日のお話を非常に信じ難いなι思って聞いていたわけです。 25万

という現職の警察官の方々が、自分たちが明らかに違法なことをやっていると

知りながら、職に延々とつくというのはあり得ない.だから、前の方のお話に

あったように、正当化の論理というものがあると思うのです。君たちは悪いこ

とをやっているんじゃないとか、現場の警察官の方は、自分に対して言い訳が

できるようなことを言ってもらっていると思うのです。

そういうことが耐えられないと思うのですが、何かそういう警察組織が悪い

ことに対して、それを正当化するというような理屈が、もしあるんだったら教

えていただきたい.そんなものは全然ない、みんなが悪いということを知って

一回一



やっているということか、どちらかちょっとお話しいただきたいと思います。

仙波:それは、私が裏金の話をしましたら、一番多い質問なのです.本当に現

場の者は知っているのか.知らないのかと。実際は知っているのです.だけど、

仙波のようにノーと言えばどうなるかも知っているのです.

だから、偽領収書を書けと言われたら、「はい」と言って書かなければ、「こ

れ何ですか」と一言言ったら次は異動なのです.そういう組織で何の組合もな

い。何の団体もいない。警官は、弁護士を全部敵と思っていますから、弁護士

に言っていくすべも知らない。じゃあ、自分はそういう偽領収書を拒否して転

勤する.昇任試験も通らない.田舎の駐在所や島の駐在所へ飛ばされる。そう

いうことがありますから、そういうことを知っていますから、全員文書偽造を、

3月以上 5年以下と全員知っているのですが、書いているのです。 だけど、

警察官をやろうと思ったら、それをやらなければ仙波の二の舞になってしまう。

今、愛媛県では、嘘をついたら、「そんな嘘をついておったら警官になるぞ」

と言われます.今の愛媛県ではもう事尽きます.なぜかというと、わたしが現

実にそういうことを言っていますから.警察というのはこれだけ腐っています

よと。

愛知県は、 1万3300人の警官がおって、(告発するものは)誰もいないので

す.わたしに言わせれば、情けないと思う。だけど、言えばどうなるかという

ことなのです。それぐらい締め付け、上意下達という言葉ありますが、上意に

反すれば階級組織でどうなるかということが、この社会にいないと分かりませ

ん.だから、わたしが言っているのです.ということでご理解ください。

星野:時閣がきましたので、これで講演会を終わります。どうもありがとうご

ざいました。

星野:引き続きまして、経営行動科学学会の学会賞ということで、社会貢献賞

を2名の方に授与するために式を行います.河合先生、学会の中部部会長の立
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場で司会をお願いいたします.

河合:それでは表彰式に移りたいと思います。経営行動科学学会賞というもの

がございまして、学会賞の選考委員会から、今日ご講演いただきました串岡弘

昭さんと、仙波敏郎さんに、社会貢献賞を授与したいと思います.学会として

は初めての社会貢献賞で、理事会でお三人に授与することが決定いたしました。

この場をお借りしまして表彰式を行いたいと恩います。本来ですと学会の会長

が来て、お渡しするところですが、ちょっとよんどころない事情で早退しまし

たので、代わりに選考委員長の星野先生のほうからお渡し願いたいと4思います.

じゃあ、お二人こちらへどうぞおいでください.

星野:それでは、経営行動科学学会社会貢献賞の表彰を行います.まず、学会

賞については、経営行動科学会員名簿に記載されていますので、それをど説明

いたします。学会賞には6種類あって、優秀研究賞、奨励研究賞、優秀事例賞、

功労賞、特別功労賞、そして社会貢献賞ということです.本学会会員、または

本学会に対しての貢献が表彰される他の学会賞に対して、社会貢献賞は社会全

体に対しての貢献です.その授与の条件として、一番目が経営行動に関して社

会正義の実現のため、ボランティアもしくは自己の犠牲において貢献したと考

える社会的に認知された人物を対象とすると。二番目が社会貢献の内容が著書

等で明確に、記述・公表されていること、三番目が本学会の役職者の推薦によ

り理事会で決定され、また、実際上、少なくとも一度は本学会の年次大会、あ

るい地区別部会で発表されていること、であります。そういう三つの条件を二

人の方は満たしておりますので、表彰いたします。

表彰状を読みます。

表彰状、社会貢献賞、串岡弘昭殿.貴殿は長年にわたる組織からの圧力に屈

することなし社会正義実現のため多大な貢献をされました。よってここに表

彰いたします.平成21年9月 12日、経営行動科学学会、学会長、松原敏治.

経営行動科学学会賞、審査委員長、星野靖雄.どうもおめでとうございます.

串岡:どうもありがとうございます.賞状なんかもらったことないので、緊張
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しますが、ありがとうございました.

星野:表彰状、社会貢献賞、仙波敏郎殿.貴殿は長年にわたる組織からの圧力

に屈することなく、社会正義実現のため多大な貢献をされました.よってここ

に表彰いたします.平成21年9月 12目、経営行動科学学会、学会長、松原敏

糟.経営行動科学学会賞、審査委員長、星野靖雄。

仙波:どうもありがとうございました。わたしは指名手配を捕まえるのはうま

いのですけれども、わたしが指名手配を捕まえても、こんな立派な賞を貰えま

せん.指名手配の逮捕は、本当は大きい賞ですけれども、わたしにやりたくな

いということで、この半分ぐらいの賞しかくれません。今日は最高に嬉しく思っ

ています.

星野:受賞のあいさつということで、串岡さんに。

串岡:その前に 1回だけの講演で経営行動科学学名誉会員という大それたのを

いただきまして、今度また経営行動科学学会社会貢献賞の表彰いただきまして、

ほんとに安売りしたんじゃないかなと思いまして、申し訳ないようなありがた

い気持ちです.

会社を辞めましてから、みんなは勤めているんですけれども、僕は誰も残っ

てくれなんて言われません。もう 3年たちまして、そろそろどこか小遣い稼ぎ

にでも行かなきゃならんかなと思っておるんですけれど、こんな大それた賞を

もらって、そこを履歴書にでも書きたいなと思ったら、絶対書けないな、かえっ

て就職できないなと、そういった重い賞が残っております。

ほんとに、だけど、それを必に銘じて、これからも誰かれからいろいろ相談

を受けたりすることがありますので、一生懸命に頑張っていきたいと思います。

本当にどうも今日はありがとうございました。

(拍手)

仙波:わたしは野人と言われておりますけれど、身に余る賞であります。本当

にありがとうございます.これを今回持って、全国を回ろうと思っています.

来月、大阪の大学で 2校呼ばれています.だから、その大学では、「もらいま
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した。ここではもらえませんか」ということでこれからやっていこうと思って

います.

そして、串岡さんはお仕事を今探しています.私は仕事ができるような状態

ではないのです。時間的にすごく追われていますので、しばらくこの本の印税

で食べていこうと思っています(笑)0 1，500円になります.これをよろしくお

願いします。

司会:どうもありがとうございました.それではこれで、今日の講演会と経営

行動科学学会の社会貢献賞の授与式を終了いたしたいと思います。
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