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I.Preface

TheGreatEastJapanEarthquakeisthefourthworld・slargestat

itsmagnitude9.0andthenumberofvictimsfromearthquakes,15,822

byOctober262011,istheJapan・sthirdlargestinthepast100years.

Intheearthquake,thefirstemergencyreliefsupplyfromthegovern-

mentwastedtoomanydaysandtheSCMasthelifelineofthecompa-

niesforgoods,materialsandlife-relatedproductswascutoff.The
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Abstract

Theflow ofhigh-priorityreliefsupplieswasimpededandthe

supplychainmanagementbrokedownintheGreatEastJapan

Earthquake.Tograspexactlyprogressofthisfact,thispaperclari-

fiesproblemsrelatedtogovernmenteffortsfordeliveringemergency

reliefsuppliesandfacilitatingmanagementresponsesinthelogistics

systemsofcompanies.Someofthemincludethecontroloftheflow

oflow-priorityreliefsuppliesinadvancecooperationwithlogistic

companies,thevisibilityofSCM,diversificationofsuppliers,andin-

creasingstockvolume,amongothers.

TheGreatEastJapanEarthquake

andLogistics

～BasedontheKumamotoEarthquake～

MakotoAshida

HuachunSong

KaoruAbe
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firsthalfofthisreportwilldiscussthemacro-distribution（bycoun-

try）,andthelatterhalfpartwillreviewthemicro-distribution（by

company）.Thefirsthalfwillshowwhetherthenecessaryemergency

reliefsuppliesreachedthepeoplewhoneededthem ornotatthe

macro-distributionlevelandthelatterwillconsiderthebreakdownof

thegoodsandmaterialsdeliverynetworkduringtheEastJapan

EarthquakeDisasteratthemicro-distributionsection.Themethod

usedforinvestigatingwhathappenedexactlyduringthedisasterand

whyitdidnotfunctioneffectivelyatfirst,basedontheexperiences

intheUnitedStatesLomaPrietaEarthquake,theGreatHanshin/

AwajiEarthquake,andtheChuetsuEarthquakedisaster.There-

quirementsforthedistributionmeasureswillbepresentedfordiscus-

sion.

II.Precedentcasesandstudies

TheGreatEastJapanEarthquakewasnotthefirstcasethatthe

importanceofthelogisticsystem wasemphasized.IntheLoma

Prietaearthquake（M7.1）whichoccurredinsouthofSanFrancisco,

theUnitedStatesonOctober17,1989,thelossoflivesremainedat64,

buttheupperpartoftheI�80doubledeckfreewaycollapsedin

OaklandCity,andpartoftheBayBridgeconnectingOaklandtoSan

Franciscocollapsedaswell.1Asalessonfromthisdisaster,theimpor-

tanceofthesubstituteroadsforkeepingtheflowofpeopleandgoods,

ofsupportmeasuresfordistribution（exemptingthetollofthesubsti-

tuteroad）andofaneffectiveassortmentofreliefsuppliesfromJapan

andallovertheworld,areemphasized.

Followingarelessonssharedbythemanypeoplewhoweresort-

ingreliefsuppliesalldaylongwithouteatingandsleepingduringthe

GreatHanshin/AwajiEarthquake（M7.3）whichcaused6,434deaths

onJanuary17,1995:①Therulesforsendingthereliefsupplieswhich

matchestheneedsfortheaffectedarea,②thecooperationsystemfor
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thedistributionsupportersandvolunteers,③ thestockoftheemer-

gencygoods,④ theenforcementofemergencytrafficcontrolfor

emergencyvehicles,⑤ securingemergencytransportationroutes,⑥

strengtheningtheSCMcooperationamongcompanies.2

IntheChuetsuEarthquake（M6.8）ofOctober23,2004,itbecame

abigburdenfortheaffectedareatostockanddeliverthereliefsup-

plies,NagaokaCityexpressedthatitwouldnotacceptreliefsupplies

rightafterthedisasterinthefutureandalso,theneedforamutual

supportagreementbetweenlocalgovernmentsandforcompanies・

BusinessContinuityPlan（BCP）isemphasized.3

ThelogisticsissueshavebeenpointedoutalreadyinNovember

2012,regardingthisGreatEastJapanEarthquakeDisaster.Forexam-

ple,thereare5stepsaboutsupplyingemergencyrelief:① ・push

delivery・,thedeliveryofurgentlyneededreliefsupplieswithoutre-

questsfrom refugees② combiningnecessitiesinapack,③ impor-

tanceofthelogisticslocationsoutsideoftheaffectedarea,④ triage

（sequencingtheprioritiesforreliefsuppliesandthegasolinedistribu-

tion）,⑤ theguidanceforintroductionofthesignalperstages.4 In

addition,thereare5stepsforthecompanylogistics:① decentraliza-

tionofthelogisticscenters,② analternativesystemsetupatother

logisticslocations,③ inventoryaccumulation,④ multiplextranspor-

tationmethods,⑤ reinforcementofthebackupforinformationsys-

tems,etc.5 TheJapanBusinessFederationhasalsopointedoutthe

followingas・themainproblemsandcountermeasuresformaintain-

ingthedistributionsupplychain・,fromtheviewofthedelivery:①

securing multiple logistics centers and distribution routes,②

strengtheningwarehousesandtheequipmentfunctions,③settingup

thereserveservers,④ graspingtheoutsourcinginformationforthe

necessaryfuel,⑤ securingthealternativetransportationmethods,

⑥establishingthedeliverynetworkspreadoverco-operateddelivery

amongmultiplecompanies.6 Whilereferringtheprecedingstudies,

considerationshouldbegivenaboutthepointsweneedtolearnfrom
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theGreatEastJapanEarthquakeDisaster.

III.Thedamageofthetrafficinfrastructure

TheGreatEastJapanEarthquakeoccurredat2:46p.m.onMarch

11,2011anditwasthe4thbiggestscaleearthquake（magnitude9.0）

aroundtheworldoverthepast100years,accompanyingatsunami

wavethatreached40.5m（Omoeaneyhoshi,Miyako-city）.Theearth-

quakecaused15,829deaths（92.5％ deathwasbywaterdrowning）,

3,724disappearances,109,741completelydestroyedhouses,and125,373

damagedhouses.Inadditiontothisearthquakeandtsunami,the3rd

disasteroftheFukushimafirstNuclearPowerPlantcausedlarge-

scaledamagetotheareafarfromthemainroute;itledtoadifferent

situation compared with the GreatHanshin/AwajiEarthquake

amongtheurbanearthquakedisasters.

Thedamageofthetransportationinfrastructurerelatedtothe

logisticswereasfollows:3,559damagedlocationsforroads,350dam-

agedlocationsforthehighways,5railwaystationsincludingSendai

StationfortheTohokuShinkansenweredamaged,over1,100loca-

tionsoftelephonepoles,overheadwires,andsupportingbeamsofthe

viaductweredamaged.Inaddition,23stationswerewashedawayin

7railroadlinesectionsincludingtheKesennumaline,andmorethan

60kilometersofrailroadlineswerewashedaway.

ArunwayofSendaiAirportwasfloodedbyatsunami,andmore

than2,000vehicleswerecastashore.Operationsweresuspended

sincetheairportterminalbuilding,machineryequipmentandgener-

atingsystematthecontroltowerwereheavilydamaged.However,

partofthedomesticairlineservicerestartedApril13thonemonth

afterthedisaster.Inthecaseofports,seriousdamagesoccurredto

thebreakwater,mooringfacilities,thecargo-handlingmachinesin11

harborssuch asHachinohe,Kamaishi,Kesennuma,Ishinomaki,

SendaiandKashimaharbors.Oncesomewharfsofmanyportswere
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urgentlyrestoredfollowingKamaishiandIbarakiPortonMarch15,

aidsuppliesandfuelscouldbeimported.Itmadepossibletheimport

ofaidsuppliesandfuel.

ThePhotograph1showsSendaiShiogamaPortfivemonthsfrom

thedisaster;fourhugegantrycranesfallintononusebythetsunami,

debrispilesupinthewharf,andmostoftheportfunctionsarestill

unavailableforuse.

Luckily,roadswererestoredearlier.Figure1showsthemajor

roadsoftheTohokuregionwhichwereavailabletousesoonafterthe
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Figure1 EmergencyHighwayRoutes

Photograph1 Shiogama,SendaiPort

（thesource） Photographbyauthor,August8,2011.



earthquakedisaster.TohokuExpresswayandNationalHighwayNo.

4,theverticalaxesofmainarteriesinTohokuregion,weresetaside

onlyforemergencyvehiclesaftertheearthquakedisaster,andthe

crossaxlethatledfrom thoseverticalaxestothePacificcoast

（Sanrikuarea）wassecuredwith11roadsleadingtoKuji-city,

Miyako,Kamaishi,Ofunato,Rikuzentakata,Kesennuma,Minami-

sanrikuandIshinomakionMarch12,andallthe13roadsfromEastto

Westweresecuredbythe15th.Althoughtherewasasuspended

sectionbetweenSendaiandAomoriattheNationalHighwayNo.45

alongtheSanrikucoast,97％ ofthesectionsbecameusablefrom

March18th.7 Theemergencytransportationroutecomposedofthe

verticalaxisandcrossaxleplayedabigroleforthereliefsuppliesto

thelarge-scalearea.Itwasalsoworthyofattentionthatsomecities

likeTono-cityandKurihara-citycontributedtotheemergencyaid

supplyassupportbasesaccessingtotheaffectedareaswhilebothof

themwerealsoaffectedbytheearthquake.

Inthissection,weareanalyzingthepoorperformanceofrelief

suppliesdistributiontothedisaster-affectedareasandconsidering

theproblems,thecausesofthatperformanceandthemeasuresto

improvesuchperformance.

At3:14p.m.onMarch11,28minutesaftertheearthquake,the

headquartersforemergencydisastercontrol,headedbythePrime

Minister,wasestablishedandcomposedofabout70membersofmin-

istriesandagenciesatthePrimeMinister・soffice.Itwaspast11p.m.

whenJapan・smajorlogisticcompany,NipponExpress,gotthefirst

orderfrom TokyoTruckingAssociationacceptingtherequestfrom

theMetropolitanPoliceDepartmenttodistributeblanketstothepro-

visionalsheltersintheTokyoMetropolitanAreaforthecommuters
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whocouldnotreachtheirhomes.8 However,itwasbeforedawnthat

NipponExpresscompletedthefirstorderduetoaheavytrafficjam.

Thistrafficjamwascausedbythelackofemergencytrafficrestric-

tionsintheTokyoMetropolitanAreabecauseaseismicintensityof

upper5wasregisteredwhileemergencytrafficrestrictionsaretobe

executedinthecaseofseismicintensityof6ormore.NipponExpress

gotthenextorderafter4a.m.onMarch12,fromtheJapanTrucking

Associationacceptingtherequestfrom theMinistryofAgriculture,

ForestryandFisheries,todistributebreadfrom thefactoriesof

YamazakiBakingCo.,locatedaroundthewestpartofJapanfrom

FukuokaPrefecture,northofKyushuIsland,toAichiPrefecture,in

thecenterofHonshuIsland.Collectingcargoat9a.m.onMarch12,

NipponExpressdistributedtoaffectedareaswith15ten-tontrucks

from midnighttoearlymorningonMarch13. Totally,Nippon

Expressdistributedreliefsuppliestoaffectedareasby4,170trucksin

Marchandby2,640inApril.Oneoftheissuescanberaisedinthe

processofpursuingthesecondorder,suchaswhatkindofinforma-

tionshouldbeprovidedforlogisticcompaniesbecausethecontextof

theorderwastoovagueforNipponExpresstoestimatethenumber

oftruckstodeploy.

Theemergencytransportation,includingpersonnel,vehicles,and

materialsoftheSelf-DefenseForces,startedonMarch12bysuch

variouswaysasbyvesselsinwhichfuelwastransported,byrailand

trucks. 50,000bottled watersstocked in Nobeokain Miyazaki

Prefecture,thesouthofKyushuIsland,weretransportedthrough

KagoshimatoNiigata,thecenterofHonshuIsland,byrailandtrans-

ferredtotruckstoFukushima.Partsofnuclearpowerplantswere

transportedfrom Kita-KyushuAirportinKyushuIslandtoHaneda

AirportinTokyobyairandtransferredtotruckstoFukushima.By

1,327trucks,2,277vessels,and663flights,emergencydistributionof

reliefsuppliesbyJapan・sgovernmentwasexecuted.FromMarch11

toApril20,beforetheprefecturalgovernmentsetinmotionthepro-
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curementofreliefsupplies,thetotalsofdistributedsupplieswereas

follows:26,210,000mealsofbread,riceballs,andinstantnoodles;ap-

proximately7,940,000bottledwaters;560powergenerators;2,510

stoves;5,297portabletoilets;410,000blankets;253,669diapers;61,600

coats;900tents.9

Althoughagreatdealofsupplieswerepreparedandvarious

kindsoftransportationmodesweredeployedonanationwidescale,

last-one-miledeliveriesofreliefsupplies,frommunicipal-leveldepots

toaround2,500（March15maximum）provisionalshelters,wereexe-

cuteddeficientlyduringtheinitialdisasterresponseofJapan・sgov-

ernment.Figure2showsthetimeseriesoftheaccumulativevolume

offoodsdeliveredtorefugees.TheMinistryofAgriculture,Forestry

andFisheriesreportedthatwhile1,760,000ofmealsand840,000bot-

tledwatersweredeliveredoronthewaytoaffectedareas,42.3％ of

mealsand55.1％ ofbottledwaterswerenotdeliveredtorefugeesby
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Figure2 Thereachedsituationofemergencyreliefsupplies

―Changeoftheaccumulationprocurementquantityofthefood―

DataSource:WhitePaperonDisasterManagement2011,CabinetOffice

TheaccumulationdeliveryvolumeofFigure2isthetotalofthesupplies

deliveredbytheHeadquartersforEmergencyDisasterControlandthe

SpecialHeadquartersforMeasurestoAssisttheLivesofDisasterVictims



noononMarch16.Generally,deliveriesofreliefsuppliesweretobe

executedthroughtwolevelsofdepots:prefecturaldepots,higher

levelandmunicipal,lower.ButinMiyagiPrefecture,only20～30％of

reliefsuppliesweredeliveredthroughprefecturaldepotsandtherest

weredelivereddirectlytomunicipaldepots.90％offoodsweredeliv-

eredthroughprefecturaldepotsinIwatePrefecture.Thiswasnot

onlybecauseprefecturaldepotsweretoosmallbutpartiallybecause

thetotalvolumeofsuppliesforMiyagiwasverylarge;eventhevol-

umedeliveredtoprefecturaldepotsisalmostequaltothetotalvol-

umeforthewholeofIwatePrefecture.Inthestageoftheinitialdis-

asterresponse,thesituationofdistributionnodesandlinksareas

writtenbelow.

① Trunklinetransportationandlast-one-miledelivery

Bothperformancesoftrunklinetransportationandlast-one-mile

deliveryweredeficientduetotheshortagesoffuelandvehicles.

NipponExpresshad9workersdeadandmissing,23regionaloffices

andstoragefacilitiesdestroyedand234vehiclesinoperableormiss-

ing,andthestoragetanksofregionalofficeswerealmostempty.10

YamatoTransportCo.had5workersincluding1driverand4part-

timeworkersdead,14regionalofficesandstoragefacilitiesdestroyed,

and51trucksdestroyedbeyondrepairormissing.11

AsshowninFigure2,itwasMarch16,fivedaysaftertheearth-

quake,whenthefirstreliefsuppliesweredeliveredtorefugeesbythe

Self-DefenseForceswhoformedtheemergencylogisticsystemfrom

HanamakiandFukushimaAirport,andfrom MatsushimaBaseas

requested by prefecturalgovernors. While during the Great

Hanshin/AwajiEarthquake,personnelcarriedsuppliesonfootwear-

ingbackpacks,ordrovesmallscootersunderthechallengingcondi-

tions,helicoptersandvesselsoftheJapanSelf-DefenseForcesandUS

MilitaryForcesweredeployedforpushdelivery.Thenumberofper-

sonnelengagingdisastercontrolintheJapanSelf-DefenseForces
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grewfrom20,000intheearlystagesto50,000,thenswelledto107,000

byMarch26,almosthalftheentirepersonnelof210,000oftheJapan

Self-DefenseForces.TheJapanSelf-DefenseForcesplayedavery

importantandindispensablerolenotonlyfortherescuebutalsofor

thereliefsuppliesdistribution.

② Theprefecturaldistributiondepots

InMiyagiPrefecture,almostalllargebuildingsinthewaterfront

area,includingexhibitionhalls,weresoheavilydestroyedbytsunami

thatprefecturalofficebuildingswereusedforprefecturaldepots.

Althoughthosebuildingsweretoosmallfordepots,reliefsupplies

weredeliveredsmoothlyandagoodamountofsupplieswerestocked

atthosedepotsintheinitialresponsestage.

Oncereliefsuppliesfrom localgovernmentsandfrom organiza-

tionsandcitizenswithgoodwillweredeliveredfromthewholecoun-

tryaweekaftertheearthquake,mismatchesbetweenthevolumeof

suppliesstockedandneededoccurredduedisorderlycommunications

andtelecommunicationfailure,andtheefficiencyofhandlingde-

creasedattheprefecturaldepotsinFukushima,Miyagi,andIwate

Prefecture. Forexample,atfourprefecturaldepotsin Miyagi

Prefecture,thehighestvolumeofsupplieswascarriedoutonMarch

―10―

Photograph2 WarehouseofNipponExpress,IshinomakiCity

（thesource） Photographbyauthor,August8,2011.



21whilethehighestcarriedinonMarch25andconsiderablevolume

offirewood,blankets,clothing,diapers,andmaskswereleftundeliv-

ered.Anotherreasonwasthatsomesuppliessentbycitizenswith

goodwillhadtoounclearadeclarationsofcontentstosortandhan-

dle,andthestafffrom localgovernmentsresponsibleformanaging

reliefsuppliesatthedepotshadpoorknowledgeandexperiencewith

cargomanagement.

③ Themunicipaldistributiondepots

Similarkindsofdisordersoccurredatthemunicipaldistribution

depots.Sincemunicipaldepotswerethenodesoflast-one-miledeliv-

ery,thestaffatthedepotsfacedthechallengingsituationwherethey

didnothaveenoughinformationonthestockattheirdepotsforman-

agingtherequestsfromrefugeesandcouldnotjudgethereasonable

volumetosendduethelackoftheinformationonrequiredvolume.

Atsomedepots,personnelfrom home-deliverycompanieshadto

managethecargoofreliefsuppliesforthelocalgovernmentstaff.

Whilelinkfactorsareoftenfocusedinconsideringdeliveriesofrelief

supplies,thoseconfusionsatboththedepots,② and③,impliesthat

informationonthecontentsofcargoandpersonnelwell-trainedin

handlingcargoshouldbecriticalforlogistics.12

Poorperformanceofthereliefsuppliesdeliverywrittenaboveled

totheresultthatsufficientnecessarysuppliescouldnotbedelivered

torefugeeswhileagreatamountofreliefsupplieswerepreparedfor

them.Itwillbeeasytopointoutthattheperformanceofdisaster

controlinanearlystagewouldbeimprovedjustbyimprovingthe

efficiency atmunicipaldepots and oflast-one-mile deliveries.

However,itshouldberememberedthatlaborintensiveworkloadsto

sortandpacksuppliesintoend-levelamountsarerequiredatmunici-

paldepotsanddifficultroutingknowledgearerequiredforlastone-

milereliefsuppliesdeliverywhilethefacilitiesforhigherleveldepots

aregenerallyprovidedwithusefulequipmentandlocatedintheareas
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withbettertransportationnetwork.Moreover,itshouldalsobere-

memberedthatthoselastdeliveriesaregenerallytobeexecutedin

themidstofandclosertomoredangerandmoreconfusionduring

disasters.Therefore,itisnotpracticaltoimprovetheperformanceof

thosefinalprocessessimplybyrequiringmoremanualworkload.

Oursecondbestsolutionistoincreasetheefficiencyandtosavethe

workloadforthoseprocesses.

Consideringthesituationswrittenabove,somemeasuresinthe

upperstream processesandbeforedisastersshouldbeproposedre-

quiredforthemacrodistributionagainstdisasters（Figure3）.

① Partnershipagreementinthecaseofdisasterwiththelogistic

companies

Oncedisastersoccurandshortageofthenecessitiesforlifeis

predicted,reliefsupplydistributionactivitiesmustsetassoonaspos-

sible.Fordistributionplanningandpreparation,supportbylogistic

companiesisindispensableanditwillbetoolatetoconsultlogistic

companiesfacing risk events. Supportand adviceby logistic

―12―

Figure3 TheFlowchartofEmergencyreliefsupplies

（thesource） Figurebyauthor



companiesarealsoimportantinsimulatingtheperformanceofdistri-

butionactivities.

② Standardizingthecontentoftheinvoiceforthereliefsupplies

Quicksortingandhandlingatdepotsisoneofkeyfactorsfor

efficientdistributions.Forquicksortingandhandling,thecontents

ofpackagesshouldbeeasilyidentifiedbystaffandstandardizedin-

voicesareeffectiveandimportanttoincreasetheefficiencyofsorting

andhandlingreliefsuppliesatdepots.

③ Presortingandtemporaryreservationofsuppliesatfurther

depotsfromaffectedareas

Underthedisordercausedbyriskevents,controllingthevolume

ofdistributedmaterialsiscriticalforusingeffectivelythelimited

transportationmethodswithinsufficientcapacity.Itshouldbealso

rememberedthatexperiencesofpastearthquakesrepeatedlyexag-

geratetheimportanceofexcludingunnecessarymaterialsfromrelief

suppliesdistributioninUS.Thosesavingsareeffectiveespeciallyin

thestageofaninitialresponsewherethecapacityofdistributionis

limitedbythedamageofdisastersandalsoforthelowerleveldepots

withpoorhandlingcapacity.Inconclusion,inputcontrolsavesthe

workloadatdownstream depotsandinsufficienttransportationca-

pacitycanbeconcentratedonthedistributionofurgentlyneeded

materialsforaffectedareas;efficientreallocationofworkloadover

thewholeprocess.Inputcontroliseffectiveespeciallyinthestageof

pushdeliveryofreliefsupplies.13

④ Standardizingthesuppliesprocurementsystem ofemergency

controlcenters,suchasthecontentoforderstologisticcompa-

niesaspredictableofthenumberoftruckstobedeployed

Oncedisastersoccur,itiseasilypredictablethatlogisticcompa-

niesgetdamagesandfallinthepoorperformancesdueinsufficient
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trucksanddepots.Inorderthatlogisticcompaniescanusetheirlim-

itedresourcesefficiently,emergencydisastercontrolcentersshould

ordertologisticcompanieswithenoughinformation,volumeand

qualityofsuppliestoprocureanddistributethemefficiently.

⑤ Selectionoftheareaunderurgenttrafficrestrictionstaking

accountoftherouteforrescuedispatchandreliefsuppliesdis-

tribution

Fortheemergencyvehiclesincludingtrucksforreliefsupplies

movingsmoothly,emergencytrafficrestrictionshouldbeflexibly

executednotonlyintheareasseismicintensityofwhichis6ormore

butalsointheareaswhicharecriticalfromthenation-wideviewof

emergencydisastercontrolregardlessofintensitylevelandinthe

casewherecriticalrailwayservicesaresuspended.

⑥ Simulationandtrainingofinformationgatheringandofrelief

suppliesdistributingbysatellitecommunicationsystemsand

SNSundercommunicationstoppagecausedbydisasters

Toexaminethereliefsuppliesdistributionsystem comprehen-

sively,simulationandtrainingofreliefsuppliesdistributioninclud-

inginformationgatheringandrequestingarerequired.Inthecaseof

GreatEastJapanEarthquake,municipalgovernmentsweresoheav-

ilydamagedthatnoonecouldgatherandreporttheinformationon

requiredreliefsuppliesandthatwasanotherreasonforpoorperform-

anceofreliefsuppliesdelivery.Oncefacingwithdisasters,communi-

cationsystemsupportedbysatellitecommunicationsystemandSNS

isindispensabletogatherandtoreporttheinformationonrequired

materialspromptly.14

Thosemeasureswrittenabovewillimprovethereliefsupplydis-

tributionactivitiesasfollow;basedontherequestfrom theemer-

gencycontrolcentersandontheagreement（①）,logisticcompanies

reservesomecollectedreliefsupplieswithlessurgentnecessityat
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upperstreamdepotsorattheircollectingfacilities（③）,whereinfor-

mationfilledintheinvoice（②）willbeusefulforthosereservations

andquickhandling.Thetotalvolumeofdistributedmaterialsistem-

porarilysavedbyreservingsomematerialsatcollectingfacilities;

controllingthetotalvolumebycontrollingtheinputtemporarily.

Selectedreliefsupplieswithmoreurgentnecessityaredistributedby

properlydeployedtransportationmodes（④）throughtherouteswith

urgenttrafficrestrictions（⑤）.Theperformanceandflexibilityof

thesechainactivitiesarereinforcedbyvariouscommunicationsys-

tem（⑥）.

Regarding theamountofnationalmanufactured shipments,

Tohokuregionoccupies13％oftheelectronicpartsand15％ofinfor-

mationandcommunicationapparatus-relatedparts.Manycompa-

niesweredamagedintheGreatEastJapanEarthquakedisaster,such

astheRenesasElectronicsNakafactory,theAlpsElectricFurukawa

factory,theKeihinMiyagiKakudafactoryforautomobileparts,the

JapaneseBrakeIndustrialFukushimafactory,theNipponPiston

RingIwatefactory,andtheHitachiAutomotiveSystemsoffice.

Manyworldfamouscompaniesweredrivenintothelongterm pro-

ductionlinestop.Forexample,RenesasElectronicsisthemainfac-

toryforautomotivesemiconductors（microcomputers）andithada

30％shareoftheworldproduction（19％fortheUnitedStates,6％for

Germanyandothers）atthetimeofthisdisaster.AttheNakafactory

（Hitachinaka-city）,threeemployeesgotinjuredandthebuildings,

electricsystemandequipmentsweredamaged.Theproductionline

alsostoppedanddidnotrestartuntilJune14thbecauseoftheearth-

quake.

Itissaidthatanautomobileiscomposedofapproximately30,000
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parts.Themainparentassemblingfactoriesgraspedthesituationfor

thetier1andtier2keypartsfactories,buttheycouldnotgraspthe

situationforthetier3andtier4supplementpartsmakersinmost

cases.Theshockwashugewhenoperationwasstoppedattheparts

factories.

Becauseofthesupplychaincutoff,Toyotamotorstoppedall

domesticproductionforthefinishedproducts.Steelsheetsandplas-

ticpartsfortheoutsideofvehiclesweresuppliedapproximatelyin

oneweek,butsomeoftheprecisionelectronicpartscouldnotbesup-

pliedandthepartssupplytroublecontinuedforthreemonthsuntil

June.Thereweremorestocksforexportingthanfordomesticuse,

buttheamountisonlyforone-weektoone-monthsupply.Since

GeneralMotorscouldnotgetanysupply,itsfactoryinLouisiana

StateandtwofactoriesinEuropehadtostopattheproductionline.

Also,becauseofthesamereason,ChinaCheryAutomobilereported

thattheydecreasedtheirproductionsometimeafterthemiddleof

April.

Nowadays,thepartsandmaterialsuppliersarespreadaroundthe

world;thein-vehiclesemiconductorsmanufactured by Renesas

ElectronicsareexportedtotheUnitedStates,Canada,theU.K.,
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Figure4 DisruptionofSCMintheworld（Automobileparts）

（thesource） Figurebyauthor



Germany,China,Hong Kong,Korea,Taiwan,Malaysia,and

Singapore.Toyota,whichwasaffectedthemostintheautomobile

industrybythedisaster,wasabletorestartitsproductionforits

threehybridcarmodelsinTsutsumifactoryinToyotacity,Aichi

prefectureandinthefactoryofToyotaMotorCorporationKyushuin

FukuokaprefectureonMarch28,twoweeksaftertheearthquake.

However,thetotalproductionnumberfor2011wasdecreasedby

15.9％toapproximately276millionunits.Thetotaldomesticautomo-

bileproductioninunitsbytheeightJapaneselargestautomobile

companieswasapproximately798millionunitsanditfellby13.4％

comparedtothepreviousyear.Thereductionintheglobalautomo-

bilemarketreachedapproximately1millionunitsduetoinfluenceof

theGreatEastJapanEarthquakeinthesameyear.15

ThecutoffofthesupplychainhappenedtoITproducts,house-

holdappliancesandlife-relatedproductssuchasfood,etc.Canonhad

tostopthedigitalcameraproductionlineattheOitafactoryon

March16thduetothesupplydelayforthecondenserandconnector

parts.Inaddition,thelife-relatedproductshadthesimilarsituation;

cupnoodles,batteries,tissuepaper,apaperdiaper,bottledwater,

milk,fermentedsoybeans,yogurtstocksbecamedepletedafterthe

earthquakedisaster.Inthecaseofmilk,notonlythesupplyofraw

milkwasdelayedbutalsoenoughpaperpackswarewasnotsupplied.

Similarly,theshortageoffermentedsoybeanswascausednotonlyby

thedamageoffactoriesinIbarakiprefecturealsobyinsufficientsup-

plyofpackingmaterial.Moreover,whiletheneedofbottledwater

increased,insufficientsupplyofcapscausedbydamagedfactories

becameanobstacletotheproductionofbottledwater.Thereare

manysimilarcaseswhichaffectedupstreamsectorssuchaspacking

materialsandrawmaterialfactories,causingmanycommoditiespro-

ductionlinestohaveoperatingproblems.Theimportanceofthesup-

plychainwasrecognizedfromtheseevents.

Therewashugedamagetothedownstreamdistributionindustry
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oftheSCMaswell.Therewere21％ofdepartmentstores（3outof14

stores）,32％ ofsupermarkets（129outof405stores）and45％ ofcon-

veniencestores（1,694outof3,729stores）attheaffectedareawhich

weretemporarilycloseddown.16 Also,mostofthefoodsupermarkets

hadtobetemporarilycloseddownaswell.Ontheotherhand,many

distributorssuchasmajorfranchiseretailersandwholesaledistribu-

torsreactedquicklytosetupdisastercountermeasuresofficestore-

covertheirfactoriesand delivery centersattheaffected area.

Fortunatelyaftersuccessfullydevelopedabackupdeliverymethod

thatdeliverscommoditiesfromtheoperablefactoriesatNiigataand

Naganototheaffectedarea,manystoreswereabletoreopentheir

businesswithinweeksaftertheearthquake.

However,wehavetolookintothefactthatbecauseofthehoard-

ingbytheanxiousconsumers,excessiveordersmadebytheretailers,

distributorsandoverproductionbythemakers（thebullwhipeffect）

ledtoexcessivestocksafterthehoardingwassettled.17 Theoversup-

plycausedbytheexcessivedemandsduetoatemporarypsychologi-

calfactorledtotheinefficientnationwidedistributionofthemanu-

facturer・slimitedproductivityandtheirrelateddeliveryservices.

Thisproblemcouldbefixedandcontrolledinsomeparts,withasys-

tem thatsharestheinformationaboutthestockpilequantity,the

circulationstockpilequantityatgovernmentoffices,andmaker・ssup-

ply（productionincrease）ability,andthatalsomaintainsthedistri-

butionfunctionunderthedisaster.

Atthetimeoftheearthquake,itisfairtosaythattheriskcon-

sciousnessamongJapanesecompanieswasnothighenoughcom-

paredtoothercountries.Therewereonly19％ofJapanesecompanies

whoheldtheBusinessContinuityPlan（BCP）whentheGreatEast

JapanEarthquakeoccurred.Simply,theBCPisaguidelinetoshow

how torestorethebusinesspromptly;stockdisasterpreventative

equipment,haveaplanforthesecurityandplacement,worker・s

safetyconfirmationandrescue,officereserves,andhowtodesignand
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developthebackupsystem,etc.18SCMisasynonymforoperatingthe

businessefficientlybyreducingstock,however,asaturningpointof

theGreatEastJapanEarthquakeandlateraflood（October,2011）of

Thailand,themovementofreviewingManagementbyNot-owing

whichmeansreducingthestockasmuchaspossible.19 Thepointof

comingissuesforthecompanydistributionwillbeasfollowings:

① VisualizationofSCMandgraspingofthesupplyability（in-

troductionofthesuppliers・reversetrackingsystem）.

② Substitutionofgenericpartsandmaterialsforthecustom

madeones;theratioofgenericpartsandcustommadeones

isakey.

③ Dispersionanddiversificationofthesuppliers.

④ Inventoryaccumulationandsharingthestockinformation

inemergencies.

For①,inthecaseofautomobiles,thedatabaseisorganizedto

trackwhatkindofcomponentsareusedforprimarypartssuchascar

navigationsystemsandthemotor,etc.Introductionofthesupply-

treereversetrackingsystemisinprocess,soevenifthesupplynet-

workiscut,thedamagetopartssupplywillbemitigated.20 Thisis

basedonthefailurethatmakerscouldnotgraspthetier3and4infor-

mation,butonlythetier1and2.

Regarding②,・substitutionofpartsandthematerial・and③,

・dispersionofthesuppliers・,theshiftdoesnotgosmoothlyfromthe

diamondtypesupply-treetothepyramidtype.Intheprocess,in

ordertomitigatethedamagebySCMcutoff,oneoptionistoprecede

theopenprocurementprocessbasedonthepartsstandardization;

anotheristoencloseexcellentpartssuppliersnearbytokeepthesta-

bilityofprocurementintheemergencysituation.Thesecontrary

reorganizationswillbeaccelerateddependingonthecase.Toreduce

riskofregionalconcentrationofcustommadepartmakers,themove-

mentofdecentralizationwhichincludesforeigncountrieswillbe

morerevitalized;also,thereorganizationofthemedium andsmall-
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sizedsuppliersispredicted.Indeed,multipleproductionbaseswill

increasecost,butitwillhelpreorganizeSCMquicklyincaseofemer-

gencieswherekeepingthesparemetalmoldsinpluralbasesisareli-

ablemeasureforSCMrestoration.

Ontheotherhand,themovementof④,・theinventoryaccumu-

lation・,becomesmorenoticeable.Thetwomonth・sstockissecured

fortheICtipofthecarnavigationsystems,andmaximum four

month・sstockisrequestedforthemicrocomputerwhichisusedfor

thevehicleinstallationwhichismainlymadebyRenesasElectronics.

MaintainingtheJITproductionwhichisdifferentiatedfromJapanese

companiesandpursuingtheefficiencyofmanagement,meanwhile

coveringtheriskbyincreasingthestockincaseofemergencyarethe

keys.However,theproblem developsconcerninghowmuchisthe

costacceptancelimitationforthedecentralizationofsuppliers,their

bases,andtheinventoryaccumulationtocompanies.Ofcourse,an

increasedcostwithoutaplanwillbeagainsttheefficiencyofman-

agement,thestrengthofJapanesecompanies,andwillweakeninter-

nationalcompetitiveness.Itisimportanttothinkofthecorrespon-

denceofadisasterriskwhileproceedingwiththecommunizationof

partsandmaterials,jointtransportation,milkorchids,decentraliza-

tionofthemodeoftransportation,andthereviewforthetransport

pathinordertoreducethecost.Thisisthemostimportantpointin

themicrodistributionpart.Inaddition,itisrelatedtothemacro

distributiontoo,inordertonotwastethepreciousabilityofthecom-

panyinanemergencysituation,toshareinformationaboutthestock

andabilityofincreasingproductionofeachcompanyathighlevels,

suchascountermeasuresheadquarters,whichisparticularlydesir-

able,especiallyforthelife-relatedcommodities.
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At21:26onApril14,2016,amagnitude6.5earthquakeoccurredin

KumamotoPrefecture,andtheseismicintensityof7wasrecordedin

MashikiTown.Facingthedisaster,theheadquartersforemergency

disastercontrolwasestablishedandKumamotoPrefecturalGovern-

mentaskedtheSelf-DefenseForcestosendmembersonadisaster

reliefmissionat22:40.Afterabout20hours,at18:00onApril15,it

wasreportedthat8personswerekilledandanumbersofpersons

werestillburiedunderthecollapsedhousesinMashikiTown.

At1:26onApril16,justafter28hoursfromthefirstquake,an-

othermagnitude7.3earthquake,largerthan thefirstone,hit

KumamotoPrefectureincludingMashikiTown.Theseearthquakes

caused161deaths,2,620injuredand8,360completelycollapsedhouses

inKumamotoPrefectureasofDecember2016.21 WhileTsunami

causeddamagesinalargeareainthecaseoftheGreatEastJapan

Earthquake,damagesbyKumamotoEarthquake,mainlycomposed

thecollapseofhousesandofbuildings,wereconcentratedinthein-

landarea.Justafterthefirstquake,reliefsuppliesdeliverywasbased

ontherequestsfromrefugees,・pulldelivery・anditwasswitchedto

・pushdelivery・managedbytheNationalGovernmentfrom17to22

Aprilandlaterreturned・pulldelivery・whentheinformationabout

requiredsuppliescouldbeorganized.Thedamageofthetransporta-

tioninfrastructurewereasfollows:7routes,599kmofExpressways

and6sectionsofNationalHighwayswereclosedandKumamoto

AirportwasclosedonApril16.Servicesoffreightcompanieswere

disrupted;JRFreightfullysuspendeditsserviceinKyushuanddeliv-

eryservicesbyYamatoTransportCo.andSagawaExpressCo.were

delayedbecause10storagefacilitiesinKumamotoPrefecturewere

damaged.
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Itmaybefoundthatintheearlystage,reliefsuppliesdelivery

mighthavesometroublesbutoncethetransportationinfrastructure

recovered,reliefsuppliesweredeliveredmoresmoothlythaninthe

caseoftheGreatEastJapanEarthquakeandoftheGreatHanshin/

AwajiEarthquake.

WhiletheproductionlineofRenesasElectronicswasdisrupted

forabout6monthsbytheGreatEastJapanEarthquake,theKawajiri

Factory,locatedinMinami-kuKumamotoCity,resumeditsproduc-

tioninaboutamonth.ButthefactoryinMinami-kuKumamotoCity

ofAisinSeikiKyushoCo.,thetopsupplierofdoorcheck,suspended

productionuntilAugust28,takingabout4monthstoresume.Asin

theGreatEastJapanEarthquake,supplychainsofmanymanufactur-

erswerecutoff;ISEKI&Co.,PanasonicCorporation,HondaMotor

Co.,ToyotaMotorKyushuInc.,HinoMotors,Ltd.andMitsubishi

ElectricCorporation.

2016KumamotoEarthquakebroughtupanewimportantissue,

strictlynotnewbutrequiringmoreattention;thepossibilityofcon-

secutivelargescalequakes. FocusingonKumamotoRegionin

KumamotoPrefecture,thefirstlargescalequakeM6.5withtheseis-

micintensityof7occurredat21:26onApril14andafter28hours,at

1:26onApril16,thelargestscalequake,M7.3withtheseismicinten-

sityof7occurred;themainshockfollowednearlythesamelevelof

foreshockwith28hourinterval.Whiletheriskcausedbytheafter-

shockshouldnotbeunderestimated,oncealargescaleofdamageis

causedbythefirstshock,difficulttoidentifyforeshockormainone,

rescuemovementsshouldbesetin.Especiallyinthecaseofbuild-

ings,weakenedstructurecausedbyprecedingquakeexpandsthe

damagecausedbyfollowingquake,thepossibilityofwhichhinders

rescuemovementsfromtheviewofthesafetyofrescuemembers.On

analyzingriskmanagementprocess,itshouldbetakenmoreatten-

tiontoestimatetheimpactandthepossibilitywherethefollowing

shockscausecriticaldamage.Somemovementsmaybecategorized
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intotheonesmaterialsandpersonnelforwhichcanbedivertedto

otheroperationalmovementsuntilthepossibilityofanothershockis

expectedsmall.

Inthisreport,themostimportantissuesforthefirstemergency

reliefsupplybythegovernmentsisthattheprioritywasto・sendout

suppliesinanyway・atthebeginningoftheevent,fromtheconcern

forshortageofthecommodities;however,basedontheresultsof

investigationitbecameclearthattheclosertotheaffectedareathat

youare,themoreproblemsyouwillhavetoface.Itisimportantto

reducetheburdenfordeliveryofthenecessaryreliefsuppliesby

controllingthesupplierandthevolumeofdeliveryfromtheearlier

stagesuchasfromthedeparture.Inordertocontrolthem,coopera-

tionwithdistributioncompaniesinpeacetimeisneeded,asisorganiz-

ingandstandardizingtheinformationfilledinontheinvoicesand

includedintheordersforreliefsupplies.Moreover,thoroughrestric-

tionsneedtobeplacedontheunnecessarygoodsflowing-ininsort-

ingatthedeparture.Moresimulationandtrainingsareneededfor

gatheringinformationandsupplytransportationbyapplyingsatel-

litecommunicationsandSNSareneededunderthesituationofinfor-

mationcutoff.

RegardingSCM cutofffrom theviewofthemicro-distribution,

suitablecorrespondencetothedisasterriskwithoutdeceasingcom-

panycompetitiveness（qualityandcost）isimportant,takinginthe

ideasthatcanleadtocostreductionssuchaspartscommunalization,

jointtransportation,milkorchids,decentralizationofthemethodsof

transportationandthereviewofthetransportationpath.Also,pro-

motingthevisualizationofSCM,decentralizationofthesuppliers,
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inventoryaccumulationandcommunalizationofthestockinforma-

tioninemergencysituationshouldbeassumedasnecessarysteps.

・Resilience・hasbeendiscussedinthelatestAmericanresearch

papers.22 Thewordmeaningthepowerofrestitutionandresilience,it

alsoincludestheideathatfocusesonthepriorityintheemergency

situation,usinglimitedresourceflexiblytorecoverfromthedisaster

assoonaspossible.Forexample,thepriorityofthereinforcementof

thedefectiveroadsintheUnitedStatesaredecidedbasedonthere-

ceiptofthegroundaccelerationfromtheexpectedearthquakeplace,

hardnessofthestructureground,thedifferenceofthepropnumber;

singleormultipleareregardedasthemostimportantat18％,the

lengthofthestructure（16％）,andtheaveragetrafficvolumeperday

（12％）.23

Underthesituationthatmaycausesthematteroflifeordeath,

flexiblecorrespondenceonthespotisrequired.Alsonotonlyforthe

road,itisnecessarytohaveaguidancewhichcanhelptodistribute

limitedresourcespromptlyduringtheurgentsituationeveninthe

peacetime.

ItisfortunateifthesolutionforproblemsoftheGreatEastJapan

EarthquakeandtheKumamotoEarthquakecanbecomeaguideto

theresiliencewhichtakesitsmeaningfrom theflexiblecorrespon-

denceofthelogistics.
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�論 文〉

企業の産業イノベーションのための

グローバル化と未来産業創造（1）

金 山 茂 雄

要 約

21世紀の社会は，過密と過疎，地域格差など，人々の生活の中で重要

な問題が解決されないまま時が過ぎさって行く。高度な情報通信技術をは

じめとする情報ネットワークの普及は，新しい未来の創造を期待していた。

そして，個人の経済活動は，ネットショッピングでみられる利便性の高い

ものに集約された。20世紀末は，企業の行動が東京一極集中や太平洋ベ

ルト地帯への集中，広域なブロックにおける中心的都市（中核都市として

位置づける人口20万人都市）の形成が行われた。空間構造には，国内外

の企業の行動について表面的な現象だけを追うのではなく，伝統的な産業

の復活や企業の事業所の設立，展開，企業行動の基本的な考え方などを探

求するものがある。

特に，ここでは，産業創造，育成，企業立地などを考える。また，個人

の嗜好や性格・性向といった主観的・心理的な要因から個人の所得，購買

力，投資への意欲と行動の関係は企業経営にとって重要である。そして，

人間の行動は「情報化による社会への変化」，「技術革新による産業の活性

化」，「企業組織の再編」，さらに「雇用」等に深く関わっている。本研究

では「産業イノベーションのグローバル化と未来産業創造，雇用創出，産

業の変化」について，若干の考察を行うものである。

キーワード：雇用，産業変化，企業価値，産業イノベーション



1．は じ め に

生産企業は，企業活動をおこなうことから，売上げと利益で企業成長，

社会貢献，そして，豊かな社会生活などが実現される。今後，それらが継

続的かつ持続しながら実現するためには，市場原理に基づく現在の経済社

会において，企業の競争力が重要な要因になると考える。もちろん，新し

い産業の創出やベンチャー企業がより成長し大きくなった暁には，一大産

業となるほどの企業力は期待したい。上記であげた項目は，企業が目指す

項目であり，いわゆる企業目的であり目標でもある。これらは，顧客から

の需要が大事であり，ビジネスの世界では，顧客の獲得が購買力，売上げ，

利益などへつながり，次の活動へと進むことができる。

競争力は，市場において獲得しようとする需要を競合するライバルと取

り合いを行い勝つ力である。企業が業界の中で優位になる，また優位を保

つことができるのは，顧客の数であり，量である。つまり，最終的には顧

客の判断になる。市場は，顧客が商品を購入することで市場における競争

が証明されたことになる。競争力は，企業が製造した商品の魅力度の現れ

である。顧客にとっての魅力度がどの位存在するのか。また，魅力度の要

素・要因がどのような項目であるのか，整理・分析する必要がある。整理・

分析が終わり一定の成果が現れたとき，その構成要素から産業の創出や新

たな事業展開が起きると考える。

以上，このように，企業は産業の創出や新たな事業展開には，いろいろ

な要因や要素の詳細な情報収集活動を通して，情報の整理・分類，分析が

必要になる。ここでは，産業の創出とベンチャー企業の市場と製品開発へ

の意欲等に関して探求する。

以前にも述べた通り，市場は経済行動の動機づけを追求した限界の価値

学説の重要な理論である。限界効用価値は，「個人の主観的に望むものが

―30―



個人の心理的行動に影響を与える」。それが企業の経営者の場合，企業に

深く関わりが発生する。企業経営者は企業の取り巻く環境や市場の経済現

象を把握し，その経済現象からの経済行動を主体としての人間のいろいろ

な心理要因を知ることが重要になる。特に，投資家は，性格や嗜好，性向

といった主観的な要因や心理的な要因から個人の所得や購買力，そして投

資への意欲が行動との関係を示している。この分野は経営学における「産

業論」，「立地論」「創造論」「起業論」などにつながりながら深く関係して

いる。

産業の人間行動を心理学的視点から理論的な分析を行うことは，「技術

変革の産業再編成」「組織の機能と役割向上」「技術変革による産業の弱体

化」に関係するものでもある。特に，イノベーションは関係深い。

時は速く通りすぎていくが社会はゆっくりと流れている。情報は極めて

ダイナミックに多くの情報を社会に公開し，データが世界を走る。まさし

く，時が速く通りすぎていく状態を現している。情報・データが速度を益々

高速化し，社会は情報と通信の技術そして，メデイアの三つの要素から構

成されている。いろいろな製品・サービスが提供され，巨大な市場が誕生

し世界の通信市場は，サービス部門だけ見ても1995年からの需要では，

年率8％の成長を続けることになるわけである。そして，新製品の導入サ

イクル・ライフサイクルも極めて短くなってきている。これらのことは，

社会が新たなモノを作った結果，その社会へと変貌を遂げた結果であると

いえる。企業は市場に対して安定した状態が長期的に維持し続けたいと考

えている。そのため，企業は着実にリストラなど社内改善に努力しなけれ

ばならない。この傾向は企業の将来像そのものであるからである。しかし，

新たな産業，事業の創出や展開，そして市場の形成が必要である。また，

そのため産業立地やどのような産業が未来志向的に発展・成長していくの

か。また，それが他の産業・領域・分野に影響を及ぼしているか，など探

求するものである。そのはじめとして次のテーマを選んだ。
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本研究では「産業イノベーションのグローバル化と未来産業創造，雇用

創出，産業の変化」について，若干の考察を行うものである。

2．産業創造と企業立地の基本的思考

世界経済の動きが以前のように活気があり，大きな動きの中で各国・政

府や企業が次の一手を模索していた。しかし，現在のように経済が小さく

動きが鈍い状況では，次の一手も後手にまわり企業が危ない状態へ一変し

てしまう。特に先進国の場合，最悪状態であろう。先進国が低調であり，

例外なく不況と財政赤字に悩んでいる。その最悪の環境下にありながら，

収益を毎年上げている企業もないわけではない。他社では決して真似ので

きない技術を持ち，他社を寄せ付けない。ノウハウを生かし絶えず技術革

新をする企業である。このような企業でも事業展開し，発展と成長をする

ためには，企業立地や産業立地は重要な要因になる。立地環境，特定企業

の存在，ライバル企業の動向，最近では，研究型の大学の存在が企業行動

の要因にもなっているからである。もちろん，世界的レベルの国際企業は

立地によって事業がうまくいかず企業倒産にもなりかねない。

近年，シャープやパナソニック（元の社名：松下電器産業）のテレビ用

パネル工場などパネル産業が大阪湾岸に集まっていた（通称：パネルベイ，

パネルは液晶パネルを示しベイは湾で，この2社が液晶パネルの大型工場

を建設したことから，このように呼ばれている）。特に，大阪府堺市のシャー

プの液晶パネル事業所は，三重県亀山市と同じように世界的に注目されて

いた。

パネルベイに関して，日本経済新聞の記事の中では「シャープの液晶関

連新工場を巡る誘致合戦は，大阪府に軍配が上がった。一大集積拠点の経

済波及効果は1兆5千億円以上に上ると大阪府はそろばんをはじいていた。

一方，地元の企業には取引拡大などへの期待が高まっていた」「シャープ
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が堺市を選んだ理由には地理的な条件が大きい。シャープの本社は大阪市

で技術開発拠点は奈良県の天理市，液晶テレビ・パネルを生産している亀

山市，太陽電池工場は奈良県の葛城市である。そのため近隣に」と考えて

いた（『日本経済新聞』2007年8月1日付け）。

2007年当時は「薄型テレビは世界的に需要が拡大し続ける。液晶テレ

ビやプラズマテレビの基幹部材（材料）であるパネルの製造拠点は，国内

では近畿圏に集中していた。パネルはまだまだ技術が進化すると当時の松

下電器産業社長の大坪文雄氏が語っていた。そのため研究開発拠点もある

近畿圏に集中した方が効率的である。薄型パネルの技術開発ではガラスや

フィルムなど部材（材料）メーカーとの協業が重要で，そのための産業集

積も大きくなる。シャープは堺市に建設した新工場を21世紀型のコンビ

ナートである（シャープ社長の片山幹雄氏が語っていた）と位置づけ120

ヘクタールを超える敷地内に部材（材料）などを誘致する」と考えていた

（『日本経済新聞』2007年8月1日付け）。

以上から，大阪府がシャープの新工場を巡る誘致合戦（地域間競争）に

おいて，大阪府は他地域・自治体に勝利したこととなった。テレビメーカー

（シャープとパナソニック），大阪府など，近畿圏に基幹部材（パネル）の

拠点を集中立地させた。大阪府は企業誘致のための優遇措置として2007

年4月に企業立地促進条例を設けて，先端産業補助金の上限額を150億円

まで引き上げられた。シャープは何故，大阪府堺市に大きな工場を建設し

たのか，の疑問については，次のようなことが言える。自治体の企業誘致

合戦とあいまって，本社が大阪市にあり研究開発拠点を天理市にあったか

らだと言える。本社と研究開発拠点の集積，大阪湾に隣接し，海運，航空

機などの輸送路の確保も重要であると考える。したがって，どこに何を作

り，どこへ運ぶのか，などの点は企業にとっては重要な要因になる。

産業活動の地理的配置は，「産業立地」のことである。産業立地には，

企業情報や業務処理などの情報ネットワークを利用したのと同様な2タイ
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プがある。それは「集中（集積）」と「分散」に分けられる。前述した大

阪湾のパネルベイは集中のタイプである。もちろん，2つのタイプに分け

られるがそれぞれのタイプの中に異なったタイプが存在すると考える。産

業活動の担い手は企業であるが，産業活動がどのように地理的に置かれる

のかは，企業立地の行動によるとこが大きい。パネルベイはテレビメーカー

や部品・部材メーカー等の企業立地の行動によって，その動向が決まって

くるのである。しかし，企業は必ずと言っていいほど様々な環境において

好条件（立地の経済的と非経済的，メリットとデメリット）を選択する。

好条件を選ぶ企業は，営利を追求する団体であるから，やむを得ないこと

である。このような誘致合戦は，自治体だけではなく，国・政府の地域に

対する政策にも「立地環境」が関係する。例えば，国防政策の中で基地移

転・移設などの問題があるが，基地の移転・移設も好条件で選定する。

企業立地の行動は，工場や研究所などの各種の事業所・事業拠点をどの

場所に立地するのかといった事業拠点の立地選択だけでなく，企業行動そ

のものが含まれる。

産業の立地（産業活動の地理的配置），企業立地の行動，経済社会の立

地環境の相互関係は，図1のように示すことができる。

図1は，経済社会の立地環境のもとで企業立地の行動が行われる。この

結果から，産業活動の地理的配置が決まる。この過程（サイクル）で，こ

の産業活動の地理的配置の状況が経済社会の立地環境に影響を及ぼすので

ある。繰り返し行われる仕組み（過程・サイクル）は，そのときの状況・

状態が具体的に示すことができる。ここで言えることは，産業の立地には

産業活動のあらゆる問題を考えて，企業経営の活動からの研究と国や政府

などの国家の経済活動や経済社会からの研究を行うことで，お互いの立地

の環境の違いをお互いに補完的にとらえて行うこと，そして研究上の情報

やデータの分析のアプローチの明確に示すことでそれぞれのアプローチが

有用であることも主張できる。
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例えば，地域的に企業の立地がグローバルな思考の中で各企業の経営活

動路線や方針の転換などが行われた場合，想定されることは企業活動の多

角化であり，多角化による活発化であると考える。また，業界内が変化す

るための要因，原因になり次の段階に進めることができる。以前は，同じ

業界・業種に属していても発展・成長企業と低迷企業とが混在するという

ところが特徴的傾向になっていた。しかし，企業の立地がグローバルな思

考の中で各企業の経営活動路線や方針の転換などが行われた場合，以前と

異なる活動展開が予想される。特に，ハイテクノロジー（以後，ハイテク

と称する）の「新科学・技術」「先端的技術」は，10年以上前から，どの

ように企業経営に活かせばいいのか，そして，それが企業成長のカギであ

ると言われていた。しかし，これらも一変する。それだけ企業立地の基本

的思考は重要であり，企業の未来を左右するものである。グローバルな思

考は，今後さらに進むと推察する。
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図1 企業立地の活動と経済社会の立地環境

出所：鈴木洋太郎『産業立地論』原書房，2009年，p.4より抜粋，アレンジし作成。



一方では，今も一般社会ではファジィ，カオス，透明性が欠けるなど，

と未来を語ることができないと言う者がいるのが現状である（未来は自ら

創造するものである）。得られた情報やデータによる分析では，発展・成

長企業の中で案外，大企業より中堅企業を含め中小企業の活躍が目立って

いる業種もある。これら中小企業の取り扱っている商品の市場は，大企業

が新たに市場参入するには量産効果が得られにくい分野である。現在では，

価格競争力，量産効果が得られないためコスト高になるなど大企業が参入

したくても参入が難しい。よって，大企業と中小企業の間で取引の契約を

交わしている場合，また中小企業が知的財産や特許を握ってしまった状態

になっているからである。このような状況下では，企業活動のために新技

術の開発・研究を強化し，産業の創出へ力を入れなければならないが，一

般的な解釈ではあるが，これを進めると「コスト高」で企業力が落ち込み

破綻する場合が出てくる。よって，知的財産や特許を持っていないマイナ

ス部分を企業間技術提携（一般的な技術提携，資本提携に伴う技術供与，

技術支援）により補い，新商品開発へと方針・方向を転換し自ら道を切り

開く企業が企業の立地と立地環境を考えて実施しないと無駄な投資になっ

てしまうのである。

したがって，グローバル化は業界・業種の枠を越えた競争と協調へと自

然に方向を示される。成熟した産業に新しい技術を取り入れ，またそのた

めに企業内では，方向に合った技術転換，設備等の投資が必要となる。そ

の点，多国籍企業の動向を観ながら新技術を導入し，立地環境の変化に対

応していくことがまた重要でもある。新技術は，メディアが集束した結果

として生まれる市場の成長を実現するカギをもっている。マーケット・リ

サーチによれば，開発期間が5年に満たないような新たな製品によって生

み出される利益は，今後も増加していくと分析している。特に，研究開発

に多くの投資を必要とする事例が多い。当然そのためには慎重にかつ徹底

的な新技術のマネジメントを行っていかなければならない。それが欠ける
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と製品開発や新しい技術は異なった方向へ向かう可能性があるからである。

ここで重要なことは，新しい技術というのはユーザーに対してメリットを

もたらすものである。また，製品やサービスを提供する側の競争力という

のは，単なる技術の向上によって決定するのではなく，顧客がいろいろな

視点で決める。つまり，企業にとっての課題は，急速な技術変化とコント

ロールされた応用新技術との間の微妙なバランスをいかに調整するか，と

いうことである。

中期的には，上記のこうした顧客指向の対応に成功した企業が市場にお

いて成功する確率が高くなる。新技術によって競争力は向上するが，これ

は新技術が顧客の求めるものに応じた製品に置き換えることのできる企業

の競争力のみが向上していくのである。社会はいろいろな側面を持ってい

る。例えば，情報社会は，社会自体がユニークな成長市場であり，多種多

様な新しい製品やサービスが生まれ，その源になっているのは直接，間接

的に情報通信技術であるといえる。広い意味での情報を取り扱うことが，

未来のビジネス・チャンスを生み，そうしたチャンスをグローバルな社会

の形成に活かしていけるかどうかは，企業自身のこれからの活動展開で証

明されるものである。また，情報通信技術等が新しい資源なら，この資源

を最大に活用し，運用することである。運用する「力」がビジネスを成功

に導くことにもなると考えるものである。

企業にとってこのような社会状態は大いに意味深いものがある。物質的

に生活が豊かになったということは，日常生活の中で多種多様のモノが存

在することを意味し，その裏には並みの商品やサービスの提供では，消費

者が感心を持たない。仮に商品を買ったとしても消費者自身が満足しない

結果となる。そのような状況から企業の社会での役割や存在の意義がなく

なる。幸いなことに，このような現象が産業界や日常の生活の中で観るこ

とができる。消費者の欲求や要求は以前よりも多く，企業が消費者の求め

るモノを実現が難しくなってきているのである。しかし，企業はライバル
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企業に勝利する目的があり，ここに創造的経営の問題が現れるのである。

拙稿論文等では，示されているがあらためて簡単に次に示す。

創造的経営の基本的な思考は，従来の戦略に由来する。しかし，ITの

発達で創造的経営の基本的な思考は，社会環境が従来と比べて大きく変化

していることからもその意味合いが変わった。従来の戦略は元々戦争から

由来し，勝つための手法である。総合的・全体的にあらゆる視点から勝つ

ための手法を示している。したがって，企業経営の場合，総合的・全体的

展望に立ち，ライバル企業との競争の中で，自社の優位性維持と勝利する

方法を示していると捉えることができる。そこで著名な研究者の見解を考

慮にいれながら，次のように捉えることができる。

� 一組織が達成するだろう主要なサービスである。そして，主要なサー

ビスを創り出し，配分する場合における主要な特異性の基礎であり，

その組織が必要とする諸資源の継続的流れを獲得することを可能にさ

せる。

� 創造的経営は企業目的の達成に力となる一つの効果的な手段であり，

新しい開発に導く活動の流れでもある。この過程は，企業経営の策定

者が諸目的を決定し行う手法である。決定は最終目的を達成するため

の手段であり，創造的経営に係わる事業，製品，市場および実行され

るべき機能，そして目的達成のための組織にとって必要とされる主要

方針に係わる規約を含んでいる。

� 社会環境の変化とは環境，社会，技術等の変化の割合，経営組織の

増加と国際化，天然資源の希少性，コストの増大が組織環境を一層複

雑なものとしている。

� 創造的経営は，包括的な目的を達成するための活動全般的手法（手

順など）と諸資源の開発である。組織目的とそれらの変革手順，目的

達成のために用いられる諸資源と獲得，利用，配備を支配する方針で

もある。企業の基本的な目的の決定と諸目標への到達に必要な活動で
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ある。

以上の4項目から分かるように，企業がどのような事業に参入したら経

営効果が現れるのか，を決定しなければならない。創造的経営の目的は直

接的に市場に対しての主要方針・方向の機構・機能をしくみによって企業

選別し決定，伝達することにある。企業がどのように目的を達成するのか

は，ライバル企業の目的と達成までは推測可能であるが決定までは難しい。

そして，創造的経営は「組織目的に対する手段であるのが戦略であり，組

織目的を達成する方法でもある」と捉え，到達地を幾つかに分けることに

より選択性が生じてくる。選択性の現れが決定を生むのである。また，展

開し進むパターンにしたがって活動することは，決定の履行であり実行で

ある。一つの到達目的があるならば決定と履行の双方とも必要になる。い

ろいろな問題が発生し，戦略と目的はその問題と機会が認識され，解決し，

新たな創造が出現して展開する。新たな展開が今以上に良好なものへの発

展とつながるのである。例えば，造船会社の飲料水事業へ，鉄鉱会社の情

報産業へ，情報産業会社のカメラ事業への参入など挙げられる。

企業の経営管理において戦略と目的は組織階層に存在し，相互関係を持っ

ている。このことは，両者の組織に対する効果的な管理体制を生きたもの

とすることができる。効果的な組織は，目的と手段の連鎖によって目的へ

と結ばれ，企業の目的を達成するための組織の上部管理者の戦略は，それ

自体が組織の下部管理者に対して目的を準備することができるのである。

以上のことを踏まえて，次のように考える。

創造的経営はある設定された目的に対して，最終到達点への手段であり，

そこには，組織の哲学，使命の規定が設定され，その目的の中に存在し，

一つの組織文化を形成している。その中には，環境変化への対応，競争上

の詳細分析と内部的組織分析が必要になり，さらに，創造的経営は長期的，

あるいは短期的，選択的，継続的な分析手法が必要である。また，出発地

点から目的地に至る経路まで展開し，活動している。もちろん，企業レベ
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ルで総力をもって市場へ参入するのである。例えば，技術・研究開発や製

造の収益性改善計画などの戦略がある。他に企業の長期的期間に展開，活

動すべき事業領域の展望なのである。しかし，戦略の新技術への適応性に

関し，技術中心の戦略では，異なった思考が存在する。

3．企業立地の行動と経済社会の立地環境（パネルベイ事例）

「パネルベイ」については，図2にはシャープの液晶事業の様子を示す。

企業の事業所が国内外に立地している。その中の海外拠点は，テレビ用組

み立て生産拠点であり，世界の主要市場ごとに配置されている。北米市場
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図2 シャープの液晶テレビ事業生産拠点

出所：東洋経済新社編『海外進出企業総覧2009（会社別編）』2009年。シャープHP

より参照，アレンジし作成。矢印は，パネルの輸出先を示す。



向けにメキシコ，欧州市場向けにポーランド，中国市場向けに南京，東南

アジア向けにマレーシアにある。それぞれテレビ用組み立て生産拠点が配

置されている。ちなみに，日本は三重県亀山市にパネル生産拠点であり国

内向けテレビ用組み立て生産拠点である。亀山は部品生産と組み立て生産

の一貫生産方式を採用している生産拠点である。そして，大阪府堺市には，

大規模なパネルの生産拠点がある。この生産拠点は海外のテレビ組み立て

生産拠点へのパネル等の供給を行うところで，パネルを輸出するための拠

点としての役割もある。以前は，国内から海外に生産拠点を移してきた企

業が多かった。しかし，最近では海外から国内に回帰する企業もある。他

国内の社会状況（社会不安，治安の悪さなど），特にテロ行為や暴動など

が発生している国・地域から国内に戻る企業もあれば，比較的安全な国・

地域に拠点を移すなど，海外拠点を維持いている。また，労働人口と労働

者の高コストから低コストの国・地域へ移る傾向もある。シャープやパナ

ソニックがパネル生産を海外から国内に移したことは，一つの事例である。

しかし，組み立て生産拠点は，海外にて展開している。これは，知的財産

や特許関係から観ると組み立て生産は，他の場所で部材や部品が作られて

いることからできあがったものを組み立てることのみ行うわけであり，研

究開発や部材・部品製造まで行うと企業の生産する際の大事な情報が盗ま

れるからである。その防止でもある。コンピューターのハードウェアやソ

フトフェア，半導体部品や自動車部品など，現地企業に情報が漏れ，使用

されているケースが少なくない。生産の海外展開は，大きく減少している

わけではないが，英国，仏国，独国などの以前のEC（欧州共同体）地域

から旧東欧諸国地域への移動が目立つ。ポーランド，チェコ，スロバキア，

ハンガリーに拠点を移している。

豊富な労働力と低コストで生産が可能であるからである。もちろん，販

売市場のシェアの獲得も視野に入れているのである。低コスト良品質の製

品が生産されて旧東欧から輸出されることにもなり，国・社会が向上して
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いくことにつながる。また，海外に生産のための企業立地する理由は，製

品輸送コストを減らすことや旧東欧諸国は，主要市場である旧西欧の独国，

仏国などに販売市場が獲得できるからである。空路，陸路の両方が可能で

ある。そして，アジア諸国に生産のための企業立地する理由は，先に述べ

た労働力と労働コストがかからないメリットがある。ただし，継続的に同

じ立地条件と環境では，その国・地域の生活水準が向上し，経済的価値を

重要視しはじめてくる。その結果，労働コストが上がりはじめ，生産拠点

として展開しにくくなる。そのようなことは，先進国や新興国，あるいは

中進国が途上国や後進国に企業立地，立地環境を求め，移転することは当

然の行動である。一方，生産の拠点を国内に立地する理由は，自社や関連

企業の事業所との近接立地が生産に大きく影響するからである。その主た

る要因は，企業が得る利益と考える。近くにいれば，モノの移動が容易で

あり，情報の共有もでき，コミュニケーションもとれる。つまり，何か生

じた時の対応がすぐとれるメリットがあるからである。

国内の企業立地は，別の視点から観ると地域経済の活性化があげられる

特に，地方自治体が企業誘致を盛んに行っているところがある。企業が立

地することにより，雇用が生まれ，さらに働くところを求め若年者は，大

都市を目指す。つまり，地方の過疎化である。また，近年，「少子高齢化」

傾向が続く中，地方に企業が立地されれば，大都市へ働きに行かなくても

地元で生活が可能になる。地方の地域経済社会形成には，企業の立地と環

境条件の整備が必要である。実際に企業の集積化に成功した自治体は，企

業から経済的恩恵で黒字になっている。この地方自治体の企業誘致は，自

治体にとって最大の首長の政策課題でもある。このような状況からパネル

ベイの問題を考えると，大阪は，松下電器産業ことパナソニックやシャー

プなど家電事業を中心とした産業が地域経済を支えてきたところがある。

また，地域産業の牽引役もあった。いわゆるリーディング産業である。地

方自治体が誘致活動で立地してほしい企業は，このリーディング産業の企
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業である。パナソニックとシャープは，大阪にとってリーディング産業の

一つであった。しかし，生産拠点が海外へ移動することは，地域経済の牽

引役がいなくなる。つまり，地域経済が低下する。大阪にとってパネル産

業はリーディング産業になると思っていた。また，パネル産業は，当時と

しては最先端技術の製品であり新しいタイプの産業でもあった。地域社会

の期待が大きかったようである。

企業の経営的に重要な戦略として競争優位性は，企業の経営資源から生

み出されるモノばかりではない。企業立地する地域の立地環境の優位性に

よっても企業の競争優位性の大きさによって左右される。M.ポーター

（M.Porter,1998）が指摘するように競争優位性は，この場合，企業と関

連企業の集積状況が企業の立地する環境条件，企業と関連企業の生産性向

上やイノベーションの発展に影響を与える。そのために，国・政府機関の

地域政策で産業の集積が難しいため，国・政府機関のクラスター政策（形

成促進策）が重要である。大阪府の堺にパネル産業の誘致も，部材・部品

メーカーもパネル産業の発展のための政策が形成促進に繋がっている。企

業立地の行動は，グローバル化の動きの中で各地域の立地環境が世界的な

レベルで比較分析されることとなる。これらによって，企業立地の環境の

優位性を争うことになる。そして，地域間競争の激化へと展開する。それ

は，米国や日本などの先進国企業は，営利を追求するため豊富な労働力と

労働に対するコストの低い生産拠点を求めているからである。特に，アジ

ア地域は中国をはじめ東南アジア諸国，南アジア諸国などが対象になって

いる。最近ではアフリカ諸国も対象になってきている。

4．グローバル化の未来企業の立地と知的イノベーション

情報技術を活かした情報システムも目的によっては，いろいろな変更が

生じ，その方向性や利用方法も変わる。企業は，経営資源の一つである情
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報をより企業の成長のために活用するしくみでなければならない。仮にそ

うではないなら，情報システムの必要性がなくなる。さらに，情報化の推

進も必要がなくなる。以前述べたように，情報のシステム化には三つの目

的とその役割がある。それをあらためて次に示す。

情報のシステム化の目的は三つある。

①業務の効率化と有効化，②競争優位の確立，③連携企業の推進，の三

つである。

この 3つに対応して具現化されてきた情報システムが MIS（Manage-

mentInformation Systems：経営情報システム）， SIS（Strategy

InformationSystems：戦略情報システム）である。また，EC（Elec-

tronicCommerce：電子商取引）である。

MIS：企業の総合情報システム化を目指したシステムである。

SIS：企業内および企業間の囲い込みを行うシステムである。

EC ：電子の商取引全般のことで企業間の情報交換，情報共有化がはか

れるシステムである。

特に，ECは情報の交換と共有化を前提とする企業間同盟のしくみであ

り，SCMも同様のしくみである。情報システムは，集中から分散処理に

移行し現在は，統合処理へと発展した。統合処理では，全社の基幹業務の

データが一元化され活用が広がっていった。20世紀末，情報技術の発展

状況と特徴は，コンピューターは，汎用コンピューターからオフィス・コ

ンピューター，パーソナル・コンピューター（総称して，パソコン：PC）

へと推移してきた。大きな流れの基調は，高性能化，小型化，低価格化で

あり，文字，音声，画像（静止画と動画）などを双方向化した。いわゆる

マルチメディア化である。この変化は発展の過程の一部であり，時代は常

に変化を求めている。
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汎用コンピューターは並列化し，特に分析を主にする超並列コンピュー

ターの市場拡大とオフィス・コンピューターの言葉そのものがなくなりつ

つある。これは，新たな情報技術の成果でできあがったクライアントサー

バーシステム（CSS:ClientServerSystem）のサーバー機との結合した

大規模なシステムへとシフトしたからである。また，OSに依存しない

Java言語を利用しネットワーク上でデータやプログラムを取り込みデー

タ処理する NC（Networkcomputer）や携帯用の簡易 OSで稼動する

HPC（ハンドヘルド・パソコン）の普及へと変化すると思われていたの

である。コミュニケーションは地上通信から衛星通信，移動体通信と高速

化，大容量化，広域化へ広がりつつある。コミュニケーションを利用する

情報ネットワークの利用も企業内から企業内外（特定）へと企業間へ拡がっ

ている傾向である。

経済のグローバル化は，近年いろいろな場面で語られている。地域的な

枠組みの中における他の産業とコンピューター等を利用したネットワーク

が広範囲な産業が集まり活動する。その際，人的交流も行われる場合が少

なくない。つまり，知識的情報の交換や共有が行われることとなる。企業

環境の立地も重要であるが，人的な立地環境も重要になってくる。このよ

うなことは，企業にとって経済的な立地環境のことであり重要である。企

業が海外へ生産拠点の拡大を図る際，経済的側面が大きい。しかし，グロー

バル化の波は無条件に各国・地域に押し寄せてきている。このことは経済

的側面だけでなく，日常生活に影響を与える。この問題は，無視してはい

けない問題である。特に，日本のような資源のない国は，避けて通ること

ができない。したがって，企業立地の重要性が分かる。

企業立地の行動の一つには，情報技術の導入によって企業立地の環境条

件が変わる。企業戦略の上で重要な要因であるといえる。企業が競争優位

や競争などのため，設備投資や人材の確保が必要不可欠である。もちろん，

企業の課題には，経営の効率化や生産性向上など従来からの課題が解決さ
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れていない。しかし，産業の創造もまた大事な課題である（リーディング

産業）。近年，科学技術の発展がめざましい分野，特に，医療（再生医療），

医薬品（新薬の開発，ジェネリック薬品），生化学（バイオ，新素材）な

どである。これらの分野の産業は，今後数年後に飛躍的に伸びる分野であ

り，期待できる産業でもある。そして，新技術開発の結果であり，イノベー

ションの成果であるといえる。現代企業にとっては，明るい未来が待って

いると感じられる。つまり，企業も社会も従来のスタイルを変えなければ

ならないということを意味している。そんな新社会の形成がグローバな意

味の経済社会である。情報技術の発展などは，その一方で企業経営にとっ

て，厳しい対応を求めてくる。それは，コスト減，時短，業務改善，組織

構造の再編，情報共有，顧客との一体化など，市場シェアの確保，商品開

発への需要の創造，そして，利益の最大化を追求し活動しなければならな

い。グローバル化することに情報技術の利用が増える。その一方で市場が

無限化する。つまり，距離と時間，そして空間を手にすることになる。企

業社会はイノベーションにより活性化するのであろう。そして，業務の時

短とコスト減をもたらす。さらに，利用者は情報共有が活発になり，企業

活動の効率化，インターネットとショッピングの商品取引がインターネッ

ト上で実現する。ある意味では，グローバルな経済社会の形成であり，企

業間ネットワークへの寄与である。顧客情報管理（CRM）は，顧客の名

前，住所，生年月日など，個人でもたくさんの情報が詰まっている。コン

ピューターに集められた情報は，データベースとして活用される。未来志

向的に利用の拡大と新技術が，価値あるものでなければ企業間ネットワー

クの際，データの共有化が難しくなる。それは，互いにメリットがないと

いけないからである。したがって，企業間提携の際，細かなルール，仕様

等のルールが一つのカギになるのである。例えば，情報共有による共同商

品開発管理や市場調査，および消費者同志の団体やクラブの設立が可能で

あり，固定客の管理と市場シェア確保が可能になる。したがって，市場計
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画，分析，調査，商品開発，販売促進，バーチャルセール，無駄のない営

業活動，営業方法，顧客管理などがより向上する。すなわち，情報技術が

全てのモノを活性化させる。情報技術のさらなる進化は，コンピューター

の性能向上，デジタル化により，オペレーションの実現が可能になり，顧

客をひとり一人，把握することができる。発注や決済の機能を持つメディ

アの出現は広告や販売，そしてコミュニケーション活動，ビジネス活動を

統合化し，マルチメディア化と合わせて，オンライン・ショッピングや電

子商取引が語られ，いろいろな実験やビジネストライがあるのも，既存技

術は従来からの目覚ましい発展によって成し遂げられた結果であるからで

ある。その新技術の概念には，生産手法としての技術そのもの定義づけや

経済・産業構造との関係，社会的側面など，いろいろな側面から議論が行

われた。

例えば，18世紀後半以降の資本主義経済の景気変動の波動とその要因

を分析した結果からの概念定義や人類学・文明論的な視点から分析したト

フラーの概念定義などある。それぞれ異なった新技術の概念定義が示され

ているが，これらの新技術の特徴には，経済変動，発明・発見などによる

社会変化によって定められていることである。

新技術は，いろいろな観点でみることでより明確化する。19世紀中期

頃までは，労働の手段としての道具を作り，生産活動を行っている。産業

革命期の生産方式は，労働に対する代替物としての機械の存在である。紡

績機械の発明が新たな生産技術へ発展し，機械制工業へと変わる。機械化

は，19世紀後半から20世紀始めは，大量生産方式へと変化していく。こ

の大量生産方式は，現代の大量生産方式と異なり製品の品質は保証されて

いない。できあがった製品には多少の違いがある。しかし，許容範囲内と

して扱い今のような厳密さはなかった。この時代の生産方式には，熟練工

や未熟練工などの区別がなく，製品を作る特徴がある。そして，20世紀

中期には，第二次世界大戦が急速な変化をもたらす。それは新技術の開発
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である。新しいものが生まれてくる。例えば，農薬，抗生物質などの生化

学，ナイロン，特殊合金などの新素材，トランジスタ，原子力など，新技

術の成果が公開される。日本の企業の代表的な製造メーカー事例としては，

生産現場と開発現場において，生産ラインの諸工程の間の作業量の調整の

しくみで，中間在庫を極力なくすようなしくみである。その基本原則は後

工程引き取りと呼ぶ工程で，後の工程が自分の作業に必要なだけの部品を

前工程に取りにいく。その部品の移動とともに生産すべき個数が，前工程

はいつ，どれくらい生産すべきか，自然に指示される作業である。この工

程間のしくみを最終工程である製品を工場の門から出す最終工程までたどっ

ていくと，その「工場の最終工程」の後工程は販売ということになる。そ

の接点は，やはり情報の共有化の基本原則がある。ここでの後工程，つま

り販売が必要だと思って引き取っていく必要個数だけ，最終工程は最終製

品を造るのである。そして，その最終工程の製品の生産に必要なだけの最

終の一つ前の工程の生産が行われ，それが前へ前へとさかのぼって，すべ

ての工程の生産が起動されていく。単純にいえば，市場で売れる分に応じ

て全ての生産工程を起動されている。つまり，受注生産が行われているこ

とになる。この生産のしくみは，小さな故障で大きなリスクを受けてしま

うことである。

企業立地にとって市場というものは，あまり顧客重視の形ではなく，創

造性などを作り出す社会においては，製品のコンセプトとカスタマーの要

求条件が絡まったような連携で必要になる。既に自動車業界では，バイヤー

が理想の自動車をオンラインのスクリーン上で構築し，それからプロダク

ションのプロセスが始まるというシナリオが進められている。しかし，問

題は，このようなインフラの構築と世界的なシームレス・サービスの提供

にあっては，国際強力，国際協調は急務で，標準化に関し既に開発された

製品やサービスおよび研究開発を積み重ねてきたという実積が企業側にあ

ること。また，社会においてインフラの要件が異なっていること。そして，
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それぞれのエゴイズムが存在する。そのために，調整ができず，いわゆる

デファクト標準が出現することになる。そして，その他にも企業が抱えて

いる課題がある。それは先進技術力に向けた技術と経営である。その課題

は三つある。現在では技術経営（MOT）が注目されている。一つ目は，

研究所と事業部との緊密な関係が必要である。二つ目は，グローバルな研

究開発の促進である。三つ目は，研究者の育成と評価である。

企業の事業部は，今日，明日をテーマに，研究所は明日，明後日のよう

に事業展開している。問題は，研究成果をどのような形で製品化へと発展

していけばようか，である。また，広域的に拡大すると，大学と国立研究

所，民間研究所との協力体制（産学官の一体化体制）の確立である。次に，

グローバルな研究開発の推進である。欧米に比較し日本は基礎研究が遅れ

ている。この遅れを独自で取り戻すには数十年の歳月を必要とする。少し

でも速くするためには各国の協力が必要不可欠である。情報を共有し，自

分の持っている情報を公開することである。もちろん，その企業の理念も

外国人に知ってもらうことになる。そして，三つ目は，企業は人間の能力

を尊重し，育成し，さらに活用することである。その素質を見いだすこと

で適性を種別することがこれからの技術戦略や経営戦略にとって必要であ

ると考える。また，評価（知的生産の評価）は時間による評価ではなく，

成果による裁量評価が必要である。ただし，その評価基準が難しい問題で

ある。

以上のことは，日常的に各自・各企業のプラス思考が現われ，目的達成

へと道が開け到達すると確信するものである。評価の源泉には多様にして

いる働きがある。どんな仕事で能力を発揮するのか，あるいは多くの人に

高い評価を受けるのか，といった意味での多様性の源泉である。その背後

にある人々のコミュニケーションと，共にそれらのあり方が組織の活動効

率の向上として基本的に決め，意思決定とコミュニケーションのあり方に

特徴がある。日本の企業はボトムアップ経営と呼ばれ，それぞれの権限が
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実質的に分散されている。また日本の企業が多く採用している製販分離の

事業部制は，企業内部に市場的要素を生み出している。

企業は，現場に密着した情報をより多く発生させ，それを現場で利用す

るしくみを，企業は多面的に開発してきているのである。また長期的な関

係が基礎となっている日本企業は，企業の内部ではコミュニケーションが

多くなり，いろいろな経験と言語を共有する。そのためコミュニケーショ

ンの効率性と信頼性が高まる。そのために情報の流れをスムーズにする。

日本企業の研究開発の一つの特徴として「ラクビー方式」というのがあ

る。それは，「情報の拡散と融合」に適しているということである。これ

らが仕事をしていく際に効用性が発揮されている。また，仕事場の共有が，

意図する情報と意図しない情報が混じり，相互作用が起きる場を提供して

いる。そして，その結果，新たな情報が生まれる可能性がある。ここに，

企業立地のイノベーションの存在があるといえる。

5．お わ り に

企業は，企業活動を行い売上げと利益で成長し，社会貢献，そして豊か

な社会生活などが実現される。市場原理に基づく経済社会は，企業競争力

が重要な要因になると考える。新産業の創出，ベンチャー企業などがより

成長し一つの産業を創り出す企業力があると期待したい。

企業の目的は，営利を追求するところから顧客からの需要が大事である

が，ビジネス界では，顧客の獲得が購買力，売上げ，利益などへつながり，

次の活動へと進むことができる。もちろん，企業は競争力が必要であり，

市場において獲得しようとする需要を競合するライバルと取り合いを行い

勝つ力である。また，企業が業界で優位を保つために，顧客の獲得であり，

量である。このように，企業は産業の創出や新たな事業展開には，いろい

ろな要因・要素の詳細な情報収集活動を通して，情報の整理・分類，分析
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が必要になる。ここでは，産業の創出とベンチャー企業の市場と製品開発

への意欲等に関して探求した。

市場は経済行動の動機づけを追求した限界の価値学説の重要な理論であ

る。限界効用価値は，「個人の主観的に望むものが個人の心理的行動に影

響を与える」。それが企業の経営者の場合，企業に深く関わりが発生する。

企業経営者は企業の取り巻く環境や市場の経済現象を把握し，その経済行

動を主体としての人間のいろいろな心理要因を知ることが必要である」そ

して，それが重要になる。特に，投資家は，性格や嗜好，性行といった主

観的な要因や心理的な要因から個人の所得や購買力，そして投資への意欲

が行動との関係を示している。この分野は経営学における「産業論」，「立

地論」「創造論」「起業論」などに関係している。

企業の活動は，大きく述べると産業活動であり，活動の拠点が必要にな

る。つまり，地理的配置であり，産業立地のことである。産業立地には企

業情報や業務処理などの情報ネットワークを利用タイプがある。「集中」

と「分散」である。本研究では，大阪湾のパネルベイの集中のタイプを事

例として示した。もちろん，他のタイプにもあり，それぞれのタイプの中

に異なったタイプが存在すると考える。産業活動の担い手は企業であるが，

産業活動がどのように地理的に置かれるのかは，企業立地の行動によると

こが大きい。パネルベイはテレビメーカーや部品・部材メーカー等の企業

立地の行動によって，その動向が決まってくるのである。しかし，企業は

必ずと言っていいほどいろいろな環境において好条件（立地の経済的と非

経済的，メリットとデメリット）を選択する。好条件を選ぶ企業は，営利

を追求する団体であるから，やむを得ないことである。このような誘致合

戦は，自治体だけではなく，国・政府の地域にたいする政策にも「立地環

境」に関係する。例えば，国防政策の中で基地移転・移設などの問題があ

るが，基地の移転・移設も好条件で選定する。企業立地の行動は，工場や

研究所などの各種の事業所・事業拠点をどの場所に立地するのかといった
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事業拠点の立地選択だけでなく，企業行動そのものが含まれる。

以上から，社会環境の変化が技術の発展の結果に現れてくることは明ら

かである。また，社会的価値，意味が媒介となることも当然である。これ

らのことを踏まえながら，新技術の発展が新たな雇用と生活が生まれ，地

域社会に貢献していることが分かる。そして，グローバル化の中で産業の

創造を期待するところが大きい。また，多くの地域社会では，リーディン

グ産業を期待している。
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Thepreface

TheUnitedStateswhichwastheworld・slargestcrudeoilimport

countryreverseditselfthroughoutandstartedcrudeoilexportafter

thewarand,after2010,didpolicyU-turnforcrudeoilexportbyshale
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Abstract

American congressdecided exportresumption ofpetroleum

madeinUSAin2015.USremovesSaudiArabiaataninternational

petroleummarket,anditmaybepredictedthatUSwillbethebiggest

exportingcountryintheworldduringrecentyearsinthenearfuture.

Influenceofthelargestimportingcountryofthepetroleum inthe

worldconvertingintothebiggestexportmajorpowerintheworld

canalsocometotheresource-supplyingcountry,mainlytheMiddle

Eastinseriousdifficulty.

ThisInfluenceonJapanesepetromarketwillbeconsideredcon-

cerningconversionofAmericanpetroleum exportpolicybythis

paper.
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oilrevolutioninAmerica.TheproductiononthebasisoftheU.S.

shaleoilresultsbecomestheconsiderablequantitymorethanthe

domesticdemandand,asfortheexport,issecuredafixedquantity.

SouthAmericaoftheformermainimportfollowedit,anditwasap-

proximatelyrestrictive（around30％ ofimport-dependencerates）,

and,asaresult,theimportdecreasefromtheoil-producingcountry,

dollarreturncurrenttotheUnitedStatesbeganinglobalcrudeoil

oversupply,reductionofpriceoftheWTIpriceandbefore,andthe

importfromMiddleEasternOPECcametopresenttheinfluenceon

varioustradeproblemsincludingthefundwithdrawalfromoilfunds.

AsforAmericancrudeoil,theimportandexportviathepipeline

withthenon-productionstateofstatestoproducenamelystateoil

tradeismoreprosperousthanthecause,and,forcheaperforeign

countriescrudeoilimportcompetition,thesubsidyofthefederalgov-

ernmentispaidtothestockbrokerrefinementcompanyintheUnited

States,anddomesticindustryprotectionismisadopted.Thissubsidy

systembecamethepropofthedomesticoilmarketpriceandhadbig

significanceintheAmericanoiltaxationsystem.Althoughasmall

localsupplierappearedasnewshaleoildealer,inthemarketprice

cartelwiththemeasure,Iammadetostandinthenumericalinferior-

ity,andthemarketconditionsarealwaysunstable,andashelloil

markerasthestatebusinessisinstalledinwhichWTIandisexpected

whenitisintegratedamarket.

TheimportofcondensatemadeintheUnitedStatesbeginsin

2015inJapan,andimportofthefull-scaleUnitedStatesoilisplanned,

but,withtheOPECpolicybytheJapaneseoiltrade,aparticularityin

theUnitedStatesexistsforthedifferentU.S.crudeoilimportofthe

dimensionalotatallconventionally,andvariousproblemswillexist

infuture.
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1.SignificanceofcrudeoilexportofCapitolHill

reopeningapproval2015

BytheU.S.crudeoiltrade,largecrudeoilexportregulationhas

beenenforcedafteranoilcrisisinthe1970s.Theexportwasregu-

latedexceptthatdomesticstorage（StrategicPetroleum Reserve

methodSPR1975）1waspushedforwardforanoilcrisis,securityand

thepricemaintenanceofthecrudeoilresourcesintheemergency,

andapproximatelyexceptionallyAlaskacrudeoilexportforCanada

wasrecognized.Thegroundsmethodwasvasefferentgoodlawfor

（purifiedsupplierruleintheoilproductionstateintheUnited

States）and1980yearsforminingindustryleasemethod1920years

（thereisahavingsimilartasteswillruleinforeignexchangeand

foreigntradelegalrequirementsinJapan）.

After2012whenfull-scaleproductionofShaleoilwasstarted,a

domesticindustryprotectionruleforthecheapMiddleEastoil
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FigA U.S.crudeoilproductionin2015wasthehighestsince1972,but

hassincedeclined

Source:U.S.EnergyInformationAdministration,PetroleumSupplyAnnual



importcompetitiontothecrudeoilrefinementsupplierwhowasthe

mainproductionpersoninchargeoftheShaleoilintheUnitedStates

wasrelaxedintheopeningbyand,inDecember,2015,wasdecided

itemfederationannualexpenditurebillArticle1（thecrudeoilexport

removalofaban）anassembly2,andthecrudeoiltradeasthenew

exportstrategywasstartedmainly.

Conventionally,theoiltradeinAmericamaintainedamaximum

amountandthecrudeoilimportoftheamountofmoneyinglobal

tradeafterthewarthroughoutandhasbeendevelopedapolicybased

inNAFTA CentralandSouthAmericabytheAmericanhugeoil

major,astrategypivotlegintheOPECMiddleEast.TheAmerican

crudeoilimportpolicywasamainshaftintheglobaltradethrough

thesettlementmoneyUnitedStatesdollarinthequantityandscale

base.

TheUnitedStatesproduceditasacrudeoilimportpolicy,andI

lettheresource-richnationattachamarket,capitalintheThird

Worldwheretherewasmanyit,andtheworldoiltradesystemwhich

unfoldedthroughOPECastheexportcartelbuiltthetradewithout

theproductquiteequaltoatthemarketsize・sgreatestproductand

settlementmarketandatradecreditsystem.

Evenifitwasabletobeundertheglobaltradesystem which

makesthiscrudeoiltradethatwhichbuiltofAmericaamainshaftin

nationoflimitednaturalresourcesJapan,andgrewupintheoilim-

portlargecountryoftheworldthirdplace,itmaybesaid.

Ontheotherhand,aforeigntradedebtmaximizedtheUnited

Statesincrudeoilimportandhadtheworld・slargesttradeunbalance

andtradedeficit.Thiscauseddollarvaluereductionofpriceandthe

inflationexportbyitinAmericaandithasbeenrepeatedthatIfell

intoaremarkabledollarcredituncertainty.Theproblemofthedollar

returncurrentintheUnitedStatesbytheraiseinrecentQE（dollar

quantitativerestraintrelaxation）andinterestrateofAmericasuch

asAsiacurrencycrisis,thecurrencysuddenfallintheThirdWorld

―58―



causeitindirectly;oftheoilimportpolicysecondary;wasinfluenced.

Above-mentionedseriousinfluenceandproblemareexpectedby

theglobaltradesystemthatthecrudeoilexportremovalofabanin

Americacontinuedafterthewarin2015.Asfortheoilexportofthe
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FigB Globalcrudeoilbalancesexpectedtotightenthrough2018

Source:U.S.EnergyInformationAdministration,Short-TermEnergyOutlook

FigC WTIcrudeoilpriceestimationinJan2016

Source:U.S.EnergyInformationAdministration,Short-TermEnergyOutlook,

January2017



conventionaloil-producingcountry,theratiodecreaseswiththedol-

larbasisquantitativelybytheoilimportthatisoneoftheaxesofthe

globaltradesystem inAmericamakingpolicyU-turn,anditisthe

dropofthepositionofthegreatestdebtcountryUnitedStatesinthe

trade,adropofthedollarhegemonyasthesettlementmoney,apar-

ticipationdropintheinternationaltradesystemandloweringofcon-

sciousnessofthefreetradeleadershipasimportconsumers.Now

thatIreversemyself,andproductionofowncountryshaleoilvolume

isincludedforasteadygrowthstage,andconstantdirectionality

cametobeseeninthecountrysupplyanddemandsystem,apivotleg

slantstowardanoilexportstrategyandwillgreatlytouchaspringto

theowncountrymarketprotectionforsupplystrategiesandthefu-

turepolicyU-turnincludingblockingittoaddexportcompetitive-

ness.

Inmymanuscriptpaper,・Japaneseenergyresourcestradepoli-

cy,・IdiscussedconventionalAmericanoiltradepolicyandthe

Japaneseoilimportpolicyforitthroughout.Itisinaworld・slargest

crudeoilproducer,and,inthisreport,aworldcrudeoilmaximum

importcountrytriestolectureon（policyturningpoint）tothe

world・slargestcrudeoilexportcountryabouttheinfluenceanda

Japanesecrudeoilimportpolicyaboutthepossibilitythatitcanbein

thefutureasanopportunityinabigepochofthisAmericancrudeoil

tradepolicyof2015.

2.AnalogyoftheoiltradeandstatebusinessinAmerica

Atfirstitisastatebusinessfactorandtheinfluence,and,inthe

Americantradepolicythatastatelawissuperiortoforthefederal

law,thebiggestfactorshouldconsidertheactualsituationofthe

JapanandtheUnitedStatestradeassumingthestatebusinesssystem

asthefederatenationcontainedbythisUnitedStates.3

Thereareanoil-producingcountryandthenon-oil-producing
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countryintheUnitedStates,andacomparativeadvantagetopro-

ducefrom theresourcesdifferenceincludingTexas,awealthyoil

productionstatesuchasGeorgia,thefaultresourcessmallstate,on

theotherhand,inwesterninthenorthorinferiorlevelisthemain

factortostartstatebusiness,andthelogiccalledsupplementorthe

choicecomparisonactsbetweenstatebusinessandtheforeigntrade

business.Itistakingintoconsiderationwithconnotationprofitof

thestatebusinessandtheexternalcapsuleprofitoftheforeigntrade

asthefederation,andapremisethatprofitofthestatebusinessis

givenpriorityto,sotospeak,existsforUnitedStatestrade.

Inthecrudeoiltrade,pipelineplacementinthestatebusiness

becomesthebiggestfactorintheUnitedStates.Instatebusiness,as

forcrudeoil,thebusinessofoilproducts,itwasforpipelinetranspor-

tationtradeplacedapproximatelyfrom60sthrough70s,andthenet-

workconnectionwiththemainlinepipelinecarriedouttheworkthat

wasimportantinStateofnon-oilproductionandanaxisoftheoil

businesstobindaharborandStateofthetankerdeploymentinland

togetheragaintobindStateofoilproductiontogether.Itwasold

StandardOil,Exxonothers,anAmericanoilmajormainlyIembodied

thesenetworkeconomyandeconomyofascaleandthespeedby

pipelinetransportation,andtohavebeenincharge,and,from the

constantscalethatpipelineplacementandthetransportationonthe

UnitedStatesscalewereaccomplished,theUnitedStatesprofitasthe

federationwasgivenpriorityto,andthefreetradesystemwiththe

monopolisticcapitalincludingtheNAFTA tradeagreementthatI

broughtfurtherforeigncountriesdevelopment,theOPECformation

andMexico,Venezuela,anoil-producingcountrysuchasCanadainto

hasbeenpushedforward.

Ontheotherhand,asmallandmediumsizesmall-scalesupplier

includingEOGwhichaspectsaredifferent,andtherecentShaleoil

revolutiondependsonnon-pipelinetransportation,anoiltransport

car,arailroadformainly,ismade.
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Diggingisoverinatoebinding,Marcellus,Utica,aHein・sbuild-

ing,eagleFord,the60ssuchasBamiyanTexas,andthestockbroker

oftheShaleoildiggingsupplierconsistingoflocalpurifiedsuppliers

isthesmall-scaleoilfieldgroupwhichisnotproducedoftheprofitby

theoncelarge-scaledevelopment.Evenifthereislittlecapitalinclud-

ingthemedium andsmall-sizedbusiness,byadevelopedYokobori

diggingtechnology,theprofitscaleofthefixedquantitydependson

atechniquetobeprovidedevenfromthesmalloilfield,and,withthe

Shaleoilrevolution,residualcollection,accumulationabandonedas

condensateinbeforeareenabled.4

InlateyearstheShaleoildiggingsupplieraccomplishedrapid

growthwithsmallcapitalbyanewtechnology.Thesesuppliersrun

theoilrefiningbusinessandarepushedforimportofcheapMiddle

Easternoil,theAfricanoilconventionally,and,forcompetitioninfe-

riorlevelwiththeimportoil,somesuppliersreceiveasubsidyfor
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FigD ColonialPipelinerestartsLine1,resumesgasolineship-

mentstoU.S.Southeast

（thesource）fromquotation,references（3）



safeguardingfromastateandthefederalgovernment.5,6

ThechangesplanfromimportofthecrudeoiltradeinAmerica

toexportisasymmetry,anditisencouragementpromotionofprotec-

tionandtheShaleoildiggingbusinessofthepurifiedsupplierinthe

UnitedStatesand・choiceofthepolarregions・.

Besides,thereisaproblemofthemarketconditionschangepecu-

liartoresourcessystemproductandisnotsame.TheShaleoilmar-

ketpriceisWestTexasIntermediateWTI,butthehandlingbeganin

2016,butamarketconditionschangeisremarkable,andconsiderable

differenceisforthemargintradingfrom aproductcharacteristic

suchaslargequantities,thesmallsum businesswiththeinterna-

tionalmarkercrudemarket.7

Inaddition,judgingfrom procurementcostoftheShaleoil,the

meanShalediggingcostisconsideredtobebarrelareaaround40

dollarsandhasthelowerpartrigorousnessofthemarketconditions

pricepointedoutbecausethedevelopmentoftheshaleoilfieldwas

anaverageof5dollars/BBLinthebefore70softheoilcrisis.8

3.AnAmericancrudeoilexportpolicyandtheproblem

Thefollowingproblemsarethoughtaboutbymultilayerstruc-

tureoftheoiltradeoftheasplacedaboveinAmerica.9

① ApremiseoftheAmericantradepolicyhasanoilproduction

state,thepriceadjustmentwiththenon-oilproductionstate,and

thegeneralprofitofthetradepolicyisoffsetbystatebusiness.It

issaidthattherewasthetaxationpostponementoftheelectricity

productiontaxofthestatetaxasbarterbythecrudeoilexport

removalofabanplanadoptionbytheannualexpendituremethod

asthewitnessin2016.10

② Profitopportunitiesincreaseforatradenegotiationand,inaddi-

tiontotheconventionalcrudeoiltrademarket,putupthatthe
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UnitedStatesgotshaleoil,anowndomestictradingarticleinthe

situationthatitistohaveobtainedachoice,commercecardagain,

andispredominantlyadvantageousforthetradewithothercoun-

try,e.g.,Japan.

③ Becausesaleoilislightqualityoil,andCanadaoccupyingmostof

thecrudeoilimportbyanFTA tradeagreementinAmerica,

NAFTA domesticproductioncrudeoilincludingVenezuelaare

heavy,therearenottheoverlapasthetradingarticle,interestop-

positionand,ascomplementarygoods,livingapartispossibleand,

intheoilmanufacture,canadjustitinatrademarket.

④ TheAmericanoilimportdependencebeforetheShaleoilrevolu-

tionafter2,005yearsagowentover70％,andthedependencedrop

tocurrent30％ broughtbigtradeprofitintheUnitedStates.The

exportdestinationcountryoftheU.S.ShaleoilisEuropeandSouth

America,andmostareusedforatradewithheavyoilinresalepur-

pose,SouthAmericainEurope.

⑤ TheAmericannewadministrationenhancesproductionandan

exportpointofowncountrycrudeoil,andasecondbaseXLpipe-

linesettingplansurfacesforthealternativeexampleitem,andthe

infrastructureinvestmentthatforesawshaleoilincreaseinproduc-

tionisexpected.

Concludingremarks

Idetermineasplacedabove,theshaleoil,anditischeap,andIam

notexported,andcrudeoilexporttradeisperformedpolicymakingof

afteradjustmentwiththestatebusinessafterpriceadjustmentinthe

UnitedStatesbybalanceandtakingintoconsiderationoftheconno-

tation（statebusinessinthefederation:amarketconditionsmarker

intheUnitedStates）profitandexternalcapsule（thefederaltrade

thatisforeigntrade:aninternationalmarketconditionsmarker）

profit.Theeconomyofthepipelinenetworkbythestatebusiness
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achievedeconomyofscaleandItookprofitintoconsiderationfor

statebusinessasfederalbusinessandIwassuperiorandcontributed

todevelopmentoftheforeigntrade.

Thecrudeoilexportresumptionapproval（2015）hasbigsignifi-

canceinthissense.Byshaleoilrevolution,theUnitedStateshasthe

mainfactorinoiltradeasonepossibilityinthecountryandlowers

foreigncountriesdependence,anditwillbedonepricing（note8）

mainlybyacountrystandardintheUnitedStateswhentheunifica-

tionoftherefinementsupplierdoesthesetting（WTI（UnitedStates

index）adoptsitpartlyatthisstage）oftheshakeoilmarkeragain

willadoptapolicymakingpricedominance.

1 TheStrategicPetroleum ReservemethodIstorecrudereservemethod

bythefederalgovernment,700millionBBLtoLouisianaandTexasfour

saltdome.Emergencyprivateenterprisereleasesthislong-termstorage

crudeoilUnitedStatesDepartmentofEnergy.Iobligeittostoragein

privateenterprise,2peopleofthegovernmentand,inIEA,doasharefor

anemergencyfor90days,but,inourcountry,hardlyachieveit.

2 ThenonprofitfoundationJapanPetroleum Institute・PETROTEC・Vol.

402017,p.42Inst.ofEnergyEconomics,JapanAwakeSegno・crudeoil

exportofUnitedStatesremovalofaban・.

3 Thereistheinsideandoutsidethecountrytradetransactionconnection

methodthattheeconomicrationalityofthetransactionincludingUCC

（AmericangeneralCommercialCode）isratifiedinastatelaw,andwas

adoptedasthefederallawintheUnitedStates,butthebenefitandpro-

tectionofthelawofthestateisgivenpriorityto,andregulationishung

forthebusinesssuchasfarmandmarineindustries,amineralbyastate

law.

4 TheimportofAmericanresidualsubstancecondensatefromTexaswas

startedafteranintervalof43years,and,inFebruary,2017,expectation

wassenttoJapan.・Procurementofcrudeoilremains,andbeingupcan

loseadispute（infuture）intheMiddleEast,andCosmoOil,Shinji

Nakayamacrudeoilforeignroutedirectormayletyoudotheworld
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crudeoilmarketwhichbutisconfusedbypriceslumpwiththebigmerit

inameaningcalledthestabilityprocurement・moreuncertainly.Nihon

KauaiShimbun2017/02/11.

5 Asystemtoreceiveanimportsubsidyassafeguardingtoavoidcompet-

inginferiorlevel.InWTOagreement,worlddutytreatyWCO,Iappeal

forsystemabolitionasaspecialtariff.

6 Afteranoilcrisis,alotofoilrefiningcompaniesofourcountrywere

madetotakethecomparisonlowlevelwiththeimportcompetition,too,

andtookanexportcartel,themeasureincludingthesubsidyfrom the

government,butreturned,andtheindustrydeclineacceleratedit.At

present,Ichangetheoilreservetothestorageincheapforeigncountries

（Korea）forprofitpressureofthedomesticstock.

7 Bytheproblem oftheshaleoildiggingcost,istradecrudeoil1BBL

（barrel）40dollars.Becauseshaleoilpriceconsistsofthemarketcondi-

tionsthatIsurpassedacomparativeadvantage,andwas1BBL＝anav-

erageof5dollarsbeforetheoilcrisis,itisreportedthatitisconsiderably

expensive.Ontheotherhand,shaleoildiggingcostbecomesthepropof

thepriceandhasthepossibilitytodopricehikepointedoutinthelong

term.

8 IshiYutaro・WedgeInfinity・2016.Junwhere・theforwardbusinessfu-

turesfalldownifgoodscrudeoilremainsbecauseentrycrudeoilcom-

peteswithWTIcrudeoilproducedbytheconventionaloilfieldofthe

middlewesterndistrict,andgoodscrudeoilpricefallsdown,andthe

goodsfalldown.・which・doesnotmatchinternationalcommoditieswith

apricemovementofformingNorthSeacrudeoilandDubaicrudeoil

becauseavaluemovesbythecircumstancesthatitintheUnitedStates

islocal・.

9 ・TheUnitedStatesincreasesCheroilinanewdiggingtechnologysuch

asthewaterpressurecrushmethodsverymuch,andagoodchanceto

signabillbecauseisapproachedbytheclosedownofthegovernment

officeifacrudeoilexportremovalofabanbillgoesalongtheassembly

ifexpresseditwhenvetoit,andaprovisionalbudgetonlyexpires,and

theObamaAdministrationmayshowastrongercriticismtothegovern-

mentoutrunsSaudiArabiain2014world・slargestoil-producingcountry

anditwas,and,ontheotherhand,growcountrystockthegaspricein

theUnitedStateslargelyfallisNihonKeizaiShimbun2015/12/17where

somesaidfortheexportremovalofabanfromtheindustry.・

10 JapanPetroleum InstitutePETROTECH ・energycircumstancesFeb-

―66―



ruary,2017oftheUnitedStates・,p.74IchiroMaedainterview.

1.NonprofitfoundationJapanPetroleum Institute・PETROTEC・Vol.40

2017

2.・WedgeInfinity・2016.Jun http://wedge.ismedia.jp/articles/-/5825?pa

ge=2

3.IEA.DATABook http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28

692

4.U.S.EnergyInformationAdministration,Short-Term EnergyOutlook,

January2017

5.U.S.EnergyInformationAdministration,PetroleumSupplyAnnual

末尾になりますが，本論文作成にあたって拓殖大学経営経理研究所平成27年

度研究助成金を拝受申し上げました。ここに謹んで御礼申し上げます。

（contributed,Feb15.2017）
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1．は じ め に

IFRSの任意適用制度が2010年3月期の日本電波工業㈱からはじまり，

2016年12月末までにIFRSを適用している企業数は102社に達する見込

みである。このうち2016年3月までにIFRSを任意適用している企業数

は84社である（東証HPより。16年5月末時点）。適用時期別企業数と
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�論 文〉

IFRSの任意適用に伴う株式市場の

反応と経営指標への影響

平 井 七 奈

要 約

本稿は，IFRSの任意適用に伴う株式市場の反応と経営指標への影響に

ついて考察した。

IFRSの任意適用発表に対して株式市場は統計的に有意なプラスの反応

を示していた。同時に米国基準からIFRSへの変更企業に対して多少なり

とも不利な影響をもたらすことを市場は予想していたことを示唆する結果

が得られた。

他方，日本基準からIFRSへの変更により経営指標の数値の改善が多く

の業種で見られたが，全てのサンプルにおいてIFRSと日本基準の経営指

標との間で統計的な有意差は確認できなかった。

キーワード：IFRSの任意適用，株式市場，日本基準，経営指標



業種別適用割合を示すと表1のとおりになる。適用企業は年々増加傾向に

あり，84社の業種別適用割合をみると，電気機器（13％）が最も多く，

輸送用機器（12％），卸売業，サービス業，情報・通信業，医薬品産業

（いずれも11％）がそれに続いている。近年多くの業種で適用の広がりが
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表1 適用時期別企業数と業種別適用割合

業 種 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016全企業数 割合

電気機器 1 1 3 5 1 11 13％

精密機器 1 1 2 2％

卸売業 1 2 4 1 1 9 11％

ガラス・土石製品 1 1 2 2％

食料品 1 1 1％

サービス業 1 1 2 5 9 11％

不動産業 1 1 2 2％

情報・通信業 2 2 4 1 9 11％

医薬品 1 6 2 9 11％

化 学 1 1 1 3 4％

小売業 1 1 1 3 4％

鉄 鋼 1 1 1％

機 械 1 3 1 5 6％

輸送用機器 1 7 2 10 12％

ゴム製品 1 1 1％

陸運業 1 1 1％

証 券 1 1 2 2％

金属製品 2 2 2％

その他金融 2 2 2％

計 1社 3社 5社 9社 21社 35社 10社 84社 100％

出所：東京証券取引所「IFRS適用済・適用決定会社一覧」（平成28年5月現在）より筆者

作成



見られ，適用を検討している企業も数多くあることから，近い将来，適用

企業数は急増していくものと見込まれるだろう。

このように今後適用拡大が見込まれるIFRSであるが，適用企業にとっ

てどのようなメリット・デメリットがあるのだろうか。

金融庁（2015）によれば，移行に伴うメリットとして次の①～⑥をあげ

ている。

① 経営管理への寄与（経営管理の高度化）

財務会計上の対応のみならず，経営管理の高度化を図るために

IFRSを有効に活用することが重要である。

② 比較可能性の向上

財務情報の開示は投資家に対して適正かつ有用な投資情報を提供す

ることを一つの目的としている為，国内外の同業他社との比較可能性

が高いことが求められる。

③ 業績の適切な反映

他の会計基準に比べて，IFRSの方が自社の業績を適切に反映して

いると考えられる。

④ 海外投資家への説明の容易さ

海外投資家に説明する際に，財務諸表の利便性が高まる。

⑤ 資金調達の円滑化

多様かつ機動的な資金調達が可能となり，資金調達コストの軽減に

つながる。

⑥ その他

国際的な信用力の向上と補完，IFRSの任意適用を行っている親会

社との二重決算の解消などがあげられる。

一方，移行に伴うデメリットは次の①～④をあげている。
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① 実務負担の増加

グループ会計方針書の作成，決算期の統一の他，複数帳簿の管理，

開示量の増加，日本基準との並行開示などの実務負担が増加する。

② コストの増加

IFRSへの移行に関する外部アドバイザー費用，追加的な監査報酬

及びシステム対応に関するコストが増加する。

③ 業績の表示

営業利益の構成内容の変更，非継続事業の独立区分表示，のれんの

非償却，非上場株式の公正価値評価などをあげている。

④ 適用の困難さ

先行事例の不足，難解な会計基準及び頻繁な改正もある為，適用が

困難であるとしている。

本稿では，これらのメリット・デメリットを踏まえ，IFRSの任意適用

が株式市場に与えた影響と経営指標に与えた影響をそれぞれ明らかにする

ことを目的とする。

2 IFRSの任意適用と株価反応

本節では，IFRSの任意適用を発表した企業1）に対して株式市場がどの

ように反応したのかを，適用発表日周辺の株価反応を検証することにより

考察する。

具体的には，IFRS任意適用発表企業を対象に，適用発表日を基準とす

るイベント・スタディをおこない，イベント日前後において，株価が顕著

に変動しているかどうかを実証的に検討する。

残差分析の手法として，産業効果モデルと市場リターン控除法2）を取り

上げる。
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調査の対象

2010年3月�2015年12月決算期までに，IFRSを適用した日本企業の

うち，任意適用を発表した企業を調査対象とする。対象企業は東京証券取

引所ホームページの「IFRS適用済・適用決定会社一覧」から抽出し，任

意適用発表日は日経テレコムの新聞記事検索データベースよりそれぞれ入

手した。

調査方法

IFRSの任意適用発表日をイベント日とし日次0（t＝0）と設定したう

えで，その前後の各15取引日ずつを調査対象期間（－15≦日次t≦＋15）

に含めて，日々の株価変化を調査する。

まず産業効果モデルにより残差リターンを銘柄ごとに計算する。

ここで，Ritをi社の取引日tにおける株価（終値ベース）で計算される

日次株価変化率（以下個別リターン）とし，Rmtを取引日tにおける東証

第1部総合指数（TOPIX）の終値ベースで計算される日次変化率（以下

市場リターン），Rqtを取引日tにおける東証の所属業種別指数（終値）で

計算される日次変化率（以下業種別リターン）とする。

産業効果モデルでは，個別リターンRitを，市場リターンRmtと業種別

リターンRqtの2つの変数によって説明しようとするものであり，（1）式

によって表現される。

Rit・・i・・1iRmt・・2iRqt・・it ・1・

ここで市場リターンRmtに対する業種別リターンRqtの独立性を保つた

め，次の（2）式で－66≦日次t≦－16の業種別リターンRqtそのものを市

場リターンRmtに対して回帰して，残差Rstを新たな業種別リターンと考

える。
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これにより，（1）式は次のように書き換えられる。

上記（3）式のパラメータ・i，・1i，・2iの推定を，－66≦日次t≦－16の

データに対して最小2乗法によりおこなう。

推定値をai，b1i，b2iとすると，i社の取引日tにおける残差リターンは

次のとおりとなる。

つづいて，市場リターン控除法を適用し，調査対象期間の銘柄ごとの残

差リターンを計算する。市場リターン控除法は，上記（1）式を・i・0，

・1i・1，・2i・0とみなして計算を単純化したものであるから，残差リター

ンは下記の（5）式で算定できる。

（5）式のeitはi社の株価変化率のうち，東証第1部総合指数（TOPIX）

で説明できない株価変動部分を示す。

もしIFRS任意適用各社（i社）の適用発表に対して市場が反応したと

すれば，これらの残差リターンの中に現れていることになる。

本節の目的は，IFRSの適用発表に対して株式市場がどのように反応し

たのかを考察することである。

したがって，下記の（6）式で定義される平均残差リターン（average

residualreturn）を調査対象期間の各取引日について計算したうえで，

下記の（7）式で定義される累積平均残差 （CumulativeAverage

Residual）を算定することにより，株価の反応を調査する。
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Rqt・・0・・1Rmt・Rst ・2・

Rit・・i・・1iRmt・・2iRst・・it ・3・

eit・ Rit・・ai・b1iRmt・b2iRst・;t・・15,...,0...,・15 ・4・

eit・ Rit・Rmt;t・・15,...,0...,・15 ・5・



Nは各サンプルの企業数をあらわす。

もしIFRSの任意適用発表に対し，株式市場が好意的に反応するのであ

れば，平均残差リターンは統計的に有意にプラスとなるはずである。

表2は全サンプル（N＝48）の適用発表日（t＝0）前後の15取引日の

平均残差リターン及び累積平均残差の検定結果を示したものである3）。

ARR（産業），CAR（産業）は産業効果モデルにより算出した値であり，

ARR，CARは市場リターン控除法により算出した値である。図1および

図2は，表2の平均残差リターン及び累積平均残差の数値を図示したもの

である。従って図1は適用発表日周辺の平均残差リターンの推移を示した

ものであり，図2は適用発表日周辺のCARの動向を明らかにしたもので

ある。表2をみると，ARRがt＝－4において，統計上有意なマイナスの

値を示し，ARR（産業），ARRはともにIFRS適用発表日（t＝0）及び

その前日（t＝－1）に，それぞれ10％水準，5％水準で有意なプラスの値

を示している。ここでt＝－1で有意なプラスの値になっているのは企業

のプレスリリースによってもたらされた4）と考える。またARRがt＝11

に10％水準で有意なプラスの値を示している。

一方，CAR（産業），CARは，イベント日を含む全ての時点において，

統計上有意な値を示していない。t＝0までのCAR（産業）は16日間で

0.016であり，CARは0.012である。

併せて，これらの結果を図で確認すると，図1において，適用発表日

（t＝0）においてARR（産業）はARRより小さいが，いずれも大きなプ

ラスの残差リターン（株価反応）があることがわかる。また図2において，

適用発表前の期間のCAR（産業），CARの動向はいずれもマイナスの方

―75―

ARRt・
1

N
・
N

i・1
eit;t・・15,...,0...,・15 ・6・

CART・ ・
T

t・・15
・ARRt・;T・・15,...,0...,・15 ・7・



―76―

表2 IFRS任意適用発表日前後の株価反応（N＝48）

日次 ARR産業 t値 ARR t値 CAR産業 t値 CAR t値

－15 －0.00051 －0.154－0.00124 －0.429 －15－0.00051 －0.154－0.00124 －0.429

－14 0.000775 0.251 0.000615 0.211 －14 0.000262 0.058－0.00063 －0.154

－13 －0.0019 －0.443－0.00263 －0.746 －13－0.00163 －0.276－0.00326 －0.67

－12 －0.00169 －0.296－0.00054 －0.101 －12－0.00332 －0.424－0.00379 －0.512

－11 －0.00394 －1.148－0.00325 －1.071 －11－0.00727 －0.852－0.00705 －0.879

－10 0.001883 0.522 0.002944 0.847 －10－0.00538 －0.757 －0.0041 －0.617

－9 －0.0016 －0.557－0.00296 －1.065 －9－0.00698 －0.914－0.00706 －0.999

－8 －0.00011 －0.039－0.00107 －0.391 －8－0.00709 －0.841－0.00813 －1.014

－7 0.001188 0.389 0.000383 0.133 －7 －0.0059 －0.605－0.00774 －0.838

－6 －0.00197 －0.548 －0.0032 －0.94 －6－0.00787 －0.792－0.01095 －1.167

－5 0.000661 0.145 0.000399 0.098 －5－0.00721 －0.69－0.01055 －1.088

－4 －0.00345 －1.146－0.00522 －1.897・ －4－0.01066 －0.983－0.01577 －1.593

－3 0.002735 0.838 0.001652 0.556 －3－0.00792 －0.743－0.01412 －1.489

－2 0.002126 0.505 0.001368 0.349 －2 －0.0058 －0.487－0.01275 －1.176

－1 0.009437 1.862・ 0.010651 2.211・・ －1 0.003639 0.268 －0.0021 －0.173

0 0.012456 1.921・ 0.014329 2.45・・ 0 0.016094 0.988 0.012228 0.853

1 0.000149 0.029 0.002495 0.535 1 0.016244 1.069 0.014723 1.146

2 0.000214 0.069 0.001124 0.386 2 0.016458 1.088 0.015847 1.247

3 0.001044 0.206 0.000178 0.039 3 0.017502 1.063 0.016026 1.229

4 －0.00282 －0.575－0.00032 －0.077 4 0.014683 0.799 0.015701 1.093

5 －0.0026 －0.568－0.00352 －0.878 5 0.012081 0.628 0.012181 0.826

6 －0.0016 －0.359－0.00305 －0.732 6 0.010485 0.531 0.009128 0.593

7 0.00243 0.637 0.000523 0.145 7 0.012914 0.634 0.009651 0.613

8 －0.00237 －0.679－0.00222 －0.661 8 0.010542 0.51 0.007435 0.459

9 －0.00145 －0.323 －0.0004 －0.1 9 0.009094 0.403 0.007032 0.398

10 －0.00262 －0.712 0.00063 0.198 10 0.006471 0.271 0.007662 0.414

11 0.004756 1.448 0.005613 1.91・ 11 0.011227 0.46 0.013275 0.7

12 －0.00233 －0.56 －0.0023 －0.602 12 0.008899 0.369 0.010974 0.58

13 －0.00453 －1.008－0.00515 －1.372 13 0.004366 0.171 0.005819 0.306

14 －0.00069 －0.193－0.00105 －0.337 14 0.003676 0.141 0.004765 0.246

15 0.000906 0.205－0.00129 －0.341 15 0.004582 0.169 0.003471 0.171

・・5％水準で有意（両側検定） ・10％水準で有意（両側検定）

出所：筆者作成



向へ推移し，適用発表日（t＝0）にかけて大きく上昇しプラスの値になり，

以降は下降傾向にあるもののt＝11で再び上昇しプラスに推移しているこ

とが確認できるだろう。

以上より，IFRSの任意適用発表に対し，株式市場は好意的に反応して

いるといえる。
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図1 適用発表日周辺の日次平均残差の推移（N＝48）

出所：筆者作成

図2 適用発表日周辺のCARの動向（N＝48）

出所：筆者作成



つづいて表 3は米国基準から IFRSへの変更企業を除いたサンプル

（N＝37）の適用発表日（t＝0）前後の15取引日の平均残差リターン及び

累積平均残差の検定結果を示したものである。表2と同様，ARR（産業），

CAR（産業）は産業効果モデルにより算出した値であり，ARR，CAR

は市場リターン控除法により算出した値である。図3および図4は，表3

の平均残差リターン及び累積平均残差の数値を図示したものである。表3

を見ると，ARR（産業），ARRはともにIFRS適用発表日（t＝0）及び

その前日（t＝－1）に全サンプル（N＝48）より大きなプラスの値を示し

ており，t＝0において10％水準で有意にゼロと異なっている。

またARR（産業），ARRがt＝11に5％水準で有意なプラスの値を確

認できる。

一方，CAR（産業），CARは，前述の全サンプル（N＝48）と同様，

イベント日を含む全ての時点において，統計上有意な値を示していない。

t＝0までのCAR（産業）は16日間で0.022，CARは0.018であり，全サ

ンプル（N＝48）より大きな値を示している。

併せて，これらの結果を図で確認すると，図3において，適用発表日

（t＝0）におけるARR（産業）はARRより小さいが，いずれも全サンプ

ル（N＝48）より大きなプラスの残差リターンを示していることがわかる。

また図4において，適用発表前のt＝－13からt＝－2の間のCAR（産業），

CARの動向は，いずれもマイナスの方向へ推移し，適用発表日の前日

（t＝－1）以後大きく上昇し全サンプル（N＝48）より大きなプラスの値

で推移していることが確認できるだろう。

以上より，IFRSの任意適用発表に対し，米国基準からIFRSへの変更

企業を除いたサンプル（N＝37）のほうが，全サンプル（N＝48）より市

場は好意的に反応しているといえる。これは，IFRSの任意適用が米国基

準からIFRSへの変更企業に対して多少なりとも不利な影響をもたらすこ

とを市場は予想していたことを示唆するものであろう。
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表3 IFRS任意適用発表日前後の株価反応（N＝37）

日次 ARR産業 t値 ARR t値 CAR産業 t値 CAR t値

－15 －0.00048 －0.134－0.00262 －0.821 －15－0.00048 －0.134－0.00262 －0.821

－14 0.002295 0.663 0.002161 0.665 －14 0.00182 0.352－0.00046 －0.097

－13 －0.00328 －0.65－0.00336 －0.812 －13－0.00146 －0.225－0.00382 －0.724

－12 －0.00121 －0.172 0.000648 0.099 －12－0.00267 －0.28－0.00317 －0.347

－11 －0.00396 －1.116－0.00168 －0.516 －11－0.00663 －0.67－0.00485 －0.51

－10 0.001988 0.46 0.002201 0.525 －10－0.00464 －0.554－0.00265 －0.329

－9 －0.00319 －0.994－0.00491 －1.576 －9－0.00783 －0.859－0.00756 －0.865

－8 0.000333 0.104－0.00071 －0.224 －8 －0.0075 －0.739－0.00827 －0.832

－7 0.00104 0.297 0.00041 0.124 －7－0.00646 －0.548－0.00786 －0.69

－6 －0.002 －0.449－0.00434 －1.021 －6－0.00846 －0.702－0.01219 －1.052

－5 －0.00094 －0.164－0.00074 －0.143 －5 －0.0094 －0.739－0.01294 －1.081

－4 －0.00303 －0.878 －0.0043 －1.355 －4－0.01244 －0.943－0.01723 －1.409

－3 0.003488 0.91 0.003403 0.973 －3－0.00895 －0.692－0.01383 －1.192

－2 0.002936 0.548 0.002355 0.47 －2－0.00601 －0.415－0.01147 －0.863

－1 0.012918 2.098・・ 0.013251 2.227・ －1 0.006904 0.413 0.001776 0.118

0 0.015125 1.839・ 0.016243 2.192・ 0 0.02203 1.08 0.018019 1.002

1 －0.0008 －0.126 0.001501 0.257 1 0.021226 1.116 0.019521 1.215

2 0.000623 0.164 0.000873 0.242 2 0.02185 1.155 0.020393 1.282

3 0.001947 0.301 0.001158 0.198 3 0.023797 1.152 0.021552 1.32

4 －0.00389 －0.621－0.00058 －0.107 4 0.01991 0.858 0.020972 1.162

5 －0.00244 －0.415－0.00335 －0.653 5 0.01747 0.717 0.017623 0.95

6 －0.00147 －0.26－0.00286 －0.539 6 0.015996 0.64 0.014765 0.761

7 0.005353 1.188 0.003088 0.723 7 0.021348 0.824 0.017853 0.899

8 －0.00228 －0.557－0.00198 －0.495 8 0.019065 0.727 0.015871 0.781

9 0.000713 0.14 0.001125 0.253 9 0.019778 0.697 0.016996 0.779

10 －0.00243 －0.546 0.000496 0.129 10 0.017346 0.576 0.017492 0.764

11 0.007754 2.111・・ 0.006418 1.84・・ 11 0.0251 0.822 0.02391 1.022

12 －0.00274 －0.516－0.00188 －0.384 12 0.022361 0.742 0.022032 0.948

13 －0.00525 －0.923－0.00619 －1.311 13 0.017108 0.534 0.015837 0.674

14 －0.001 －0.237－0.00148 －0.4 14 0.016104 0.49 0.014357 0.597

15 0.000921 0.173－0.00274 －0.599 15 0.017025 0.5 0.011622 0.461

・・5％水準で有意（両側検定） ・10％水準で有意（両側検定）

出所：筆者作成



3 IFRSの任意適用と経営指標への影響

日本基準からIFRSへの変更は総資産，自己資本，及び当期純利益の金

額を引き上げる効果があるとされるが，それらを構成要素とする経営指標
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図3 適用発表日周辺の日次平均残差の推移（N＝37）

出所：筆者作成

図4 適用発表日周辺のCARの動向（N＝37）

出所：筆者作成



はどのような影響を受けたのか。以下では，2015年12月までにIFRSを

任意適用した38社5）を対象として，日本基準からIFRSへの変更により，

IFRS適用年度とその前年度6）において経営指標がどのように変化したの

かを，親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率），親会社所有者帰属持

分当期利益率（自己資本当期純利益率），資産合計税引前利益率（総資産

経常利益率）を業種ごとに比較して考察する。これにより，日本基準から

IFRSへの変更による影響が大きいと考えられる経営指標および業種を明

らかにすることができる。

表4は，上記経営指標の平均値をIFRSと日本基準に分けてそれぞれ計

算し，適用年度とその前年度を対比したものである。

同時に，IFRSと日本基準の経営指標との間に平均で有意な差があるか

否かの検定を行った。その結果，全てのサンプルにおいて有意な差はなかっ

た。
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表4 IFRSの任意適用が経営指標（平均値）に与えた影響

IFRS 日本基準

親会社所有

者帰属持分

比率

親会社所有

者帰属持分

当期利益率

資産合計税

引前利益率

自己資本比

率

自己資本当

期純利益率

総資産経常

利益率

適用年度

全サンプル 55.74％ 12.03％ 9.82％ 55.58％ 9.41％ 9.13％

医薬品 73.24％ 5.36％ 5.49％ 72.13％ 3.33％ 3.31％

卸売業 34.49％ 7.46％ 4.80％ 34.76％ 7.15％ 4.58％

化 学 67.87％ 10.28％ 9.81％ 68.60％ 9.40％ 9.94％

機 械 58.02％ 4.69％ 4.79％ 57.65％ 4.15％ 4.64％

小売業 52.59％ 10.84％ 10.38％ 51.50％ 13.60％ 18.72％

サービス業 61.82％ 23.92％ 26.87％ 62.95％ 20.40％ 22.71％

情報・通信業 48.80％ 14.50％ 10.99％ 48.42％ 8.12％ 8.81％

電気機器 41.31％ 18.09％ 8.18％ 41.40％ 13.53％ 8.61％

輸送用機器 55.43％ 10.56％ 8.87％ 55.50％ 8.62％ 8.92％



以下では，経営指標ごとにそれぞれ検討することにしよう。

� 親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）

全サンプルで見ると，IFRSの適用により適用年度において改善がみら

れるがIFRSと日本基準との間で有意な差はない。また業種別に適用年度，

適用前年度をみると，いずれの年度も医薬品，機械，及び小売業において

改善がみられるがIFRSと日本基準との間で有意な差はない。

� 親会社所有者帰属持分当期利益率（自己資本当期純利益率）

全サンプルで見ると，IFRSの適用により適用年度とその前年度のいず

れも，親会社所有者帰属持分当期利益率の平均値が日本基準の自己資本当

期純利益率の平均値に比べて2％以上改善している。業種別で見ると，適

用年度では小売業以外の全ての業種で改善がみられ，情報・通信業が最も

高く6％以上改善している。
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適用前年度

全サンプル 54.77％ 10.38％ 9.63％ 54.80％ 7.71％ 8.79％

医薬品 74.45％ 6.47％ 7.14％ 73.61％ 3.58％ 4.32％

卸売業 32.70％ 4.96％ 4.50％ 33.24％ 3.91％ 4.41％

化 学 65.09％ 10.21％ 8.77％ 66.05％ 8.85％ 7.74％

機 械 54.97％ 5.63％ 4.10％ 54.70％ 4.60％ 3.95％

小売業 48.74％ 13.62％ 12.69％ 47.00％ 12.40％ 13.38％

サービス業 63.97％ 23.51％ 27.74％ 64.35％ 21.53％ 20.83％

情報・通信業 52.68％ 16.16％ 13.54％ 53.14％ 14.40％ 12.24％

電気機器 34.56％ 1.40％ 0.86％ 35.78％ -2.43％ 4.34％

輸送用機器 53.91％ 14.25％ 10.05％ 53.39％ 9.57％ 10.92％

・・5％水準で有意（両側検定） ・10％水準で有意（両側検定）

出所：筆者作成



また適用前年度では全ての業種で改善がみられ，とりわけ電気機器はマ

イナスからプラスの値に転じている。以上より，全サンプル・業種別とも

にIFRSと日本基準との間で有意な差はないが，数値の改善から当該指標

は，日本基準からIFRSへの変更による影響が大きいと考えることもでき

るだろう。

� 資産合計税引前利益率（総資産経常利益率）

全サンプルで見ると，IFRSの適用により適用年度とその前年度のいず

れも改善している。また業種別では両年度とも医薬品，卸売業，機械，サー

ビス業，及び情報通信業において改善しているが，全サンプルと同様に

IFRSと日本基準との間で有意な差はない。

この分析から，以下のことが指摘できる。

IFRSの適用により，全サンプルで見ると，適用年度では3つの経営指

標において数値の改善が見られるが，IFRSと日本基準との間で統計的に

有意な差はないことが示された。また業種別においてもIFRSと日本基準

との間で有意な差があるとはいえないが，経営指標の数値の改善から医薬

品，機械及び情報通信業はIFRSの適用による影響が大きい業種と考えら

れるだろう。同様に，3つの経営指標のうち親会社所有者帰属持分当期利

益率（自己資本当期純利益率）は適用による影響が大きい指標といえるだ

ろう。

4 ま と め

本稿では，IFRSの任意適用に伴う株式市場の反応と経営指標への影響

について考察した。その結果，次のことが明らかになった。

第一に，IFRSの任意適用発表に対して株式市場は統計的に有意なプラ
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スの反応を示していた。IFRSの任意適用発表に対する株価反応を全サン

プル（N＝48）と米国基準から IFRSへの変更企業を除いたサンプル

（N＝37）で比較した結果，後者の方が市場は好意的に反応していたこと

を示す結果が得られた。これは，IFRSの任意適用が米国基準からIFRS

への変更企業に対して多少なりとも不利な影響をもたらすことを市場は予

想していたことを示唆するものであるといえるだろう。

第二に，日本基準からIFRSへの変更により経営指標の数値の改善が多

くの業種で見られたが，全てのサンプルにおいてIFRSと日本基準の経営

指標との間で統計的な有意差は確認できなかった。3つの経営指標（平均

値）がどのように変化したのかをIFRS適用年度とIFRS適用前年度で比

較した結果，全サンプル・業種別によって数値の改善は見られるが，統計

的な有意差はないことが示された。

以上は2015年12月期までの限られたサンプルの分析結果であるため，

IFRS適用企業の増加に伴い，得られた結果は変わる可能性もありうる。

また本稿は日本基準からIFRSへの変更による経営指標の変化に対して，

株式市場がどのような反応を示したのかについて明らかにしていない。

今後，サンプルの蓄積をはかり再検証するとともに株式市場へのインパ

クトと経営指標との相関を分析する必要があると考える。

1） 決算発表前にIFRS任意適用を発表し，かつ適用した企業を対象とする。

2） 両方法は市場モデルの決定係数の低下に対処する方法と考えられる。なお，

産業効果モデルは，サンプル企業の業種別分布に偏りがある場合に有効である

とされている。

3） 平均残差リターン，累積平均残差がそれぞれ統計的に有意にゼロと異なるか

を検定した結果としてt値を付記している。表3についても同様である。

4） 13社が新聞掲載日前日においてプレスリリースによって，IFRS適用を正式

発表している。
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5） 前年度，米国基準適用企業を除いている。また2社以上の適用業種を分析対

象とする。2期間のデータが入手できない企業，決算期変更企業はサンプルか

ら除いている。

6） IFRS任意適用した企業は，IFRS適用年度とその前年度について，IFRSに

よる測定値と日本基準による測定値をともに開示している。
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Introduction

Overthepastfewyears,theJapanesecontentindustryhasat-

tractedconsiderableattentionasJapan・snextleadingindustry.The

expectationhasbeenfueledsince2012,whentheMinistryincharge

ofthe・CoolJapan・Strategy1wasestablished,followedbythefounda-

tionoftheCoolJapanFund2inNovember2013.Despitethisopti-

mism,theindustrysizereducedfrom JPY13.8trillion3（USD118.0

billion）in2008toJPY12.1trillion（USD103.0billion）in2015,witha

mere0.4％ riseduring2014（DejitaruKontentsuHakusho,Digital

ContentWhitePaper,2016）.

TheoutlookfortheJapanesecontentindustryisuncertain,al-

thoughthesalesoftheJapaneseanimationindustry（knownbythe
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OutlookoftheJapaneseAnime

Industry2015:

ImplicationsforIntroducingInboundTourism

NorioTajima

KeikoKawamata

�研究ノート〉

1 TheministryaimstocoordinateoverallJapanese・CoolJapan・promo-

tionpoliciesofministriesinvariousfields（CabinetOffice,2015）

2 CoolJapanFundisapublic-privatefundwiththeaimofsupportingand

promotingthedevelopmentofdemandoverseasforexcellentJapanese

productsandservices（CoolJapanFund,2016）.

3 TheUSD/JPYexchangerateusedinthispaperisUSD1＝JPY117.



Japanesewordanime,bywhichitisreferredtohereinafter）exceeded

thatof2008andhitarecordhighin2015owingtotheincreasein

overseasanimesales.ThelatestMakotoShinkaifilm,・Kiminona

wa.・（Yourname.）,releasedinAugust2016,4toppedtheJapanese

movieboxreceipts,exceedingJPY23.6billion（USD201.4million）

（MotionPictureProducersAssociationofJapan2016）. Another

growthsectoroftheJapaneseeconomyisinboundtourism.The

numberofforeignvisitorsin2016hitarecordhigh,exceeding24mil-

lion（JNTO 2016）,and・SeichiJunrei・animepilgrimage（anime-

inducedtourism）takesplace.

Thepurposeofthispaperistopresenttheoutlookofthe

Japaneseanimeindustryanddiscussitsopportunitiesasasourceof

film-induced（inbound）tourism.Afterbrieflyreviewingtheperform-

anceoftheJapaneseanimeindustryin2015andCoolJapan-related

events,adiscussionoffilm-inducedinboundtourismwillfollow.

AnimeIndustry:2015

Animationindustryandmarket

AspertheAnimationIndustryReport2016（AnimeSangyo

Repoto,2016）,publishedbyTheAssociationofJapaneseAnimations

（AJA）,theanimeindustryrecordeditshighestsalesofJPY1,825.5

billion（USD15.6billion）in2015（AJA,2016）.Masuda（2016）points

outthatthe2015performanceofoverseassalesshouldbecritically

evaluatedbecause,despitetheexcessiveoptimismoveranimeasone

ofthemostcompetitive・CoolJapan・contentformats,theoverseas

animesaleshavenotmetitshighexpectation.Figure1showsthat

thesizeandscopeoftheanimationindustryareextensive,whereas

the・animationmarket・ofanimeproductionstudiosissmall.In

Japan,somemajoranimecompaniesactastheprimecontractorswho
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4 TheWorldpremierwasopeninAnimeExpo,LosAngelesonJuly3,2016.



usealargenumberofsmallandmedium-sizedsubcontractorsand

sub-subcontractors.Unlessthesubcontractingstructurechanges,

mostoftheanimestudioscannotretaintheirintellectualproperty

rights.Thismakesitimpossibletofinancethemselvesfromroyalties

（AJA,2014a）.

AsshowninFigure2,theoutstandingperformanceoftheindus-

tryhasbeenattributedtoanincreaseinthe（7）overseassales（up

78.7％ y-o-y）and（9）liveentertainment（up68.4％ y-o-y）,despitethe

declineinthesalesofvideos（down9.1％ y-o-y）andmerchandising

（down11.6％ y-o-y）（Figure2A）.Atotalof60％ oftheindustry・s

saleswasfrom5（5）merchandising（JPY614.6billion/USD5.1billion）

and（7）overseas（JPY1,162.7billion/USD9.9billion）,whereas（5）

and（7）onlyaccountfor30％（JPY57.7billion/USD493.2million）of

thesalesofanimecompaniesorstudios.Another30％ oftheproduc-
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Figure1 EstimationsfortheJapaneseAnimeIndustry（2002to2015）

Source:AnimeIndustryReport,2016,pp.6�9.n・29（121questionnairesdispatched;

replyrate＝ 24.0％）

5 Note:Inthisarticle,numbersinparenthesesrefertosalestotheenduser

including（1）TVstations,（2）motionpictures,（3）videograms,（4）on-

linedistribution,（5）merchandising,（6）music,（7）overseassales,（8）

amusement（・pachinko・and・pachisuro・machines）,（9）liveentertain-

mentstationuse,and（10）others（AJA,2016）.



tioncompaniesorstudios・salescomesfrom（1）TVstations（JPY60.5

billion/USD517.1million）,comparedto6％ oftheanimeindustry

（Figure2A,2B）.Thissuggeststhatmostoftheanimecompanies

dependon（1）TVstationsasadistributor,andthatthisisoften

notedasastructuralproblemintheanimemarket.

Concernfor・theanimebubble・

Kelts（2006）depictstheAmericanexperiencewithJapanesepop

culture,anddevotesonechaptertotheJapaneseanimebusiness.

Kelts（2006）interviewedthepresidentofRikuentaiStudios,andhis

commentsprovehow ・bubbly・theindustrywasaroundtheyear

2006.・TheUSfilmmakers― liketheinvestmentcompaniesand

funds― allapproachuswithoffersthataremuchbetterthanany

comingfromtheJapaneseTVcompanies.Weareverytemptedwhen

wegettheseoffers,butthereisoneproblem:wecan・tmakeenough

titlesinsolittletime（Kelts,2006,p.79）.・RikuentaiStudiosdeclared
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Figure2 Animeby（A）industryand（B）marketcategory

Source:AnimationIndustryReport,2016,pp.6�9.

� ANIMEINDUSTRYBY
CATEGORY:2015（MillionsUSD）

� ANIMEMARKETBY
CATEGORY:2015（MillionsUSD）



bankruptcyin2012.

Kawamata（2015）referstotheconcernfortherevivalofthe

・animebubble・of2006bytheindustrypeople.In2015,someanime

industryveteranscommentedontheoutrageousmarketsituation.

Forexample,therewere50newtitlesintheSpringof2015and・One

Piece,・oneofthemostpopularanimetitles,didnothavepictures

whenvoiceactorscametothestudio.6 Masuda（2014）highlightscon-

cernsthattheexcessiveamountofworkcouldcausedeteriorationin

productionquality,aswasthecasein2006.

Masuda（2016）emphasizesthatthe2015resultsoftheanimein-

dustrybenefittedfromonlinedistributiontoChina,whichaccounted

formorethanhalfofthesales（Mori,2016）;itmightthereforeculmi-

natein・theChinesebubble.・Healsoshowsconcernoverthequality

ofanimeunderthedownwardpressureonproductioncost.Com-

paredtotheanimebubblein2006,however,Masuda（2016）argues
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6 Thiswasconfirmedbyawell-knownvoiceactorin・ATalk-Sessionby

theAged-professionalsinthe60s,・heldinTokyoBigSightonMarch22,

2015.

Figure3 Totalminutesproduced

Source:AnimationIndustryReport,2016,p.26.



thatthebalanceofanimequalityandproductioncapacityshouldbe

120,000minutesayear,asFigure3indicates.Figure4showsthatthe

numberofanimetitlesin2015exceededthatof2006,whichsuggests

thatthenumberofshortanimeincreased.

TheGlobalanimationindustry

ResearchandMarkets（2016）announcedthatthemarketsizeof

theglobalanimationindustry7wasestimatedatUSD244billionin

2015.Theycommentthattherapidadvancementoftechnologyhad

madecomputeranimationavailabletothemasses,andthattheani-

mationindustrywasoneofthefastestgrowingindustries.Thede-

mandforanimatedentertainmenthasexpandedwiththeincreasein

broadcastinghoursbycableandsatelliteTV,alongwiththegrowing

popularityoftheInternet.Itisinterestingtonotethat,inrecent
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Figure4 ThenumberofTVanimetitles（1963to2015）

Source:AnimationIndustryReport,2016,p.26.

7 Itshouldbenotedthatthisreportincludesanimationfilms,production

software/hardware,andVFXproductioncostforlive-actionfilms（Mori

2016）.



years,TVanimationserieshavebeenproducedforteenagers,adults,

andthewholefamily― contrarytotheconventionalnotionthat

animationisforchildren.

Masuda（2016）mentionsthatonlyoverseassalesandonlinedis-

tributionwouldhavegrowthpotential.Headdsthattheepochal

changein2015wasthattheanimeforadultsoutgrewthatforchil-

dren（Figure5）.ItisperceivedthatanimationfilmsoutsideJapan

arebasicallyforchildren,whilethe・adultanime・isuniquelydevel-

opedinJapan.InlinewiththecommentbyResearchandMarkets

（2016）,theadultanimehastremendouspotentialas・CoolJapan・con-

tentiftheindustrysuccessfullytapsintotheglobalmarket.

Asshownabove,Japaneseanimeobviouslyhasoverwhelming

potentialasacompetitivecontentformat.Beforediscussionoverits

potentialasatourismresource,thebriefhistoryofJapaneseanime―

withafocusonToeiDoga,OsamuTezuka/MushiProduction,and

HayaoMiyazaki/StudioGhibli― willbereviewedinthefollowing

sections.
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Figure5 Totalminutesproduced:animeforkidsandadults

Source:AnimeIndustryReport,2016,p.11.



BriefhistoryoftheJapaneseanime

Tsugata（2013）summarizesthehistoryofJapaneseanimation

fromtheyear1910tothe1990sintermsofproducerstyle（cartoon-

ists/entrepreneurs）,productionstyle（collective/individual）,anime

format（featurefilms/TVserials）,andtargetmarket（mass/mania）.

Thesedimensionsevolvedinteractivelyandcreatedthecharacteris-

ticsoftheJapaneseanimeindustry.

ToeiDoga:Apioneerstudio

Theyear2017marksthe100thanniversaryofJapaneseanime;

however,itwasnotpopularandcommerciallysuccessfuluntilthe

1960s（Tsugata,2013）.In1956,theToeiCompanyLimitedpurchased

theNichidoFilmCompanyLimitedandchangeditscorporatename

toToeiDoga（ToeiAnimationStudio）（ToeiAnimation,2004）.This

wasthefirstlarge-scaleanimeproductionstudioinJapan,anditin-

troducedtheproductionsystemfromtheUS.ToeiDogawasarival

toDisney（Kelts,2006）;theywishedtobecome・theOrientalDisney・

（Yamaguchi,2004）.

Simplystated,animation/animeconsistsofanumberofdraw-

ingsbetweenscenesthatanimateobjects.Themorethedrawings,

themorenaturalthemovement,butthemoretime-consumingand

expensivetheanimation.Disneyinventedlimitedanimation,and

theiraveragenumberofdrawingsweresaidtobeapproximately24

persecond,whereasToeiDoga・swere12,thatis,halfofDisney・s

（Yamaguchi,2004）.Toei・slimitedanimationcouldtechnicallynot

comparetothatofDisney.Theprocessoflimitedanimationreduces

theoverallnumberofdrawingsandlowerstheproductioncost;how-

ever,thisprocessinevitablymakesthemovementofthecharacters

awkward.

ToeiDoga・sfirstanimatedfeaturefilm wasHakujaden（White
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SnakeEnchantress,1958）.Thecompanysubsequentlymanagedto

producemorefilmbutitstruggledtoproducecommerciallysuccess-

fulanime.Atthattime,producingone90-minuteanimerequired200

to300staffmembersforoneandahalf-yearproductionperiodwith

abudgetofJPY60million（USD167,000）.8 ThisisauthenticDisney

productionstyle,whichpersistedintheUSandEurope.Basedon

thesenumbers,producingone30-minuteanimerequiredabudgetof

JPY20to30million（USD83,000）.Thiswasconsideredanoutrageous

amountatatimewhenone30-minutetelevisionprogram costonly

JPY500,000to600,000（USD1,700）（Yamaguchi,2004）.

AccordingtoTsugata（2013）,Toeianimationhaddifficultyin

earningprofitsfrom featuredfilms;therefore,thecompanybegan

producinganimationforTVadvertisingtosurvive.Fromthe1950s

tothe1970s,theJapaneseanimeindustrywasdividedintotwooppos-

inggenres:animatedfeaturefilmsintheDisneystyleandTVanima-

tionseriescompletelyunlikeDisneyproductions.Ofthese,animation

forTVseriesdominated.

OsamuTezukaandMightyAtom/AstroBoy

ThelateOsamuTezuka,knownasthe・Godofmanga・,exerted

greatinfluenceonJapanesemangaandanimeauthors.Mangafre-

quentlyservesastheoriginalsourceforothercontentformatssuch

asanime,games,andfilms.Tezuka・sworksarestory-orientedand

arelabeledas・storymanga.・Hence,itisquitenaturalformangaand

animeauthorstofollowhisstyle.

Tezuka・sprinciplesforanimeproductionsareasfollows（Tsu-

gata,2013,p.13）:

1. Ratherthanproducinganimatedfeatures,Tezukaproduced

TVanimationseriesbasedonacomicthathecreatedandpub-
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8 TheUSD/JPYconversionratein1963wasUSD1＝ JPY360.



lished,suchasAstroBoy.

2. The contentisnotsimple and isunlike contemporary

AmericanTVseries,inwhichanepisodelastsfivetotenmin-

utesandconsistsofshortgags.Instead,eachepisodewould

lastapproximatelythirtyminutes,duringwhichcomplexsto-

riesandtheemotionalexpressionsofthecharacterswouldbe

fullyrealized.

3. Byrigorouslyminimizingthenumberofdrawings,Tezuka

couldproducematerialwithsmallproductionbudgetsand

shortleadtimes.

4. Merchandisewouldbeproducedbasedontheprinciplecharac-

tersintheseries,andthefeesreceivedfortheuseofcharacter

rightswouldbedivertedtofundfurtherproduction（Tezuka

wasthefirsttofullyintroducethissysteminJapan）.

Tezuka・sachievementsinmangawereoverwhelming;however,

accordingtoKelts（2006）,・Tezuka・sembraceofthetelevisionme-

dium,from the1960sonward,alsoturnedouttobeatrap― not

merelyforhimself,butforgenerationsofanimeartists・（Kelts,2006,

p.47）.Yamaguchi（2004）describesthesituationatthattimeingreat

detail. Tezukastarted thefirsttelevision animeseriesMighty

Atom/AstroBoyin1963andsetthepriceatJPY 550,000（USD

1,500）.9 Yamaguchi（2004）commentedthatthepriceofchildren・sTV

programswasJPY500,000atthattime;therefore,Tezuka・sdecision

wasnotaninstanceofdumping.

However,alargedeficitaccumulatedwitheveryepisodeofthe

series. Tezukaattemptedtocompensateforthedeficitthrough

Atom・smerchandising（loyaltyfrom thetoycompany）,asdocu-

mentedbyhisfourthprincipleandevidencedthroughhismanga

income.WhilethisdumpingmadeTezukaapioneerofTVanime
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9 ReportedasUSD3,000inKelts（2006,p.47）.



series,itisoftenreferredtoas・thecurseofOsamu・（Kelts,2006,p.

47）.HayaoMiyazaki,whoworkedunderTezuka,severelycriticized

himforthisdumping（Miyazaki,1989）.

Thisabsurdpricingleadtoextremelylimitedanimationproduc-

tiontechniquessuchaskuchipaku（lipsyncs）,thebanksystem（reuse

ofcels）,pullpictures,andcameraworks.WhileDisneymade24

drawingspersecond,ToeiDogaused12,andMushiProduction

（Tezuka）furtherreducedtheirtechniquetoeightdrawingspersec-

ond.Thiseventuallycreatedthelong-standingfeaturesofJapanese

anime.

This,however,createdproblemsofitsown.Spurredbythesuc-

cessofAstroBoy,theotheranimationstudiosallstartedtoproduce

TVseries.Thissuddenincreaseinindividualworkloadsledtoa

shortageofanimators.Anotherproblemwasthat,becauseanimation

productioncostswerekeptlow,theanimators・wageswerepoor.

ThesetwopointsremainentrenchedasbadpracticeintheJapanese

animationindustrytothisday,withtheexceptionofsomestudios

andanimators. OsamuTezukaissometimesblamedforhaving

causedthislow-wagesystem.

HayaoMiyazakiandStudioGhibli

Theyear2013wasepochalfortheJapaneseanimeindustry,since

thedigitalizationofJapaneseanimein1997（AJA,2014a）.Hayao

MiyazakiannouncedhisretirementfromfilmmakingandSazae-san―

thelongest-runningtelevisioncartoonandtheonlycel-basedanime

broadcastinJapan― switchedtofulldigitalproduction（Kyodo,

2013）.StudioGhibliisknownfortheoriginalanimatedfeaturefilms,

andtheirinfluenceontheanimemarketistremendous（seeFigure6）.

Owing to theirtwo creativegiants,Hayao Miyazakiand Isao

Takahata,theirboxofficereceiptsareoutstanding.Miyazaki・sworks

attractaudienceswhowouldnotnormallywatchanime.Someargue

thatGhibliorMiyazakiistooexceptionalfortheJapaneseanime
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studio.

Commercialimpact

Miyazaki・sretirementisanticipatedtoexertatremendousinflu-

enceonthebusinessandartisticaspects.Ghiblibegantorestructure

theircreativeforceonlysixmonthsafterhisretirementannounce-

ment.Thecompanyterminatedthecontractsofin-houseanimators

andchangedtoanadhocemploymentsystemthathiresanimestaff

membersfilm byfilm.Thisisanefforttosuppressfixedcostsin

anticipationofdecliningbusiness（Sudo,2014）.Miyazakicreatedfive

filmswithboxofficereceiptsexceedingJPY10billion（USD85.5mil-

lion）;SpiritedawayrecordedthehighestboxofficereceiptsofJPY

30.4billion（USD259.8million）.Itwasconsideredthattheanime

marketwouldshrinkforthetimebeing（Sudo,2014）,butMakoto

Shinkai・sKiminonawa.（Yourname.）exceededJPY24.7billion（USD

210.3million）asofMarch12,2017（KogyoTsushinsha,2017）.
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Figure6 BoxofficegrossreceiptsinJapan:animemovies（millionsUSD）

Source:AnimationIndustryReport,2016,p.31.



Artisticimpact

Vary（2014）statesthatmainstreamfeatureanimationhasmoved

toward3D computerarchitecture,andthatMiyazaki・s2D,hand-

drawnprocessmaynotlast.MiyazakirepliedtoVaryinaninterview

（Vary,2014）:

Ithinkit・snotreallynecessarytopredictwhatwillhappeninthe

future...Ifsomeonecomesupandheistalentedandwantstouse

acertainmedium,hewillgointhatwayandthatwillcontinue

thatstyle.Commerciallyspeaking,animationfilmshavealways

beenfacingchallengesanddifficulties.ButIwasveryluckyfor

my50yearsinmycareer;thingsintheanimationmarketwent

verywell,soIhadsomespacetowork.Butofcourse,thereare

lotsofpredecessorswhoworkedinthesamemedium when

thingsweremoredifficultcommercially.SoIstillbelievesome-

onewillcontinue2Ddrawing― evenifcommercially,itdoesn・t

gowell.Itjustneedssomeonewithastrongwilltocontinuethis

medium.

Surprisingly,aBS1SpecialfeaturedMiyazaki10aschallenging

andstrugglingwithdigitalanimeproduction11andMiyazakiseemed

tostartanother2Dfeatureamime.ToshioSuzuki,aproducerof

StudioGhibliconfirmedMiyazaki・scomebackinFebruary2017.（San-
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10 BS1Special.・OwaranaiHitoMiyazakiHayao（TirelesslegendHayao

Miyazaki）・airedJanuary29,2017onNHKBS1.AccessedMarch20,2017.

http://www.nhk.or.jp/docudocu/program/2443/2586889/.

11 ComputerGraphics（CG）animationinJapanhasthreestreams（1）cel-

shading,（2）photo-real,and（3）・hybrid・whichJapanesehavebeende-

veloping.ItwassaidthatJapaneseprefercel-shadinganimetophoto-

realanimethatPixar,astheleader,produces;however,thehugesuccess

ofAnnaandElsa・sFrozenFantasyinJapanissuggestiveofthereadi-

nessoftheJapaneseaudienceforanewproduct（Hikawa,2014a,2014b）.



keiNews2017）

Intheageofdigitalization,theJapaneseanimeindustrystillap-

pearstostrugglecommerciallyandartistically.Mori（2016）notes

that,intheoverseasanimationindustry,featureanimationiscreated

by3DCG,withanefficientproductionsystemthatproducesthemany

attractivecharactersandtheviewoftheworld.Theyareinnovative,

notonlyartisticallybutalsocommercially.Theirbusinessmodel

incorporatesvariousmeanstomakeprofitorraisefunds,anditisnot

merelyamatterofdistribution（Mori,2016）.

Inthefollowingsections,itissuggestedthatanimeisusedasa

resourceofinbound（international）tourism,soastoexpandanddi-

versifytheincomesourcesoftheanime.

Animeasatourismresource

WhatisCoolJapan?

The ・CoolJapan・strategy isa nation-branding campaign

throughtheactivepromotionofculturalindustriesandcontents.

TheMinistryofEconomics,TradeandIndustryannouncedthepro-

motionof・overseasadvancementofaninternationallyappreciated

・CoolJapan・brand,cultivationofcreativeindustries,promotionof
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Figure7 CoolJapan-relatedevents:2015and2016

Source:CoolJapan-relatedeventscalendar.AccessedDecember10,2016from http://

www.cao.go.jp/cool_japan/event/event.html.



theseindustriesinJapanandabroad,andotherrelatedinitiatives

fromcross-industryandcross-governmentstandpoints・（METI,2016）,

andtheyestablishedtheCoolJapanFundin2013.Asdescribedinthe

previoussections,theJapaneseanimeisobviouslyoneofthemost

competitive・CoolJapan・contentformatsbywhichtotapintothe

overseasmarkets.Figure7indicatesthatthenumberofCoolJapan-

relatedeventsamountedto306in2015.In2016,itdecreasedto214in

totalbuttheproportionoftheoverseas・eventsremainedalmostun-

changedat85％.

JapanExpoandAnimeExpo

Amongoverseasevents,suchastheJapanExpoinParisandthe

AnimeExpoinLosAngeles（Table1）,theJapanesepopculture（es-

peciallyanimeandmanga）isverypopular,attractingmorethan

500,000fansoutsideJapan.Figure8indicatesthegrowingnumberof

participantsinthetwoExpos.Figures9and10arephotostakenby

theauthorsin2015and2016.
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Table1 JapanExpoandAnimeExpo

JapanExpo（Paris,France） AnimeExpo（L.A.,U.S.A.）

Founder（s）
Jean-Fran�oisDufour,
SandrineDufour,
ThomasSirdey

MikeTatsugawa,
（UCBerkeley）

Since/Noof
participants

2000/3,200 1992/1,750

Organizer JTSParticipations
SPJA:Societyforthe
PromotionofJapanese

Animation

Characteristics
JapanesePopCulture

event
Animeandmanga
convention

Noof
participants2016

234,852 304,799

Source:Basedondatafrom http://www.japan-expo-france.jp/jp/andhttp://www.

anime-expo.org/.



―102―

Figure8 NumberofVisitors:JapanExpo（Paris）,andAnimeExpo（L.A.）

Source:Basedondatafrom http://www.japan-expo-france.jp/jp/andhttp://www.

anime-expo.org/.

Figure9JapanExpoatParcdesExposition,Paris-NordVillepinte,

July2015.
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Source:Photostakenbytheauthorsatthevenue.
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Figure10 AnimeExpo,L.A.ConventionCenter,July2016

Source:Photostakenbyauthorsatthevenue.



AnimeasaresourceofInboundcontenttourism

ItappearsthattheJapanesepopculture,especiallyanimeand

manga,attractsatremendousnumberoffansabroad.Sabre（2016）

examinestheconnectionbetweenJapanesepopcultureandTourism

toJapan,specificallyhowJapanesepopculturecontributedtotherise

ofFrenchtouristsfrom85,179in2003to253,400in2016（JNTO2016）.

Itisalsointerestingtonotethattheanimecanbeusedasaresource

ofinboundcontenttourism.AsshowninFigure11,thenumberof

foreignvisitorstoJapanhasbeengrowingexplosively,exceptduring

thefinancialcrisisfrom 2008to2009andtheGreatEastJapan

Earthquakein2011.

Sabre（2016）iscomposedofseveralcasestudiesandgeneraliza-

tionislimited.Nonetheless,thefollowingfindingsaresuggestiveand

worthexploringinthefuture（Sabre,2016,p.15）:
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Figure11 ForeignvisitorstoJapan:1964―November2016

Source:JNTO（2016）



・Theideaofa・specificnostalgicpicture・ofJapan,sharedby

FrenchtouristswhowerefamiliarwithJapaneseanimationon

televisionandinspiredbythesememoriesofchildhood,isagood

exampleofthesespecificities.AlltheFrenchfanssharethisidea

ofagoldenageofJapaneseanimationinFranceandtendtolook

forthereferencesassociatedwiththisperiodonceinJapan.But

itisanexperiencethatisalsointerestingfornon-fans,likea

FrenchcoupleImetattheKyotoInternationalMangaMuseum.

Theywerelookingforbooksrelatedtothecartoonsbroadcast

duringtheirchildhood.Asnon-fanstheywerequitelostasthey

didnotknow theJapanesetitles,onlythewesternizedones.

ThesetwovisitorswerenotinJapanbecauseofapassionforpop

culture,buttheysharedthesamecommonreferenceswithfans,

amemoryofchildhoodstronglylinkedtoJapan.・

SeichiJunrei（TheSacredLandofAnime）

SeichiJunreireferstotheplacesthatarethestageorthemotiffor

thesceneryofanime（TokyoOtakuMode,2012）.Avisitor・pilgrim

age・totheselocationsisnowacommontouristsightseeingactivity.

Thisphenomenonhasbeenknownasfilm（content）-inducedtourism,

andoneofthelatestexamplesis・FuyunoSonata（WinterSonata）.・

The most well-known anime-induced tourism took place in

WashinomiyaShrine,SaitamaPrefecture,featuredin theanime

LuckyStar（Yamamura,2015）.ThesuccessofWashinomiyaShrineis

consideredausefulmeansofregionaldevelopmentandrevitalization

ofsmalltowns.Okamoto（2013）explainedthereasonbehindSeichi

Junrei.OneanimecreatorsaidinaninterviewwithOkamotothatit

requiresconsiderabletimeanddrawingskillstodepictimaginary

locationsfromscratch;thus,tomeetdeadlines,realplacesareincreas-

inglyused.Infact,over-capacityanimedemandcreatedSeichiJunrei.

Kiminonawa,（ShinkaiMakotoFilm）isnoexception;SeichiJunrei
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toTokyo,Hida,NagoyaandHiroshimaistakingplace（TheNihon

KeizaiShimbun,2016）.

Forfutureresearch

WhileHayaoMiyazaki・sretirementfrom filmmakingleadsto

gloomyprospectsfortheindustry,MakotoShinkai・smegahitshows

ithasabrightfuture.Intheageofonlinedistribution,thereisahuge

potentialinthegrowingoverseasmarkets.Theemergenceofthe

adultanimemarketandthegrowthoftheoverseasmarketarein

favoroftheJapaneseanime.However,theindustryisstillinthe

processofestablishingthebusinessmodeltowintheoverseasmar-

ket.

Hence,inordertoexpandanddiversifytheincomesources,this

papersuggeststheuseofanimeasaresourceofinbound（interna-

tional）tourism.Unlikeothertourismresources,animecanbedistrib-

utedonline,obtainlocalbroadcastingviewership,andpenetrateover-

seasmarkets.Thefansactas・media,・whoshareandspreadtheir

knowledgeorexperienceoversocialmedia.Attimes,theygetto-

getheratphysicalgatheringssuchastheJapanExpoandAnime

Expo.ThiseventuallymayleadtoaquestfortraveltoJapan,either

foranexperiencelikeSeichiJunreiortopurchasesomethingthatis

onlysoldinJapan.

AsSabre（2016）suggests,itisnecessarytotakeintoconsidera-

tiontheinterculturaldimensionofthediffusionandreceptionofcon-

tentwhenconductingcross-culturalresearch.Fans・consumption

experienceofanimemaydifferfrom culturetocultureandaffects

theirtouristexperience.
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2016年度（平成28年度）経営経理研究所

月例研究会報告

2016年度・経営経理研究所主催の月例研究会は下記のとおり開催された。

� 10月例会（10月7日・金）

テーマ 「情報セキュリティの重要性と必要性」

報告者 金山 茂雄（商学部教授）

�要 旨〉

2016（平成28）年10月度月例研究会は，「情報セキュリティの重要性と必要性」

をテーマに報告した。これは，拓殖大学経営経理研究所発行『経営経理研究』107

号「産業発展に伴う情報セキュリティの重要性と必要性」の発表した研究内容の一

部である。

この研究の主たる目的と目標は「現代社会の中で情報とは，何か」を探求するこ

とである。そのために，具体的な考える項目として，次の三点を提示した。はじめ

に「情報セキュリティ」，二つ目に「重要性」，最後に「必要性」について，各自が

今日までに把握・理解・記憶されたもの，さらに身近な出来事であることを再認識

するためのものである。例として，特に「不正アクセス禁止法」の目的と内容が重

要性と必要性が感じられるものである。この法は「ネットワークの犯罪を防止，電

気通信の秩序を守り，高度情報通信社会の健全な発展に寄与する。」不正アクセス

行為を禁止する。仮に，法を犯してしまった場合，次の内容で罰せられる。

・違反者は，1年以下の懲役または50万円以下の罰金。他人のIDなどを無断

で提供してはならない。違反者は30万円以下の罰金。

・防止のためプロバイダーなどは必要な措置をとる。

・各公安委員会と国は必要な援助をする。

（現在は，一部改正された。平成12年2月13日以降は「犯罪」となる。ネットワークに

て不正アクセス行為を行ってはならない。〔不正アクセス禁止法第3条〕）

高度情報通信社会やネットワークは，私たちの人間関係や社会にどのような影響

を与えるだろうか。総務省が2010年に実現を目指しているビジョン「ユビキタス

社会（u-japan）」というものがあった。情報社会の進展は情報通信技術を土台と

した通信インフラと利用端末を生み出すハードウェア技術，そして情報コンテンツ
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を生み出すソフトウェア技術の協調的進化に支えられている。これらの先進的な技

術がビジネスの世界にとって受け入れられるためには，これらを支えるビジネスモ

デルが重要な役割を果たすことは携帯電話の普及の中で実証された。しかし，新し

いビジネスの創出には今日の社会がどんな社会であるか，を具体的に示すことであ

る。様々な技術が高度化して利活用ができるようになると，人々はメリットやデメ

リットについて考えはじめる。誰もがビジネスにつなげて考え，他人より多くのモ

ノを得たいからである。つまり，ビジネスの利権の獲得である。しかし，この点に

集約されると大きな問題が発生する。人々はビジネスで得たモノを守ろうとする。

ここに，セキュリティの重要性と必要性が生じるのである。

インターネットの利活用が年々増えている傾向は，これからも続く。小型の情報

端末機が普及するにつれて情報に対する「安全と保護」がより一層重要であり，か

つ必要になる。これは，企業だけでなく個人も同様に考えなければならない。

� 11月例会（11月11日・金）

テーマ 「各種助成事業の効果的な活用」

報告者 今村 哲（商学部教授）

�要 旨〉

岩手県大船渡市にある協同組合南三陸ショッピングセンター「サン・リア」の店

舗リニューアルについて，各種助成事業の効果的な活用により成果を上げた研究・

調査である。

「サン・リア」はジョイス（SM）を核店舗として，昭和60年11月に開業した。

平成22年頃に次のリニューアルを予定していたが，平成23年3月に東日本大震災

があり，その後の復興等により足踏み状況が続いていたが，創業30周年の節目に

あたり，店舗リニューアルを計画した。これを推進するため，計画策定の調査・研

究並びにリニューアル基本構想の策定等，実現化に向けて「中小企業活路開拓調査・

実現化事業」を利活用した。

活路開拓事業の内容として平成25年度は，取り巻く商業環境に対応した店舗リ

ニューアル及び老朽化した設備・施設の更新を行うため，調査・研究事業に重点を

おいた。調査・研究の内容は，ソフト面では商圏，顧客不満足度，組合員との個別

面接等の調査，先進事例の現地視察を実施した。ハード面では設備機器，空調，冷

凍機，建築物，消防設備，昇降機等の検査を行った。これらの分析，結果を基にし

てリニューアル事業に向けた方向性を検討し，ビジョンを策定した。

平成26年度は，リニューアル実現化に向けて，組合員等出店者，競合店MD,

館内客導線，館外アクセス等の調査を実施するとともに，館内配置計画，共用環境
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計画，建物施設等基本設計，リニューアル事業化計画，省エネ設備計画の研究を行っ

た。売り場構成，業種構成，ゾーニングに関しての取り組み手法を学ぶため，先進

事例の現地視察とヒアリング調査も試みている。

さらに，活路開拓事業の計画を具体的に実現する際に，事業内容が各種補助金の

助成対象となったため，申請をして助成を受けた。

� 平成26年度には，活路開拓事業と同時進行で，中小企業庁の「まちづくり

事業」に応募して，駐車場の雨漏りの改修，昇降機の耐震化基準不足の改修，

防犯カメラの設置等を行った。

� 平成27年度には，経済産業省の「地域商業自立促進事業」に応募して，コ

ミュニティスペースの整備及び空き店舗対策事業を実施した。具体的には，い

こいの広場の改修，買い物客通路の改修，コミュニティカフェの整備，子育て

支援に対する拡充整備，空き店舗対策等の事業を行った。

� 平成27年度には，「省エネ補助金」の申請をシーエコムへの申請委託により

事業の採択を受け，空調並びにLED照明工事を行った。

これらにより，建設費等の資金については，組合員（個店）に負担をかけずに事

業することができたことが，大きな成果と言えよう。リニューアルを実施すると，

組合員に対して，応分の負担を求めるケースが一般的であるが，事務局が知恵を出

した結果だと評価できる。

なお，投資の総額は，約5億4千万円（その内，各種補助金約2億1千6百万円，

自己資金約3億2千4百万円）であった。

� 12月例会（12月9日・金）

テーマ 「わが国におけるBコーポレーション及びベネフィット・コーポレー

ションに関する議論・導入状況について」

報告者 藤田 祥子（商学部教授）

�要 旨〉

Bコーポレーションは，民間認証で非営利団体BLabによって認証された企業

であり，サスティナブル・ビジネスに対する認証である。

まずBLabが提供するBImpactAssessmentで200スコア中80以上を獲得す

る必要がある。アセスメントは，ガバナンス，従業員，コミュニティ，環境という

4つの分野に分けて当該企業のベネフィットへの取り組みを評価するものである。

BLabは，Bコーポレーションの認証の他にベネフィット・コーポレーション

を自治体で導入してもらうためのロビー活動をしている。アメリカでは，2016年

12月8日現在すでに31の州とDCで立法化され，7州で審議中である。また2015

―113―



年12月にはイタリアでも立法化されている。

わが国では，ローカル・マネジメント法人（仮称）の在り方について検討を進化

させていく必要があると提言した経済産業省「日本の「稼ぐ力」創出研究会」を継

続する形の経済産業省「地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会」

が2015年11月から開催され，この研究会で参考資料として紹介されていたのがB

コーポレーション及びベネフィット・コーポレーションである。

またわが国のG8社会的インパクト投資タスクフォース国内諮問委員会の報告書

および提言書（2015年5月）においてもBコーポレーション及びベネフィット・

コーポレーションが取り上げられていた。両者は全く別に検討を行っていたが，方

向性は同じである。

わが国では，現在3社が認証を取得している。2016年3月にわが国初の認証を

取得した株式会社シルクウェーブ産業（群馬県桐生市）は，設立して8年になる会

社で，事業目的は革新的新素材の研究開発である。認証の取得には約8ヶ月要した。

次に2016年5月に認証を取得した石井造園株式会社（横浜市栄区）は，今年が

設立50周年，従業員10名（現場8名，事務2名），売上約2億5,000万円の会社

である。認証取得までに約4ヶ月を要した。

最後に2016年11月に認証を取得したフリージア株式会社（埼玉県児玉郡）は，

通所介護サービス事業をしており，従業員21名（正社員3名）の会社である。認

証取得までに3ヶ月要した。

� 1月例会（1月20日・金）

テーマ 「組織課題解決の新たなアプローチ：PositiveDeviance（よい逸

脱） ベトナムにおける日系企業を事例として 」

報告者 長尾 素子（商学部教授）

�要 旨�

従来の課題解決方法 現状を分析，原因を特定，解決方法の提示，実施 で

はうまくいかないことがある。その方法が当事者以外から上意下達で与えられたも

のだとしたら，なおさらかもしれない。そんな時こそ，PositiveDeviance（PD）

の出番であろう。PDとは，「よい方向（positive）」に「逸脱（deviance）」して

いるという意味である。PDは，問題を起こしているかもしれない原因を特定した

り，取り除いたりするものではない。問題が起き得る環境にありながら，それをう

まく回避したり解決したりしている人，行動，関係性に目を向ける。それらは，し

ばしば多くの人たちとは異なるため，「変わった人・行動」に映る。その標準から

の「逸脱」に目を向けることで，課題解決の糸口を探ろうというものである。
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本研究では，PDアプローチの手順を踏みながら，「ベトナムにおける日系企業

のベトナム人スタッフが定着しない問題」を解決しようと試みる。そもそもベトナ

ム人は日本人より転職することに抵抗感がなく，日系企業の多くは，ベトナム人ス

タッフを採用してもすぐに離職してしまうことに大きな課題を感じていた。そこで，

従来の方法であれば，転職を繰り返すベトナム人にその理由を聞くなど，原因分析

を行うところであるが，PDアプローチを用いて，次の手順を踏んだ。まず，課題

設定である。

ホーチミン市にある中小企業で，特に給与・福利厚生がよいわけではなく，ビ

ジネス街の1等地の立派なビルにオフィスがあるわけでもなく，日本人マネジャー

がベトナム語を話すわけでもなく，一般的に考えると離職率が高い環境である

にも関わらず，ベトナム人スタッフが定着している日系企業（PDケース）は

あるか

次に，PDケースを見つけるために，18社25名から聞き取りを行ったところ，A

社は2013年の創業以来，1人も離職していないことが判明し，A社をPDと特定

した。さらに，A社5人にインタビューし，また会社訪問にて観察を行ったとこ

ろ，いくつかのPD行動・関係性と思われる要素が見いだされた。

本発表は中間報告のため，さらに詳細な分析が必要であるが，これまでの調査か

ら言えることは，日系中小企業におけるベトナム人スタッフの離職を減少させるに

は，プライベートを含む濃密な人間関係の構築が有効である可能性がある。また，

目標や進捗状況を常に全員が把握できるような仕掛けが日本以上に重要であるかも

しれない。今後は，より具体的なPD行動・関係性の特定とコミュニティーへの普

及デザイン，評価へと進んでいくことになる。
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○拓殖大学 研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経

済研究所，言語文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研

究所」という。） が発行する紀要は，研究成果の多様な学術情報の発表の場を提

供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

（種類）

第2条 研究所は，次の紀要を発行する。

� 経営経理研究所 紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所 紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所 紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所 紀要『拓殖大学理工学研究報告』

� 人文科学研究所 紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

（投稿資格）

第3条 研究所が発行する紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1

名）は，原則として研究所の研究員でなければならない。

2 研究所の編集委員会（以下「編集委員会」という）が認める場合には，研究員

以外も，投稿することができる。

（著作権）

第4条 研究所が発行する紀要に掲載された著作物の著作権は，研究所に帰属する。

2 研究所が必要と認める場合には，投稿者の許可なく，著作物の転載や引用を許

可する。ただし，事後に投稿者に報告するものとする。

3 研究所の紀要に掲載した著作物は，電子化しコンピュータネットワークを通じ

て，本学のホームページ等に公開するものとし，投稿者はこれを許諾しなければ

ならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿する原稿は，研究所の執筆要領の指示に従って作成する。

2 投稿する原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。
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3 学会等の発行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，研究

所の紀要に投稿することはできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）

第6条 投稿区分は，別表1，2のとおり，定める。

2 投稿する原稿の区分は，投稿者が選定する。ただし，研究所の紀要への掲載に

あたっては，査読結果に基づいて，研究所の編集委員会の議を以て，投稿者に掲

載の可否等を通知する。

3 研究所の紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成

し，投稿した原稿のキーワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表

や文献の使用あるいは引用は，認めない。

4 研究所研究助成を受けた研究成果発表（原稿）の投稿区分は，原則として論文

とする。

5 研究所研究助成を受けて，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録と

して掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

2 投稿者には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希望

する場合は，超過分について有料とする。

（正誤の訂正）

第8条 印刷上の誤りについては，投稿者の申し出があった場合，これを掲載する。

ただし，印刷の誤り以外の訂正や追加は，原則として取り扱わない。

2 投稿者の申し出があり，研究所の編集委員会がそれを適当と認めた場合には，

この限りでない。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，研究所の編集委員会の議

を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営委員会委員長

が決定する。
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附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。
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別表1 原稿区分（理工学総合研究所以外）

� 論 文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について

明確であり，独創性および学術的価値のある研究成果をまとめ

たもの。

� 研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に

準じる）。

新しい方法の提示，新しい知見の速報などを含む

� 抄 録 研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

� その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（判例研究，解説論

文，調査報告，資料，記録，研究動向，書評等）については，

編集委員会において取り扱いを判断する。

また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿

を掲載することができる。

別表2 原稿区別（理工学総合研究所）

� 展望・解説，� 設計・製図，� 論文，� 研究速報，� 抄録（発表作品

の概要を含む），� 留学報告，� 公開講座，	 学位論文



『拓殖大学 経営経理研究』執筆要領

1．発行回数

本紀要は，原則として年3回発行する。各回の発行について，以下の原稿提出

締切日を設ける。

第1回 5月末日締切 ―9月発行

第2回 9月末日締切 ―12月発行

第3回 12月末日締切 ―3月発行

紀要冊子としての発行のほか，拓殖大学経営経理研究所（以下，「当研究所」

という）のホームページにもその内容を掲載する。

2．執筆予定書の提出

本紀要に投稿を希望する者は，『拓殖大学 経営経理研究』執筆予定表を当研究

所に提出しなければならない。各年度における執筆予定表の提出期限は，別に定

めるものとする。

3．使用言語

使用言語は，原則として日本語又は英語とする。

これら以外の言語で執筆を希望する場合には，事前に経営経理研究所編集委員

会（以下，「編集委員会」という）に申し出て，その承諾を得るものとする。

4．様 式

� 投稿区分の指定

投稿規則に示された，「論文」，「研究ノート」，「抄録」以外の「その他」に

あたる投稿原稿は，「資料」，「調査報告」，「判例研究」，「書評」，「公開講座」，

「文献紹介」，「学会展望」，「その他」のいずれかに区分される。

� 字数の制限

投稿原稿は，A4縦版，横書きで作成し，原則として下記の字数を上限とす

る。図表についても挿入部分に対応した文字数で換算し，制限に含める。日本

語以外の言語による原稿についても，これに準ずる。

ただし編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を複数回に分

割して投稿することができる。その場合，最初の稿で投稿記事の全体像と分割

回数を明示しなければならない。
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Ⅰ 論文，研究ノート 24,000字

Ⅱ 資料，調査報告 20,000字

Ⅲ Ⅰ，Ⅱ以外 6,000字



� 投稿原稿の取扱

投稿原稿の受理日は，完成原稿が編集委員会に到着した日とする。

投稿原稿原本は編集委員会に提出された原稿とし，その写しを投稿者が保管

する。

� 投稿原稿は，原則としてワープロ・ソフトで作成したものに限定する。

� 原稿作成にあたっては，A4用紙を使用し，原則として，日本語原稿は横書

きで1行33文字×27行，英文原稿はスペースを含め1行に半角66文字，ダ

ブルスペースで作成すること。

� 数字はアラビア数字を用いること。

� 上記以外の様式で投稿する場合には，編集委員会と協議する。

5．表 紙

投稿原稿の提出に際しては，「『拓殖大学 経営経理研究』投稿原稿表紙」に必

要事項を記入し，ホームページでの公表を認める捺印を行った上で提出すること。

6．図・表・数式の表示

� 図・表の使用は必要最小限にとどめ，それぞれに通し番号と図・表名を付け，

本文中の挿入位置を指定する。図表についても挿入部分に対応した文字数で換

算し，制限に含める。

� 図・表は，そのまま印刷できる形式で作成すること。

� 数式は，専用ソフトを用いて正確に表現すること。

7．注・引用・参考文献

� 注は，必要箇所の右肩にアラビア数字で通し番号をつけることで，記載があ

ることを示すこと。

また，注記内容は文末，あるいは注をつけた部分の記載頁の下に記載するも

のとする。参考文献の表記は，文末に一括して記載するものとする。

� 英文の場合は，TheChicagoManualofStyleを準用する。

8．電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会による審査後，編集委員会により指示された修正・加筆な

どが済み次第，完成原稿のデジタルデータと，それをプリントした出力原稿1部

を提出すること。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文等データを保管しておくこと。

9．掲載の可否，区分の変更，再提出

� 投稿原稿の採否は，編集委員会が指名する査読者の査読結果に基づいて決定

する。

� 投稿した原稿を，編集委員会の許可なしに変更してはならない。
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� 編集委員会は，投稿者に若干の訂正や部分的な書き直しを求めることができ

る。

� 編集委員会において本紀要に掲載しないことを決定した場合には，拓殖大学

経営経理研究所長名の文書でその旨を執筆者に通達する。

10．校 正

掲載が認められた投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，

編集委員会と所長が三校を行う。

校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

校正は，所長の指示に従い迅速に行う。

投稿者による校正が決められた期日までに行われない場合，紀要掲載の許可を

取り消すことがある。

11．改 廃

この要領の改廃は，経営経理研究所会議の議を経て，経営経理研究所長が決定

する。

附 則

本要領は，平成26年4月1日から施行する。
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