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Abstract

This study investigates the relationship between off er premiums and tender off er strategies, 

and between offer premiums and the business connections between acquirers and target 

fi rms, using a sample of 615 Japanese tender off ers from 2002 to 2013. Univariate tests are 

performed for the mean and median of three subsamples: High Premium, Normal Premium, 

and Discount. This method of dividing the sample into subgroups is new in the fi eld of research 

on acquisition premiums.

The most important finding is that results for the entire sample often do not represent 

the conditions within each subsample. The second important finding is that the business 

relationship between the acquirer and the target fi rm, especially those that involve interactions 

between their core businesses prior to the tender off er, elevates the premium off ered, but only 

in the “Discount” subsample.

１．Introduction

Corporate acquisitions are a common phenomenon in a capitalist, market-based economy. 

Acquiring fi rms attempt to purchase either a majority or all of the outstanding shares of target 

firms to gain control. There are two main ways to acquire controlling rights in target firms: 

mergers and tender off ers. According to Japanese tender off er rules, acquirers generally must 

make a tender off er to obtain more than one-third of the outstanding shares of target fi rms listed 

on Japanese stock exchanges. 
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In tender off ers, whether suffi  cient shares are tendered by the shareholders of target fi rm is 

decisive to close the deal. Acquirers use various means to solicit shareholders to tender their 

shares. The fundamental strategy is to set a suffi  ciently attractive off er premium, i.e., the ratio 

between the current market price of the shares in the target fi rms and the off er price set by the 

acquirer. The higher the premium, the greater the chance of success for the acquirer, but the 

larger the risk of suff ering from the “winner’s curse” （i.e., paying too much） after the deal is 

completed.

On the other hand, acquirers often employ strategies other than raising the off er premium to 

control the results of their tender off ers. The targeted percentage of shares the acquirer wishes 

to own after completing the off er, hereafter “target shareholding,” as well as the percentage 

of shares held by the acquirer before the tender offer, hereafter “toehold shareholding,” the 

maximum number of shares the acquirer schedules to purchase if the number of tendered shares 

exceeds it, hereafter “upper-limit,” and the minimum number of tendered shares, which, if not 

reached, means the acquirer is not obligated to purchase any shares, hereafter “lower-limit,” are 

other possible factors in making tender off ers, and therefore can increase and/or decrease off er 

premiums. Additionally, the ratio of shares that large “block” shareholders of target fi rms agree 

to tender as the result of negotiations with the acquirer before the off er, hereafter “negotiated 

shares,” can be a signifi cant factor aff ecting the way acquirers pursue tender off ers. In sum, 

these fi ve strategies are seen as the primary factors aff ecting tender off er premiums.

Off er premiums are also presumed to be infl uenced by synergies with the target, identifi ed 

by acquirers as likely to be the result from their value-creating activities after completion of 

tender off ers. Acquirers are able to set larger off er premium as long as they believe that larger 

synergies are, or will be, generated. This implies that variables refl ecting potential synergies 

could be related to offer premiums. One of these is the extent of the business connections 

between acquirers and target fi rms, both before and after an acquisition.

In this study, the sample of tender off ers is divided into subgroups, as a new approach to this 

topic. In Japan, acquirers who intend to purchase more than one-third of the outstanding shares 

of listed target fi rms must do so by conducting a tender off er as a general rule. This means that 

various types of acquisitions are unavoidably included in the research sample. At the same 

time, it is diffi  cult to distinguish various acquisition characters for each deal among the large 
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number of deals in the sample. Therefore, subgrouping the sample using relatively simple 

standards can be meaningful and can reveal new findings that were not identified in prior 

studies.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 reviews previous research on 

this topic, Section 3 presents the data and the methodology, Section 4 provides the empirical 

results, and Section 5 presents the conclusions.

２．Previous Studies

There have been various empirical studies about acquisition premiums. In the U.S., Ferris, 

et al. （1977） is the seminal study that applied statistical methods to analyze acquisition 

premiums; after that, numerous researchers identifi ed various factors aff ecting those premiums. 

The variables identifi ed as explanatory and signifi cant based on regression analysis are deal 

characteristics,1 financial condition of the acquirer and of the target firm,2 takeover market 

conditions,3 governance conditions of the acquirer and of the target fi rm,4 diff erences in the size 

and scope of the acquirer and of the target fi rm,5 stock market prices and the target fi rm’s share 

price,6 and diff erences between the acquirer’s and target fi rm’s market valuations, or between 

the target fi rm’s market valuations and the industry average.7

In the Japanese market, Bundo （2005） found a positive relationship between offer 

1 Ferris et al. （1977）; Walkling and Edmeister （1985）; Jahera et al. （1985）; Varaiya （1987）; Kaufman （1988）; 
Slusky and Caves （1989）; Haunschild （1994）; Betton and Eckbo （2000）; Officer （2003）; Ayers et al. （2003）; 
Moeller （2005）; Betton et al. （2008）; Bargeron （2012）; Koch et al. （2012）; Li （2013）; Song et al. （2013）; 
Alexandridis et al. （2013）; Humphery-Jenner and Powell （2014）, whose samples consisted of 45 countries, 
including the United States; Dimopoulos and Sacchetto （2014）; Huang et al. （2014）; Betton et al. （2014）.

2 Walkling and Edmeister （1985）; Varaiya （1987）; Kaufman （1988）; Slusky and Caves （1989）; Hayward and 
Hambrick （1997）; Betton and Eckbo （2000）; Officer （2003）; Ayers et al. （2003）; Moeller （2005）; Betton et 
al. （2008）; Bargeron （2012）; Li （2013）; Dimopoulos and Sacchetto （2014）.

3 Jahera et al. （1985）; Kaufman （1988）; Slusky and Caves （1989）; Haunschild （1994）; Hayward and Hambrick 
（1997）; Betton and Eckbo （2000）; Ayers et al. （2003）; Moeller （2005）; Betton et al. （2008）; Koch et al. （2012）; 
Alexandridis et al. （2013）; Levi et al. （2014）; Dimopoulos and Sacchetto （2014）.

4 Ferris et al. （1977）; Varaiya （1987）; Slusky and Caves （1989）; Haunschild （1994）; Hayward and Hambrick （1997）; 
Cotter et al. （1997）; Moeller （2005）; Bargeron （2012）; Humphery-Jenner and Powell （2014）, whose samples 
consisted of 45 countries, including the United States.

5 Betton and Eckbo （2000）; Officer （2003）; Li （2013）; Bargeron （2012）; Alexandridis et al. （2013）.
6 Ayers et al. （2003）; Moeller （2005）; Rosen （2006）; Betton et al. （2008）; Petmezas （2009）; Bouwman et al. 

（2009）; Baker et al. （2012）, Bargeron （2012）, Alexandridis et al. （2013）; Li （2013）.
7 Varaiya （1987）; Officer （2003）; Moeller （2005）; Betton et al. （2008）; Koch et al. （2012）; Alexandridis et 

al. （2013）; Humphery-Jenner and Powell （2014）, whose samples consisted of 45 countries, including the United 
States; Dimopoulos and Sacchetto （2014）.



- 4 -

BUNDO Hiroyuki

premiums and target shareholdings, a negative relationship between off er premiums and the 

number of shareholders and block shareholders. Hattori （2008） found a positive relationship 

between acquisition premiums their target shareholdings, toehold shareholdings, and the ratio 

of purchased shares to total shares. Inoue （2008） found relationships between off er premiums 

and the ratio of target fi rms' tendered shares to total shares. Kruse and Suzuki （2010） found 

that off er premiums are smaller for distressed targets and for block sellers. For partial off ers, 

offer premiums are lower when the bidder amasses toehold shareholdings prior to the offer, 

when the bidder wishes to acquire more shares, when there is a block seller, and when the target 

is a distressed company. Inoue, et al. （2010） found relationships between offer premiums 

and the six months share price return with negative sign, a price-to-book value ratio （PBR） 

<1 dummy, the PBR less than one, the target shareholding ratio, and the variables relating to 

the change between before and after September 2008. Hanamura, et al.（2011）found that 

premiums were positively aff ected by the target’s book value/price ratio （B/P） and negatively 

aff ected by the bidder’s B/P ratio, the ratio of the target's market capitalization to the bidder's 

market capitalization, and toehold shareholdings. These studies generally found relationships 

between acquisition premiums and these other factors using a single, undivided sample.

There are some studies on Japanese tender offers using samples divided into subgroups. 

By dividing premium and discount off ers into subgroups, Bundo （2013） found relationships 

between offer premiums and the financial characteristics of target firms. Bundo （2014a, 

2014b, 2014c, 2015, and 2016） also discovered relationships between offer premiums, 

stock market momentum, and the share prices of target fi rms. Bundo （2017, 2018） also found 

relationships between off er premiums and valuations of target fi rms, in terms of both market 

valuations and estimated valuations. Bundo （2019） then revealed relationships between 

offer premiums and other characteristics of various subgroup samples sorted by acquisition 

type, target shareholdings, toehold shareholdings, negotiated shares, two types of tender off er 

conditions, and six types of business connections.

Compared to these previous studies, this study introduces a new methodology of defi ning 

sample subgroups based on the off er premium.
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３．Methodology and Sample

３．１　Methodology and Variables

This study divides the entire sample of tender off ers into three subsamples based on off er 

premium ranges: High Premium （High Prem.）, Normal Premium （Norm. Prem.）, and 

Discount. High Prem. covers samples where the offer premium is greater than 50%, Norm. 

Prem. is for premiums between 50% and 0%, and Discount is for premiums less than 0%. 

The dividing point of 50% is arbitrary; however, considering that the typical off er premium 

ranges from 30% ～ 40% in Japan, this threshold of 50% is not unreasonable. The author 

infers that most of High Prem. subsample involves off ers where there is a competing off er from 

one or more other acquirers, and that most of the Norm. Prem. subsample does not, although 

data regarding the existence of competing off ers is not available. The “Discount” subsample 

involving off ers with a premium less than 0% primarily contains one-to-one deal between the 

acquirers and the blockholders of the target fi rms. These three subgroups are presumed to be 

qualitatively different from one another and are therefore expected to have different results 

regarding the factors that aff ect off er premiums.

This study performs univariate tests, analyzing differences in the means and medians of 

variables in each subsample. The variables are defi ned in Table 1. Twelve of 16 variables are 

binary in nature, so diff erences in their median values equal zero in cases where both are equal 

to one （one minus one equals zero）, or both are zero （zero minus zero equals zero）. In 

those cases, the signs of the mean of the diff erence equation are applied instead. Then, simple 

regression analyses are conducted for the entire sample and within each subsample.

Table １　Defi nitions of Variables

Symbol Defi nition

PREM Off er premium‒calculated as (OP‒AVP) ／ AVP, where OP is the tender off er price, and AVP is 
the volume-weighted average price of the target fi rm’s stock for the prior six months, excluding 
the last 20 trading days before the announcement.

TRG Target Shareholding Ratio‒The percentage of the target fi rm’s shares expected to be held by 
the acquirer after the tender off er, based on the outstanding shares of the target fi rm before the 
off er.

TRG100% A binary variable, equal to 1 if TRG is 1 (100%), or 0 otherwise.

TOE Toehold Shareholding Ratio‒The percentage of the target firm’s shares held by the acquirer 
before the off er.
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３．２　Sample and Data

This study uses data from tender off ers commencing between 2002 and 2013. The original 

sample totaled 642 off ers, of which 27 cases were excluded for the following reasons: ⑴ one 

stock-for-stock off er; ⑵ 14 cases in which the closing date of an earlier tender off er by other 

bidders occurred less than one year before the commencement date of the off er in question; 

⑶ two cases in which the acquisition's listed closing date was less than six months before the 

Symbol Defi nition

noTOE A binary variable, equal to 1 if TOE is 0, or 0 otherwise.

NEGO Negotiated Share Ratio‒the percentage of shares intended or contracted to be tendered to the 
target fi rm before the public tender off er.

noNEGO A binary variable, equal to 1 if NEGO is 0, or 0 otherwise.

noLMT_l A binary variable representing the acquirer's purchasing policy, which takes a value of 1 when 
the acquirer does not set a lower limit, or 0 otherwise (i.e., the acquirer does not purchase any 
tendered shares if the amount tendered is below the lower limit set by the acquirer prior to 
making the off er).

noLMT_u A binary variable representing the acquirer’s purchasing policy, which takes a value of 1 if the 
acquirer does not set an upper limit, or 0 if the acquirer does not purchase shares in excess of the 
upper limit set by the acquirer prior to making the off er (i.e., the acquirer purchases shares only 
up to the upper limit).

ALNC A binary variable set equal to 1 if the acquirer and the target fi rm create a business alliance at 
the time of the tender off er announcement (excluding a capital investment), or 0 otherwise.

CO-OP A binary variable set equal to 1 if the acquirer and the target fi rm established business alliances, 
business connections, or trades before the tender off er (excluding a capital investment), or 0 
otherwise.

REL_c A binary variable set equal to 1 if the acquirer and the target firm have interacted in the 
course of their core businesses, including sales, purchases, asset trades, or trades relating to 
merchandise development, during the past three years, or 0 otherwise.

REL_fi A binary variable set equal to 1 if the acquirer and the target firm have had a financial or 
other business relationship (including capital trades, but excluding private placements of the 
acquirer), loans receivable, loans payable, loan guarantees, sale or lease of tangible or intangible 
assets related to their non-core businesses, during the past three years, or 0 otherwise.

REL_m A binary variable set equal to 1 if the acquirer and the target firm have had a business 
relationship related to management, such as management guidance contracts or dealings with 
a private company owned by the managers of the target fi rm, during the past three years, or 0 
otherwise.

REL_e A binary variable set equal to 1 if the acquirer and the target firm have had a business 
relationship involving employees, such as employees on loan or temporary staffi  ng, during the 
past three years, or 0 otherwise.

REL A binary variable set equal to 1 if at least one of the following variables equals 1: REL_c, REL_fi , 
REL_m, and REL_e; and 0 otherwise.
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announcement of the off er; ⑷ fi ve cases in which the off er's closing date occurred less than 

six months prior to the off er's commencement date; ⑸ one case in which a proxy fi ght related 

to the target fi rm occurred before the off er's announcement; ⑹ one case in which the target 

fi rm's annual, forecasted net income was signifi cantly negative because of illegal overpayment 

of interest to non-banking industries; ⑺ one case of a two-tier off er, where the off er price of 

the off er concerned was diff erent from the purchase price for exchanging shares of the non-

tendering shareholders of the target fi rm; and ⑻ two cases in which the share price of the target 

fi rms was not available. After these exclusions, the sample comprised 615 tender off ers. No 

exclusion of outliers was conducted.

Tender off er data were collected from public documents in EDINET. Data for other aspects 

of the analyses were taken from the Nikkei FinancialQUEST.

４．Results

４．１　Diff erences between subsamples

Descriptive statistics for the entire sample and for three subgroups within the sample are 

shown in Table 2 － 1. The complete sample contains 144 （23.4% of the total） High Prem., 

358 （58.2%） Norm. Prem., and 113 （18.4%） Discount tender off ers.

The results of diff erence tests between the three subsamples are shown in Table 2－2. The 

signs of the means and medians of TRG, TRG100%, and noLMT_u are signifi cantly positive 

for all the diff erence equations. This indicates that target shareholding and upper-limit rates for 

High Prem. are larger than those for Norm. Prem., and those for Norm. Prem. are larger than 

those for Discount. This means the target shareholding is positively related to off er premiums 

and the upper-limit rate is negatively related to off er premiums for the entire sample. The signs 

of the mean and median of TOE and noTOE are signifi cantly positive and signifi cantly negative 

for both High Prem. minus Discount and for Norm. Prem. minus Discount, respectively. This 

implies that toehold shareholding is negatively related to the sign （positive or negative） of off er 

premiums and is not related to the size of off er premium for the aggregate subsample comprised 

of High Prem. and Norm. Prem. All of the signs of NEGO are significant and positive for 

High minus Norm. and negative for both High minus Discount and for Norm. minus Discount, 

indicating that negotiated shares for the Discount subsample are larger than for the High Prem. 
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subsample, and is larger for High Prem. than for Norm. Prem. This means that the percentage 

of negotiated shares is largest for the Discount subsample, the High Premium subsample has 

the second largest negotiated share percentage, and the smallest negotiated share percentage is 

seen in the Normal Premium subsample. Therefore, the relationship between negotiated shares 

and offer premium is not linear1. The signs of noNEGO are generally opposite to those of 

NEGO but not signifi cant for the High Prem. minus Norm. Prem. diff erence. The negative signs 

of the mean and median of noLMT_l are weakly significant only for the High Prem. minus 

Norm. Prem. diff erence, indicating a slightly negative relationship between off er premium and 

the lower-limit rate for the premium subsamples.

In contrast to the results of tender off er strategies noted above, the diff erences in synergy 

factors among the three subsamples are mostly insignifi cant. This implies that there is almost 

no consistent relationship between the size of the offer premium and the various types of 

potential business relationships between acquirer and target fi rms before or after tender off ers, 

for the entire sample. A few exceptions are the signifi cant and negative signs of CO-OP for 

High Prem. minus Norm. Prem., implying cooperation between an acquirer and the target 

firm before a tender offer is negatively related to the offer premium for the two premium 

subsamples. This fi nding may indicate that cooperation activities before a tender off er is likely 

to create synergies. The other exceptions are the negative diff erences of the mean and median 

of REL_c for High Prem. minus Norm. Prem., and the positive difference for the mean of 

REL_e for Norm. Prem. minus Discount; however, the significance of these exceptions are 

weak.

４．２　High premium subsample

Descriptive statistics for the High Premium subsample are shown in Table 3 － 1. The 144 

cases in the subsamples are divided equally to three subgroups, upper （U）, middle （M）, and 

lower （L）, and diff erence tests are performed. In addition, two subgroups are created, upper 

plus middle （U+M） and middle plus lower （M+L）.

The results of difference tests between the five subgroups are shown in Table 3 － 2. The 

differences of the means and medians for TRG, TRG100%, and for noLMT_u are not 

signifi cant, which is contrary to the results found for the entire sample （shown in Table 2 －
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1）. This shows that the seemingly strong relationships between target shareholding and off er 

premium, and between upper-limit rate and off er premium present in the entire sample do not 

refl ect conditions within the subsample2. For TOE and noTOE, weakly signifi cant diff erences 

for the negative median diff erence of （U+M） -L for TOE and for the positive mean and median 

differences for noTOE are found, indicating that toehold shareholding is slightly related to 

off er premium for the High Premium subsample. For NEGO and noNEGO, the data show the 

diff erences for the positive mean of both U-L and （U+M） -L are weakly signifi cant, implying 

that negotiated shares are slightly related to offer premium for this subsample. There is no 

strongly signifi cant diff erence for the variables related to off er strategy.

On the other hand, there are some signifi cant diff erences for the variables related to business 

connections. Signifi cantly negative diff erences between the mean and median of both U-L and 

U-（M+L） are found for CO-OP. This implies that cooperative activities between acquirer and 

target fi rms before a tender off er is negatively related to off er premium, which is consistent 

with the results for entire sample （see Table 2－1）. Also, signifi cantly negative diff erences in 

the means and medians of U-L, U- （M+L）, and （U+M） -L are found for REL_e. This indicates 

that the business relationships between acquirers and target firms that involve employees is 

negatively related to off er premiums for the High Premium subsample, which was not detected 

in the analyses of the overall sample. These two fi ndings imply that a High Premium comes 

from not only the possible existence of a competing acquirer but also from synergies created 

by new cooperation involving employees of the acquirer and target fi rm implemented after the 

tender off er.

４．３　Normal Premium subsample

Descriptive statistics for the Normal Premium subsample are shown in Table 4－1. The total 

of 358 tender off ers in the subsample are divided almost equally into three subgroups, upper 

（U）, middle （M）, and lower （L）, with two additional subgroups of upper plus middle （U+M） 

and middle plus lower （M+L）, to perform diff erence tests.

The results of the difference tests between the five subgroups are shown in Table 4 －

2. All the differences of the means and medians of TRG, TRG100%, and noLMT_u are 

signifi cantly positive, which is identical to the results for the entire sample. This means that 
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target shareholding is positively related to offer premium and that establishing an upper-

limit is negatively related to off er premium. Both of these results indicate that acquirers who 

intend to purchase the share closer to 100% of the target’s shares set a higher premium and 

do not set upper-limit conditions. This presumably refl ects the acquirers’ belief that the supply 

curve of shareholders of target fi rms is not fl at but increases with off er price; in other words, 

reservation prices of shareholders vary widely for the Normal Premium subsample. As for 

TOE and noTOE, the only diff erence with a signifi cance of 5% or less is the negative mean 

of U-L for noTOE. However, there are signifi cant diff erences at the 10% level for the positive 

medians of both U-L and （U+M） -L for TOE, and for the negative mean and median of （U+M） 

-L for noTOE. Based on these fi ndings, toehold shareholding is slightly and positively related 

to off er premium. These results are consistent with the idea proposed by Shleifer and Vishny 

（1986） that acquirers can saved share-purchasing cost through toehold shareholding and can 

transfer those savings to the off er premium. However, an alternative interpretation should be 

considered; namely, that Japanese acquirers are inclined to increase the certainty of a deal when 

they have a large stake in the target fi rms before making a tender off er. There is no signifi cant 

diff erence for NEGO or for noNEGO, which diff ers from the results for the entire sample and 

for the High Premium subsample. As for noLMT_l, the signifi cance of the diff erences is weakly 

negative, with signs identical to both U-L and （U+M） -L for the High Premium subsample, 

and to those of High Prem.–Norm. Prem. for the entire sample. This implies that the lower-

limit rate is positively related to the off er premium, and could be interpreted that lower-limit 

setting refl ects the acquirers’ strong intention to pursue the off er.

On the other hand, the diff erences related to business connections are diff erent from those 

for the High Premium subsample. All of the diff erences in mean and median for REL_c and 

for REL, and for U-L and （U+M） -L are negative with sufficient or weak significance, but 

are not signifi cant for the High Premium subsample. This means that a business relationship 

between the acquirer and target fi rm, especially with respect to interactions in core businesses 

and among management before a tender offer reduces the offer premium. One possible 

interpretation of this is that the synergies from interactions with acquirers have been already 

reflected in the share price of target firms before a tender offer is made within the Normal 

Premium subsample.
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４．４　Discount subsample

Descriptive statistics for the Discount subsample are shown in Table 5－1. The 113 tender 

off ers in the subsample are divided almost equally to three subgroups, upper （U）, middle （M）, 

and lower （L）, and two supplemental subgroups that are combinations of the three subgroups 

are created.

The results of the diff erence tests between the fi ve subgroups are shown in Table 5－2. None 

of the diff erences of the means and medians of TRG, TRG100%, and noLMT_u are signifi cant 

and the signs of TRG are negative, which is completely different from the results for the 

premium subsamples. The diff erences in the medians of U-L and （U+M） -L are signifi cantly 

positive for TOE, and the differences in the means and medians of U-L and （U+M） -L are 

signifi cantly negative for noTOE. These fi ndings show that toehold shareholding is positively 

related to offer premiums, which is consistent with the results for the Normal Premium 

subsample, with stronger signifi cance than was found for that subsample. For NEGO, all of 

the diff erences of medians are signifi cantly or weakly signifi cantly negative, and the signs of 

the mean diff erences are the same as for the median diff erences. All of the mean and median 

differences are positive and insignificant for noNEGO. This implies that negotiated share 

is negatively related to offer premium for the Discount subsample, in contrast to the High 

Premium subsample. One reason for this could be that the bargaining power of target fi rms’ 

blockholders who intend to sell as much of their stakes as possible becomes weaker as their 

stakes in the target firms increase. For noLMT_l, the differences of the mean and median 

of （U+M） -L and the diff erence in the median of U-L are signifi cantly positive and weakly 

significantly positive, respectively. This means that the lower-limit percentage is negatively 

related to off er premium, opposite to the fi ndings for the premium subsamples, indicating that 

the meaning of lower-limit setting might be different between premium offers and discount 

off ers. Considering the lower-limit setting represents risk mitigation for acquirers, this fi nding 

might refl ect diff erences in the bargaining power of acquirers; this bargaining power increases 

for Discount off ers compared to premium off ers3.

Turning to the variables related to business connections, all of the diff erences in the means 

and medians of CO-OP, REL_c, and REL are signifi cantly positive. These results are striking 

because they are negative for the High Premium and Normal Premium subsamples. The fi nding 
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indicates that business relationships between acquirers and target fi rms before a tender off er, 

especially interactions in their core businesses elevates offer premiums in the case of the 

Discount subsample, but not for premium off ers. This leads a new interpretation that acquirers 

who conduct Discount tender off ers expect larger synergies than those who conduct premium 

off ers when a business connection or relationship with target fi rm exists before the tender off er 

is made. Based on these fi ndings, the sources of synergies are presumed to be diff erent among 

the subsamples.

４．５　Simple regression analyses

A summary of the results of simple regression analyses, in which the dependent variable is 

PREM and the independent variables are those described in the previous sections, is shown 

in Table 6. For TRG and TRG100%, positive coeffi  cients are seen for the entire sample and 

for the Normal Premium subsample. For TOE and noTOE, the coefficients are significant 

and the same signs are found for the entire sample and for the High Premium subsample. For 

NEGO and noNEGO, the only signifi cant coeffi  cient is for NEGO, which is negative for the 

High Premium subsample. For noLMT_l, the coefficient for the High Premium subsample 

is significantly positive, while the signs for the other samples and subsamples are negative. 

For noLMT_u, the signs are the same for the entire sample and the subsamples but are only 

signifi cant for the entire sample and for the Normal Premium subsample.

The results for variables related to business connections are also varied across the samples. 

First, all of the coefficients for the entire sample are insignificant. Looking at each variable 

for the subsamples, the coeffi  cient for CO-OP in the High Premium subsample is positive and 

signifi cant. For REL_c, signifi cant coeffi  cients are detected for the High and Normal Premium 

subsamples but the signs are opposite to each other. For REL_fi , a positive coeffi  cient is found 

for the High Premium subsample, while REL_m has a negative coefficient in the Normal 

Premium subsample. For REL, the summary variable that combines the data for the individual 

REL-series variables, the sign for the High Premium subsample is positive while the sign for 

the Normal Premium subsample is negative, and both are signifi cant.

As with the fi ndings shown in the prior sections, the results of the simple regression analysis 

for the entire sample are not necessarily consistent with results for the subsamples.
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５．Conclusion

This study investigates relationships between tender offer premiums and tender offer 

strategies, and between off er premiums and business connections between acquirers and target 

fi rms, using a sample of 615 Japanese tender off ers from 2002 to 2013. Univariate tests are 

performed for the means and medians of three subsamples: High Premium, Normal Premium, 

and Discount. This method of subgrouping the sample is a new contribution to the study of 

acquisition premiums. After these tests, simple regression tests are performed.

The most important finding is that the analyses for the entire sample do not  necessarily 

represent the actual conditions of the subsamples, in a number of ways, and that there are 

differences among the subsamples. This implies that the findings revealed in prior studies 

should be verifi ed using the approach taken in this study.

A second important fi nding is that business relationships between acquirers and target fi rms 

before a tender off er is made, especially in the case of interactions involving core businesses, 

increases off er premiums for the Discount subsample, but not for the premium Off er subsample. 

This suggests a new interpretation that acquirers who conduct Discount offers expect larger 

synergies than those who conduct premium offers when there is a business connection or 

relationship with the target fi rm before the tender off er is made.

There are still many issues about the factors aff ecting tender off er premiums that have not 

been resolved. Using this segmented approach with other potential variables would increase the 

understanding of the mechanism of tender off er pricing.
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Endnotes

1 This irregular order is interesting and the reason is worth investigating.

2 This suggests the results for the entire sample might reflect just the differences among 

subsamples that are substantially diff erent from each other. If so, analyses for entire sample 

Table ６　Results Summary of Simple Regression Analyses



- 23 -

Factors Aff ecting Tender Off er Premiums in the Japanese Stock Market: a Segmented 
Approach Based on Premium Ranges

might be problematic and should be complemented by adding analyses for each subsample 

consisting of the entire sample.

3 Even if this is the case, the question still remains as to why acquirers set lower-limits even 

when the off er premium is Discount.
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Abstract

The purpose of this paper is to examine the resilience and vulnerability of the Chinese 

Communist Party, taking the People's Congress election and the actions of the People's 

Representative as examples. In conclusion, the Communist Party has consistently controlled 

all aspects of the People's Congress election. As a result, the resilience has been strengthened 

by successfully incorporating the core of society, centered on a new elite class including the 

political elite as well as the economic elite.

However, at the same time, its scope is being limited to the upper layers of the social 

hierarchy. While the successful co-optation of a new class of society has been successful, the 

balance between inclusion and exclusion is breaking. In particular, those identifi ed as socially 

and economically vulnerable, ethnic, religious, and creed minorities, and dissidents, are 

deprived of institutionalized political participation.

Because they are excluded from institutionalized political participation, they have to rely 

on out-of-institutional political participation, such as demonstrations, riots, and terrorism, to 

protect their interests and to assert. While this has strengthened some resilience, the overall 

system has become more vulnerable.

Ⅰ．はじめに

1980 年代末には権威主義体制は必然的に民主主義体制に移行すると考えられてい
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た。その後、実際に 2000 年代初めに旧ソ連地域であるグルジア、ウクライナといった中

東欧諸国から端を発し、同じく旧ソ連地域のキルギスなど中央アジアからレバノン、チュ

ニジアなど中東地域にも波及したカラー革命がおこった。そのうちいくつかで独裁体制

が崩壊したが、これらは安定的に成功裡のうちに民主主義体制へと移行しているとは言

い難い 1。他方、残る権威主義体制国家の中でも中国は 2013年にアジアインフラ投資銀行

の設立を提唱し、2014 年 11 月には「一帯一路」（シルクロード経済ベルトと 21世紀海

上シルクロード）を提唱するなど、経済外交を中心に大国の地位を固めようとしてきた。

国内においては、2018 年 3月に憲法が修正され、国家主席の任期制限が撤廃されたこと

により、2023 年以降も習近平が国家主席の座に留まることが可能になるなど、その体制

は強化されているように見える。

その一方で、2012 年頃より中国共産党の強靭性（resilience）には疑義が呈されるよう

になってきた。Andrew Nathan（2013）や MinXin Pei（2013）、Cheng Li（2012）はい

ずれも共産党の強靭性に対して否定的であった。

では、共産党の強靭性とはどのように定義されるのだろうか。かつて共産党の強靭性を

評価していた Nathan（2003）はこれを構成する要素として、政治体制における戦略的適

応を主とする以下の 4点を挙げていた。①規則に基づく権力の継承政治が増えているこ

と、②政治的エリートの昇進における派閥への配慮から能力主義への移行・拡大、③体制

内での機構の分化と専門化、④政治参加と要請のための制度の確立により、大衆の中での

党の正統性を強化すること、であった。しかし、Peiは権威主義体制の強靭性は「革新的

な政治的戦略による適応よりも生き残りの定石の結果から定義される」としている。権

威主義体制の強靭性を規定する中でより重要な変数は、経済的パトロネジ、政治的取り

込み、容赦なく効果的な抑圧であるという。特に中国共産党の生き残りのカギは、洗練

された抑圧（refi ned repression）と経済国家主義（economic statism）、政治的な取り込み

1 グルジア（ジョージア） の 「バラ革命」 （2003 年） ではシュワルナゼ政権が追放され、「民主化革命」 の嚆矢として知ら
れるようになった。グルジアはその後、腐敗対策などを進め、2019 年World Justice Project Rule of Law Indexでは
「政権の権力への制限」は126か国中53 位であるものの、腐敗の少なさでは 24位、開かれた統治では39 位、基
本的人権では48 位となっており、民主化は定着したと考えられる（https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/
documents/Georgia_0.pdf、2019年9月30日最終確認）。ウクライナでの「オレンジ革命」 （2004 年） では、「革命」 
を受けて大統領選挙における再投票の結果、EUおよびアメリカの支持を受けた野党のユシチェンコが当選したが、
その後政権内部の抗争などにより支持を失い、2010 年の大統領選挙では、2004 年に一旦は大統領に当選したが
「革命」によりその地位に就けなかったヤヌコーヴィチが当選し、大統領に就任した。キルギスの「チューリップ革命」
（2005 年） ではアカーエフ政権が追放された。その後選挙で当選したバキエフが大統領となるが、一家での不正など
により批判され、2010 年に「第二次革命」が起こり、追放された（宇山、2010）。その後、2011年、2017年に選挙
による大統領の権力継承が行われたが、2019 年 8月に前大統領が治安機関に身柄を拘束されるなど、政情は完全に
安定してはいない。
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（political co-optation）になるとしている 2。その上で Peiは共産党が経済発展に専念するあ

まり、1990 年代以降に新たに社会が求めていた不可欠な公共財の提供がおざなりになっ

ていたと指摘している。Peiは、共産党が選択した従来の経済成長と政治的抑圧という戦

略が、過去 20年間の社会的経済的状況の根本的な変化にかかわらず有効かどうかが党の

強靭性を決定づけると述べている（Pei, 2013；86－87）。但し、その結果に対しては Pei

も Nathan同様に否定的であった。

実際のところ共産党の経済成長と政治的抑圧という戦略は有効に機能して成功してい

るとは言えないだろう。2019 年 4～ 6月の中国の経済成長率は 6.2％となり、四半期ご

との数字を公表している 1992 年以来、最低となった。2018 年に設定された実質 GDP

成長率目標は「＋ 6.5％前後」から 2019 年は「＋ 6.0 ～ 6.5％」に引き下げられ、その

範囲内に収めた形である。しかし、景気は減速傾向で推移しており、政府はインフラへの

投資を加速させる方針を公表し（中共中央弁公庁・国務院弁公庁、2019 年 6月 10 日）、

景気を下支えする姿勢を明らかにしている。政治的抑圧に関しては、大陸ではデモなど

は起こるものの抑圧には成功している。2007 年から 2016 年までのデータによれば、そ

の 10年間で、中国の集団性事件は比較的小規模なものから長期にわたり大規模なものへ

と変わってきたとされる（余艶紅、2018）。2018 年には各地で生活手当の引き上げなど

待遇改善を求めて退役軍人によるデモ活動が起こった3。2019年1月にはこのデモで群衆

を集め社会秩序を乱した容疑で 19 人に逮捕許可が出され（時事、2019 年 1 月 26 日）、

4月には 18 人に懲役 2～ 6 年の判決が下された（時事、2019 年 4 月 19 日）。このよ

うに大陸では迅速な対応により事態の鎮圧に成功していると言えよう。しかし、2019 年

6 月に香港で起きた「逃亡犯条例」改正案の反対に端を発する市民のデモおよび抗議

活動については、「カラー革命の災いを中国大陸にまでもたらそうとしている」（新華

社、2019 年 8 月 20 日）と民主化革命の萌芽として警戒しながらも、国際的な非難を

恐れてか大々的な武力の行使には乗り出していないため、問題は長期化している。共産党

であっても局面によっては政治的抑圧が万能な手段ではないことを示している。

共産党の強靭性が、経済資源のコントロールによる経済成長と政治的抑圧および政治

的取り込みから構成されており、尚且つ経済成長と政治的抑圧という手法には発展性が

2 Frantz（2018，104）は、権威主義体制が権力の座に留まるために用いる方策として、抑圧（ressesion）と取り込
み（co-optation）を用いるとしている。

3 退役軍人によるデモは江蘇省鎮江市・四川省中江県（6月）、北京市（9月）、山東省平度市・内モンゴル自治区フ
フホト市（10月）で起きたとされる（多部田俊輔、日本経済新聞　グローバル Views、2018 年 11 月 5日）。
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無いとすれば、強靭性を高める可能性があるのは Nathanがかつて評価した政治体制にお

ける適応戦略や Peiの挙げる政治的取り込みではなかろうか。

そこで本論文では、政治体制における適応戦略や政治的取り込みの一つとして、公式の

政治制度である人民代表大会（以下、人大と略す）選挙と人民代表の活動を例に、共産党

の強靭性について検討する。人大選挙の場においては、代表候補者の選抜に際して政治的

取り込みと排除が行われ、人民代表の活動状況にはその成果が看取できるからである。

本論文の目的は、人大選挙と人民代表の活動を例に共産党の強靭性と脆弱性について

検討することである。結論から言えば、共産党が終始一貫して全過程をコントロールする

人大選挙の結果、政治的エリートに加えて経済的エリートも含む新たなエリート層を中心

とする社会の中核的存在の取り込みに成功し、強靭性は強化されている。しかし同時にそ

の範囲は社会階層の上層部に限定されつつある。社会の新階層に対する政治的取り込みが

成功する一方で、包摂と排除の均衡が崩れ、社会的・経済的弱者や民族・宗教・信条な

どにおいて少数派に属する、また反体制派と看做された人々は制度化された政治参加の

機会を奪われている 4。こうした人々は、制度化された政治参加から排除されるがゆえに、

自らの利益を守り、主張しようとする時にはデモや暴動、テロといった制度外の政治参加

に頼らざるをえない。そのために部分的な強靭性が強化される一方で、体制全体としては

脆弱性を増している。

上記の結論を導くための本論文の構成は、以下のとおりである。次節では権威主義体制

における議会の役割について、ポストの配分の実効化・効率化によりエリートの信頼性と

忠誠心を高めていることを指摘する。次に第 3節では、人大代表の選出方法が当選後の

活動に影響していることを論証し、党政機関を主とする単位による人選が共産党の強靭性

を補強していることと、同時にそこで当選した人民代表の活動が人々の支持を得るには不

十分であり、長期的に強靭性を侵食することを指摘する。第 4節では、選挙過程を利用

した党によるポスト分配システムが機能しない例として湖南省衡陽市における「賄選（選

挙における贈収賄）」を取り上げ、本来党が一元的に持つ職位という資源が、党政部門間

で売買される市場化が進んでいる事例を紹介し、ポスト配分による党の強靭性が揺らいで

いることを指摘する。第 5節では西安市と湖北省十堰市鄖西県での人民代表を対象とす

4 New York Times（電子版）は 2019 年 11 月 16 日に、ウイグル族への弾圧に関する合計 403 ページに及ぶ中国政
府の内部資料を入手したと報じた。過去三年間で当局は100万人ほどのウイグル族、カザフ族などの少数民族の人々
を強制収容所や監獄に収容したという。習近平は 2014 年に新疆を視察した際に発表した談話で、テロリズムや分
離主義とのたたかいのためには「独裁の機関」を用い、「一切の容赦は無用」であることを求めた。（Austin Ramzy 
and Chris Buckley, ”The XingJiang Papers”, New York Times, November 16, 2019）。
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るアンケート調査をもとに、人民代表の自己認識と行動から彼らが誰を代表しているのか

を考察する。そして、党によるポストの分配と強靭性の強化の結果、人民代表大会やその

選挙区ではエリートと基層に近い者の間で認識と行動に差が出ていることを明らかにする。

Li （2012） の指摘するように、国家としての中国の強靭性と共産党の支配の強靭性は

区別されてしかるべきであり、本論文は共産党の支配の強靭性について検討するものである。

Ⅱ．権威主義体制における選挙の役割

本節では、まず主として東島（2013）と豊田（2013a, b）の整理に従い、権威主義体

制下での議会と選挙の役割について紹介する。東島によれば、独裁者は支配維持のために

しばしば暴力的抑圧や不正を行使するが、強権的な支配と統治の効率化の両立は難しく、

独裁者はジレンマに直面する。そのジレンマへの対処のため、独裁者は政党、議会、選挙

といった「民主的」政治制度を用いるようになる。豊田の整理によれば、これらのフォー

マルな政治制度は重要な四つの機能を持つ（豊田 2013b：117－121）。それは、①市民

の不満を把握するための「情報収集」、②公職ポストを戦略的に体制外反対派に与えるこ

とによる「野党および反対勢力の分断」、③選挙において体制内エリートが圧勝すること

により「体制の盤石さを知らしめるシグナリング効果（Magaloni 2006：257－258）」、

④パトロネジ分配の実効化と効率化である。この「パトロネジ分配の実効化と効率化」は

選挙を通じて体制内エリートに権力と特権を分配することを意味する（東島、2013）。

フォーマルな政治制度の中でも選挙にかんしていうならば、前二者の機能を発揮させるに

は市民に最低限の政治的自由を与えて、競争的選挙を実施する必要がある。他方で、後二

者の機能を発揮させるには、選挙過程を厳密にコントロールする必要がある。独裁者はよ

り効率的な統治のために、前二者と後二者をバランスよく用いる必要がある。前二者の比

重が重くなれば民主化を招きかねず、後二者の比重が重くなれば体制外に置かれた者たち

の強権的支配に対する不満が爆発する可能性があるからである（表 1参照）。

表１　独裁体制下でのフォーマルな政治制度（選挙）の役割

機能 機能を発揮させるために必要な施策 リスク

①情報収集、②野党及び反対勢力の分断 競争的選挙 民主化

③シグナリング効果
④パトロネジ分配の実効化と効率化

選挙過程の厳格なコントロール 不満の爆発
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しかし、中国の地方人大直接選挙においては③のシグナリング効果と特に④のパトロネ

ジ分配の実効化と効率化に重心がかけられている。その理由は、二つ挙げられる。第一に

共産党が体制外エリートや体制外勢力からの挑戦を排除することにほぼ成功しているため

である。第二に人大が議会ではなく、立法府のみならず行政府としての機能も併せ持つ

「権力機関」であるために、その代表構成が選挙の結果として決まるのではなく、あらか

じめ設定されていることである。このため、選挙による情報収集とそれに基づいた利益再

分配の決定は求められていないのである。

以下では、人大直接選挙を例に、党の「パトロネジ分配の実効化と効率化」が実施され

ていることを検証する。人民代表大会が議行合一の「国家権力機関」として機能するため、

中国の「議会」には、人民代表に政府・党政機関に属する党政幹部が多く含まれる必要が

ある。例えば、衛乃斌 （1994；281，286） は、行政機能を果たすために地方人大代表には

同級の党委・政府の指導者 3～ 5名、規律検査委員会、党委組織部・宣伝部・統一戦線

部・政法委員会の指導者、法院・検察院の指導者、人大常務委員会弁公室などの責任者が

必要であるとしている 5。

実例をいくつか見てみよう。Wang（2017，876）によれば、安徽省 N県の 2011 年選

挙の際の内部文書から得た情報では、37 人の人民代表が上級からの指示で送り込まれ、

その構成は 12人の党委員会メンバー、22人の県人大常務委員会（以下、常委会と略す）

メンバー、2人の人民法院院長、1人の人民政治協商会議議長であった。そしてこの党の

「パトロネジ分配の実効化と効率化」を支えているのが選挙過程のコントロールである。

上級が指定した候補者を当選させることは、選挙工作組織と地方幹部にとっての政治的義

務であり最優先事項であるとともに、これに失敗することは無能あるいは大衆の支持に欠

けると見做され、政治的、行政的処罰につながることもある（Wang，2017，876）。ま

た、人大の機能の中枢となる常委会への選抜にも同様のコントロールがある。広東省人大

常委会弁公室に所属する人物が作成した資料によれば、G省 H市および D市人大常委会

の構成は表２の通りである（許美群、2018）。表の中で下線を引いたものが共通しており、

ここからは、同級党政機関と人大常委会工作・弁事部門と組織部、工会、共産主義青年

団（以下、共青団と略す）、婦女聯合会（以下、婦聯と略す）、民主諸党派が人大常委会に

「枠」を持っていることが分かる。

5 王広輝（中南財経政法大学）は、代表内の定数配分について党組織部門の掌握は絶対的であり、それを外れた構成
は通りえないと述べている（李凡、2014；11～12）。
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以上のことから、人民代表の中でも中枢部にあたる指導的地位には、一定の党政幹部や

人民団体が必要と規定されていると考えられる。それに加えて、2期にわたる人大常委会

のメンバーについて検討すると、代表選出にあたっては個人的資質ではなく、所属単位に

よる「枠」が優先されていることが明らかになった。

第15 期の北京市朝陽区人大は2011年11月に選出され、429 名の人民代表から構成さ

れている（http://chyrd.bjchy.gov.cn/rdgl/rddb/8a24f095397579b5013979c07bb10009.html、

2014 年 6 月 28 日最終確認）。その中でも委員の所属などが公開されている朝陽区人大

常務委員会のメンバー 28名について、2011 年選出の第 15期と 2006 年選出の第 14期

を対象に、それぞれの所属単位や職務について比較した。その結果は表３のとおりである

（http://chyrd.bjchy.gov.cn/rdgl/cwcy/8a24f0b44564f11f0145a936976e0017.html、http://

chyrd.bjchy.gov.cn/rdgl/cwcy/ff 80808122535534012271cf0de1001a.html、共に 2014 年

6月 28 日最終確認）。

まず、区人大常委会の主要委員会の主任が 28 名中 9名の 32.1% 含まれており、行政

機構の色彩が強いことが分かる。同単位同人とは、2期にわたって同じ所属単位の同一人

物が選出されていることを指す。同一単位別人とは、第 14期と第 15 期で同一の単位か

表２　「G省 H市およびD市人大常委会委員の構成」

主任・副主任
工作機構・弁事機構

党政機関 その他

H市 主任１、副主任５、
工作・弁事機構９

28 規律検査委、組織部、宣伝部、工会、共青団、婦聯、
高等教育機関、病院各１、民主諸党派５、

D市 主任１、副主任６、秘書長１、
工作・弁事機構８

22 組織部、工会、共青団、婦聯、科学技術協会、党校各１、
企業界４、民主諸党派と無党派人士 12

表３「第 14 期と第 15 期の朝陽区人大常委メンバーの変化」

グループ

同単位同人（5/28）17.9% 区人大常委⑶、総工会、民主諸党派

同単位別人（17/28）60.7% 区人大常委⑸、団体⑵、民主諸党派⑺、宗教⑴、メディア⑴、医療⑴

新枠（6/28）21.4% 区人大常委⑴、工商連⑵、教育+民族 +女性⑴、団体+民族⑴、その他⑴

消滅した枠（6/28）21.4% 区委、党組⑴、研究機関⑴、企業⑴、企業内党委⑴
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ら選出されてはいるが、人民代表に選出された人物は代わっていることを意味する。新枠

は第 15期から現れた所属単位や業界で、消滅した枠は第 15期には常委会に代表を送り

込めなかった単位や業界である。2017 年の第 19 回党大会で習近平が「人大専門委員会

を完全に十分に設置し、人大常委会と専門委員会の構成を優良化する」よう提起したこと

が示すように（習近平、2017）、党はこれまでも党の目指す方向性とその中での人大の役

割の変化に合わせて人大常委会の構成を変えてきていた。2000 年代に入ってからは、法

律、財政・経済、都市建設、社会管理などの専門的な人材の参加を重視するようになって

いる（許美群、2018）。

「新枠」と「消滅した枠」の存在は、党の方針に合わせて、選挙を通じて党による「パ

トロネジ分配の実効化」が行われていることを示す。

注目すべきは同単位別人の割合の高さである。第 15期常委会メンバーのうち、60.7%

が第 14 期常委会メンバーと同一単位から送られた別人である。彼らの存在は、常委会の

構成において必要な枠（所属単位や業界）が予め設定されていて、人民代表は人物本位

ではなく所属単位や業界本位で選出されることを明示している 6。つまり、利益の再配分

の比率が選挙よりも前に設定されていて、選挙は各 「枠」 に対して党がポストを与える、

「パトロネジ分配の実効化」 の場となっているのである。これまでの例が示す、「枠」 を確

実に与えられている人大常委会、党組、組織部、工会、共青団と婦女聯、宗教組織など

の人民団体、民主諸党派は、「パトロネジ分配」 の対象であり、取り込み （co-optation） の

対象でもあることが分かる。

これにより、各党政機関や行政機関はポストを一元的に管理する党に対して忠誠心を示

さざるを得なくなっている。その実態を、次節と第 5節で検証し、問題点を指摘する。

Ⅲ．選出方法と代表としての活動

本節では、人民代表の選出方法が当選後の活動に影響していることを論証する。そして

党政機関を主とする単位による人選が共産党の強靭性を補強する一方で、選挙民の意見よ

りも党のパトロネジ分配の動向を意識して、当選した人民代表は選挙区民との連携などに

かんして消極的活動しか行わず、長期的には党に対する大衆の支持を失い強靭性を減じる

ことを指摘する。

6 人大常委会主任などのポストは、同級の党委や政府の指導者が兼ねるため、定年間近の人物が就任することが多い。
このため、任期の一期目の終わりや、ひどい場合は一期目の半ばで定年になることも多く、二期以上連続して常委
会委員を務めるケースは少ない（許、2018）ことも、同一単位同一人物が少ない理由に挙げられる。
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中国共産党は、2016 年 6月に党中央全面深化改革領導小組第 25回会議で「人民代表

が人民大衆と連携をとる制度の改善実施に関する意見」を採択し（潘、2017）、同年 9

月に全人大常委会弁公庁がこの「意見」を公布した（人大網、2016 年 9月 18 日）。「意見」

は各レベルの人民代表に選挙区民や選出母体の単位と密接な関係を保ち、閉会期間中も積

極的に職務を履行し、選挙区民の人々の意見や要求を吸収、反映させ、党と国家と人民大

衆の架け橋の役割を果たすよう求めている。当選後も、人民代表にある程度の利益集約機

能を求めているのである。しかし、現実には人民代表への推薦方法や選出方法により、彼

らの当選後の働きは大きく異

なっている。

「中華人民共和国全国人民代

表大会和地方各級人民代表大

会選挙法」は、候補者の推薦

方法を以下のように規定して

いる。推薦方法は、党派・団

体による推薦と選挙民 10名の

連名による推薦の二つに分か

れる（左図１参照）。

「党派・団体による推薦」が代表に占める割合は内規で制限されているため、人大に送

り込むべき党政機関の指導者たちを推薦するには、「選挙民連名推薦」も利用する必要が

ある。「選挙法」においては、推薦する選挙民の資格や、推薦される人物と選挙区の関係

については規定がない。このことを利用して、当選させるべき党政機関の指導者を、機関

とは無関係の選挙区において選挙民を動員して推薦・当選させるものを「落下傘候補」と

する 7。Wang（2017，874）は、党政機関の指導者たちを「選挙民連名推薦」を使って候

補者とする手法を、政党の意志を有権者の意志に変換するだけで、当局が一見民主的な方

法で信頼できる候補者を指名する便利な手段であると指摘している。

選挙区内から選挙民により推薦される候補と、「落下傘候補」にとっては、選挙過程の

重要な段階がそれぞれ異なっている。前者にとって最も重要なのが最後の投票の段階であ

るのに対して、単位から党派・団体推薦を受けた党政幹部と「落下傘候補」にとって最も

7 「落下傘型候補」については、中岡（2013）を参照されたい。こうした「枠」優先の代表選出の結果、人民代表の
構成が選挙民の構成と乖離する点を孫 は指摘している（孫、2013）。

図１　人民代表候補者の当選までの経路
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重要なのは所属単位内で候補に選抜される段階である（下図 2参照）。

このため、党が「パトロネジ分配の実効化と効率化」のために人民代表のポストを与

えた党派・団体推薦の党政幹部代表と「落下傘候補」たちは、最終的に投票してくれた

選挙区及び選挙民ではなく、自らを正式候補に選抜してくれた所属単位や党委に忠誠心を

持つ。

しかし、「パトロネジ分配の実効化と効率化」は、党への忠誠心を高め、組織としての

党の強靭性を強化する一方で、人大に対して監督機能の欠如と代表活動に消極的である

という二つの弊害をもたらしている。党政幹部代表と「落下傘候補」たちの多くは人民

代表を兼職するようになった後も、給与と福利厚生は所属単位から得ているため、人大

の職権を行使して所属単位に対して監督行為を行うことは非常に居心地の悪いものとな

る（許美群、2018）。人民代表としての活動において所属単位に不利になる行為は彼らの

経済生活を脅かすことになる。この点も彼らが所属単位の意向に拘束される原因となるだ

ろう。党派・団体推薦の党政幹部代表と「落下傘代表」の視線は常に所属単位を向いてい

て、選挙区との連携に欠け 8、代表活動は他の種類の代表に比べて消極的である。その消極

性は、議案・建議提出数の少なさと内容が具体性に欠ける点に現れている。浙江省臨海市

人大での調査では、議案提出数において基層組織の責任者と企業単位の責任者に比べて

党政幹部は積極的な割合が低く、消極的な割合は著しく高いことが明らかになっている

（陳、2015）。陳によれば、党政幹部代表の人大に対する職務履行意識は低く、党政幹部

8 バークが主張した代表論では、代表は有権者からの指示に従うことを拒否し、代表自身による信念を有権者の指示
に優先させるべきとされる （苅谷；2007）。「落下傘代表」の特徴は、代表がバークの推奨する普遍的利益 （General 
Good）を指針とするのでもなく、これと対峙する「選挙区の利益」のために行動するのでもなく、ただ所属単位の
利益のために行動する点である。そこでは投票が意味を持たなくなっている。

図２「推薦方法による選挙過程の重要性の差異」
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の代表は、代表の中で占める割合は

28.3％であるのに対して、職務履行に

消極的な代表では42.04％を占めるな

ど、最も消極的である（左図３参照）。

深圳市福田区を対象とする楊雲彪

（2006） の研究においても党政幹部代

表とりわけ指導者代表による議案・建

議提出の割合の低さは明らかである。

福田区人大において党政機関指導者

は 16% を占めているが、提出された

議案の中で彼らの提出したものの割

合は２％にすぎない。また国家機関工作者は 25.8％を占めているが、提出議案に占める

割合は 17.1％である。32.1％を占める企業の上層部の代表が議案の 35.3％を提出してい

るのとは対照的である。楊によれば、基層組織の職員と企業代表および選挙区での競争が

激しかった代表は議案提出率が高い。また、提出された議案の内容も、党政機関代表は基

層組織代表とは異なっている。基層組織代表が社区に密着した議案を提出するのに対して、

党政機関代表の議案はマクロの視点で特色に欠けるという。この状況は全人大でも同様で

ある。桑玉成・邱家軍（2010）は、2009 年に開催された全人大での議案と建議提出に

ついて検討し、全人大代表である各級党政機関の指導者たちの提出する議案は 70％程度

が彼らの地方や単位での工作結果の紹介に留まっており、「官員」として参加するだけで

代表としての意識に欠けることを明らかにしている。

「パトロネジ分配の実効化と効率化」

を目的として代表構成を厳格に管理した

選挙を行ってきた結果、選挙民の選挙に

対する嫌悪感が高まり、自ら投票する割

合が下がってきている （雷弢、2018）。

雷が 1993 年から 2016 年まで 6 回の

北京市区レベル人大直接選挙に際して

行ってきた調査によると、図４の通り、

公式に発表される投票率が高い水準で

図３　職務履行が消極的な代表の割合

図４　北京市民の投票率
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維持されているのに対して、調査が示す本

人が自ら投票した割合は、減少傾向にあ

る9。これは委託投票の割合が増えている

ということを示している。また、動員によ

り投票しているため、図５が示すように、

誰に投票したか忘れている割合が増えてい

る（雷弢、2018）。

党政機関所属に代表枠を分配し、当選さ

せることにより党への忠誠心を高めること

は、短期的には組織としての党の強靭性を高めることに貢献するが、長期的には共産党と

選挙に対する大衆の信頼を損ない、強靭性を揺るがせるものである。

Ⅳ．政府・党組織部門間での代表枠の売買～代表枠の市場化 10

党は組織部門を中心に一元的に人民代表のポストを配分し、「パトロネジ分配の実効化

と効率化」を図り、強靭性を高めることに成功しているが、その一方で党政機関の間で代

表枠が組織的に売買される代表枠の市場化が起こり、党による代表枠の一元管理を揺るが

す事例が起こっている 11。本節では湖南省衡陽市で起きた湖南省人大代表選挙をめぐる贈

賄事件を取り上げ、ポストを巡る腐敗が単なる腐敗ではなく「パトロネジ分配の実効化と

効率化」を阻害する要因となることを指摘する。

2013 年 12 月湖南省衡陽市において衡陽市選出の湖南省人大代表選挙をめぐる贈賄事

件が発覚した。人民代表は県レベル以下が直接選挙で選出され、市以上は下級人大代表が

投票する間接選挙により選出される。2013年1月に衡陽市人大代表527名の投票により、

93名の候補者から 76名が湖南省人大代表に選出された。しかし、2013 年 12 月に開か

9 人大直接選挙の投票方法は本人が直接投票所に赴き投票するほかに、委託投票がある。委託投票には一人 3票ま
でという規定はあるが、実施においては厳密ではない（中岡による北京中国人民大学の投票所での観察、2011 年
11 月）。この調査が示す選挙民自らの投票率について、北京市人大関係者も非常に正確な推測であると認めている
（中岡による北京市党校の研究者へのインタビュー、2019 年 10 月）。

10 本節は以下の文献を参照した。李凡「“ 当前選挙存在的問題和改革方向 ” 学術研討会（2014 年 3月 29 日）」、『背
景与分析第 335 期』、世界与中国研究所、http://www.world-china.org/newsdetail.asp?newsid=3798（2015 年 5 月
10 日最終確認）。林金氷「衡陽賄選産業鍵調査：企業家組織専門団体運作」、宏観経済財新網（微博）、2014 年 2
月 24 日。張鷺「衡陽競選黒金：一些企業主送百万仍落選　銭不退」、『財経』。林と張の記事は 2014 年 3月 29 日
のシンポジウムの事前資料として参加者に配布されたものを、主催者の李凡・世界与中国研究所より入手した。

11 但し、こうした買収は投票者が下級人大代表で、最大でも数百人に収まる間接選挙では可能だが、数十万の有権者
による直接選挙ではほぼ不可能である点は留意されたい。

図５　誰に投票したか
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れた湖南省人大常委会全体会議で、この 76名のうち 56 名が贈賄により代表の座を得て

いたことにより当選無効とされたことが明らかになった。金銭を受け取っていた 518 名

の衡陽市人大代表は罷免され、68名の人大職員が処分を受けた。贈賄の金額は市人大代

表一人当たり 20万元であり、総額 1.1 億元であった。贈賄を行わなかった湖南省人大代

表が格別に清廉であったわけではない。その多くは湖南省直属機関から衡陽市に推薦され

たもので、下級人大に対して上級機関が「枠」を割り当てている彼らは必ず当選できる「指

定席」12 を持っていたため、選挙戦に参加する必要がなかったのである。

本件の重要な点は、私営企業家に加えて利益団体化した党政機関により人民代表の座が

市場化・売買され、しかもそれを人大の機関が関与して組織的に行ったことである。

従来、選挙において贈賄を行うのは私営企業家が中心であった13。しかし、衡陽の事件

では当選が無効となった 56 名の省人大代表のうち企業家は 32 名で、残りのうち 20 名

が人大・政府・行政機関及び国有企業事業単位所属の者であった。彼らの職位は具体的に

は市政府秘書長、市交通局局長、市地税局局長、市人的資源と社会保障局局長、市電業局

局長、区人大常委会主任、区長、区委書記、県委書記、県長などである。贈賄の資金の出

所は企業家たちと異なり、当選者個人ではなく所属単位であった。このことは、市・区・

県の各党政機関の部署がそれぞれ利益団体化し、人民代表の枠を買ったことを示している。

500 名を超える市人大代表への贈賄を斡旋したのは、市人大の連絡工作委員会であり、

金額も彼らにより決定された。連絡工作委員会の責任者は市人大代表に一人当たり 20万

元を配るために省人大代表候補者から一人当たり 200 万元を集め、落選の際には返還す

ることを請け負った。市人大の機関がブローカー役を担い、組織的に関与していたことが

本件の大きな特徴である。

衡陽の事例は突出して多額であったが、同様の人大選挙をめぐる贈賄は山西、安徽、広

東、浙江などでも報じられており、特殊な事例ではない。

衡陽の事例が示すのは、党政機関・部署が利益団体化し、自らの部局の利益を確保する

ために金銭で代表枠を獲得しようとし、それを市人大の機関がコーディネートするという

12 初歩候補から正式候補に選出される段階で、党派・団体推薦候補は選挙民推薦候補よりも正式候補に選出される割
合が高い。2001 年のデータの全国平均では、党派・団体推薦候補が 82.7% 正式候補に選出されるのに対して、選
挙民推薦候補は 54.24% である。湖南省では党派・団体推薦候補が 75.15% に対して、選挙民推薦候補は 41.23%
であった（史、2009；165－166）。当選段階での割合は不明だが、党派・団体推薦を受けることは「指定席」を
手に入れることと同意義である。

13 衡陽の事件も発覚の原因は、贈賄を行った私営企業家が落選した上、支払っていた 200 万元が返還されなかったこ
とに立腹して中国版ツィッター微博で告発したことによる。
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現状である。そこでは代表枠の分配権が党の権力ではなく、金銭で動いており、党の「パ

トロネジ分配の実効化と効率化」を大きく阻害している。官僚の腐敗は、大衆の党に対す

る信頼を損なう点で党が忌避するものであるが、党による一元的なポスト管理・分配を阻

害する点でも共産党支配の脆弱性につながるものである。このために、習近平政権は反腐

敗を厳しく行っているとも考えられる。

Ⅴ．人民代表の自己認識～アンケートから

 最後に本節では党による「パトロネジ分配の実効化と効率化」の結果、選出された代

表たちの自己認識と行動から彼らが誰を代表しているのかを考察する。ここでは 2014 年

3～ 4月に西安市、2014 年 6～ 7月に湖北省十堰市鄖県にて人民代表を対象に行った総

サンプル数 57のアンケート調査14 を利用した。それぞれの調査対象地のサンプル数は不

明であるが、十堰市鄖県のサンプルの方が多い。回答者の党籍は共産党が 89.8%、共青

団員が 5.1% であるため、偏りが予想されるが、実際の人民代表の構成において、鄖西県

では共産党員が 81.4％であるため、サンプルの構成は調査対象地の人大代表の構成から

全くかけ離れているわけではない。回答者の所属単位の行政級は郷鎮級が 54.2% と最も

多く、次に市級が 13.6% である。職位のレベルは非指導級が 47.5%、県処級正副職

27.1% であり、郷鎮級の非指導者級が最も多い。

アンケート調査の結果は、選挙を通じた「枠」の分配と選挙前後の代表候補の行動、当

選後の意識と活動において、党による 「パトロネジ分配の実効化と効率化」 の効果があり、

当選した党政幹部が所属機関に対する忠誠心を維持させていることを示している。

まず、選挙を通じた「枠」の配分について見ると、工作単位選挙区が多く、その中で

も工作単位内での選挙民推薦が多い。「指定席」には限りがあるので、単位内選挙民を動

員して「枠」を確保しているのである。選出選挙区は工作単位選挙区が最も多く 61%、

工作単位以外の単位選挙区が 8.5%、自分の工作単位とその他の工作単位の混合選挙区

が 6.8% で、工作単位を主として選出されていた。しかし、自分の工作単位から選出され

た代表のうち党派・団体推薦を受けた「指定席」を持つ者は 22.6% にとどまり、58.1%

が工作単位の選挙民推薦を受けて擁立され、9.7％は所属単位外の選挙区の推薦を受け

る「落下傘」候補となっていた。「指定席」を持つ者は上級の行政単位に所属するものが

多く、代表のうち中央級に所属する者は 100%、省級・市級が 25％の割合で指定席を得

14 本調査は調査対象地の党校の協力を得て、行われた。
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る一方、郷鎮級は 3.5％しか指定席を得ていなかった。郷鎮級機関所属代表は、工作単位

内での党派・団体推薦を受けた「指定席」タイプが 3.5％、所属単位内での選挙民推薦

を受けたものが 57.1％、工作単位外の工作単位で推薦を受けた落下傘タイプが 14.3％で

あった15。

前節でも指摘したがこの調査も推薦方法の違いが選挙前後の行動と意識にも影響してい

ることを示している。「指定席」代表に比べて選挙民推薦を受けた代表は、投票前に選挙

民に会った割合が、有意な差で大きかった16。選挙民推薦の場合は、投票前には接触し、

支持を集めることが必要だからである。しかし、彼らは当選後には選挙民よりも実質的に

自分を選抜してくれた選挙工作委員会を優先した行動をとる。当選後に選挙区の選挙民に

会った割合は、工作単位推薦の代表が 25.0％、選挙民推薦の代表が 23.1％でいずれも会っ

た割合は低く、有意な差は認められなかった 17。他方、当選後に選挙区の選挙委員会の人

員に会った割合は、工作単位推薦を受けた代表に比べて選挙民推薦を受けた代表は、有意

な差をもって多かった18。

複数回答で誰の意見を代表するかとの問いに対しては、工作単位選挙区から選出された

代表は所属党政機関の意見を代表する割合が他に比べて有意な差で高く19、党政機関所属

の人民代表も衡陽の例同様に所属党政機関の利益代表として自己を認識していることを

示している。そのため、実際の活動も工作単位の意向が主体となる。議案・建議などを

起草した理由の選択肢としては、工作単位の委託を受けたため、が最も多く、回答者の

58.5％が選択した。次いで「問題を発見したため」が 29.3％だった。「指定席」代表より

も、その他の推薦を受けたものの方が「起草した理由は工作単位の委託を受けたため」を

選択した割合が高かった。

党による「パトロネジ分配の実効化と効率化」が成功し、選抜者である所属党政機関の

利益を代表しようとする一方で、問題点もある。実際の代表活動における消極性と、選挙

15 この落下傘タイプの内訳は、党派・団体推薦と選挙民推薦が 50％ずつであった。
16 「単位推薦／選挙民推薦」×「投票前に選挙民に会った／会ったことはない」に関して、フィッシャーの直接確率

検定を行ったところ、p=0.003 で有意差（p＜ .05）が認められた。よって、単位による推薦と選挙民推薦では投
票前に選挙民に会ったかどうかに差があると言える。

17 「工作単位推薦／選挙民推薦」 × 「当選後選挙区の選挙委員会人員に会った／会っていない」に関して、フィッ
シャーの直接確率検定を行ったところ、p=1.00 で有意差は認められなかった（p＞ .05）。

18 「工作単位推薦／選挙民推薦」×「当選後選挙区の選挙委員会人員に会った／会っていない」に関して、カイ二乗
検定を行ったところ、p=0.011 で有意差（p＜ .05）が認められた。よって、工作単位推薦か選挙民推薦かにより、
選挙委員会の人員に会う割合は異なると言える。

19 「工作単位選挙区選出／工作単位以外の選挙区選出」×「所属党政機関の意見を代表する／選択せず」に関して、
フィッシャーの直接確率検定を行ったところ、p=0.004 で有意差（p＜ .05）が認められた。
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区の利益との齟齬である。57名の回答者たちの議案の提出総数は 9件で、提出者は 6名

しかいない。１人で７件提出した人物は、居住区から選出された郷鎮級の集団企業に勤務

する高校あるいは中等専門学校卒の比較的学歴の低い非指導級の職員で、サンプルの中で

は極めて少数派のプロフィールを持っていた。代表の中で議案を起草する際に提案連名者

となった割合は 39％だが、工作単位選挙区選出代表は 79.6％が提案連名者になっており、

工作単位選挙区選出代表は選出母体の意向に沿い、受動的に利益表出活動を行っているこ

とを示している。

工作単位の利益代表である一方、特に基層に近い代表たちは社会的弱者であり政策執

行の対象である農民の意見を代表する必要性を感じている。誰の意見を代表するのか、

に対する複数回答では、所属党政機関 72.1%、所在する郷鎮政府 69.8% に続き、農民が

67.4% を占めた。選挙民推薦を受けた代表は、工作単位推薦を受けた代表に比べて、農民

の意見を代表しようとする割合が有意な差をもって高かった20。

Ⅵ．おわりに

本論文では、政治体制における適応戦略の一つである政治的取り込み（political co-

optation）の効果の側面から中国共産党の強靭性を検討した。政治的取り込みには、入党や

党組織の建設・浸透もあるが、ここでは、フォーマルな政治制度である人民代表大会の選

挙を通じて、共産党はポスト配分の実効化・効率化を行っていることを明らかにした。

党が決定した代表構成に従い、各党政機関や部署に人民代表の「枠」を分配した結果、

当選者たちは選抜してくれた党と所属機関に対して忠誠心を持ち、所属党政機関の代表と

しての自己認識を持ち、活動している。結果として、「パトロネジ分配の実効化と効率化」

は成功し、エリートの信頼性と忠誠心を高め、党の強靭性は強化されている。

しかし大別して 2種類の問題が生じている。一つ目は、政治的取り込みの結果、その

内部で起こっている弊害であり、二つ目は政治的取り込みと排除の間で起きている弊害で

ある。まず政治的取り込みの結果、内部で起きている弊害は二つある。第一に第 3節と 5

節で示した議案提出の少なさ、実際に投票してくれた選出母体との連携の希薄さにみられ

る代表たちの活動の積極性の欠如である。党にとっては「権力機関」に対する国民の信頼

を損ない強靭性を傷つける負の要因になり、国家にとっては正確な利益表出が行われない

20 「工作単位推薦／選挙民推薦」×「郷鎮政府の意見を代表する／選択せず」と×「農民の意見を代表する」に関して、
それぞれフィッシャーの直接確率検定を行ったところ、p=0.003、p=0.017 で有意差（p=.05）が認められた。
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構造的欠陥の原因となっている。第二に第 4節で示した党により「代表枠」を分配され

た党政機関・部署の利益団体化とその結果、間接選挙の場においては「枠」が市場化され

取引されることである。二つ目の弊害により、代表を送り込めない社会の構成要素に属す

る人々21 の利益表出が排除されるのみならず、腐敗が広がっている。腐敗の広がりは党に

対する信頼性を損なうだけではなく、党の「パトロネジ分配」機能を無効化するものであ

るため、党にとっても看過できないものである。

政治的取り込みと排除の間で起きている弊害はさらに大きな問題である。党は社会の新

階層を中心に取り込みを行い、社会的経済的エリートの取り込みに成功し、強靭性を強化

している。しかし、我々は強靭性を増している取り込まれた範囲と、排除されているそれ

以外の範囲のバランスに注視する必要がある。政治的取り込みが成功するのと同時進行で

多くの社会的経済的弱者と少数派と看做された集団が「枠」を与えられず政治参加の場か

ら排除されている22。こうした排除の範囲が広くなりすぎれば、多くの人々の求める適切

な公共財の提供が行われず、政治的抑圧のみがこれに対応することになる。その結果、自

らが排除した集団や領域においては、共産党は脆弱性を増すことになる。そしてその範囲

は拡大しつつある。

Peiは短期的な強靭性の強化の一方で長期的な強靭性が失われていると分析している。

人民代表大会選挙制度を例にみると、部分的な強靭性強化の一方で、排除されている部分

が拡大し、全体としての強靭性が失われていると言える。

これを補うための方策として現在、「協商民主」や調査研究23、「世論調査」の活用

（TheEconomist，2015）が行われている。しかし、中国での協商民主は「共産党の指導

下で人民内部の各方面の人々が行動の関心や利益を持つ問題について、一定の法則と規則

の下で協議し、各方面が受け入れられる解決策を形成していく」（肖、2013）ものとされ

ているように、党にとって敵対しない選択された「人民内部」のみが参加できる制度であ

る。世論調査も政治的に敏感な問題排除されている。これらの対応は、従来の都合のいい

選択的な「取り込み」でしかなく、失われつつある強靭性への対症療法でしかない。

21 例えば、中国の総人口の 1/6 にあたる 2.45 億人いる流動人口は、基本的には居住地ではなく戸籍所在地での投票
を求められるため、実質的には投票から疎外されている（新華網、2014.11.18）。

22 党の予定する代表構成を乱すと判断した人物を党が政治参加から排除する手法については、中岡（2015）を参照
されたい。

23 鄭言は 2013 年の党の作風建設の具体的内容として、第一に頻繁で実務的な「調査研究活動」の学習を挙げている
（房寧、2014；5）。
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（本論文は、科研費基盤研究（A）「現代中国における腐敗パラドックスに関するシステ

ム /制度論的アプローチ」（研究代表者：法政大学菱田雅晴教授）ならびにアジア経済研

究所「権威主義体制下の地方議会選挙」研究会（研究代表者：山田紀彦研究員）の研究成

果の一部である。）
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Abstract

This paper explores the history of the Hitachi Corporation’s outsourcing policy with the aim 

of understanding the development of regional industrial accumulation in the Hitachi area of 

northern Ibaraki Prefecture, an area where SMEs that outsource manufacturing have developed 

through reliance on the business from subordinating factories of Hitachi, Ltd. Since it has 

long been argued that the realization of such SME’s independence through unique technology 

and business internationalization is quite important, we focus on the historical development 

of Hitachi’s outsourcing policy, which has supported the incubation and development of such 

SME’s technological competence and management skills.

１．はじめに

２．先行研究の確認

　⑴　日立製作所と中小企業の関係史に関する先行研究

　⑵　日立製作所工場毎の中小企業との関係に関する先行研究

３．分析枠組みの設定

４．戦前・戦中における日立製作所と外注の関係

５．戦後～高度成長期における日立製作所各工場と外注企業の関係
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　⑴　日立工場

　⑵　多賀工場

　⑶　水戸工場

　⑷　国分工場　（以上、『常磐総合政策研究』4 号）

　⑸　工業協同組合の位置づけと役割

６．低成長期バブル崩壊からグローバル化に至るまで

　⑴　日立工場

　⑵　多賀工場

　⑶　水戸工場

　⑷　国分工場

７．結論（以上、『常磐総合政策研究』5 号）

⑸　工業協同組合の位置づけと役割

前節までは戦前、戦後から高度成長期末に至るまでの日製工場の外注政策展開を論じた

が、本節では、高度経済成長期において工業協同組合の果たした役割に着目する。日製工

場毎に設立された工業協同組合は、中小企業の利益代表として団体折衝の窓口として機能

するのみならず、技術力や品質管理能力の向上、人材育成にとって重要な媒介になったと

推察され、本稿の分析枠組み上の「コミュニケーションチャネル」として重要な役割を負っ

ていたとみられる。本節においては、二つの工業協同組合にける「コミュニケーションチャ

ネル」としての役割について考察する。

【日立製作所工業協同組合】

同組合は、日立工場における外注工場の中核であり、その源流は 1937 年に 12 社でス

タートした日立機械器具組合にある１。『日立工場五十年史』によると、同組合について

日立工場は、増大する需要への対応や体質改善に大きな成果を上げてきたとして高く評価

し、今後も技術革新、設備近代化、業種の専門化、品質管理の徹底等において強力にこれ

を推進する必要があるとして、期待を表明している２。以下、日立製作所工業協同組合の

組合史である『三十年の歩み』（1980）、及び『五十年の歩み』（1999）を紐解き、また

同組合へのヒヤリング内容も踏まえながらその役割について検討したい。

日立工場と中小下請企業を媒介する存在として、日立製作所工業協同組合の活動の中で
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特に重要なのは１）共同受注方式や資金支援事業、２）工具・副資材の共同購入事業、３）

教育訓練事業等であろう。

まず１）共同受注方式であるが、組合設立当初、資金繰りが厳しいため、日立工場の支

援を受けて、従来の個別企業毎の受注ではなく、工業組合全体としての共同受注方式が導

入された。同方式の導入に伴い、特別賦課金制度が設けられ、1973 年５月まで続けられ

た。特別賦課金制度は、日立工場からの受注時間にリンクして助成され、組合企業の資金

ショートを防止するために機能したのである。また、設立当初は特に資金の転貸融資、日

立工場の一括代理受領並びに約束手形一括割引等の金融事業も存在した３。受注に関する

組織的対応としては、「受注単価改定委員会」があり、外注単価の改定並びに作業量確保、

受注条件の改善と要望を目的に組織された。同組織は 1980 年度まで存続した４。

２）工具・副資材の共同購入事業は、「資材協同購入専門委員会」によって、1981 年

度まで継続した。これは資材の量並びに質の安定確保、大量購入による volume discount、

取り扱い手数料による組合収入を実現しようとするものであった。当初は工具類、溶接棒

等の共同購入等が行われてきたが、1956 年に「日立サービスルーム」が設立され、本業

務は移管された５。

最大の重要性は３）教育訓練事業等にあるであろう。中小企業にとって、人材育成を通

じた技術力の向上は様々な活動を通じてなされた。例えば、J.I.S. アーク溶接技術検定の

促進である。日立工場の発電機、ボイラー製

作等の重電機製品には電工、組立の技術と合

わせてアーク溶接が重要とされ、日立商工会

議所、日立製作所及び日立製作所工業協同組

合がサポートする形でアーク溶接技能競技会

が長年にわたり開催されたのである。また、

1959 年以降、東部日本第一溶接協会のアー

ク溶接技術検定の受験を進め、学科試験に対

する講習会、実技試験の会場として、日立工

場より設備貸与や係員の指導等を受け、年々

受験件数と合格件数が増え、多大な成果を上

げたのである（表６）６。

また同協同組合では日立工場からの受注品が次第に高度化するに従い、ますます技能者

表６．日立製作所工業協同組合
 J.I.S. アーク溶接技術検定受験成績

年度 受験件数 合格件数

1959 38 29

1962 45 31

1965 31 23

1968 38 20

1971 75 57

1974 141 101

1977 141 104

1980 196 158

（出所）日立製作所工業協同組合（1980），p.78
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の養成を組織的、系統的に行う必要を認識し、1956 年４月に技能者養成所を開設した。

その後、組織名称の変更などを経つつ、活動は継続し、1971 年までの 15 年間に約 300

名の修了者を輩出した。当該職業訓練は 3 か年にわたり、製缶、溶接、機械、電気組立、

仕上、鍛造、鋳造の各業種にわたる。実技は各事業所内において、職業訓練指導員によっ

て行われた。訓練生は茨城県内のみならず、東北、北海道地区の中卒者を集団募集し、全

寮制のもとで暮らした。このような技能者養成に対して 1958 年 11 月には労働大臣から

表彰されるなど高く評価された７。

その他にも日立製作所工業協同組合は品質管理・品質改善のための取り組みとして「組

合検査業務」を実施したほか、VA.VE の手法による生産革新運動のための事例研究会（日

立工場等より指導援助を受けたベンチマークスタディー）、労務管理近代化、監督者訓練

の導入（現代でいえば「マネジメント研修」の先駆け）、はては産業カウンセラーの推進

など活発な展開をみせた。また定常的には各種の部会があり、日立工場とのやり取りの連

絡窓口、情報収集窓口として機能していた８。

以上の通り、主として高度経済成長期において日製工場が外注管理委員会等を設置して

本格的な外注管理対応を実施する一方で、中小企業と日立工場を仲立ちする存在として、

日立製作所工業協同組合が多岐にわたり積極的な役割を果たし、まさに「コミュニケー

ションチャネル」の主柱を担ったのである。

なお、時代区分としては次章に入るが、2010 年代後半における今日、上述のような業

務の多く（受注単価改定委員会、資材共同購入専門委員会、職業訓練所等）は既に終了し

ている９。次項においてはタービン、モーターの生産を主とする重電分野中心の日立工場

と日立製作所工業協同組合の組み合わせとは異なり、家電分野中心の多賀工場と久慈鉄工

協同組合の関係を検討したい。

【久慈鉄工協同組合】

『多賀工場史　第３巻』には工業協同組合について、設立以来、いくたびかの景気変動

に耐えながら中小企業の経営健全化に努め、生産協力体制の企業集団機能を発揮してき

たとして、これを高く評価する記述がある 10。多賀工場に対応する工業協同組合の一つで

ある久慈鉄工協同組合は 1957 年 4 月に設立され、設立当初 15 社を擁した 11。同組合は

1966 年 5 月に日立市石名坂町に工業団地を造成しそこに所在している。活動内容として

は、日立製作所工業協同組合同様、運転資金の貸付、各種部会活動等といったものがある
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他 12、共同受注、共同購入、共同検査、共同輸送といった各種共同事業が展開された 13。

さらに久慈鉄工協同組合が所在する工業団地 （1995 年以降 「サンヒルズ久慈」 と命名）

は、その内部に様々な共有インフラを備えていた。それはすなわち組合総合事務所（現在

も所在） の他、食堂、マーケット、保育所、守衛所、世帯者向住宅 （11 棟） といった施設

や共同輸送車、共同フォークリフト、大型通勤バス （８台） 等々を擁していたのである 14。

これらの諸点を含め、多賀工場とサンヒルズ久慈（工業団地）に所在する久慈工業協

同組合とそれを構成する中小下請企業の関係を俯瞰してみた場合、「コミュニケーション

チャネル」としての久慈鉄工協同組合に内在する３つのレイヤーが浮かびあがる。

すなわち、第一に多賀工場においては、家電製品の外注活用と中小外注企業の育成強

化を積極的に進めるべく、先述の通り多賀工場側において「下請指導委員会組織」（1959

年）、「外注工場指導委員会組織」（1963 年）を設置するなど詳細にわたり具体的な指導

と積極的な管理育成を実施していた。実際、久慈鉄工協同組合に対して行ったヒヤリング

では「かつて、1987 年頃までは多賀工場から設計図面が提供され、製造技術面ではずい

ぶんと面倒をみてもらった。鋼材は下請が自前調達したが、部材のほとんどは無償支給

だった。ゲストエンジニアが来たり、こちらから出向くこともあった。多賀工場が当組合

事務所内のスペースを借りて換気扇用モーターを生産することもあった」 と述べている15。

これを中核企業側からくる第一レイヤーとする。第二に、上述の通りの久慈鉄工協同組合

による各種の活動が中小下請企業側からの第二のレイヤーである。そして、第三には工業

団地という物理的なレイヤーにおける中小企業間のインフラの共有が挙げられる。この

ように中核企業多賀工場からの指導と対応（第一レイヤー）、中小下請企業側からの活動

（第二レイヤー） が、物理的インフラ （第三レイヤー） において結実したというのが、

久慈鉄工協同組合の特色であると論じることができよう。

以上の通り、日立製作所工業協同組合と久慈鉄工協同組合を例として、主として経済成

長期における中核企業である日立製作所の日立工場、多賀工場と中小企業の関係をみてき

た。その結果、工業協同組合の存在は単なる受注単価交渉や一括受注の受け皿というよう

な側面だけをもっていたのではないことが分かった。すなわち、工業協同組合は中核企業

工場側からの金融支援、設計図面をめぐるすり合わせを媒介する、まさに「コミュニケー

ションチャネル」として重要な存在であった。また、中小企業側における技能育成や人材

育成を行う舞台ともなった。このように中核企業と中小下請企業が互いに歩みより、中核

企業の保護育成と支援、中小企業の努力によって特色づけられていたといえよう。こうし
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た工業協同組合は、後年、ほぼ形骸化するに至るものの、総じて戦後から高度経済成長初

期に設立され、日立製作所工場と中小下請企業を仲介するのみならず、中小企業における

ノウハウの蓄積や、効率化、技術レベル、品質レベルの向上にも大きな役割を果たしたの

である 16。

このように戦後から高度経済成長期にかけて生成発展した中核企業と中小下請企業の関

係は、やがて 1970 年代の円ドル相場制移行、二度にわたるオイルショックを経て成長の

時代は終わりを告げる。その後円高、バブル崩壊に続く低成長期と、経済グローバル化や

リーマンショック等を経て大きく変貌する。次章においては、こうした状況変化を受け、

日製各工場の外注政策と中小企業との関係がどのように変化したのか考察を進めたい。

６．低成長期バブル崩壊からグローバル化に至るまで

本章においては 1970 年代の低成長期、1985 年の円高とバブル崩壊から、2000 年代

以降のグローバル化へと至る時代の変化の中で、日製各工場の中小外注企業に対する政策

がいかなる変容を経たのか、引き続き、「コミュニケーションチャネル」、「外注政策コン

テンツ」「相互作用スタイル」の３つの観点から分析を進める。

⑴　日立工場

日立工場については、以下、日立製作所日立工場（1985）『日立工場七十五年史』を中

心に、中小企業の経営者の証言等も交えつつ、日立工場と中小下請企業の関係を確認する。

高度経済成長から一転、1971 年のニクソンショック以降、景気後退の影響は大きく、

日立工場の外注管理においては、「重点外注先予算制度」が導入され、「賃率工場割」適正

化の指導強化等が行われた。また 1972 年には企業相談室が設けられ、不況に対応できる

外注体質に向けた改善策が実施されるようにする等、外注管理体制の整備を図った。さら

に 1975 年以降は外注管理徹底のため、長期外注先個別計画策定、軽量化指導、コミュニ

ケーション強化に取り組むとともに、装置類を発注している一般取引先から、付近地外注

先への作業量斡旋などの側面からの援助を実施するようになった 17。しかし、外注企業の

倒産件数は増加した。例えば 1975 年にはエレメントの外注先である㈱青木染工場への外

注縮小を余儀なくされ、1976 年には圧延機や歯車関係、タービンの ACC ギアなどの基

盤品の外注先であった㈱長谷川歯車が 40 億円もの負債を抱えて倒産した他、系列会社関

連会社の再編統廃合も余儀なくされたのである 18。このため、外注先の数は表７の通りと
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なり、1959 年当時（表３）との比較で大幅に減少した。

以上の通り、1971 年頃を境として、日立工場では従来型の生産能力確保のための新規

外注開拓と保護育成というような発想に変化が生じたと言えよう。やがて 1985 年以降の

円高不況、90 年代のバブル崩壊と 2000 年代に入ってからの経済のグローバル競争時代

を迎え、日立工場の中小下請外注政策は中核企業による中小下請企業の保護育成、指導と

いう形ではなく選択と集中もしくは外注企業の選別、そして仕様書通りに QCD を満たせ

るか否かのみを問うドライなビジネス関係へと変貌していった。

前節で論じた日立製作所工業協同組合によれば、2010 年代後半の今日、もはやかつ

てのような日製工場と中小企業の間でのすり合わせの繰り返しや品質の作りこみを伴う

ようなモノづくりはすでに消滅しているという。現代においては QCD（Quality, Cost, 

Delivery。特にそのうち Cost）についての仕様書上の基準が満たされているか否かだけが

問題となる時代となったという。例えばアーク溶接については日製工場が提示する図面通

りの QCD が満たされるか否かだけが重要となっており、それが達成できない場合には海

外を含め他企業に発注されてしまうのである 19。

また前章で論じた A 社もオイルショックを境に日立工場による護送船団方式は終わり

を告げ、日立製作所の方針として中小企業各社とも自立化するよう促されたという。ただ

し実際には日製工場の資材部が外注企業の自立化を促す一方で、同じ工場の製造部が他社

（例えば東芝）の仕事を受注することを嫌がるというようなこともあったという。また、

仮に東芝から仕事を受注しようとしても、先方も「日立の仕事量が増え受給が逼迫した場

合、東芝の仕事は優先度が下がり疎かにされるのではないか」と恐れて実際にはなかなか

発注してこない 20。こうしたメカニズムが働くため、自立化方針の有無に関わらず、受注

先の多様化と拡大は容易ではない。なお、A 社の場合、治工具、金型は自前で準備し、非

量産プレス工程を経たうえで、完成となるが最後の工程における溶接後の修正は手作業が

表７．日立工場の外注工場数（所在地別）
（1985 年当時）

工場数
所在地 合計 系列 一般

日立市内 39 7 32
県内 8 2 6
その他 23 2 21
合計 70 11 59

出所：日立製作所日立工場（1985），p.113
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必要であり、ここに職人技が活きるが、こうした技、技術を含め自社が何をやるのか、ド

メインを決め、先を見据えて仕事を作る必要があると A 社は認識している 21。

B 社も護送船団方式は停止し重点外注工場として生き残ることが重要となったと証言す

る 22。2010 年代後半現在においては、日立工場と中小外注間のコミュニケーションは、

仕様書や見積もりデータのやり取りに終始しており、face to face での擦り合わせはなく、

日立工場への出入りも困難となった 23。このように仕様書上の QCD 基準が満たされるか

否かということばかりが重要視されるようになったことの弊害として、日製側における現

場感や知識量の希薄化とそれに伴う調達業務における戦略性や中小企業との有機的な総合

性の欠如があろう。つまり、中小企業との距離感拡大により、日製工場の資材担当者の中

には、材料知識が低い人や図面が理解できていない人も散見されるようになったというの

である 24。B 社によれば、例えば日製工場の資材担当者等が中国生産と国内生産を単純に

表面的に比較してしまい、失敗するケースがあるという。すなわち、全工程を一貫させる

のか、一部の工程のみ海外展開するのか、各々の条件は何かにより、QCD の試算はいく

らでも変わるのに、表面的なコスト比較だけ行い、中国移転をした結果、品質面で失敗し、

国内に戻すケースもあるいう 25。

以上につき、図１に示した分析視角の切り口を活用して 1971 年以降の日立工場におけ

る外注政策に関する「コミュニケーションチャネル」、「外注政策コンテンツ」「相互作用

スタイル」を年代別に整理しなおしたものが（表８）である。

日立工場は、1970 年代初頭に中小企業の新規開拓、指導、護送船団方式による保護育

成は転換を余儀なくされた。それは「重点外注先予算制度」（1971 年）の確立や「企業

コミュニケーションチャネル 外注政策コンテンツ 相互作用スタイル

1971 年～ 重点外注先予算制度 「賃率工場割」適正化の指導強化等

1972 年 企業相談室設置 外注体質改善

1975 年 護送船団終わり
長期外注先個別計画策定
軽量化指導

コミュニケーション強化

1985 年～ 選別強化 QCD 基準を満たすか否か
のドライな選択

2010 年代 － － 相互作用大幅減少

（出所）筆者作成

表８．日立工場の外注政策（1971 年以降）
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相談室」（1971 年）の設置等、「コミュニケーションチャネル」の変貌として表出した。

これに伴い「外注政策コンテンツ」は、保護育成的なものではなく、体質改善や軽量化指

導、中小企業個社別の予算制度や個別計画の策定等、よりコストダウンや管理の強化を目

指したものがメインとなってきた。また、「相互作用スタイル」は、ドライな QCD クラ

イテリアによるその都度の取引実施という形に変化した。しかし、上記の後半に記した証

言からも分かる通り、時代の流れの中で、中小企業側も長年蓄積した技術力を駆使して何

らかの打開策を狙っている。また場合によっては中核企業をむしろ上回るような技術知識

を有するにいたる企業も出てきており、自立性を確立するだけの潜在的な実力を有するに

至っているとみられるのである。

⑵　多賀工場

日立工場の外注政策が第一次オイルショックを契機として一気に 180 度転換し、従来

の新規外注拡大と保護育成政策から選択と集中という形での選別を行うようになったのに

対して、多賀工場はこれとはまた異なった転換の仕方を示した。後述する通り、多賀工場

の場合も 1974 年のオイルショック以降、中小外注企業の選別の時期に入るのである。し

かし、それは急激で一方的な通告を伴う選別ではなく、中長期的なタイムスパンで中小企

業を引き続き育成しつつ改善し強化するというようなものであった。以下、その展開過程

を検討する。なお、多賀工場については、『多賀工場史』の 4 巻、5 巻、６巻を参照する他、

中小企業経営者や工業団地事務局の証言を参照する。

重電製品（発電機、タービン、業務用モーター等）の日立工場とは異なり、家電製品の

生産が中心であった多賀工場の場合、1969 年～ 1974 年上期まではいまだ生産能力の拡

大と外注企業における作業量消化が主要課題であった。多賀工場は外注企業の企業規模の

拡大を図ったが、経営管理が手薄となり、需要急増に対する生産能力の対応が設備面、労

務面で困難となっていた。そこで、ノウハウ流出防止と経営内容を掌握し、適時適切に改

善の手を打つことを目的として、外注企業の株式取得などによる資本参加を進めた 26。

また多賀工場は、引き続き外注企業の完成品外注能力の強化を行った。多賀工場の外注

品は、この時期特に組立作業、電工作業等などを中心とした部組品のウェイトが高まり、

完成品外注の能力拡大と電工作業の機械化が進んだ。さらに従来の加工外注方式からの切

り替えに伴い、外注先に対して従来無償支給していた主要資材を極力自主調達とし、品

質管理面、資金調達面などから問題のある電気部品、電線などは有償支給とした。また
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1975 年以降は、巻き線に加えて、鋼材、合成樹脂、段ボールシート等も含む有償支給体

制を確立し、こうした施策の結果、1976 年には金額ベースで、完成品外注、部組外注は

外注全体の 87％に達したのである 27。

しかし、急激な能力拡大に外注工場側では内部管理の確立が伴わず、一方、多賀工場側

図４．多賀工場の「外注管理委員会」と外注管理体制（1970 年）

（出所）多賀工場（1982），p.89
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でも先行きを見越した指導が追い付かなかった。そこで 1963 年に改組した外注工場指導

委員会を改変して 1970 年上期に発足したのが外注管理委員会（図４）である。同委員会

は工場長を委員長として月一回開催され、外注管理の基本方針の策定、個別外注先の利用

計画の承認、指導方針の設定などが行われた。資材部では、主力外注先に月次予算決算の

導入を進め、これをベースに経営分析の報告を行った 28。図４にある通り、外注管理委員

会には、多賀工場側のみならず、協同組合も参加し、生産技術、品質向上、不良対策、製

造 VA（Value Analysis: 価値分析）、効率工場、ベンチマーク等々様々な課題が網羅された

のである。

上記より、オイルショックを前後するこの重要な時期に、多賀工場は１）中小外注企業

に対する資本参加を含む経営参画と強化、２）外注部組品・外注完成品生産能力の強化、３）

外注管理委員会による組織的な経営、技術、品質面での指導強化を進め、全般的に外注企

業の体質改善にまい進していた時期であることが分かる。

しかし、1974 年下期より状況は厳しくなり、多賀工場の生産は前年同期比 66％の

レベルとなり、外注工場の仕事量も大幅減となった。人員削減、帰休、工場閉鎖などの

縮小策を余儀なくされた。同年から 1978 年頃までの間、以下のような総合的な施策が

とられた 29。

１） 専任プロジェクトチームによる経営改善指導：赤字を抱えている主力外注先を対象と

して多賀工場各部門からメンバーを選び、プロジェクトチームで改善にあたった。

２） 問題外注先に対する各種指導：

①主力外注先の月次予実算管理（BS/PL、人員、棚卸資産、効率管理、資金繰りの月次

管理）に基づく外注担当者による経営実績把握と経営改善指導。1978 年までに

20 社において月次予実算管理が導入された。

②本社派遣チームによる企業診断：1977 年上期より日立製作所本社資材部の主導に

より多賀工場を含む各工場の課長らがチームを組んで問題外注先の診断を行った 30。

３） 共同配送の導入、外注先でのトラック売却、輸送用人員の生産現場への編入等による

経費削減。

４） 外注再編成推進＝主力外注先への発注の集約と外注製造 VA の推進：1975 年上期以

降、外注作業量の伸びはなく、内作化や VA による部品統廃合等で外注作業量が減少

することが明確となり、表９に示すように業種別外注先の再編計画を策定、実施する

に至った 31。
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さらに、多賀工場では、外注管理部門を充実させるため、1970 年上期に資材部の第一

購買課と第二購買課を、外注課と購買課に再編、製造部門と直結した縦割り（家電、商品

の各部門別）に改変した。これは能力拡大に伴う効率向上の支援が製造部単位で行われる

ことから、外注先も極力、製造部単位とし、発注、指導の一元化を図ることが望ましいと

の考えに基づくものであった 32。

1979 年～ 1987 年までは、多賀工場にとって、磐城金属工業及び日立多賀モートル

の直轄系列会社の設立や、京都分工場の閉鎖などの大きな変化が起きた。そうした中で、

1980 年には大幅な仕事量減（第二次オイルショックを背景とした需要減が背景）に対応

するべく、外注工場に対して自立経営化の方向づけを打ち出し、企業診断、合理化アドバ

イス、他社受注の促進等の支援を行い、多賀工場の依存率の引き下げを図ったのである。

すなわち、共存共栄の時代から集約再編による競争的共存の時代へと移り変わってきたと

いうことである 33。

1980 年代においては、特に 1985 年の円高インパクトは大きく、外注作業量は大幅減

少となった。特に大物プラスチック成形品においては内作稼働率の低下が目立ち、この対

策として外注先再編計画が実行され、伸和化成からの撤退、オリオン化成茨城からも 87

年をもって完全撤退となった。また電工作業においても、佐々木電工原町工場の閉鎖、大

表９．多賀工場　業種別再編の考え方

業　種 考　え　方

完成外注 既に整理統合されており、現体制を拡大せず

製罐・プレス 発注量に対して能力が著しく過剰となっており、かつプレス作業量が今後とも減少す
る見込であるため格付け評価に基づいて部品別、製品別に検討して思い切った集約整
理を行う。

部組外注 部組外注先は設計が進んで組立工数は低減され、能力が過剰となる業種であり、製品
系列を鮮明にして集約を進める。

電工外注（注） 1973 年上期策定の整理統合計画がメリット面及び運営面から未達となった経緯あり、
体質改善を急務とする。

切削外注 発注金額も月 2000 万円以下となっており、専門部品と設備を考慮して集約する。

鋳物・鋳仕上 技術革新による鋼板化、プラスチック化の進展に伴い、作業量が急減して、内部の人
員消化に大きな問題を残しており、内作化が急務となっている。
従って外注先の思い切った削減を行う。

（出所）日立製作所多賀工場（1982) P. 92
　注：「電工外注」については、原文の文意がやや不明確のため、筆者が若干文言を修正した。
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串電機からの撤退があった。一方、各協同組合については、活動内容は従来のものに加え、

講演会、研修会等の実施等が中心となり、親会社依存型からの脱却が進められた 34。

さらに、外注管理のあり方については、外注 MST35 活動が展開されるようになった。

外注 MST 活動は親工場依存型の経営から脱却し、外注工場自らが経営合理化に取り組む

ことを目的として 1980 年にスタートした。また、1981 年には多賀工場内ベテラン組長

を集め外注指導グループが組織された。このグループは外注先における原価低減に直結し

た改善を少ない費用で行うという MST 思想に基づき生産方式の改善やマテハン（Material 

Handling：工場内の材料、仕掛品、完成品の移動に関する取扱いのこと）の改善、新製品

の立ち上げ、新工場のレイアウト構築に至るまであらゆる活動の外注指導を行ったのであ

る。こうした取り組みと合わせて、多賀工場は、1982 年以降、労務・財務面、コスト、

品質面での取引先の格付け評価を行うようになったのである 36。

以上の通り、1980 年代を通して、多賀工場は大枠としてはオイルショック以降の路線

を引き継ぎ、中小外注企業に対して、１）外注先再編（含：撤退）の大ナタを振るうと同

時に、２）多賀工場への依存度低下とそのための各社自立性確保、受注先多角化を推進し、

さらには３）外注 MST 活動、外注指導グループの組織化とその活動を通じて、中小外注

企業の体質改善を継続したのである。

1990 年代、不況の影響と製品の海外生産化の影響により日立地域内での外注生産は、

一定水準の維持すら危ない状態となった。まず、海外への生産移管に関しては、1994 ～

1995 年にかけて冷熱向けファンモーターの海外生産移転があり、電工関係の西野電機工

業社の売り上げは半減した。㈱亀屋工業所、㈱泉製作所、㈱那珂製作所などが中国・上海

地区へ生産拠点を投資するなど、協力会社自身の経営施策にもこれまでと異なった動きが

でてきた。発注内容も単品ベースから、材料込みあるいはユニット外注品へと多岐にわたっ

ている。そのため、価格及び品質に加えて、全体を取りまとめ力のある会社へと集約せざ

るを得ない状況となった。中小外注企業の強化については、1994 年における多賀工場の

ISO9001 取得に続く各社 ISO9001 取得の推進、支援、海外視察研修の実施、生産性向上

の取り組み、各種コストダウン活動の推進等を展開した 37。

今日における多賀工場と中小外注企業の関係について、先述の久慈鉄工協同組合は、次

のように証言する 38。すなわち、1987 年頃までは、多賀工場からは設計図面が提供され、

製造技術面ではずいぶんと面倒をみてもらった。鋼材は下請が自前調達したが、部材のほ

とんどは無償支給だった 39。またかつては多賀工場との間で、エンジニアが相互に出向す
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ることもあった。また、多賀工場が工業協同組合事務所内のスペースを借りて換気扇用モー

ターを生産することもあったという 40。ただし、1987 年頃からはコスト削減のため、多

賀工場の海外展開が急速に進み、さらに 1995 年からは、中小外注企業に対しても現地へ

の投資が促された。これを受けて、プレス加工業、プラスチック成形業の中小外注企業は

早い段階で多賀工場の海外展開に追従する形で海外投資を展開した。しかし、切削、研削

といった大幅な設備投資を伴う業種においては、1000 万円／台の旋盤マシーン（CNC）

を海外に６～ 7 台投資するのは資金的に無理であった。機械加工業も多品種少量生産や

超精密加工品等のニッチ市場を狙った輸出はありうるであろうが、通常は海外生産には向

いていないというのが同組合の見方である 41。

2017 年現在、この協同組合では日製からのアドバイスや出向などの人の行き来はない。

また、多賀工場（日立アプライアンス）にのみ納入している企業も皆無である。全般的

に今日の日立製作所依存度は 50％程度であり、残り 50％は各社が独自に商社ルートで商

談を確保しているのが現実である。なお、商談獲得方法はまちまちであり、人的なつなが

りによるところが大きい 42。

同工業協同組合によれば、昨今、大手企業はみんな製造から手を引き、エンジニアリン

グに走っており、現場の力、ものづくりの力は海外に出てしまっている。中核企業は中小

外注企業を選別するというが、実は中小外注企業も顧客を選別することがある。必要なの

は、とにかく人のやらない、やれない難加工材を安く実行することであるという 43。

以上、表 10 に示す通り、1969 年から今日に至るまでの多賀工場の外注政策の展開を

確認した。その結果、高度経済成長期以降、今日に至るまで以下のような特長が判明した。

まず、1974 年上期、すなわち第一次オイルショック前の段階までは、多賀工場にとって

は良質な生産能力の確保が重要課題であった。「外注政策チャネル」としては系列化の推

進の他、一般外注に対しては外注管理委員会を立ち上げ、対応した。「外注政策コンテン

ツ」としては、完成品生産能力の向上、機械化の推進、部材の自主調達推進や品質向上の

他、この時代から VA 活動や中小企業同士のベンチマークスタディーを取り入れ始めてい

る。一方、1974 年下期以降、すなわちオイルショック後は共同配送や VA の推進といっ

た改善策の推進と同時に、予実管理の導入、企業診断の実施等の管理志向の強化が特徴と

なる。改善策の推進と管理志向の強化は 1985 年の円高以降強まる。すなわち、MST が

実施される一方で、「相互作用スタイル」は外注企業からの撤退や格付け評価など厳しい

ものとなる。また、この時代から中小企業の自立化と多賀工場への依存度抑制が要請され



- 65 -

日立製作所の外注政策展開過程⑵
－工場史にみる日立製作所の中小企業対応－

る。バブル崩壊と円高を受けて、1990 年代には多賀工場の海外展開が加速し、中小企業

もそれとなく海外展開が促される。一方、国内にて継続して外注を引き受ける中小企業に

はかなりの能力が求められるようになるのである。1990 年代半ば以降の海外展開と追従

投資によるさらなる再編を経たものの、いわば長年にわたる厳しい試練を経て現在生存し

ている中小外注企業はもはや従属的な下請などではなく、自立している。むしろ、久慈鉄

工工業協同組合が言う通り、生き残った中小企業は、顧客を選別するほどの逞しさも備え

るに至ったといえよう。

⑶　水戸工場

高度経済成長以後、オイルショックを受けて 180 度、外注管理方針が変わり、外注先

拡大から選別、あるいは選択と集中へと動いた日立工場や、外注企業の体質強化のために

中小下請企業毎に様々なてこ入れ施策を展開した後、海外展開と選択・集中、中小企業

の自立化促進に動いた多賀工場とはまた異なり、水戸工場の場合には、バブル崩壊（1991

年）まではエレベータの生産拡大に伴う作業量の消化とそのための外注先中小企業におけ

表 10．多賀工場の外注政策（1969 年以降）

コミュニケーションチャネル 外注政策コンテンツ 相互作用スタイル

1969 年～ 外注管理委員会 完成品生産能力向上
機械化の推進
部材の自主調達
経営分析
生産技術改善
品質改善
不良対策
VA 活動
ベンチマークスタディ

系列化推進

1974 年
下期～

日製専門チームによる
コンサルテーション

外注窓口を
製造部門と直結し
縦割化

企業診断
共同配送
VA 活動
自立化推進
予実管理
撤退

1985 年～ 一部外注から撤退 MST 格付け評価

1994 年～ 海外展開促進
海外視察実施
コストダウン

全体取りまとめ力ある
企業に集約

2010 年代 － － 相互作用大幅減少

（出所）筆者作成
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る設備近代化が主要テーマであった 44。以下、主として『水戸工場史』の第２巻、第３巻、

第４巻を参照しながら、この時代の外注政策を確認する。

水戸工場の中小外注先工場においては、工場の増設や設備の近代化が推進された。

設備の近代化については、機械加工関係では 80 年代前半に NC 旋盤や NC ボール盤など

の単機能 NC 機の導入が始まっていたが、その後、NC 機械化がさらに進み、ロボット

付き NC 旋盤、マシンイングセンター無人運転など複合化、無人化が進んだ。製缶関係

でも NC ターレットパンチ、プレスブレーキなどの導入が始まっていたが、その後材料

自動供給装置と連動して機械の効率化が図られた。さらには、NC プラズマプレス、

NC レーザー切断機等など、NC 機械化された高級機の導入も進んだ。また、表面処理

では、各社で設備の更新がなされ、全自動塗装ライン、半自動メッキ装置、エッチング

作業へのシルクスクリーン設備などの導入が進み、作業の大幅な合理化が進んだ。こうし

た設備の近代化と並行して、1980 年代においては、増大する作業量の消化のため、関連

会社の増強も進んだ 45。

このようにして、1980 年代においては、旺盛なエレベータ需要に対応するために、

中小企業の活用拡大、生産拡大対応のための設備近代化促進が主眼だった水戸工場では

あるが、バブル崩壊後、特に 1992 年以降は、様相が一変し、外注管理政策は逆方向に

向かうようになる。すなわち、まず 1992 年から 1993 年にかけて、バブル後のエレベー

タ需要台数減を受け、外注先企業の選別と継続取引先の軽量化支援が進められた。また、

納入価格面でも公開入札による新規取引先の参入がなされるようになった他、国際的な価

格の比較実施が行われるなど、水戸工場も中小外注先企業も一層の競争力が求められるよ

うになった 46。

生産面においては、外注合理化 VEC 活動が挙げられる。VEC とは Value Engineering 

for Customers の略であり、従来の VA（Value Analysis）より一層顧客志向をめざして

1986 年以降日立製作所において展開された価値向上と原価低減を主軸とする活動で

ある 47。水戸工場は外注合理化 VEC を組織化し、JIT（Just In Time）手法の導入、支給

材料工程の見直し、見積もり作業簡略化等も進めた 48。

また水戸工場は経営管理の側面において、外注管理を強化した。すなわち、景気の長期

的な低迷を受け、水戸工場では主要外注先からの決算書の入手・分析、独自の危機指標

管理、部内主任以上による早朝ミーティングでの各外注先企業の方向づけ決定等の対応

と、取引先各社幹部に対する経営強化策策定義務付けやコミュニケーションの強化を図っ
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たのである 49。

こうした経営管理面での中小外注企業に対する管理の強化と危機意識の醸成は 2000 年

代に入るとますます加速する。すなわち、水戸工場では景気低迷に伴い、危機管理対応の

充実をはかるべく、日立製作所が推奨する経営分析システムを 2003 年に外注先に導入し

た。同システムでは、３年分の決算書を入力することで自動的に経営状況が分析され、問

題点が項目ごとに抽出されるもので、従来の外注管理を補完し、分析時間の短縮と管理強

化に使われるようになった。また、外注企業の意識改革のため、水戸工場は主要外注先十

数社と、2007 年に中国広州にある日製工場及び近隣の外注先と、上海地区取引先工場見

学を実施し、中国の外注先において、直近 10 年の間に大幅に設備が充実し、現地外注先

が大規模になっていること等についても認識を共有するようにした 50。

このような水戸工場による近代化促進方針、そして 90 年代以降の危機感の醸成と経営

管理の強化を受けて、技術力と経営力を強化して今日に至っている中小企業の事例として

E 社が挙げられる。従来 E 社は典型的な水戸工場の外注企業であったが、現在、同社は

毎月１件、年間 10 件近く新規顧客の案件をこなすよう心掛けており、適正価格で受注で

きるような顧客を開拓するため、展示会出展、営業活動、Web の活用など工夫を重ねて

いる。

E 社は戦前に東京で操業し、その後水戸に移籍してから軍需工場としてメーター類を製

作していたが、1951 年からエレベータ部品を生産し、水戸工場に納入してきた。1951

年当時は、エレベータ関連の機械加工、メッキ加工をしており、鈑金はまだスタートして

おらず、エレベータ出入り口の枠の部品などを作っていた。同社は 1975 年から鈑金で建

屋側に着くエレベータ用ドアの開閉装置のポケットを生産しており、抜き、曲げ、溶接、

熱処理を行っている。現在、水戸工場で生産するエレベータのうち、建物側のエレベー

タ開閉装置のポケットは 95％が E 社製である。図面は貸与図面であり、E 社側は図面を

見て、VEC（Value Engineering for Customers）提案をすることもあったが、長年の活動

を通じて、原価低減や高付加価値化はほぼやりつくしたと認識している。実際、同社は

60 年間にわたり水戸工場のエレベータ用ポケットを作り続け、コストダウン活動はほぼ

「やりっぱなし」だそうである。E 社の設備は全て自前であり、部材も自前調達である。

なお、いわゆる集約購買はコストダウンのメリットがあるが、柔軟な調達が難しいという

デメリットもあると E 社は認識している。E 社によれば、2000 年代、中国企業からの調

達が増えそうになったことがあるが、最初は試作品で良いものを送ってきて、品質検査
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を合格するものの、量産に段階に入った途端、品質が落ちるという問題があったという。

E 社いわく、日本製品は過剰品質の批判があるかもしれないが、とにかく、傷や交差が厳

しく検査される上、最近では中国製・台湾製ともコストが高くなってきたため、日本にも

のづくりが戻りつつある。また E 社は量産段階における品質の維持について中国企業に

対して様々な指導をする旨を申し出たが、相手がこれを忌避したため、中止となった。つ

まるところ、品質については、寸法の交差、傷、角度、メッキのムラ、材料も重要である

が、これら諸項目において中国製は信頼感が低く、また改善努力も希薄と言わざるを得な

いそうである 51。

以上の諸点をまとめたのが表 11 である。水戸工場における「外注政策チャネル」は引

き続き外注管理委員会によって担われた。一方、「外注政策コンテンツ」としては、1980

年代から 1992 年頃までの間に特徴的なのは、中小企業の設備近代化（NC 機械化、表面

処理設備の近代化等）である。しかし、1992 年以降、バブル崩壊後のエレベータ需要の

減少を受け、水戸工場の外注政策コンテンツは大幅に方向転換し、中小企業の軽量化、合

理化、VEC の推進、管理会計的な管理強化、公開入札や価格の国際比較など、合理化と

コストダウンの徹底が優先されるようになったのである。なお、水戸工場がその外注政策

を展開するに際してみられる中小企業との相互作用スタイルの詳細については目立った言

及が見当たらないものの、E 社の証言等から、お互いに膝を詰め、コスト削減のために知

恵を絞り、その他様々な工夫をしてきた様子がうかがえ、コミュニケーションの強化が意

識されていた様子がうかがえるよう。

表 11．水戸工場の外注政策（1980 年以降）

コミュニケーションチャネル 外注政策コンテンツ 相互作用スタイル

1980 年～ 外注管理委員会 設備近代化
・NC 機械化
・表面処理設備近代化

1992 年～ 外注管理委員会 軽量化・合理化・
VEC 推進
JIT 推進
公開入札
価格国際比較
決算書入手分析分析
➡経営管理強化
海外視察➡危機感
醸成

コミュニケーション強化
共同での海外視察

（出所）筆者作成
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⑷　国分工場

高度成長期に協力工場を開拓し、その設備を拡充した上で、外注管理のための委員会

組織の立ち上げにまで至った国分工場においても 1970 年代からは協力工場の品質競争、

価格競争への意識革命、また協力工場の存在意義や役割を改めて問い直す時代へと移行

した 52。この時期から今日にいたるまでの外注政策については、『国分工場史』第２巻、

第３巻及び『国分ものづくり半世紀』を参照する。

1980 年代前半は、国分工場自身の社内体制整備が推進された。すなわち国分工場は、

1982 年 9 月に大みか工場より変電盤、監視制御装置などの業務移管を受け、外注業務に

関しては、８万件に上る注残の移管、図面管理、協力工場対策に奔走したのである。こ

の業務移管に伴い、日立鉄工会加盟の 7 社を受け入れ、管理工場は 47 社となった。国分

工場では事務処理を合理化するため、外注係を製造部単位毎に第一外注係、第二外注係の

2 グループ化し、帳票のオンライン OA 化による管理強化を図った。さらに 1984 年には

那珂工場より保護継電器の移管を受け、さらに 10 数社の機械部品下請工場の統合がなさ

れた 53。

需要は安定していたが、1980 年上期をピークに、部門間の作業量にアンバランスが出

始めたため、国分工場は外注管理委員会を設置して長期計画の見直しを検討し、軽量化経

営の基盤づくりを開始した。しかし、その後の 1985 年プラザ合意による円高の影響は大

きく、内作化、IP（International Purchasing: 国際調達）化を促進することとなった。さら

には外注企業に対しては、QCD の改善を強く求める時代となった 54。

こうした中、徐々にではあるが、国分工場側の外注管理体制の組織的改変が進む。ま

ず、1991 年 8 月、従来は管理課内にあった外注係が、外注課として独立し、外注品発注

業務の他、外注管理関係も受け持つことになった。1992 年には、外注管理先任者を置き、

工場長を委員長とした外注管理委員会を発足させ、期毎の外注政策における様々な問題

を審議する機関を設けた。そこで議論された問題とは、安易な外注依存の是正、外注企

業の合理化投資遅れへの対応、指導育成不足・経営体質弱体化の改善、原価低減活動な

どである。また、1993 年、主要外注先の原価低減及び自主経営意識の高揚を図るため、

副工場長の管掌外注先を決め、期毎に各社を訪問し、コミュニケーションを図るように

なった 55。

バブル崩壊後、国分工場は東南アジアに生産拠点の投資を進め、インドネシアに日立パ

ワーシステムズインドネシア社を設立した。国分工場の海外展開は、従来の護送船団方式
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の終焉と外注作業の空洞化を招き、中小外注企業は競争の時代へと突入した。協力会社は

日立製作所に依存した体制を見直し、技術力を養い、提案型企業への脱皮を図るべき時代

を迎え、国分工場内では、外注管理体制に関する組織変更が行われ、1997 年 2 月に収支

直結型、縦割り体制がひかれた。外注化も遮断器、変圧器関係は資材第一課、受変制御、

送変電関係は資材第二課へと分けられ、外注管理としては、製品価格の競争力強化のため

に原価低減が常に主要テーマとなった 56。

2000 年代においては、作業量が年々減少する中、協力工場の経営体質の強化を目的と

して国分工場への依存比率の引き下げを指導し、倒産などの最悪の状況を回避するために

協力工場への指導として、リスク管理が非常に重要となった。2000 年 7 月には工場内の

部品供給元である製缶と機械の組織を系列外注企業である KEC（株式会社国分機器エン

ジニアリング）に移管した 57。このことにより従来の外注加工及び部品外注などの発注は

急減し、一方で、厳しい市場価格に対応するために、海外生産拠点・技術提携先への完成

製品発注量が増大していき、国内協力工場への依存度が急速に減少した。これ以降、国分

工場の作業能力補完に寄与してきた従来型の協力工場の役目は終わりを告げる。資材部内

組織には外注を専門に扱うグループはなくなり、外注は購入品とほぼ同列での管理へと変

貌を遂げるのである 58。

このように表 12 にある通り、国分工場は 1980 年代前半においては「コミュニケー

表 12．国分工場の外注政策（1980 年以降）

コミュニケーションチャネル 外注政策コンテンツ 相互作用スタイル

1980 年～ 社内体制整備
外注管理委員会

長期計画見直し
軽量化

1985 年～ 内作化・IP（国際調達）化推進

1991 年～ 外注課設置
工場長をトップとする
外注管理委員会改変

安易な外注防止
合理化投資推進
中小企業マネジメント人材の
育成、原価低減

期毎に工場長が
中小外注企業
訪問

1997 年～ 縦割り型 海外展開推進と
外注企業の自立化、
国分工場への依存
抑制を要請。
原価低減

2000 年代～ 関連会社 KFC に集約
外注管理終焉

ー 相互作用大幅減少

（出所）筆者作成
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ションチャネル」としては製造品の移管を受け、社内整備を進めつつ外注管理委員会を設

置し、「外注政策コンテンツ」としては長期計画の見直しや軽量化を進めた。また、1985

年の円高以降、内作化や IP 化といった中小企業にとっては不利な厳しい政策も展開され

た。ただし、1991 年以降は「コミュニケーションチャネル」の整備が進み、外注管理委

員会を改変し、工場長をトップに据えた対応がなされた。その際の「外注コンテンツ」は

合理化の推進、中小企業のマネジメント人材育成、原価低減と多彩な内容を含み、「相互

作用スタイル」も期毎に工場長が外注企業を訪問するなど密接なものとなった。ただし、

1990 年代後半からは国分工場側の外注政策組織は収益と直結する縦割り型となった。ま

た国分工場自身の海外展開を踏まえ、協力工場は国分工場への依存度を下げて自立化する

ことが要請される。2000 年代に入ってからは国内における主要外注はほぼ KFC に集約

され、外注政策は終焉し、資材部に移管されるのである。

以上論じてきたことからも分かる通り、高度経済成長の終焉から、低成長時代への転換

がニクソンショック、第一次オイルショックであるとするならば、日製各工場の外注政策

の転換は経済環境の変化と全く同一時期になされたわけではない。各々の製品の技術的性

質や市場の動向、業種業界の状況によって、外注開拓、外注拡大の基調から経営軽量化、

選別、そして自立化促進への基調の変化、潮目の変わり時が異なるのである。この時代の

特徴としては、組合は背後に引き、共存共栄よりも競争が優先されるようになった点にあ

ると言えるであろう。ただし、潮目の転換が訪れたタイミングは生産している製品カテゴ

リーの違いから生じる相違があるのである。

７．結論：

本稿においては、戦前・戦中から戦後復興期・高度経済成長期を経て、低成長期と今日

のグローバル時代にいたるまでの日製各工場による外注政策を概観し、中小企業経営者の

証言なども交えながら、中核企業たる日立製作所工場と中小企業の関係史を分析した。そ

の結果、次のような特徴がみえてきた。

まず、高度経済期までの時代においては、第一に、外注方式の段階的高度化が推進され

たことが中小下請企業側の製造技術、品質管理能力の蓄積に寄与したことが特徴的である。

日製各工場は、生産能力と効率性、品質の向上を目的として外注方式を当初の加工外注か

らスタートして、部品外注➡部組外注➡完成品外注へと高度化を推進し、中小下請企業側

の製造技術、品質管理能力の蓄積に寄与した。特に多賀工場における加工方式の高度化
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は、ある意味において現代でいうところの OEM（Original Equipment Manufacturing）や

ODM（Original Design Manufacturing）を含む EMS（Electronics Manufacturing Service）

の原初的先駆けとみることも可能であろう。第二に、日立工場のごとき重電向け工場で顕

著だったのは資本参加や買収といった手段による系列化である。これは生産能力の拡大と

製造ノウハウの流出防止という二つの側面があった。第三に外注管理委員会のような横断

的な組織を設置し、組織だった形で、重点的に特定の中小外注企業に集中的な指導を行っ

たことである。そして、第四に中小企業に対する支援、指導は、単に図面、仕様書を提示

して見積もりを取り、基準を満たすか否かのみで発注を決めるようなドライな取引ではな

く、外注管理委員会等を通じた指導育成を伴う製品の擦り合わせ型の協同的作りこみだっ

た点も重要である。さらに第五に工業協同組合の活用である。工業協同組合は受注単価交

渉の場としてのみならず、中小下請企業の技術力向上の舞台を提供し、人材育成の場とも

なった。

本稿の分析視角に沿って説明するならば、高度経済期までの時代において、中小企業は

次のような特徴を帯びた日製外注政策により能力蓄積を進めたと言える。まず「コミュ

ニケーションチャネル」は組織的系列化や日製工場内組織における外注委員会等の設置を

通じてなされ、なおかつ工業協同組合を介して展開された。このチャネルを行き来する

「外注政策コンテンツ」は生産能力（キャパシティ）向上、製造技術力の工場、品質管理

能力といったものが中心であった。そして日製工場と中小企業の間の「相互作用スタイル」

は出向の受け入れ合い、相互訪問、各種の研修といった多種多様な有機的やり取りによっ

てなされたのであった。

しかし、やがて時代が変わり、低成長時代を経て、円高、バブル崩壊と経済競争のグロー

バル化時代を迎える中で、日立製作所の各工場の外注政策は大幅に転換した。その特徴と

しては、第一に、重電向け製品を生産する日立工場が 1970 年代初頭に早々と外注政策を

転換し、選択と集中の時代に入る一方で、エレベータ市場の伸びが 1980 年代まで続いた

水戸工場においては、こうした転換は、バブル崩壊以後になってから起きるという風に、

工場により外注政策の転換タイミングは各々異なるものであった。第二に、多賀工場のよ

うに個別外注企業の強化に力点をおいた日製工場もあれば、国分工場のように外注作業を

系列企業に集約し、一般外注は終焉するというように中小企業の育成に力点を置く場合も

あれば、海外展開と集約が中心となる場合もあり、外注政策はより多様なものとなった。

本稿の分析枠組みに沿って説明するならば、低成長期から今日に至るまでの特徴は次の
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ように整理できよう。まず「コミュニケーションチャネル」については、一番特徴的な点

は、高度経済成長期に大きな役割を果たした工業協同組合の役割が大きく後退し、実質的

に形骸化した点である。また、「外注コンテンツ」は従来の能力増強や技術力向上よりも

原価低減、経営数値の予実管理、生産改善といった諸点に力点が置かれるようになった点

が特徴的であった。また、かつては face to face でのやり取りや擦り合わせが中心だった

「相互作用スタイル」は、具体的な人の行き来、やり取りは忌避されるようになり、QCD

に関する仕様書の要請を満たすか否かだけが問われるドライなものへと変貌していった。

このように記すと、あたかも中小企業が日製工場の冷たい突き放しにあっているような

印象を惹起しかねない。しかし、実際には、古くは戦前から、新しくとも戦後及び高度経

済成長期からの護送船団方式や保護育成と支援を柱とする外注政策により、現存する多く

の中小企業は営々と蓄えてきた技術力をテコに、脱下請と自立化の後押しを受けながら、

それを推進し、新規顧客開拓に動き、あるいは日製工場との新たなパートナーシップを構

築しつつある。

以上の通り、本稿では日製工場の社史や各種証言をベースとして外注政策展開史を描き、

日製工場に育てられた中小企業が力を蓄え、今や自立歩行を始めるに至りつつあること

を考察した。しかし、本稿においては、日製の佐和工場（自動車部品）、那珂工場（分析

装置、電子顕微鏡等）の外注政策については議論を展開できていない。そもそもは多賀工

場から分離したこれら二つの工場にも特有の外注政策があったはずである。この点につい

てはまた機会を改めて研究を進めたい。
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【注】

１ 日立製作所日立工場（1961）、前掲書。なお、その後同組合は、1941 年に「多賀鉄

工組合」（40 社）となったが終戦により解消された。その後、1946 年に「日立地区機

械器具統制組合」（23 社）が新たに設立され、1949 年に「日立地区工業協同組合」（37

社）へと改変された。同組合は 1953 年に「日立製作所下請工業協同組合」に改称され

78 社を擁するにいたった。なお、同組合の名称は 1961 年 7 月に現在の「日立製作所



- 74 -

菅　田　浩一郎

工業協同組合」へと変更されている。

２ 日立製作所日立工場（1961）、前掲書。

３ 日立製作所工業協同組合（1980）,  p.75

４ 日立製作所工業協同組合（1999）,  p.95. ただし、日立工場の場合少なくとも 1962 年

までは、当該組合との団体折衝にて外注単価の決定等では工程別単価をめぐる団体折衝

が中心であったものの、それ以降は企業単価別となっていたとの記述が『日立工場五十

年史』にある点は本文にある通りである。これを事実とした場合、1980 年まで存続し

た日立製作所工業協同組合の「受注単価改定委員会」の役割は何だったのか。考えられ

るのは、１）引き続き一部案件についての工程別外注単価改定に関する団体折衝を行っ

たのか（すべての外注単価が一気に団体折衝を要する工程別単価から個別企業毎の企業

別単価に変化したわけではないため）、あるいは２）1962 年以降、外注単価交渉はあ

くまでも工程別ではなく企業別にて行われていたものの、当該「受注単価改定委員会」

が当該企業に成り代わって、交渉窓口となったのか、もしくは３）実は工程別単価、企

業別単価は一概に切り分けられるものではなく、ケースバイケースで決まるものであっ

たため、工業協同組合側に「受注単価改定委員会」を存続する必要があったからか、そ

のいずれかであろうと推察されるが確認することはできなかった。

５ 日立製作所工業協同組合（1999）,  同上、及び日立製作所工業協同組合（1980）,   p.95.

６ 日立製作所工業協同組合（1980）,   pp.77－78.

７ 同上 ,  p.82.

８ 同上 ,  pp.87－94.

９ 日立製作所工業協同組合へのヒアリングメモより。ヒヤリングは 2017 年 5 月 2 日

10:00－11:00、日立製作所工業協同組合事務所にて行われた。

10 日立製作所多賀工場（1973）,   前掲書、p.151.

11 2019 年現在は 9 社が加盟している。

12 日立製作所多賀工場（1973）,  前掲。

13 久慈鉄工協同組合（1966）,  p.3.

14 同上 .

15 久慈鉄工協同組合へのヒヤリングメモより。ヒヤリングは 2017 年６月５日、10:00

－12:00 に、久慈鉄工協同組合事務所にて行われた。

16 なお紙面の都合上言及できなかったが、ほかにもいろいろな工業協同組合ある。
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17 日立製作所日立工場（1985）,  前掲書、pp. 112－113.

18 同上 .

19 前掲、日立製作所工業協同組合へのヒアリングメモより。

20 A 社へのヒアリングメモより。ヒヤリングは 2017 年 6 月 12 日㈪ 10:00－12:00、A

社会議室にて行われた。

21 同上 .

22 B 社へのヒアリングメモより。ヒヤリングは 2017 年 6 月 13 日㈫ 15:00－16:30、B

社社長室にて行われた。

23 同上 .

24 こうした見解は、2017 年 2018 年に行った日立地域における中小企業へのヒヤリン

グにおいて複数の企業より得た。

25 前掲、B 社へのヒヤリングメモ。

26 日立製作所多賀工場（1982）,  pp.87－88.

27 同上 .

28 前掲、日立製作所多賀工場（1982）,  p.89.

29 内容全般については前掲、日立製作所多賀工場（1982）,  pp.90－92.

30 なお、同上によれば、こうした診断の結果、判明した問題点とは、１）予実管理の不徹底、

２）標準時間（ST）、賃率などのデータメンテナンスの不備、３）出向者の人件費負担、

４）外注事業主の経営内容の掘り下げ、経営実態に対する認識不足、５）外注先管理者

と多賀工場関係者のコミュニケーション不足等々、基本的なものが多く、改善が不徹底

であったと多賀工場自ら反省している。

31 前掲、日立製作所多賀工場（1982）,  p.92.

32 前掲、日立製作所多賀工場（1982）,  p.89.

33 日立製作所多賀工場（1990）,  p.104.

34 同上 ,  p.105.

35 MST とは ”Minimum Stock, Minimum Standard Time” の略であり、生産活動における

在庫をいかに最小限にするか、作業における標準時間をいかに短くするかを模索する改

善活動である（株式会社日立製作所本社社員談。2019 年 2 月 25 日確認。）。

36 同上 ,  pp.106－107.

37 日立製作所多賀工場（1999）,  pp.98－100.
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38 前掲、久慈鉄工協同組合へのヒヤリングメモより。

39 中小外注企業の加工内容の高付加価値化に伴う部材の無償支給から有償支給への切り

替えについてのこの証言は、まさに日立多賀工場（1982）の記載内容を裏付けるもの

となっている。

40 前掲、久慈鉄工協同組合へのヒヤリングメモより。

41 同上 .

42 同上 .

43 同上 .

44 日立製作所水戸工場（1992）『水戸工場史　第２巻』,  pp. 108－109. なお、水戸工場

は機関車とエレベータ・エスカレータを生産しているが、外注作業が比較的多いのはエ

レベータである。

45 同上 .

46 日立製作所水戸工場（2002）『水戸工場史　第３巻』,  pp. 158－159

47 日立製作所（2010）『日立製作所史　第５巻』,  pp. 239－240. 

48 前掲、日立製作所水戸工場（2002）,  pp. 158－159

49 同上 .

50 日立製作所水戸工場（2012）『水戸工場史　第４巻』,  p. 94.

51 E 社へのヒアリングメモより。ヒヤリングは 2018 年 8 月 10 日㈮ 14:00－16:00、E

社会議室にて行われた。

52 日立製作所国分工場（1987）『国分工場史　第２巻』,  pp.105－107. 

53 同上 .

54 同上 .

55 日立製作所国分工場（1997）『国分工場史　第３巻』,  p.173. 

56 同上 .

57 日立製作所国分工場（2007）『国分ものづくり　半世紀』,  pp. 332－334.  なお、 

1991 年 6 月に㈱国分鉄工所と日立 ES のエンジニアリング部が合併して設立された。

従来の製缶品以外にも完成外注品やソフト外注関係を担当した。

58 同上 .
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Abstract

Since the 1970s, second language acquisition （SLA） research has addressed not only 

cognitive but affective factors as well. Although many studies of foreign language anxiety 

（FLA） as an affective factor have been conducted, fear of negative evaluation （FNE）, one 

of the main constructs of FLA, has not been examined closely （Kitano, 2001; Motoda, 

2005）. Hence, a qualitative study based on interview response data was conducted to explore 

whether FNE is a specifi c form and core feature of FLA. The interview questions were based 

on the cognitive model developed by Clark and Wells （1995） and applied in semi-structured 

interviews with eight Japanese university students studying English as a foreign language 

（EFL）. The qualitative data were analysed using the Thinking At the Edge （TAE） Steps 

（Gendlin, 1962, 2004）, which revealed a FLA-provoking process and negative effects on 

speaking English in classrooms by FNE and possible sources of FNE. It is hoped that the 

fi ndings from this study can lead to improved classroom practices in the EFL classroom.

Keywords：Foreign language anxiety （FLA）, fear of negative evaluation （FNE）, thinking at 

the edge （TAE） steps

１．Introduction

It is frequently said that Japanese EFL learners are not willing to speak English because 

of shyness. However, as many learners who are outgoing in their native language are still 

unwilling to speak English, this suggests that there are other psychological or cultural factors 
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behind their hesitation. One reason for their unwillingness to speak English may be foreign 

language anxiety （FLA） and fear of negative evaluation （FNE） from others. In the area of 

FLA and FNE studies including this research, FLA is defined, in limited situations such as 

language learning, as ‘the language learners’ provoking negative affective feelings （e.g. 

tension, apprehension, nervousness, and worry） automatically and interfering with learners’ 

language performance’ （Spielberge, 1983: Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986）. As for FNE, 

Watson and Friend （1969） defi ned as ‘apprehension about others evaluations, distress over ［the 

participants’］ negative evaluations, avoidance of evaluative situations, and the expectation that 

others would evaluate ［the person］ negatively’ （p.449）.

Since the 1970s, although many studies were conducted to identify levels and sources 

of FLA, they have only identifi ed FNE as one source of FLA. Aydin （2008）, Idri （2011）, 

Shabani （2011）, and others have recently focused on FNE, confi rming that FLA and FNE are 

positively intercorrelated and that FNE was a possible FLA source. However, their research did 

not provide satisfactory explanations of how FLA arises from FNE, what eff ect FNE has on 

learners’ language performance, and what causes FNE. Although Motoda （2005） mentioned 

that low second language （L2） proficiency and FNE provoke FLA, Kitano （2001） stated 

that FNE has ‘attracted little attention’ （p.550） in FLA studies, resulting in few eff ective FNE 

studies in language learning and teaching. Therefore, the present study began by reviewing 

psychological research, where FNE has been more extensively examined.

２．Literature Review

２．１ Studies of Foreign Language Anxiety

According to Scovel （1978）, although many studies investigating the relationship between 

affective factors and language performance were conducted in the 1970s, the results were 

inconclusive because ‘a wide range of variables is lumped together under the rubric “aff ect”’ 

（Scovel, 1978, p.129）. The indeterminate results prompted studies that addressed individual 

affective variables rather than treating affective variables as a whole. Regarding anxiety in 

language classrooms as an aff ective variable, Horwitz, Horwitz, and Cope （1986） suggested 

that FLA was composed of the following three constructs: communication apprehension, test 

anxiety, and FNE, and developed the Foreign Language Classroom Anxiety Scale （FLCAS）. 
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Their research indicated that FLA was distinct from other general anxieties and was measurable 

using a scale based on situation-specifi c anxiety, an apprehensive reaction by those who are 

anxious only in specific situations such as speaking English in a classroom. MacIntyre and 

Gardner （1991a） also identifi ed FLA as distinguishable from general anxieties and concluded 

that FLA should be measured by an anxiety scale specifically designed for the language 

class environment, since their research found a weak correlation between general anxiety 

and L2 proficiency. These and other studies （e.g. Machida, 2000; MacIntyre & Gardner, 

1989; MacIntyre & Gardner, 1991b） have contributed greatly to a better understanding of 

FLA, including the levels and sources of FLA. However, Motoda （2005） identifi ed low L2 

proficiency and FNE as the primary factors provoking FLA, and pointed out that none has 

yet explored the possibility that FNE could be one of the principal FLA-provoking factors. 

In addition to this, in terms of eff ects of FLA, the study of demotivation may help to identify 

the process of FLA forming （Tran, Mori and Baldauf Jr., 2013）. There will be the detailed 

discussion about the relationship between FLA and demotivation in 2.4.

２．２ Fear of Negative Evaluation in Social and Clinical Psychology

In social psychology, Watson and Friend （1969） conducted the fi rst study of FNE. Based on 

their study, Leary’s （1983） self-presentation theory of social anxiety describes social anxiety 

as occurring when people are motivated to provide audiences with a certain impression of 

themselves but worry about being evaluated negatively from poor performance.

In clinical psychology, Clark and Wells （1995） developed a cognitive model illustrating the 

causes and processes of social phobia incorporating Leary’s （1983） self-presentation theory 

into Beck and Emery’s （1985） cognitive theory. The core concept of the cognitive model is 

composed of not only FNE but also self-schemas: Individuals with social phobia tend to hold 

fi rmly to self-schemas that activate negative assumptions about their personal performance and 

surrounding social dangers. In these self-schemas there are three self-schemas （Clark, 2001, 

pp.406 － 407） : ⑴ Excessively high standards for social performance （e.g. I must always 

sound intelligent） ; ⑵ Conditional beliefs concerning the consequences of performing in a 

certain way （e.g. if I disagree with someone, people will reject me） ; and ⑶ Unconditional 

negative beliefs about the self （e.g. I’m not good at this）. Tanno （2001） applied Clark and 
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Wells’ （1995） model to Ellis’s （1955） ABC model, explaining the process of developing 

social phobia as follows: Stage 1: social situation; Stage 2: assumption activation stemming 

from one of the three self-schemas; Stage 3: perceived social danger; Stage 4: processing of 

self as a social object; Stage 5: somatic and cognitive symptoms; and Stage 6: safety behaviour. 

When individuals with social phobia face a social event observe themselves through the eyes 

of the imagined audience. Due to the anticipation, their FNE is accompanied by negative 

symptoms （e.g. mental blanks） and safety behaviours （e.g. talking less）. These symptoms and 

subsequent safety behaviours may reinforce the perception of FNE.

２．３ Studies of Fear of Negative Evaluation in Foreign Language Anxiety

Early research emphasising FNE in FLA was conducted by Kitano （2001）, who discovered 

a positive correlation between FLA and FNE, and that the learners’ FNE level varied depending 

on the diffi  culty level of classroom instruction and the learners’ perception of lower language 

proficiency. Building on Kitano’s study, many researchers, including Aydin （2008）, Idri 

（2011）, and Shabani （2011）, focused on empirical studies concerning FNE in FLA. These 

studies tended to utilise questionnaires such as FLCAS and found that FLA was positively 

correlated with FNE and that FNE was a source of FLA. In the Japanese EFL context, Brown 

（2004） administered a conceptual study of FNE. In the two-year study of peer cohorts 

（involving 210 fi rst-year university students）, almost every student indicated FNE as a source 

of foreign language anxiety. Brown suggested that FNE from peers can be a source of FLA for 

university students and described the source of FNE as a ‘double bind’ （Brown, 2004, p.16） 

situation where learners are trapped by FNE due to their lack of language profi ciency and their 

high performance, which others may perceive as ‘showing off ’ （Brown, 2004, p.16）. These 

FNE studies were only concerned with the correlation between FLA and FNE and with FNE 

as a source of FLA and thus not enough empirical studies have been conducted to explain how 

FLA and FNE are provoked including the factors provoking those aff ective constructs.

２．４ The Related Features of Anxiety and Fear of Negative Evaluation in Psychology and 

Language Learning

The debilitating eff ects of FLA on language performance resemble the symptoms of social 
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phobia described in Clark and Wells’ （1995） cognitive model. The symptoms and behaviour 

of social phobia from Clark and Wells’ （1995） cognitive model with those of foreign language 

anxiety （Horwitz et al., 1986; Price, 1991; Scarcella & Oxford, 1992） were compared in 

Table 1 below. Social phobia and FLA tend to cause cognitive symptoms （e.g. mental blanks 

and nervousness）, somatic symptoms （e.g. sweating and shaking） and safety behaviour （e.g. 

talking less and pretending to be apathetic） at the same time in both patients and language-

learning students. There seem to be many features common to Clark and Wells’ （1995） 

cognitive model and Horwitz et al.’s （1986）, Price’s （1991）, and Scarcella and Oxford’s 

（1992） FLA studies according to Table 1. Therefore, it is conceivable that the common traits 

stem from the same process. However, although the safety behaviour seems to be composed 

of two categories （reduction and achievement behaviour）, the achievement behaviour of 

FLA comprises only ‘excessive study’. It would seem likely that there are other possible 

achievement behaviours besides excessive study and further research into achievement 

behaviours could greatly improve our knowledge of FLA and FNE.

Table 1　Symptoms and behaviour of social phobia and foreign language anxiety

Social phobia Foreign language anxiety

Cognitive
Symptoms

- distraction
- mental blanks

- forgetfulness
- freezing during role play
- nervousness
- lack of concentration

Somatic
Symptoms

- feeling hot in the face
- sweating
- tremors

- increased heartbeat
- sweating
- shaking

Safety
behaviour

Reduction
Behaviour

- avoiding a situation
- changing the subject
- ignoring others
- not talking about self
- talking less

- absence
- avoiding studying
- being late for the classes
- carrying out the tasks with minimum eff ort
- low voluntary participation in the activities
- not handing in work on time
- not preparing for class
- pretending to be apathetic

Achievement
Behaviour

- deep breathing
- rehearsing sentences in mind
- self-monitoring thoughts
- trying to look confi dent

- excessive study
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It seems to be said that the quality of reduction behaviour in safety behaviour are based 

on demotivation such as carrying out the tasks with minimum effort and pretending to be 

apathetic （see the column of reduction behaviour in Table 1 for more examples）. Studies about 

demotivation developed from the research of motivation in the late 1990s and attracted SLA 

researchers and teachers （Kikuchi, 2009; Molavi & Biria, 2013）. One of possible reasons for 

this may be the fact that to explore the structure of forming demotivation is likely to contribute 

the studies of motivation （Agawa et al., 2011）. A demotivation study found that there is the 

positive correlation between FLA and demotivation, but the further empirical studies about 

both FLA and demotivation are required to find out the causal relationship between FLA 

and demotivation （Agawa et al., 2011）. However, according to Table 1, which was about 

anxious leaners’ reactions caused by FAL, because of FLA, some language learners generated 

negative aff ective symptoms in their mind and reduction behaviours in their learning attitude. 

Therefore, it is possible to say that the recent studies about forming FLA model provide a great 

contribution for the study of demotivation.

３．Research Questions

This study aims to explore Japanese university EFL students’ FNE in FLA related to 

speaking English in class, and addresses the following research questions:

RQ1: What FLA-provoking process based on FNE exists among Japanese university EFL 

students?

RQ2: What eff ect does FNE have on their language performance?

RQ3: What are the sources of their FNE?

４．Methodology

４．１ Pilot Study

As stated in the previous section there have been a few studies about FNE in FLA, and 

forming a solid hypothesis of FLA-provoking model was difficult without the studies from 

social and cognitive psychology. Qualitative methods can be employed when the previous 

studies about the target areas are not sufficient and the variable is not yet identified （Saiki, 

2006）. Hence, it was necessary to begin the FNE study in FLA by generating a hypothesis for 
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the FLA-provoking process. Suzuki （2002） stated that one of appropriate methods to generate 

a hypothesis is to conduct interview research qualitatively and that interview research has the 

following advantages:⑴ it can reveal the essence and nature of a phenomenon and ⑵ it can 

generate hypothesises and theories concerning psychological matters and social phenomenon. 

Furthermore, it can be possible to comprehend subjects’ experience and generate a model 

through interview research （Nochi, 2011）.

Prior to the main study, pilot interviews were conducted with two female university 

students. These two students were chosen because one was upper beginner and the other was 

intermediate, so it was possible to look at FLA from diff erent language profi ciency levels. The 

interview structure （semi-structured） and questions items were based on Clark and Wells’ 

（1995） study of social phobia and modifi ed for English classes. It took about 30 minutes to 

complete each interview.

The comments of both interviewees, although following the model of social phobia, were 

quite similar but showed clear differences between social phobia and FLA. The primary 

distinction was that factors provoking FLA included not only the three schemas but other 

factors, such as students’ perception about their language profi ciency, their own notions about 

their speaking English （students’ preferred speaking styles and learning style, etc.）, the 

difficulty of the language tasks, the language class atmosphere, and so on. These factors 

highlight the uniqueness of FLA.

The comments which one student emphasised seemed to show why TAE was chosen as a 

main research method （for more explanation about TAE, see 4.4 and 4.5）. FLA fl oated into 

her mind when she needed to speak English in class but she was not clear how FLA provoke 

into her mind. Furthermore, she was unsure why she could not try to speak English in class 

but felt that quite a few mixed feelings were crucial, for example, being negatively evaluated, 

by others, embarrassment, and demotivation with a lack of anticipated speaking ability, etc. 

The researcher intuitively and implicitly felt that FLA can be provoked diff erently from the 

cognitive model （Clark and Wells,1995）, though a possible FLA model seems to follow a 

similar pattern to the cognitive model. Moreover, FLA should be distinguished from other 

general anxieties, and thus a different scale from general anxiety is needed （Horwitz et al., 

1986; MacIntyre & Gardner’s, 1991a）. Before administering an empirical study qualitatively, 
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an exploratory study should be conducted to elucidate a FLA-forming process including the 

uniqueness of FLA. Hence, TAE was chosen as an analysis method to explore how FLA is 

provoked diff erently from the cognitive model and to provide the FLA-provoking model with a 

new theory.

４．２ Participants

In the main study, interviews were conducted with eight first and second-year university 

students, and all participants were native Japanese speakers learning general English as a 

foreign language. Since the interviewees’ ages, learning conditions, and similar cultural 

background are in the permissible range, we posited that the interview data were comparable.

Their representativeness was also likely to meet the standard: five males （M1 － M5） 

and three females （F1 － F3） with English proficiency levels ranging between beginner and 

intermediate. In addition, the interviewees were from four universities, two private and two 

national. For participants meeting the conditions of being Japanese and learning general 

English at university, semi-structured interviews could increase representativeness and the 

interview style permitted a relatively small number of participants （Suzuki, 2002） : In the study 

of social phobia by Clark and Wells （1995）, for example, the cognitive model was based on 

data from 12 participants.

In this study, the interviews were carried out after the English course to reduce their 

hesitation to answer. The interviewees did not seem to be afraid of telling the truth to the 

interviewer because they thought it would not affect their grades. Informed consent was 

obtained to record the interviews and pseudonyms have been used throughout this research to 

protect interviewees’ identity.

４．３ Instruments

As a result of the pilot study （4.1）, it was confi rmed that, through semi-structured interviews 

modifi ed for EFL context, qualitative data concerning the students’ FLA and FNE was collected 

（See Appendix A for the interview guide in Japanese and English）. There seem to be at least 

two advantages to using a semi-structured interview. According to Suzuki （2002）, the use of 

semi-structured interviews can reinforce the level of representativeness and can even allow the 
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use of a relatively small number of participants. A good example of this is Clark and Wells’ 

（1995） study of social phobia, which as mentioned involved 12 participants.

The interview questions were created based on Clark and Wells’ （1995） study and modifi ed 

for the EFL context, especially for a setting in a feared situation. In social phobias, feared 

situations vary, but in FLA, feared situations are very limited, so instead of asking ‘when and 

where do you feel anxious?’, the question modified for EFL context was ‘How do you feel 

when you speak English in EFL classes?’ The reason for this was because Clark and Wells’ 

（1995） study was conducted with social phobic patients, but this present study was carried out 

with language learners who did not have mental health problems. The interviews in the main 

study were administered in Japanese and were recorded with the interviewees’ permission, 

and lasted approximately 40 minutes for each interviewee. The content of the interviews was 

recorded and transcribed for later analysis. In addition, the interviews were carried out between 

the researcher and interviewees under informed consent.

４．４ Method of Analysis

The interview responses were analysed using the “Thinking At the Edge Steps” （TAE）, 

developed by Gendlin （1962, 2004） and Gendlin and Hendricks （2004）. TAE is a method 

to construct theories systematically so as to put uncertain feelings about a specifi c phenomenon 

into words. Therefore, it can create new concepts from social phenomena that individuals sense 

to be necessary, but cannot explain or express clearly （Tokumaru, 2011）. Additionally, TAE 

allows to discover new concepts through the interaction between individual experiences and 

existing general words or phrases （Tokumaru, 2011）. In TAE, the analysis of qualitative data 

is conducted by forming a “felt sense” （Tokumaru, 2011, p.5） of one’s intuitive and implicit 

feelings. In this case, the “felt sense” is defi ned as a feeling about a specifi c phenomenon that 

may be hard to describe but nonetheless feels necessary. In the case of this study, students 

could not put into words exactly how they form anxiety about their speaking English in class 

or where those anxious feelings come from. The researcher also intuitively and implicitly felt 

there to be critical factors distinguishing the FLA-provoking model from the social phobia 

model, although the possible FLA-provoking model seems to be similar to the existing 

cognitive model developed by Clark and Wells （1995）.
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４．５ Reliability and Validity of TAE in This Study

According to Tokumaru （2011）, the TAE process comprises 15 steps in four parts, and 

the use of TAE increases reliability owing to the fixed steps （1 to 15） used to analyse the 

data. However, this study was completed without steps 13 -15, since, as noted by Tokumaru 

（2011）, these are processes used to apply the concept to other study areas. The process of 

analysis will be explained in detail below （4.6）. In addition, to be able to proceed to the TAE 

steps, the researcher attended TAE training sessions organised by Tokumaru, and TAE analysis 

followed the guidance of the TAE workbook written by Tokumaru （2008）. The researcher 

comprehended and obtain a “felt sense” of the data through the guidance of the training 

sessions and the workbook, after which the analysis of the data proceeded.

Concerning the validity of TAE, Tokumaru （2011） mentioned that TAE can explore the 

meaning of interaction between humans’ experience and their environment. In the case of this 

study, TAE can reveal how interviewees’ FLA develops when they need to speak English in 

class and show how it is provoked diff erently than in the cognitive model of Clark and Wells 

（1995）.

４．６ Analysis Process

To generate a new theory about a phenomenon, there are 13 steps of analysis in four parts: 

Part 1: feeling a felt sense in mind; Part 2: explicating the felt sense; Part 3: building external 

frames within the organisational structure through felt-sense-related instances from the data; 

and Part 4: building internal frames within the notional structure using the core terms of the 

felt sense and data. The analysis in each step is also carried out on the felt sense. A summary of 

the process of TAE is shown in Table 2. 
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５．Data Analysis and Results

５．１ Part 1 （Pre-steps） : Feeling the Felt Sense

The interview responses were read repeatedly until the researcher’s mind （e.g. including 

researcher’s past experiences and English-speaking notions related to FLA and FNE） was 

synchronised with them and encountered the felt sense. In this case, the felt sense is regarded as 

an intuitively important concept forming FLA and FNE that cannot be described explicitly by 

the students or even the researcher. After the researcher gained the felt sense, analysis began.

Table 2　Analysis process of TAE

Parts Steps Content of the analysis

Part 1
Feel a felt sense implicitly Pre-Step Feel a felt sense from the data

Part 2
Transform the implicit 
felt sense into an 
explicit felt sense

Step 1 Express the felt sense in the form of a temporary sentence including a 
keyword

Step 2 Confi rm that the felt sense and keyword are beyond logical usage and 
meanings

Step 3 Identify two more keywords from the felt sense and confirm the 
keywords are not used in the standard defi nitions

Step 4 Provide three keywords with new meanings based on the felt sense

Step 5
Generate a sentence based on the felt sense and keywords to 
understand what was found （the sentence may be expressed as 
linguistically unusual）

Part 3
Discern the patterns 
from instances based 
on the explicit felt sense

Step 6 Distil instances related to the explicit felt sense from the data

Step 7 Classify the instances and identify their detailed structure

Step 8 Connect and organise each instance by “crossing” them

Step 9 Summarise the fi ndings based on the crossed instances to explain what 
was analysed

Part 4
Construct a theory by 
analysing the patterns 
based on the felt sense

Step 10 Extract three conceptual terms which construct the explicit felt sense 
from the data and identify a link between them

Step 11 Seek the inherent relations between the terms by using the explicit felt 
sense

Step 12 Elaborate on the terms and interlock them to build up a theory

* This table is taken from Tokumaru （2011） with modifi cations （The Pre-Step was added and became Part 1, while 
the rest of the steps became Part 2-4. A detailed explanation is provided in the analysis. As Steps 13-15 are not used 
in this research, they were omitted from this table.
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５．２ Part 2 （Steps 1‒5） : Forming the Felt Sense

The purpose of Step 1 was to explicate an implicit felt sense in the form of ‘My Sentence’. 

My Sentence need not be understandable to everyone at this step because the felt sense is 

beyond regular defi nition and may be diffi  cult to convey by common expressions （Tokumaru 

2011）. To conduct TAE analysis, it is essential to use ‘direct reference’ （Tokumaru, 2011, 

p.32） to the felt sense. Tokumaru defi nes ‘direct reference’ as ‘the kind of symbolisation in 

which symbols refer to and diff erentiate some experiencing, but do not represent it’ （p.187）. 

Therefore, ‘direct reference’ can be used as a kind of ‘sensor’ to identify whether information 

from the data relates to the felt sense. TAE analysis was applied to produce My Sentence by 

fi lling out the ‘My Sentence Sheet’ （see Table 3）.

Table 3　My Sentence Sheet

Step 1

⑴ Theme
How the students’ FLA is provoked in an English lesson.

⑵ Let a word/phrase come
Clogged  up English and a few words dripped  out of my mouth occasionally, I cannot join in 
with the fl ow of this task, embarrassed and uneasy, what should I do?, I felt under pressure and 
rushed, I’m negatively conscious of their eyes  and come on spit it out, what are you trying to 
say?, it’s all gone wrong.

⑶ Temporary My Sentence
Clogged up English and a few words dripped out of my mouth occasionally, I felt under pressure 
and rushed, I’m negatively conscious of others’ eyes.

Step 2
⑶ Temporary My Sentence

Clogged up English and a few words dripped out of my mouth occasionally, I felt under pressure 
and rushed, I’m negatively conscious of a hosepipe.

Step 3

⑷ A slotted sentence
Clogged up English and a few words dripped out of my mouth occasionally, I felt under pressure 
and rushed, I’m negatively conscious of （           ）.

⑸ Keyword 1
a hosepipe 

⑺ Keyword 2
Outside

⑼ Keyword 3
Inside

⑹Usual definition
a long tube made of rubber, 
plastic, etc., used for putting 
water into fi res, gardens, etc.

⑻Usual definition
The large part extending 
from a certain limited range

⑽Usual definition
The partitioned internal 
area, something within a 
certain range
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In Box ⑴ in the ‘My Sentence Sheet’ （Table 3）, by ‘directly referring’ （Tokumaru, 2011, 

p.32） to the explicit felt sense in mind, the main theme of the interview response data was the 

following phrase: How is the students’ FLA provoked in English lessons? Following this, in 

Box ⑵ , by employing a ‘direct reference’, related terms based on the explicit felt sense were 

noted down to expand the felt meanings and focus on what the researcher wanted to defi ne, 

and then four key terms were underlined. In Box ⑶ the essence of the felt sense was distilled 

into the form of a sentence and, since the term ‘eyes’ was felt to be especially important （it was 

double-underlined）, it was written down as a keyword in Box ⑸ .

In Step 2, the Temporary My Sentence, especially the keyword eyes, was reconsidered 

because the sentence did not seem to describe the felt sense adequately according to the ‘direct 

reference’ to the felt sense. Therefore, through ‘direct reference’ to the felt sense, the keyword 

eyes was replaced with ‘a hosepipe’ as a new keyword because the students seemed to notice 

not only others’ eyes but also their own language profi ciency and aff ects related to it: the size of 

the hosepipe is analogous to their level of language profi ciency （if they have a large hosepipe, 

they can produce many utterances）, but the hosepipe is clogged up with mud or rubbish, 

Step 4

⑾ Felt sense-based meaning
English profi ciency, the 
amount of utterance, the 
things interfering with 
speaking English （i.e. 
nervousness, the self-
upsetting, struggling against 
English, and self-censorship）

⑿ Felt sense-based meaning
The atmosphere around 
me, people who listen to 
my English, an interlocutor, 
and classmates who I do not 
know well

⒀ Felt sense-based meaning
the impression of me, 
position, intelligence, and 
pride

Step 5

⒁ Expanded sentence
My English is clogged up and only a few words were dripping out of my mouth occasionally. I 
felt under pressure and rushed. I’m negatively conscious of （my English profi ciency, the amount 
of utterance, nervousness, myself who got upset and struggled against using English, the 
atmosphere around me, people who listen to my English, an interlocutor, my classmates who I 
do not know well, the impression of me using English, my status and position in the class and my 
intelligence）.

⒂My sentence
I am even more upset when I notice the disparity with my desired self-images through self-
analysis.

⒃ Explanation of My sentence
When the students’ English was clogged up, they felt under pressure and rushed. Even more, 
they were upset because they analysed the responses of other student （s） and their own 
speaking performance, and provide a negative evaluation of the desirable self-images.
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called negative aff ects （nervousness, self-upsetting, and so on）. Hence, a new Temporary My 

Sentence was written down in Box ⑶ （it was double-underlined）, and Keyword 1 in Box⑸ 

was changed from eyes to a hosepipe.

The focus of Steps 3 and 4 was to confi rm that the three keywords based on the felt sense 

were not defi ned by the words’ regular meanings, which did not amply explain the felt sense. 

In Box⑹ , the dictionary meanings of Keyword 1 were written down to confirm that the 

defi nition based on the felt sense diff ered. Then, the keyword a hosepipe was removed from 

the Temporary My Sentence and rewritten with empty brackets in Box⑷ , called a ‘Slotted 

Sentence’ （Tokumaru, 2011, p.62）. Analysing the Slotted Sentence by ‘directly referring’ to 

the felt sense, another keyword was entered in Box ⑺ to fi ll the brackets, outside （Keyword 

2）, and the dictionary meanings of Keyword 2 were provided in Box⑻ . Boxes ⑼ and ⑽ 

show the same process for Keyword 3: inside. In Step 4, the keywords’ dictionary meanings 

were developed into new meanings based on the felt sense in order to highlight the diff erences 

between the dictionary meanings and those based on the felt sense. The procedure of this 

step was to enter the three keywords in the empty brackets of the Slotted Sentence and write 

what the keywords mean within the felt sense in Boxes⑾－⒀ , and the important terms were 

marked with a wavy-underline. For Keyword 1, the felt sense provided the usual definition 

of ‘outside’ with the original meanings in the FLA context, such as ‘English profi ciency’, ‘the 

number of utterances’, and ‘the things interfering with speaking English’ （i.e. nervousness, 

self-upsetting and struggling against English, self-censorship）. Following this, the same 

process was used to analyse the other keywords.

In Step 5, the implicit felt sense, including ‘Implicit Understanding’ （Tokumaru, 2011, 

p.168）, was elaborated in the form of a sentence （the explicit felt sense）. The Keywords and 

important terms from the new meanings ⑾－⒀ were put in the empty brackets of the Slotted 

Sentence, which was written down in Box⒁ and called the ‘Expanded Sentence’. In Box ⒂,

 using the ‘direct reference’ to the felt sense, an ‘Expanded Sentence’ including the implicit felt 

sense was expressed in the form of a short sentence called ‘My Sentence’ within the explicit 

felt sense: I am even more upset when I notice the disparity with my desired self-images 

through self-analysis, although ‘My Sentence’ was still an unusual sentence. Box ⒃ contains 

an additional explanation of ‘My Sentence’ to aid in understanding the felt sense explicitly.
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５．３ Part 3 （Steps 6－9） : Finding the External Frames from Instances and Patterns

In Steps 6 and 7, by ‘direct reference’ to the explicit felt sense, 179 instances related to 

FLA were extracted from interview response data and categorised into 52 patterns, each of 

which covered several instances （see Table 4 for an example of patterns）. The reason why 

179 instances were gathered from just eight students’ interview responses was that more than 

22 FLA-related instances were found in each student’s interview data. A summary of the 52 

patterns categorised from the 179 instances is found in Table 5.

In Step 8, by ‘crossing’ between independent patterns, the following outcomes were 

expected: ⑴ connections between independent patterns were offered; ⑵ the common 

organisation of the patterns was developed and generalised; and ⑶ the explicit felt sense 

constructing the patterns was embodied and elaborated. Hence, the external frames with a 

common organisation based on the explicit felt sense were reinforced. By conducting ‘direct 

reference’ to the explicit felt sense about FLA, Pattern 1 was accommodated to Pattern 2, and 

this produced a new pattern, the common organisation between Pattern 1 and 2 （Pattern 1 

× 2）: speaking English with my classmate （ s） and making speeches in front of them are my 

Table 4　An Example of Pattern Sheets （Pattern 1）

Pattern 1 Speaking English depends on the interlocutor.

Instances categorised 
into Pattern 1

Speaking to someone I don’t know well. （M1）, （M5）, （F1）
Speaking to someone who can speak English very well. （M5）
Speaking to and being with someone who can speak more fl uently than me. （M4）
Speaking English to someone, even my friends. （F2）

Notes:
The instances in the categories showed a result the researcher expected to a certain extent, yet an important 
message lay behind the examples above: they recognize that they make certain kinds of mistakes when they 
speak English anyway.

Table 5　Summary of the 52 patterns extracted from the 179 instances

Patterns Summary of the patterns

Pattern 1 Speaking English depends on the interlocutor.

Pattern 2 Making speeches in front of classmates.

⁞ ⁞

Pattern 52 I answer the question in a certain way like keeping my voice low.
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most feared tasks in English class. The same process was carried out for Pattern 1 × 3 through 

Pattern 1 × 52, then the procedure was repeated for Pattern 2 × 1 through Pattern 2 × 52. In 

the end, the ‘crossing’ was administered 1,326 times until Pattern 51 × 52. A selection of the 

fi ndings from the ‘crossing’ is shown in Table 6 below.

In Step 9, what had been found so far is summarised in Table 7 in the form of a proto-FLA-

provoking process, in which the instances and patterns based on the explicit felt sense are 

commonly organised to form the external frames of the FLA-provoking process. Including 

many FLA examples, the researcher reconfi rmed the diff erence between social phobia and FLA 

in terms of FLA provoking factors: English-speaking notions and other aff ective feelings.

Table 6　Summary of the ‘Crossing’ results

Pattern 1: Speaking English depends on the interlocutor.

Patterns Findings from the ‘crossing’

Pattern 1
×

Pattern 2
Speaking English with my classmates（s） and making speeches in front of them are my 
most feared tasks in English class.

⁞ ⁞

Pattern 1
×

Pattern 52
When I speak English in front of my classmate（s）, I keep my voice low.

Table 7　A proto-FLA-provoking process

Stages FLA provoking process Examples

Stage 1 A student is required to speak English with or in 
front of their classmate（s）. Speaking to someone I don’t know well.

Stage 2 Because of their own notions about speaking 
English, they feel pressure and became nervous. I must not show my weak points.

Stage 3 Despite the pressure, they try to speak, but their 
English clogged up because of low L2 profi ciency.

First nervousness and I was stuck for 
English words.

Stage 4 Started to feel others’ eyes as they made negative 
assumptions. I was slow.

Stage 5 This provoked aff ective responses. I feel uneasy and my mind becomes blank.

Stage 6
Certain behaviours were also activated to diminish 
the negative evaluation from others and affective 
responses.

I speak in a small voice.
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５．４ Part 4 （Steps 10 － 12） : Constructing a Theory （Finding Internal Frames from the 

Core Terms）

In Step 10, all the words, phrases, instances, patterns, and fi ndings of the ‘crossing’ results 

from the analysis of Parts 1 and 2 were classified by the ‘direct reference’ to the explicit 

felt sense based on the interview response data related to FLA, resulting in three conceptual 

terms （Term A: notice of others’ eyes, Term B: reduction behaviour, and Term C: even worse 

situations. These conceptual terms were applied to the following three conceptual formulas 

（‘Term A is Term B （A = B）’, ‘Term B is Term C （B = C）’, ‘Term C is Term A （C = A）’） 

（Tokumaru, 2011, p.102） based on the explicit felt sense. The reason why the terms were 

applied to the formulas was that the terms stemmed from the same felt sense within the same 

‘direct referent’ （Tokumaru, 2011, p.103）. Hence, by applying the terms to the formulas, it 

was possible to reveal the relationships between the terms, as shown in Table 8. Consequently, 

the following three phrases were found as new conceptual terms that arose from each 

conceptual formula, additional notes, and ‘direct reference’ to the explicit felt sense: aff ective 

responses （Term D）, distortional diagnosis （Term E）, and the domino （Term F）. These terms 

can be used to construct a FLA-forming process at Step 12.

Stage 7 The responses and behaviours could exacerbate 
their sense of danger. Things have gone all wrong.

Table 8　The results of the three conceptual formulas

Conceptual
Formulas Sentences resulted from applying the terms to the conceptual formulas

Term A is Term B
（A = B）

Notice of others’ eyes is a trigger of reduction behaviour.

Notes: Since the students notice others’ eyes on them, they carry out reduction 
behaviour to avoid this, at the same time having aff ective responses such as a 
blank mind.

New conceptual term: aff ective responses  （Term D）

Term B is Term C
（B = C）

Reduction behaviour is the students’ reaction to avoid even worse situations.

Notes: The performance of the reduction behaviour is distortedly diagnosed by notice 
of others’ eyes,  and the students often start to feel even worse situations.

New conceptual term: distortional diagnosis （Term E）
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Through the analysis of Step 11, ‘inherent relations between terms’ （Tokumaru, 2011, 

p.110） was revealed by using the inherent formulas: ‘Term A is inherently Term B’, ‘Term 

B is inherently Term C’, and ‘Term C is inherently Term A’ （Tokumaru, 2011, p.107）. 

Additionally, Terms A, B, and C were the same terms used in Step 10. By applying the three 

conceptual terms to the three inherent formulas, three inherent sentences, comments, and 

new fi ndings were produced based on ‘direct reference’ to the explicit felt sense （for detailed 

results, see Table 9 below）. As a result of the analysis of Step 11, three new conceptual terms 

were extracted from the three inherent formulas: Term G: My English was clogged up, Term H: 

distorted negative self-evaluation, and Term I: the fuel of exacerbation. The three terms above 

will be employed as inherent terms in constructing a FLA-forming process at Step 12.

Term C is  Term A
（C = A）

‘Even worse situations’ is the feeling that resulted from noticing others’ eyes.

Notes: Even worse situations  are again diagnosed by notice of others’ eyes. This 
prompts another reduction behaviour or an increase of even worse situations .

New conceptual term: the domino （Term F）

Table 9　The result of the three inherent formulas

Inherent
Formulas Sentences generated applying the terms to the inherent formulas

Term A is
inherently  Term B.

Notice of others’ eyes is inherently reduction behaviour.

Notes: Notice of others’ eyes  and reduction behaviour  seem to have similar features 
of distorted cognition concerning using of English with or in front of others. 
These constructs always begin from clogged up English because of low L2 
profi ciency.

Inherent term: My English was clogged up because of low L2 profi ciency  （Term G）

Term B is
inherently  Term C.

Reduction behaviour is inherently even worse situations.

Notes: Reduction behaviour  is an action and even worse situations  is a result of 
the linguistic action. Since the result was an outcome of the action based 
on distorted cognition, the result was also cognitively distorted: distorted 
negative self-evaluation based on one’s experience, culture, etc.

Inherent term: Distorted negative self-evaluation  （Term H）

Term C is
inherently  Term A.

‘Even worse situations’ is inherently the notice of others’ eyes.

Notes: Even worse situations  seem to be fuel aggravating notice of others’ eyes . 
Hence, it is possible for even worse reduction behaviour to be activated.

Inherent term: the fuel of exacerbation （Term I）
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As Steps 10 and 11 are relatively similar, it can be said that either step is enough to carry 

out the analysis. However, according to Tokumaru （2011）, Step 10 is diff erent from Step 11 

in terms of the level of access to the ‘direct referent’ （Tokumaru, 2011, p.110）. Step 10 is the 

analysis method of mutually correlating the conceptual terms, while Step 11 seeks the inherent 

relationship between them.

In Step 12, a theory was constructed by ‘interlocking’ （Tokumaru, 2011, p.111） the 

conceptual and inherent terms. Tokumaru （2011） stated that a new theory can emerge when 

the conceptual and inherent terms are defi ned to be interconnected with each other. By ‘directly 

referring’ to the explicit felt sense, five new conceptual terms were redistilled from all the 

results of the analysis in the previous steps, including the original conceptual terms and the 

inherent terms found through the analysis of Step 10 and 11. The following terms were the 

new conceptual terms: Term J English-speaking notions, Term K Clogged-up English because 

of low L2  profi ciency, and Term L Negative anticipations. As well as this, Term A Notice of 

others’ eyes and Term B Reduction behaviour were adopted again. To interlock the fi ve new 

conceptual terms, the terms chosen by the mutually defi ned felt sense were redefi ned in the 

form of sentences to conceptualise the core of the felt sense concerning FLA （Table 10）, yet 

the order of the new conceptual terms were rearranged as follows, term J, term K, term A, term 

B and term L, according to the order of generating FLA.

Table 10　Interlocking concepts forms

Defi ne Term J （English-speaking notions） with Terms K, A, B, and L

English-speaking notions IS an internal factor to provoke notice of others’ eyes, and the activation of the 
notions is caused by clogged-up English because of low L2 profi ciency. Hence, depending on the types of the 
notions, reduction behaviour and negative anticipations work diff erently.

Defi ne Term K （Clogged-up English because of low L2 profi ciency） with Terms J, A, B, and L

Clogged-up English because of low L2 profi ciency IS a trigger to notice others’ eyes, which the students 
carry out reduction behaviour to avoid, but the behaviour usually results in negative anticipations. The extent 
to which the students have damage from clogged-up English because of low L2 proficiency depends on 
English-speaking notions.

Defi ne Term A （Notice of others’ eyes） with Terms J, K, B, and L

Notice of others’ eyes IS to process the self as an evaluation object, uses English-speaking notions as 
database, perceives clogged-up English because of low L2 proficiency as a problem, conducts reduction 
behaviour to solve the problem, and evaluates the behaviour as information for negative anticipations.
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The five new conceptual terms were defined as interlocked with each other according to 

Table 10, whereby the felt sense involving FLA based on FNE was conceptualised and the 

content of the felt sense fully explicated. Through the data analysis above, the framework of 

the FLA-forming process with the conceptual terms was found as shown in Table 11 below. 

In addition to this, according to the features of the conceptual terms, English speaking notions 

was likely to be an internal factor to provoke FLA.

Through the data analysis in Part 4 （Steps 10 － 12）, several important conceptual terms 

were extracted and interlocked to express how FLA is formed. However, at the end of the 

process, another conceptual term was adopted: Term D affective responses and Term F the 

domino. Through ‘directly referring’ to the explicit felt sense, Term B reduction behaviour 

was not suffi  cient to express the anxious students’ responses to speaking English, thus, Term 

D affective responses was adopted as an additional conceptual term. Concerning term F the 

domino, this conceptual term referred to the whole fl ow of forming FLA. In other words, each 

stage （1 －4） was likely to be an individual domino. If the students’ English was clogged up 

in Stage 1 because of low L2 profi ciency, at the next stage, because negative and irrational 

English-speaking notions are activated, noticing other students’ eyes triggers Stage 3. Hence, 

the FLA forming frame is based on the domino eff ect, and there are four stages in the frame 

aff ected by the internal factor: English-speaking notions.

Defi ne Term B （Reduction behaviour） with Terms J, K, A, and L

Reduction behaviour IS a safety action to avoid negative anticipations, and its result is used as 
information to infer others’ thoughts through the function of noticing others’ eyes. Because of clogged-up 
English because of low L2 profi ciency, reduction behaviour is also activated, and English-speaking notions 
infl uence what kind of behaviour the students choose.

Defi ne Term L （Negative anticipations） with Terms J, K, A, and B

Negative anticipations IS a result of reduction behaviour, which is aggravated by notice of others’ eyes 
and IS likely to be a strong version of clogged-up English because of low L2 profi ciency. The result is stored as 
another negative experience in the students’ English-speaking notions.
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６．Discussion

It could be argued that the FLA-provoking process model based on FNE may follow the 

basic procedure of Clark and Wells’ （1995） cognitive model of social phobia to some extent 

because, as mentioned earlier, there are several common features between FLA and social 

phobia, especially in the anxiety-forming process. However, the result of qualitative data 

analysis using TAE found critical diff erences between the two in terms of the factors forming 

anxiety, which for social phobia were the three schemas （see 2.1）. Instead of the three 

schemas, on the other hand, in FLA there was an internal factor: English-speaking notions. 

The students’ interview responses about factors causing FLA were uncertain, yet analysing the 

responses with TAE revealed them. The internal factor will be discussed in 6.3. Furthermore, 

the feared situation in FLA was also diff erent from that in social phobia. The feared situation in 

social phobia was, for example, giving a speech in public, but in FLA, giving a presentation is 

regarded as a pre-feared situation and clogged-up English because of low L2 profi ciency in the 

presentation was the genuinely feared situation.

Table 11　A FLA-provoking process and the Internal factor

A FLA-provoking process Internal factor

Stage 1:
Students in English lessons are faced with a feared situation such 
as my English was clogged up because of low L2 profi ciency.

The students ’  Engl ish  speaking 
notions  were formed from their past 
English-speaking experiences and 
culture; therefore, these notions seem 
to be an Internal factor affecting the 
rise of FLA throughout the process.

Stage 2:
The students notice others’ eyes to process the self as a self-
evaluation object.

Stage 3:
They feel aff ective responses  and carry out reduction behaviours .

Stage 4:
The responses and behaviours are used as information to 
infer others’ evaluation of them, who automatically make 
negative anticipations . Then to reduce the anticipations, 
reduction behaviour is conducted again, but the students’ poor 
performance usually exacerbates their negative anticipations 

（the domino） （e.g. I’m trapped in a spiral）.
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６．１ The Foreign-Language-Anxiety-Provoking Process Based on Fear of Negative 

Evaluation

A FLA-provoking process based on FNE was illustrated in Table 11 with the following 

conceptual terms: my English was clogged up because of low L2  profi ciency, English-speaking 

notions, notice others’ eyes, aff ective responses, reduction behaviours, negative anticipations, 

and the domino. The terms were extracted by TAE analysis from Steps 1 through 12, which 

explains the content of the felt sense of FLA to allow construction of a theory. Applying the 

process forming FLA （Stages 1 to 4 in Table 11） to Clark and Wells’ （1995） cognitive model 

modifi ed by Tanno （2001） to explain the FLA-provoking process yields a process model of 

FLA as in Figure 1. However, the unique features of FLA based on FNE in this model con-

cern a very limited feared situation （only clogged-up English; in the case of social phobia, the 

feared situations vary） and the Internal factor: English-speaking notions.

The process model above comprises four broad stages and the internal factor related to the 

students’ language use. According to the interview response data （Pattern 5: clogged-up Eng-

lish, and Pattern 6: I know what I want to say, but English does not come out）, most students 

in the interviews mentioned that FLA begins with their English getting clogged up by low 

English speaking profi ciency （Stage 1）. This triggers noticing of others’ eyes, which describes 

students’ consciousness of being looked at by others （Stage 2）. This seems to be because of 

A: Events  B: Cognition  C: Affect  D: Action  

Stage 3[1] 
Affective 

Responses 

Stage 3[2] 
Reduction 

Behaviours 

Stage 1 
Clogged-up English 

because of low L2 

proficiency 

(Feared Situation) 

 

 

F 
N 
E 

Stage 2 

Noticing 

others’ eyes 
 

Stage 4 
Negative 

Anticipations

Internal Factor 

English-Speaking Notions 

Figure 1　The FLA-provoking process model based on FNE
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the following fi ndings of the data analysis: Pattern 15: I feel others’ eyes on me, especially the 

comment of M3: I feel like I am looking down on myself from above. 

Although the students start to feel affective responses, for example, Pattern 34: After my 

English gets clogged up I feel uneasy （Stage 3 ［1］）, they try to reduce FLA using reduction 

behaviours, for example, Pattern 48: Try to minimise my utterances （Stage 3 ［2］）, but some 

students carry out achievement behaviours （e.g. Pattern 42: I try to make a sentence in Eng-

lish）.

In addition, the students’ choice of reduction or achievement behaviours depends on what 

types of English-speaking notions they have （e.g. Pattern 20: I must say a sentence in English, 

Pattern 26: If I can’t make a sentence or if I make mistakes, they will evaluate me badly and 

I will feel ashamed, and Pattern 30: I’m not good at English anyway）. Hence, it can be said 

that this Internal factor is one of the causes that generate Stages 3［1］ and 3［2］, though the 

Internal factor aff ects other stages because it is criteria of students’ English-speaking perfor-

mance. The performances of the affective responses and reduction behaviours are also used 

as information to infer the evaluation of others: The students automatically make negative an-

ticipations, for example, Pattern 16: my English is not understandable （Stage 4）. Moreover, 

reduction behaviour is conducted again to reduce the negative assumptions, which are only 

aggravated by the students’ performance. Stage 4 aff ects Stage 2, thus completing a cycle of 

FLA. The FLA level is likely to increase in this vicious cycle （e.g. Pattern 8: I’m trapped in a 

spiral）. As a result of the model above, it can be said that, most importantly, Stages 2 （noticing 

of others’ eyes） and 4 （negative anticipations） are core to this FLA-provoking process. The 

function of Stage 2 （noticing of others’ eyes） is as follows: to collect all the information re-

lated to clogged-up English because of low L2  profi ciency, to diagnose how the students are 

looked at by others, and to process Stage 1 clogged-up English because of low L2  profi ciency. 

Furthermore, the function of Stage 4 negative anticipations is to show the result of the process 

as social danger. Hence, it would be possible to conclude that the feeling of FNE is aggravated 

and circulated between Stage 2 and Stage 4.

A close examination of the interview responses sheds light on the first research question 

by suggesting that the FLA-provoking process is likely to follow the basic structure of Clark 

and Wells’ （1995） cognitive model. However, as the present investigation focused on oral 
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language production and the affective dimensions of the students’ production, not social 

activities by social phobia, there were also diff erences between the FLA and cognitive models. 

The primary diff erences are as follows:

⑴ The present study elaborated the relationship between the process and factors of FLA. 

In Clark and Wells’ （1995） cognitive model, the process and factors of social phobia 

were described in the same diagram, resulting in a complicated model structure in 

which it was diffi  cult to distinguish both constructs.

⑵ The definition of the feared situation differed greatly depending on individuals in 

the cognitive model. However, this research focused on only spoken production in 

English classes, for which the focus of the feared situation was clogged-up English, a 

trigger of FNE.

⑶ The results in Stage 3 ［2］ diff ered from the study of social phobia （Clark & Wells, 

1995）. In the social phobia study, Stage 3 ［2］ always indicated distorted reduction 

behaviours （e.g. crouch down in crowded places）, but the present interview responses 

showed not only reduction but also achievement behaviours.

６．２ The Eff ect of FNE on Students’ Language Performance

Recent SLA studies have suggested that in effective language acquisition, it is crucial to 

provide the target learners with language input of sufficient quality to ensure meaningful 

output that prompts them to notice language features. According to Izumi （2016）, providing 

a reciprocal learning cycle involving language input and output （an input-output model） is 

necessary to help learners acquire their second language.

The production part of the FLA-provoking process model （Stages 3 ［2］ in the FLA-

provoking process） seems to show less oral production （e.g. stay silent, minimum eff ort, and 

use Japanese）. Since FNE seemed to interfere with the students’ language improvement, lower 

levels of FNE may boost students’ motivation for oral production.

６．３ The Sources of Fear of Negative Evaluation among FFL Learners

According to the FLA-provoking process model （Figure 2）, FNE is mainly caused by the 

Internal Factor: English-speaking notions. When the students’ English was clogged up because 
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of low L2 profi ciency in Stage 1, their attention shifted from their own language performance 

to others’ evaluation of them （Stage 2）, known as an ‘attentional shift’ （Clark & Wells, 1995, 

p.70）. The Internal Factor English-speaking notions is likely to comprise specifi c interrelated 

constructs such as students’ notions, past experiences, attitudes, values, and beliefs （Sensui & 

Mochizuki, 2012） about speaking English. When the students’ attention shifts, the Internal 

Factor and the information from Stages 3 ［1］ and 3 ［2］ are mostly processed in Stage 2, and 

negative evaluation is anticipated, although the Internal factor aff ects other stages. Therefore, 

it is necessary to positively modify the students’ English-speaking notions to reduce FNE and 

increase the students’ language output without the interference of FNE, thus resulting in their 

English not being clogged up as easily.

７．Conclusion

Qualitative research based on interviews was carried out, and the interview responses were 

analysed using TAE. Consequently, the FLA-provoking process based on FNE was delineated 

and its eff ect on the students’ language performance and sources of FNE were also revealed.

It is important for language teachers to understand how FLA and FNE are provoked in 

classrooms so that they can construct a low-anxiety classroom environment and reduce learner 

anxiety. There have already been many suggestions of approaches and techniques to deal with 

FLA in the classroom （Crookall & Oxford, 1991）, such as agony columns, ghost avengers, 

and mistakes panels. Yet, in the area of clinical psychology, Tanno （2001） suggested cognitive 

therapy to reduce social phobia. This therapy corrects irrational cognition through numerous 

techniques like recording negative thoughts, expressing symptoms and levels of pain on a 

scale, and thought stopping. Hence, it is worth considering how these techniques may also be 

applied for FLA and FNE reduction in EFL classrooms. However, there is a need for further 

research on and modifi cation of these techniques before they can be implemented practically.
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Appendix A

  1. ☐ 同意を得る

  2. ☐ 留学の経験（年齢、国名、期間、留学形態）

  3. ☐ 取得英語資格試験の名称（テスト名、取得時期，スコア）

  4. ☐ 受講している大学の必修英語授業の習熟度別クラス

  5. ☐ 大学の授業も含め、生活の中で英語を話す機会がありますか。

  6. ☐ 英語の授業で、英語を発話するときにどんなことが頭をよぎりますか。

  7. ☐ それはどのような状況だったのか、できるだけ詳しく教えてください。

  8. ☐ それはなぜですか。

  9. ☐ 英語の授業で英語を話すときに気持ちは上で述べたようになりますが、体はどんな

状態になりますか。☐ その理由

10. 英語の授業で英語を話すときに気持ちは上で述べたようになりますが、心はどのよう

な状態になりますか。□ その理由。

11. ☐ 上の状態になってしまったと認知すると、さらに悪化しますか。☐ その理由

12. ☐ その状態や状況から脱出するために何かしらの行動を起こしますか。

13. ☐ 英語を話すとき、「自分は ･･･ じゃなければいけない」という気持になりますか。

14. ☐ 英語をうまく話せなかったら、周りの人はあなたを否定的に評価すると考えますか。

15. ☐ 英語をうまく話せても、周りの人はあなたを否定的に評価すると考えますか。

16. ☐ 英語を話すときに「どうせできないから ...」との最初からあきらめたり、否定的に

考えますか。

17. ☐ 自分の発話が何かに妨害されているとすれば、その原因はなんだと思いますか。

18. ☐ 感想、言い残したこと、質問など

学年： 大学、学部、学科

Interview guide for study 1 （Ver. 4.1）

氏名： 性別： 年齢：

日付：
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Hidenori Kuwabara

  1. □ Informed consent.

  2. □ Experience about study abroad （age, country, term, programme type）.

  3. □ English profi ciency test （name, date, score）.

  4. □ The level of the current English course （level）.

  5. □ Do you have opportunities to speak English both in and outside your lessons?

  6. □ How do you feel when you speak English in EFL classes?

  7. □ What kind of situation gave you that feeling?

  8. □ Why?

  9. □ In such situations, what kind of physical symptoms did your body show? □ Why?

10. □ In such situations, what kind of mental symptoms did you show? □ Why?

11. □ If you realise you were in you were in such a physical/mental condition, does it get 

worse and worse? □ Why?

12. □ What kind of strategy did you carry out to cope with the condition/situation?

13. □ When you speak English, do you feel ‘you must be …’ or ‘you must do …?’

14. □ If you cannot speak well, do you think other students evaluate you negatively?

15. □ Even if you can speak well, do you think other students evaluate you negatively?

16. □ When you speak English, do you give up speaking from the beginning because you 

think you cannot do it anyway?

17. □ What kind of factors interfere with your language production?

18. □ Do you have any comments or questions?

University （ ） Faculty （ ） Department （ ）

Interview guide

Name:（ ） Gender:（ ） Age:（ ） Grade:（ ）

Date:（ ）
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研究ノート

「茨城が変った日」

－茨城県の企業・産業、アントレプレナーシップ教育とHitachifrogs の意義－

村　山　元　理＊　・　犬　塚　真　桜＊＊

The Day When IBARAKI has changed
－The Corporation and Industry of IBARAKI, Entrepreneurship Education and Impact of Hitachifrogs －

＊ 常磐大学総合政策学部　教授
＊＊ 常磐大学総合政策学部経営学科　2 年生

はじめに

地域創成ないし持続的な産業振興は国内だけでなく国連 SDGs からも要請されている重

要な社会的課題の一つであることは言うまでもない。ここ茨城県においても、特に県北地

域における急速な少子高齢化、過疎化、貧困家庭の増加などの解決の難しい社会的課題を

抱えている。これに対して、国や行政体による支援策がある中で、民間の組織や個人によ

る創業があちらこちらで見られる。その様々な取り組みからは明るい未来への兆しが感じ

られる。地域活性化の取り組みにつながる若者の起業・開業、さらには就農などが起きて

いる。

その中でも筆者が身近に見聞した社会的課題を若者に考えさせる Hitachifrogs の取り組

みについて、本稿ではその特異なアントレプレナーシップ教育のあり方に注目し、記録と

して残すことに本稿の第一の目的がある。

Hitachifrogs とは何か

Hitachifrogs とは、茨城県（常陸国）の企業と行政が資金を出し合って、地元の高校生・

大学生に「アントレプレナーシップを身につけたハイブリッドイノベーター人財」の育成

を半年間実施するというプログラムである。その第一期生となる研修が 2019 年 6 月か

ら 12 月にかけて茨城県で初めて実施された。

10 年続けた Ryukyufrogs（沖縄県）の代表である山崎暁氏が General Organizer として
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深く、全体の計画と運営に関わられた。Hitachifrogs は山崎氏のアイデアとご支援の賜物

である。半年にわたる研修では、10 日間のシリコンバレー（米国カリフォルニア州）で

の研修も含まれており、Google, Facebook などの巨大 IT 企業の本社の訪問などして、起

業家や有能なエンジニアなどとの交流をもつことができた。第一期生の 5 人の選抜生は、

社会イノベーションの意義を学び、自らサービスを起こすことが課題として与えられた。

3 人の若手起業家がメンター役となり、高校生・大学生の 5 人を側面から育てるという指

導が毎週のごとく続けられた。この間における、5 人の人間的な成長には紆余曲折のドラ

マがあり、全員が発表の場に立つことができた。その人間的な成長に地域の大人たちが大

きく関わっていることに、このプロジェクトの特色がある。大学や家庭では味わえない、

地域による未来の若手リーダーの育成の場として、本プロジェクトの意義は高い。

その最終報告会は「Leap day Hitachi」であり、2019 年 12 月 1 日に日立市で開催され

た。「Leap day Hitachi」では著名な起業家たち 3 名のセッションも開催され、その中で、

「Hitachifrogs」の選抜生５名のサービスプレゼンがメインの最終報告会となった。

地域の大人たちによって、若者たちへのアントレプレナーシップ教育（entrepreneurship 

education）が情熱的になされたことに、このプロジェクトの特色がある。

以上、論点を先取りしたが、本稿では、そもそも茨城県におけるアントレプレナーシッ

プ教育とその環境について、筆者の狭い知見から概括する。その上で「Hitachifrogs」の

概要と意義についてさらに探究したいと思う。合わせて、研修に参加した常磐大学の学生

である犬塚真桜さんの感想文も入れる。

１． 茨城県の産業に関する現況

ここで議論の前提として、本稿の第 2 の目的として、茨城県（いばらきけん）の企業・

産業に関わる創業環境や県民意識について考えてみたい。以下の記述は筆者が、県外から

茨城県に移住して 24 年間に暮らし、県内各地を訪問した体験による限定的な知見である。

論文として体系的な記述を求めたものではないという限界があることを予め述べたい。

茨城県は首都圏に属するとはいえ、東京都とは明らかに異なる地方であり、特に県北地

域は福島県と接して、南東北ともいえる。東京から見るとゴルフ場のイメージである。

茨城県南部は千葉県を超えて東京都など都心部と隣接している。都心から利根川を超え

ると茨城県の台地が広がる。茨城県は土地が広く安価で、自然も豊かで生活のしやすいと

ころである。北関東 3 県の中で、唯一太平洋にも面している。茨城県は、その広さから
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地域ごとの特色があり、県北、県央、県西、県南、鹿行（ろっこう）地区などに区分され

ている。それぞれの地域ごとに特色がある。

１－１．海と川のある茨城県

漁業に関して、親潮と黒潮が交差する豊かな漁場（鹿島灘）があり、アンコウやシラス

などが有名である。霞ヶ浦・北浦のワカサギやシラウオ、涸沼（鉾田市、茨城町、大洗

町）のシジミなど魚介類が豊富である。市民が気軽に買い物ができる「おさかな市場」（那

珂湊港、大洗港、日立おさかなセンター、大津港など）も多く、観光客も集めている 1。

太平洋に面しているため、地の利を生かして巨大な水族館もある。すなわちアクアワー

ルド茨城県大洗水族館（大洗町）であり、年間パスでの利用客も多い。ここはイルカショー

で家族連れを集め、またサメも多いことでも有名で、私も家族と何度も出掛けた。

茨城県では学生でも釣りを趣味とする人が多い。海岸だけでなく、久慈川、那珂川のよ

うな清流では鮎（あゆ）釣りが盛んである。久慈川沿いの常陸大宮の山方地区や大子町に

は多くのキャンプ場があり、GreenVila Daigo（大子町）のような快適なオートキャンプ

施設もある。

海岸線が長く、夏は海水浴客を集めてきた。しかし 2011 年の原発事故以降は、減って

いるようだ。サーフィンも盛んな土地である。プロのサーファーを輩出してるのも茨城県

であり、プロとして常磐大学を退学して海外に移住した学生もいた。

豊な海岸線に面したウォーターフロントを利活用して上質なシーサイド観光施設にでき

る潜在的な可能性を秘めているのではないだろうか。

１－２．農林水産物等の 6 次産業化

第一次産業としての農産物の生産高も高く、首都圏への農産物の供給基地となっている。

生産高が全国でトップの農作物が多いのも特色である 2。その中で鉾田市（ほこたし）など

のように市町村別で全国トップの生産高を誇る鉾田市では、「鉾田のほこり」を 2018 年

から宣伝しており、YouTube の動画が作られ、拡散している。農産物のブランド化にも

努めている。これは鉾田（ほこた）の地名が首都圏で読めない人が 8 割もいるためであり、

1 「茨城のおさか市場」のサイト
2 「茨城県の農業産出額」のサイトによれば、東京都中央卸売市場青果物取扱高 15 年連続１位、平成 29 年農業産出

額全国第３位。鶏卵、かんしょ、はくさい、メロン、れんこん、ピーマン、ほしいも、みずな、こまつな、切り枝、
チンゲンサイ、芝、くり、セリは全国１位。
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逆に茨城県のブランド力の低さを象徴している。

農林水産物等の 6 次産業化は、平成 22 年にその法律が公布されてから地域振興の重要

な施策としてその意義が広く知られているが、ここ茨城県でもその実例が多くある。その

代表として 2015 年秋に開業した体験型農業テーマパークである「なめがたファーマーズ

ヴィレッジ」（行方市・なめがたし）が最も有名である 3。同所は大阪に本社がある白はと

食品工業と JA なめがた（現在は JA なめがしおさい）が共同出資してサツマイモを原材

料とした焼き芋工場、さつまいもミュージアム、農園、レストラン、直売所などから構成

され、多くの観光客の集客に成功している 4。

私もゼミ合宿で 2016 年、2017 年の夏などに訪問し、白はと食品工業の常務執行役員

の佐藤大輔氏にインタビューをしたこともある。その中で、地元や県外からの若者たちの

雇用を多く生み、将来は観覧車も立ててみたいという若者の意見も出ているということが

分かった。6 次化どころか 12 次化を唱えている。

12 次産業とは、「はぐくむ」農業（1 次産業）、「つくる」食品・加工（2 次産業）、「つ

たえる」販売・サービス（3 次産業）を掛け合わせた 6 次産業に、「観光」「教育」「子育て」「IT

農業」「交流」「地域貢献」の 6 要素を加えている 5。実際に、保育園も 2018 年に開園させ

ている。同所は、「日本の農業をステキにしよう！」という思いを実現していくために、様々

な施策を若者たちの自由な発想から付け加え続けている印象を受けた。メディアからの問

い合わせも多く、今後の躍進がさらに期待されている。

メロンの生産量が日本一である茨城県鉾田市にある深作農園は 2005 年に農業法人（農

業法人深作農園有限会社、代表深作勝己）となり、50 名もの従業員がいる。農林水産省

の六次化法事業計画認定企業である同法人では、イチゴ・メロンの観光農園、農家発バー

ムクーヘン専門店、農家カフェ運営、果物・野菜・加工品などのネット通販など様々な事

業を手掛けている 6。特にバウムクーヘンの専門店もあり、イチゴやメロンなどの素材を活

かしている。

農産品では干し芋の生産も茨城県は全国 90％のシェアを誇り、都内でも冬にかけて幸

田商店（ひたちなか市平磯）の干し芋がスーパーの店頭に並ぶ。県北の干し芋のブラン

3 吉田（2018）のサイト
4 2019 年 4 月 10 日には内閣官房まち・ひと・しごと創生本部による 2018 年度の地方創生に貢献する金融機関な

どの特徴的な取り組み事例 33 選に選ばれ、内閣府特命担当大臣表彰を受けた。
5 『いばらき移住定住ポータルサイト Re:BARAKI：茨城のヒト・コト・バ』（2019）のサイト
6 リクナビのサイト



- 113 -

「茨城が変った日」
－茨城県の企業・産業、アントレプレナーシップ教育と Hitachifrogs の意義－

ド力の向上を目指す「ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会」があり、「ほしいも三ツ

星生産者認証制度」をもうけ、ほしいも品評会を毎年開催している 7。最近では、ほしいも

神社が 2019 年に設置された。

畜産業ももちろん盛んである。常陸牛、ローズポークなどのブランドがある。こうした

素材を活かしてハム・ソーセージで世界的な賞をとっているイイジマ・グループは常磐大

学の地元の見和見川商店会（代表：倉持幸男）の会員である 8。鶏卵も盛んで、液卵大手の

イフジ産業株式会社の関東事業部（水戸市）が近年できた。

酪農に関しては、牛乳生産は全国 8 位で、大手の雪印メグミルクの野田工場（千葉県

野田市）、トモヱ乳業（古河市、牛乳博物館も併設）がある。しかし生乳生産も酪農家の

戸数も減少しており、業界は逆風に直面している。雪印メグミルク阿見工場は 2014 年に

新設された最新鋭の工場で、乳製品を扱っている。こうした大手の工場が茨城県には数多

くある。

6 次化に関連する農水産物等の加工品はその他にも数多くあり 9、今後も茨城県の産業振

興を担う重要な経営資源だといえる。しかし、まだまだ十分にその資源が生かされていな

いというのが私の素直な印象である。

農業の高等教育施設として、水戸農業高等学校（那珂市）、鉾田農業高等学校（鉾田市）

などの高等学校、茨城大学農学部（阿見町）、鯉渕学園農業栄養専門学校（水戸市鯉渕町）、

茨城県農業総合センター農業大学校（茨城町）などがあり農業人材を育てている。

１－３．第二次産業、ベンチャー企業、茨城空港

第二次産業としては、県北地区では日立製作所の多くの工場（日立工場、多賀工場、水

戸工場など）がある。日立製作所の源流は日立鉱山 10 の電機部門であった。日立鉱山を近

代化した久原鉱業は日本鉱業（現在の新日鉱ホールディングス、JXTG ホールディングス

へと改組）、そして現在の JX 金属日立事業所へと継承されている。大企業である日立製

作所を支える多くの中小企業が産業集積している。日立製作所はこの 30 年ほどの間に組

織変更を繰り返し、日立駅や勝田駅周辺からの印象は、全体として企業城下町としての地

位が下がってきたのが印象である。これは産業構造の変化、グローバル化の影響のためで

7 ひたちなか ･ 東海 ･ 那珂 ほしいも協議会事務局のサイト
8 村山（2018）
9 茨城県農林水産部販売流通課のサイト
10 村山（2008）では、日立鉱山の煙害事件をケースとして扱った。
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ある。家電よりも重電やタービンから始まった日立製作所は産業インフラの面でグローバ

ル化しており、そのトップの中西宏明氏は日本経団連の会長をつとめている。中西氏の前

に、日立のトップをつとめた川村隆氏はラストマンとして日立の V 字回復につとめたこ

とは有名である。日立製作所の本社は、東京にあり、2003 年には御茶の水駅前のビルか

ら丸の内などに移転した。

県北の製造業に関わる中小企業は日立製作所との関係の中から自立を求められ、輸出な

どグローバル化を通じて生き残りをかけているらしい。この方面では、常磐大学の菅田浩

一郎准教授が多くの現地企業のインタビューを通じて研究を進めている。

茨城大学工学部（日立市）、茨城工業高等専門学校（ひたちなか市）はエンジニアたち

の供給基地となっている。

鹿行地区には日本製鉄鹿島製鉄所がある。この製鉄所は、かつては住友金属工業鹿島

製鉄所であったが、新日鉄と合併し、新日鉄住金となり、さらに 2019 年には日本製鉄と

名称変更した。住友金属工業が鹿島アントラーズのスポンサーとして長く支えてきたが、

新日鉄となった 2019 年、その役割をメルカリに譲渡した。フリマアプリとして躍進し、

CtoC をビジネスモデルとしたメルカリがサッカーチームのスポンサーとなった。これは

顧客層の拡大を目指しており、最近のビジネスの有り方を象徴している。

つくば市には筑波大学があり学園研究都市であるが、かつては陸の孤島で都心からは

高速バスが必要であった。しかし、2005 年に開業したつくばエクプレス（TX）により、

つくば駅と東京の秋葉原がつながったことは県南地区の飛躍をもたらした。つくば市内の

地価は水戸市よりも高くなった。

つくば市ではロボットスーツなどで有名なサイバーダイン 11 などの産学連携のベン

チャー企業が陸続して誕生している。日経の記事によれば、筑波大学はスタートアップ企

業を生み出す名門であり、2018 年現在では 111 社のベンチャーが生まれている 12。

東大、京大に続き、筑波大は大学発のベンチャー企業を生み出している。サイバーダイ

ンはつくば市内のショッピングモールにそのオフィスを設けており、存在感を示している。

つくば市の国際会議場で開催されたビジネスコンテストは、茨城県中小企業振興公社が主

催したが、私も参加したことがある。その際、筑波大学の大学院生たちによる IT 系の創

11 日経（2019）によれば、2004 年に東証マザーズに上場したサイバーダインは教員にも学生にも刺激を与えている。
山海嘉之教授（61）が 04 年に創業した同社は、いま世界で事業を展開している。

12 日経（2019）
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業者たちとも出あったことが印象的である。

交通網の整備が平成において茨城県で進んだが、2010 年の茨城空港（小美玉市）の開

港は橋本県政のうえで特筆すべき事業であった 13。現在では札幌、神戸、福岡、那覇、さ

らに中国の上海、西安、台北ともつながっている。茨城県と大阪や沖縄が空路によって意

外と近くなった。山崎氏が何度も本県に通う利便性が増したのであった。ただ海外からの

インバウンド客を県内に引き寄せるにはまだまだ課題が多い 14。

１－４．茨城県経済界、サービス業、蔵元、焼き物

茨城県の経済界において活躍している歴史のある企業や最近大きくなった企業など多く

ある。その中で、関彰商事を大きくした関正夫氏が渋沢栄一賞を令和元年度に授与された

ことは茨城県としても誇りであろう。石油製品販売業を主に多方面に事業を拡大し、総合

商社として成長させた。常磐大学のパソコンなどはすべて同社から賄われている。

伊勢甚本社（水戸市）は、水戸藩のあった江戸時代から続く老舗企業である。呉服屋か

ら百貨店に進化した。ジャスコから出資を受けて伊勢甚ボンベルタとして存続したが小売

業からは撤退。その後、結婚式場のビジネスやホテル業（水戸プラザホテル）へと業態を

変革して、よく生き残っている。

ホテル業界としては「ホテル テラス ザ ガーデン水戸」や「ホテル テラス ザ スクエア

日立」などを平成時代において開業させた株式会社長寿荘の取り組みがあった。

県の経済界については、茨城新聞の特集「トップが語る 2020　本県関連企業・団体新

年展望」（2020 年 1 月 8 日）に詳しく、本稿ではすべて扱うことは出来ない。

茨城県は老舗企業が結構あるが、日本最古の蔵元と想定される須藤本家（笠間市）がある。

ここでは五十五代目の須藤源右衛門によって、『郷の誉』純米大吟醸酒のみが造られている。

家訓は「木を切るな」「酒、米、土、水、木」である。平城の土塁の跡が残り、樹齢 800

年以上の欅（ケヤキ）の木々に囲まれていることから、地元では古くから「杜の蔵」と言

われた。武家、豪族の副業として開始したことが通常の蔵元とは異なる。

笠間市は焼き物の産地であり、茨城県陶芸美術館もある。栃木県の益子と笠間をつなぐ

陶芸専門のバス路線もある。

13 自衛隊百里基地という軍事施設を民間空港に共用させた是非については、樋口が詳しい。樋口（2015）参照。
14 寺島・石塚・吉澤・村山（2016）では県内施設のムスリム客の受容体制について調査した。
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１－５．魅力度ランキングで最下位、私の観光プラン

他方で、茨城県の魅力度が我が国の中では相対的に最下位であることが民間の調査機関

によって公表され、マスコミでも話題となっている。

民間調査会社のブランド総合研究所によれは、茨城県は 47 都道府県の中でも 2019 年

10 月において 7 年連続魅力度が最下位となっている（林、2019）。この調査の有効性に

ついては詳しく論じることはできないが、一つの指標として、茨城県の有り方を反省する

材料となっていることは間違いない。同じ北関東である群馬県と栃木県も同様にランキン

グが低く、低い理由として首都圏への近さが逆に日帰り圏として宿泊者の数が少ないとい

う地の利が悪いという客観的要因もある 15。

常磐大学の吉田勉ゼミナールによる「自治体魅力度を徹底的に考えるシンポジウム」

（2019 年 12 月 14 日、常磐大学で開催）でも、魅力度ランキングで最下位である茨城県

の自治体力が問われた。そのシンポでは、学生たちによりこの指標の他に、別の指標から

茨城県の「幸福度ランキング」は 11 位であることも報告された。

魅力度ランキングが低迷している理由として、地の利の悪さだけでなく、茨城県の県民

性に求めることも可能ではないだろうか 16。半世紀近く県政の舵をとった知事がいたこと

に、県民の保守性がよく表れているだろう。2017 年に茨城県では橋本昌知事が八選目を

目指す中、多選阻止を唱えた大井川和彦に敗北したことは記憶に新しい。新知事のもとで、

茨城県の魅力をアップする「営業戦略部」という意欲的な名称の部署が出来たことに知事

の英断を感じる 17。

さて水戸市や茨城県全体の広域観光として、私は以前から、源義家伝説が多く残る県内

各地の神社や温泉などを結ぶ試みができないかと考えたこともある 18。また天狗党と諸生

15 逆に北関東に住むメリットを唱える意見もある。森永（2020）の記事参照。
16 このシンポでは、魅力度とは何かという議論で盛り上がり、その魅力度が低い要因については議論できなかった。

その中で魅力度ランキングが最下位であることを中央のマスメディアに認知させた橘川栄作氏（茨城県営業戦略部
参事）の自己告白と反省が印象的であった。県民性に起因する意見は、フロアから 1 人だけあった。そのシニアの
方は、筑西市在住で全国の都道府県をキャンピングカーで 4 万キロにわたり、旅行された中から茨城県民の特色を
以下のような趣旨から発言をしていた。「茨城県ほど汚れた道路はない。商店のサービスがよくなく、暴走族が多く、
交通マナーがよくない。電車の中など公の場所でも大声で話す。」競争が激しくない茨城県では顧客サービスやホ
スピタリティーに欠けることがよくあることは、私自身も身近に感じている。一つの意見として記録に留めたい。
これは一つの傾向を述べているのであって、県民性の悪口を言うことが目的ではない。むしろ茨城には改革意欲の
高い多くの人たちが住んでいることを否定するものではない。

17 水戸市では「みとの魅力発信課」が、東日本大震災後の復興機運の中で、高橋靖市長のもと改組された。だが、役
所内では「営業」という名称はボツになったと沼田誠氏（水戸市・みとの魅力発信課長）はシンポにおいて語って
いた。

18 村山（2018）
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党との血まみれの対立がいつまでも癒えないこと 19 に、水戸市の発展の阻害要因があると

思う。回天神社だけでは十分ではない。天狗党記念館の設立が待望される。

１－６．インキュベーション施設、クラウドファンディング

さて県都水戸市での創業は中々難しいと言われている。地域に長く住んでいる人によれ

ば、新しいことを受け入れたがらず、保守的で縁故主義の風土があり、陰口が多いという

ネガティブな側面が指摘されている。その中で、水戸市では 2016 年 3 月 1 日に創業支

援の拠点である “ コワーキングスペース水戸 Wagtail” が開設され、地域における公的な起

業家養成の拠点となっている 20。

茨城県や各自治体においても、産業振興のために諸々の施策、補助金、サポート制度が

あり、金融機関にも支援制度がある。

その中でも、情報化の発達の中で、クラウドファンディングによって、地域を超えて資

金を集める仕組みがここ10年ほどの間で整備されてきた 21。クラウドファンディングは、

本稿の主題でもある Hitachifrogs の大きな資金源となった。

１－７．常磐大学のアントレプレナーシップ教育

大学教育においても、アントレプレナーシップ教育が専門科目に取り入れられて久しい。

茨城県の県央・県北において最初のビジネス・経営系の高等教育を始めた常磐大学国際

学部 22 では、ベンチャービジネス論の科目がある。当初は、国民金融公庫（現在の日本政

策金融公庫）の OB である石塚光政先生に御担当頂き長らくご教示頂いた。公的金融支援

の施策、開業率・廃業率の統計、起業の実例などが解説されたが、特に経営理念の重要さ

が教えられたことが特筆される。これは石塚先生が『上杉鷹山と経営倫理』に関して修士

号を取得されていることからくる日本的な経営思想が背景にあった。

ベンチャービジネス論は、その後、駒澤大学の小野瀬拡（つとむ）先生がご担当され、

専門的な学識からベンチャーの意義を教えている。その中では、2017 年より日本政策金

19 村山（2016）
20 「Co-working space Mito Wagtail」のサイト
21 たとえば、Readyfor のサイト（2011 年創業）など参照
22 国際学部は 1996 年に開設。国際ビジネス学科、国際協力学科の二学科としてスタート。2004 年に国際関係学科

（国際協力学専攻・国際ビジネス学専攻）・英米語学科に改組。2008 年に国際関係学科は募集停止となり、経営学
科が設置された。2017 年に国際学部は募集停止となり、総合政策学部の経営学科・法律行政学科・総合政策学科
が設置された。（https://www.tokiwa.ac.jp/tokiwa/history/index.html）
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融公庫からゲストを毎年一度お迎えして頂き、簡単に起業の仕方も学んでいる。

日本政策金融公庫水戸支店と常磐大学は連携協定を 2018 年１月から結んでいて、講師

が毎年、派遣されている。

石塚先生は筆者と経営学科のビジネス専門実習（経営・マネジメントコース）をも担当

されていた。この中で、キャンパス・ベンチャー・グランプリへの参加を目指してビジネ

スプランの策定を数年間に渡り実施した。しかし、概ね、居酒屋の開業程度のアイデアし

か生まれず、教育的成果を十分に感じるとることは出来なかった。

その後、ビジネス専門演習（2017 年度より、演習に名称変更，経営・マネジメント

コース）は文堂弘之教授の強力なパイプのもと茨城県中小企業振興公社の支援を受けるこ

ととなった。そして公社の支援のもと常磐大学国際学部ビジネスアイデアコンテストが

2016 年度から始まった。審査委員には茨城県中小企業振興公社から 3 名、日本政策金

融公庫水戸支店から 1 名、茨城新聞社から 1 名をおくってもらうこととなり、今に至る。

公社からはビジネスアイデアの課題を提供する地元の企業家を毎年、人選してもったこと

が大きい。

さらに茨城県中小企業振興公社と常磐大学は 2019 年 3 月から連携協定を結んでいる。

ゼロから企業を立ち上げなさいというハードルは余りに高く、ビジネス体験がなく社会

的ニーズも十分知悉していない学生には企業の立ち上げは困難であった。そこで、既存の

企業から、その企業が抱える具体的なビジネスの課題を提示してもらい、学生がそれに応

える方式にカリキュラムの内容を変更したのであった。

これは教員にとっても学生にとっても対処しやすい問題解決の提示であった。とはいえ、

現実のビジネス課題への対処は現実の社員にとっても大変なことであり、現実の課題から

いかに集客を生むアイデアを 1 年間かけて作ることは容易な作業ではない。

実際の教育の中では学生のアイデアは、宮田貞夫先生という茨城県でナンバーワンの経

営コンサルタントにコンサルティングされこととなった。その他の審査員によっても中間

報告や最終報告された。これらは学生にとっては、満足度の高い教育体験を受けることに

なり、就活前の貴重な学修となっている。

その成果物は毎年、報告集にまとめられている。これは文堂弘之教授が、3 コース全体

から情報をまとめたものである。3 コースとはビジネス専門演習が 3 コースからなってお

り、経営・マネジメント以外に、商業・マーケティング、財務会計の 3 つの領域からなっ

ている。



- 119 -

「茨城が変った日」
－茨城県の企業・産業、アントレプレナーシップ教育と Hitachifrogs の意義－

過去 4 年間の企業家の氏名を以下の表にまとめる。

１－８．経営学科の PBL 型授業、茨城大学人文社会学部の PBL 授業からの学び

起業にも関連するコンテストとして、大学生向けに知財アイデア大会が筑波銀行ビジネ

スソリューション部によって開催されており、常磐大学チームとして村山ゼミより 3 度

ほど参加した。知財の提供は主に、富士通の広瀬勇一様から受けて来た。

上記の演習は問題解決型のアクティブ・ラーニングの授業でもある。企業や自治体から

課題をもらって連携する PBL 型の学習はその他にも経営学科に沢山ある。マーケティン

グ実習では、ホーリーホックのコラボデーで毎年イベントを開催。水戸市とも連携し、森

林公園の活性化案について提案を作成している。ビジネス専門演習（商業マーケティング）

では、京成百貨店から特定の売り場の販促案を例年提案し、役員たちによって選ばれた販

促案を実際に運営している。

水戸市内の隣の茨城大学人文社会学部でも PBL 型の演習を長年続けており、カリキュ

ラム上も重要な位置づけとなっている。茨城大学の佐川泰弘副学長によれば茨大生は元来

大人しいが、着実のその成果が積み重ねられてきたことを報告されている 23。

人文社会学部は人文学部より数年前に改組されたが、人文学部の時代から長年 PBL 授

業 であるプロジェクト演習を続けてこられた。その中心的な教育担当者の御ひとりが鈴

23 「2019 年度 茨城大学人文社会科学部 PBL 授業 プロジェクト演習 活動報告会」が 2019 年 12 月 21 日に開催され、
８チームの報告があった。その中で教員によるシンポもあったなかで、佐川教授の発言より。

年度 会社名・企業家の氏名・所在 事業内容・学生への課題

2016 株式会社マネジメントシステム
鴫原育子、ひたちなか市

移動体 IoT ソリューション
「見えバス」アプリの普及

2017 株式会社飛夢（現 ThreePillars）
市村尚輝、筑西市

酒販業、ビジネスコンテンツ業
１．ＶＲの活用
２．アプリの活用
３．３Ｄプリンターの活用

2018 株式会社メイズムランド
蘆源柱、北茨城市

焼肉、チーズケーキ、温浴施設
1. 同日に新規オープンした温浴施設「海の見える温泉施設」の
イベント策
2. 人材活性化策
3. 情報発信の仕方

2019 有限会社菊水食品
菊池啓司、日立市

日本一の納豆製品の製造・販売業
１．若年層（10 代、20 代）向けの新しいタイプの納豆商品
２． 若年層を開拓するためのマーケティング方法
３．県民に納豆を再認識してもらう方法
４． 当社のファンを作る購入型クラウドファンディングの内容

【表１】常磐大学ビジネスアイデアコンテストの課題提示企業
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木敦教授である。鈴木教授は学生たちに先進的な取り組みの見学に派遣するなどしてこら

れてきた。多くの課題は農家、自治体、企業から与えられている。中でも常陸太田市里美

地区の地域振興ともかかわる「さとみあい」チームはおそらく８年以上も継続している。

NTT からも課題を与えられたが、まちなかワイナリー Domaine MITO（宮本紘太郎社長、

水戸市）からも課題が与えられてきた。

茨城大学、茨城キリスト教大学、常磐大学の３大学連携のコンソーシアム 24 の関係から、

村山ゼミの３年生を人文学部で鈴木教授が主宰するプロジェクト演習Ｂに参加させたこと

もあった 25。また筆者はこのプロジェクト実習報告会で常磐大学の PBL 型授業の概要につ

いて報告したこともあった 26。

私自身、鈴木教授たちが毎年行ってきた教育的取り組み、その成果からは大きな学びが

あった。この場を借りて、改めて御礼を申し上げたい。同プロジェクトには Facebook も

あり、その活動状況が速報されている 27。

１－９．常磐大学卒の起業家

卒業生の多くは地元の民間企業に勤めるが、中には起業して事業を継続することに成功

している人達もいる。筆者の狭い見聞の中で、一人だけ紹介する 28。

高校生のころから花が好きだった、池田誠子さんは 1995 年に人間科学部心理学科を卒

業してからドイツに 3 年間留学した。ドイツ留学が出来たのは常磐大学の恩師である伊

田政司教授のお陰だという。ドイツでフローリスト・マイスターの資格を取得し、ベルリ

ンの Blumen Koch で 1 年修行してから帰国。1999 年 11 月に水戸市大工町において「憧

れ　花のアトリエ」をオープンさせた。自己資金のためのバイトをして、さらに 650 万

円の借金は 5 年間で返却できたそうだ。この 20 年のビジネスを振り返り、4 本の大きな

柱があったが、マーケットの激変で事業規模が小さくなったことを振り返る。大工町の歓

楽街向けに花はよく売れていたが、大工町の地盤沈下は激しかった。結婚式のイベントへ

の大口の需要も激減したという。第三にフラワーアレンジメトの教室での需要もあったが、

これも減った。そして第 4 に店売りが残って今に至る。

24 ３大学のコンソーシアムは、2015 年に茨城工業高等専門学校も参加して４校によるコンソーシアムに発展し、「い
ばらき地域づくり大学・高専コンソーシアム」と呼ばれている。

25 常磐大学　経営学科ニュース（2013.11.10）のサイト，常磐大学　経営学科ニュース（2014.10.19）のサイト
26 常磐大学・経営学科ニュース（2015.1.31）のサイト
27 茨城大学人文社会科学部・プロジェクト演習 の Facebook のサイト
28 常総株式会社（2015）のサイト、2019 年 1 月 17 日の池田誠子さんへのインタビューより。
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現在の店舗（水戸市見和 2 丁目アトラス噴水前）へは 2001 年のアトラス開業ととも

に大澤勇さんの紹介で移転。「プリザーブドコレクション」という名のネット販売に挑戦

している。さらにカフェも店舗に隣接して作った。お茶は近所の一周館ビル（水戸市見川

2 丁目）にある茶舗牧ノ原見川店の支援を受けている。カフェは交流の場を広げながら、

新規の顧客層を開拓する試みである。

常磐大生などのインターンシップも受け入れ、茨城県日独文化協会の事務局長もされる

など、社会貢献もされている。

２．Hitachifrogs（常陸フロッグス）とは何か

いよいよ本題である常陸フロッグスについて考えたい。これまで前提問題として、茨城

県内の創業環境、起業の状況、そして常磐大学でのアントレプレナーシップ教育をはじ

めとする PBL 型の授業も考察した。しかし、ここから紹介する常陸フロッグスはさらに

進化した、少数精鋭の若者への高度な教育プログラムが民間の企業家たちによって無償で

提供されていることにその特異な特色がある。以下の 2 章で 7 つの項目を述べるが、こ

れらの情報は現時点ですべてネット上に詳しく掲載されている 29。一期生のプログラムが

2019 年の 12 月で終わり、すでに二期目に向けて始動を始めている。それゆえ、一期生

の記録はいずれネット上の情報がアーカイブ化されるか、または削除されるかもしれない。

そのため、ここで概要を書きとめることの意義は少なからずあるだろう。

2-1. 常陸フロッグスを始めた人達について

2-1-1. 琉球フロッグスの 10 年間の蓄積

2-2. クラウドファンディングに寄せられた 130 万円の寄付

2-3. 説明会から最終選考会まで

2-3-1. 選考会、選抜生の決定

2-4. 研修プログラムの内容

2-5. シリコンバレー研修の 10 日間

2-6. 帰国後の研修

2-7. 最終報告会：Leap day Hitachi （2019.12.1）

2-7-1. 麻生要一の社内起業論

29 多くの web 引用先は煩瑣となるので、引用 URL として掲載した。
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２－１．　常陸フロッグスを始めた人達について 30

Hitachifrogs の発起人となり、代表となったのが小林竜也（株式会社 FREE PEACE 代表

取締役）である。共同代表者には加藤仁郎（株式会社 K&K 代表取締役）もいる。小林と

加藤は沖縄で開催された琉球フロッグスの LEAP DAY に 2018 年 12 月に参加した。そ

こで若者たちの生き生きとした発表に心を鷲掴みにされる体験をしたことがそもそもの始

まりである。その場には、Hitachifrogs の実行委員となりメンターにもなる篠崎桃子もい

たようだ。小林は琉球フロッグスの代表である山崎暁（株式会社 FROGS 創業者、CEO）

氏に直談判して、沖縄県外ではじめて、常
ひ た ち

陸の国（茨城県）でも同様なプログラムを実施

する運びとなった。山崎暁氏は Hitachifrogs の General organizer として全般的な設計と運

営（メンター役も含む）にも親身に深く関わった。沖縄県から何度も茨城県に通ったこと

になる。2020 年度において山崎暁氏は琉球フロッグスを 11 年も続けている。2018 年 5

月の段階で、沖縄では 83 名の選抜生が育っていった。

小林と加藤の企業家人脈から 14 名の核となる Hitachifrogs メンバーが 2018 年後半に

はチームとして集まったようだ。そこから Hitachifrogs 実行委員会、そして Hitachifrogs

事務局が設置された。事務局の中心メンバーには、菅原広豊（すがわらひろと；茨城移

住計画代表）と和田昂憲（わだたかのり；ただいまコーヒーはじめた人）がいる。この 2

人が資金集め（readyfor を通じたクラウドファンディグ）を行い、研修プログラムの募集

という大きな二本の仕事をはじめた。

この2人はさらにメンターとなって研修プログラムの運営を担ったのである。メンター

にはその他に１人いる。女性で「立ちより居酒屋 manma」を経営する篠崎桃子（フリー

ランスの WEB デザイナー）である。

メンターとは研修生のアドバザーとして伴走するが、彼等自身も地域において熱い企業

家マインドをもった若きアントレプレナーである。

参加した選抜生の証言にもあるが、その他、ここでは書ききれない多くのサポーター達

による有形・無形の支援があったことは言うまでもない。

２－１－１．琉球フロッグスの 10年間の蓄積 31

琉球フロッグスは沖縄県で山崎暁氏が 2007 年からはじめた人財育成プログラムであ

30 人物名について、山崎氏以外の敬称を略した。
31 「Ryukyufrogs　これまでの歩み」のサイト
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る。それを支える人達には大きな志がある人達ばかりである。“沖縄をもっと良くしたい！”

とか “社会課題を解決したい！”という想いのある人達がこのプログラムの応援団である。

人材ではなく、人財と表記するところに、若者教育にかける情熱が感じられる。山崎暁（株

式会社社 FROGS 代表取締役）氏は沖縄県で若者の人財育成事業を行う社会企業家（ソー

シャルアントレプレナー）といえよう。その視野はグローバルな視座にたって、地球の未

来を担う人財育成である。同社の事業内容は以下の通りである。

「株式会社 FROGS は『社会的企業』を宣言します。文理の枠を超えアントレプレナー

シップを身につけた * ハイブリッドイノベーター人財を育成する「Ryukyufrogs」や

「FROGS Academy」の運営の他、STEM 教育を楽しみながら身につけることができる幼

児から小学生を対象にした「レゴスクール」を運営するなど、未来人財育成に注力してい

ます。また地域にイノベーションのムーブメントを起こすイベント「LEAP DAY」の運

営、Ryukyufrogs のコンテンツ全体をパッケージとして県外や海外に販売する事業、ワー

クショップや各種研修、講演会を学校・企業・行政などにも販売提供しています。

* 理系文系の垣根を超えて「創造的思考力」と「論理的思考力」を併せ持ち、課題解決

に対してクリエイティビティ×テクノロジーでアプローチできる人財。」　

琉球フロッグスの歴史は同社の HP によると以下のような段階を経ている。

沖縄の将来を担うリーダー人材の育成に対する想いから、沖縄県内 IT 企業 7 社と県内

5 大学の学長が理事を務める NPO 法人沖縄知の風が集い、沖縄県の協力を受けて 2007

年 12 月『IT frogs』を設立。

第 5 期から、様々な思考特性を持つ人財を集め、文理の枠を超えたハイブリッド人財

の育成をスタート。沖縄経済全体に影響を与える人財を輩出するために、2012 年、名称

を『Ryukyufrogs』に改名。

最近では、アントレプレナーシップ（起業家精神）を身につけた学生が既存の社会課題

に対してイノベーション（新たな価値創造、技術革新）を起こすことにチャンレンジする

社会に有益な人財育成プロジェクトとして県内外で認知されるほどに発展を遂げてきた。

このようなプログラムの継続を続ける中で 2018 年 12 月には第 10 回の Leap Day が
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開催された。それは 2 日間続いたイノベーションイベントであり、世界から人々が集まっ

た。開催にあたり、山崎氏は次のように発言していた。

「国民や沖縄県民一人一人が 「” 誰かが ” ではなくて “ 自分が ” やる！」 という風に

マインドが変わって、「こんなに色々頑張ってる人がいるんだったらオレも何かしな

きゃ！私も何かしなきゃ！」 という空気感がこのイベントで生まれるようにしたいです。」

このイベントに小林、加藤、篠崎らが茨城県から参加して、すっかりしびれてしまった

のである。

２－２．クラウドファンディングに寄せられた 138 万円の寄付 32

常陸フロッグスのプログラムを茨城県で最初に始めるにあたり、当初は実行委員やサ

ポーターが自腹を出した。しかし、シリコンバレーのホテル代が 2 倍に高騰したために、

クラウドファンディングによる追加資金募集がなされた。

2019 年 4 月 24 日には「開始数日で、47%、18 名の方」の寄付が集まったと和田は

書いている。目標金額 1,250,000 円に対して、「支援者 72 人　募集終了日 2019 年 5 月

19 日」で支援総額 1,387,000 円が集まった。

行政体からの補助金には頼らず、クラウドファンディングによって、社会的に意義の高

い事業にはお金が集まることがここでは見事に証明されている。篤志家による資金援助は

たやすく集まったようだ。すでに成功した先輩のアントレプレナー（企業家）たちが、未

来の企業家に資金を提供しようというサイクルがここには感じられる。

２－３．説明会のキックオフ

クラファンと同時に、説明会に向けた準備が事務局で山崎氏の指導のもと菅原や和田な

どによって進められた。最初の記念すべき説明会は 2019 年 5 月 19 日㈰に日立市多賀公

民館で開催され、40 名ほどの 12 歳から 22 歳の若者が集まった。25 日の締め切りで 19

人が応募した 33。

山崎氏は以下のようなことを語ったと思われる。

「『Hitachifrogs』は、10 日間の米国シリコンバレー派遣を中心に、約半年間の高度な研

32 菅原・和田（2019）のサイトより
33 茨城新聞 2019 年 8 月 8 日の記事より
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修プログラムを実施する * ハイブリッドイノベーター型人財育成プログラムです。「茨城

の持続的かつ発展的な経済自立の実現のために、世界と茨城をつなぐグローカル志向の若

手イノベーター人財を発掘・育成する」という理念のもと、2019 年からスタートします。

沖縄で同様の取り組みをしている Ryukyufrogs はこれまで 10 年の実績があり、沖縄に住

む中学生から大学生 83 名を送り出しています。Hitachifrogs も同様に多くの若者を世に

送り出していきます。

社会課題と向き合いながら、『◯◯ × テクノロジー』をテーマに、学生視点でビジネス

を創造します。一人でも多くの若者が茨城という「枠」にとらわれた「井の中の蛙」から

脱却し、世界という「大海」で通用する未来人財として磨きをかけ「次世代リーダー」と

しての志とともに成長することを目指しています。

『井の中の蛙大海を知らず』茨城という「枠」にとらわれた「井の中の蛙」から脱却し、

世界という「大海」で活躍する一人になりませんか？

民間主導のプロジェクト『Hitachifrogs』は、何かしでかしたいと思っているあなたに、

世界にイノベーションを起こすヒントや機会を提供します。米国シリコンバレー派遣を中

心とした約半年間の研修を通じて、あなたはアントレプレナーシップを身に付けた次世代

リーダーになるでしょう。

10 日間の米国シリコンバレー派遣を中心とした約半年間の高度なプログラムを経験し、

『◯◯× Technologies』で世界レベルのイノベーションを起こしましょう！」34

説明会ではワークショップが 3 時間かけて実施された。

ワークショップは「〇〇×テクノロジーの〇〇について考えてみる」と題して当日参加

した学生を男女学年バラバラの4名グループにさせた。見知らぬ若者たちが一つのグルー

プとして、それぞれのグループで意見を出し合う。最後に模造紙を使って、全員の前でプ

レゼン発表した。全体として地域の高校生たちが多かったようだ。

発表を聞いた大人たちの感想は以下のようなものである。

「想像以上に学生さんたちは普段押さえ込んでる熱い思いがあるんだな…。受け止める

よ !!!　ここにいるよ !!　仲間 !　熱い大人 !」

34 Hitachifrogs ホームページより
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２－３－１．選考会、選抜生の決定

19 人の応募の中から、一次選考会（6/1 ㈯ 2 ㈰）で 14 人が選抜された。

つづいて、最終選考会（宿泊型）が、6/8 ㈯ 9 ㈰に実施された。

1 日目

選考会の説明があり、改めて選考メンバー全員の自己紹介があった。その後、個人で解

決したい課題を、一人ずつプレゼンをする。プレゼンの結果投票で誰の課題に興味がある

か投票してもらい、この結果でリーダーが決まった。リーダーが決まると、どのリーダー

についていきたいか他メンバーが立候補し、その中からリーダーが選ぶ形でチームが決

まった。お昼ご飯を食べて親睦を深め、午後はインプットの時間がスタート。サービスの

生み出し方について学び、夕方までワークタイム。夜ご飯を食べて、お風呂。翌日のチー

ムプレゼンに向けて、学生たちの本気スイッチが入る 35。

2 日目　

朝ご飯を食べた後、個人の振り返りのワーク。FB シートを記入してもらい、それを見

た上で自分の振り返りをまとめる。これは選抜に残っても残らなくても、いい気づきを

持ち帰ってもらうために大切な部分だという。チームプレゼンの時間。合間にお昼ご飯を

食べ、どんどんプレゼンが進む。

そして選抜者発表…。　以下の 5 名が選抜された 36。

伊藤愛基（イトウマナキ） 茨城工業高等専門学校国際創造工学科 1 年生

寺門幸紀（テラカドコウキ） 茨城工業高等専門学校国際創造工学科情報系　2 年生

関根康太（セキネコウタ） 水城高等学校 SZ コース　2 年生 37

犬塚真桜（イヌヅカマオ） 常磐大学総合政策学部経営学科 経営・マネジメント専攻　2年生

35 篠崎（2019.6.20）による常陸フロッグスのブログ（「Hitachifrogs 第 1 期生決定 !!!」https://hitachifrogs.com/
8477/）より

36  同上
37 関根君は、シリコンバレー研修のあと、高校生として山野一樹（プログラミング教室主宰）君、吉馴翔君と 3 人で

起業をした。水戸経済新聞（2019.11.13）参照。LeapDay で、高校生起業が話題となったことにシリアルアント
レプレナーの柏谷泰行さんから批判があった。これに対して、関根君は、「起業はキッカケにしか過ぎない、大学
受験の勉強より、事業を続けることがより困難だ」と大人たちの前で語った。関根君は、Hitachifrogs の選抜生を
代表して、Ryukyufrogs の LeapDay にも山野一樹君と参加した。ちなみに関根君は私の子供の幼稚園時代からの同
級生で、小学 6 年生の時に水戸市のまちなかフェスで水戸市商工会議所の支援の出店で大成功している。
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小貫椎香（オヌキシイカ） 水城高等学校 SZ コース　2 年生

２－４．研修プログラムの内容

選抜された 5 人は以下のようなメニューのもと、本格的なアントレプレナーシップ教

育を毎週のように受けた。7 月からは、３チームに分かれて、社会的課題の解決を目指す

サービス構築を目指した。英語の授業もあり、スピーチとは異なるプレゼンテーションの

方法も実地に学ぶ。

6/23 ㈰ Kickoff 研修　【自分史をふりかえる】Core Principles の共有、山崎講師

 ジョンさんによる英会話レッスン（リモート講義）

6/30 ㈰ 社会課題と向き合い、未来について考える、山崎講師

 インタヴュータイム、協賛企業様、支援者様との食事

7/7 ㈰ スタートアップとは？　「チームビルディング」研修、山崎講師

7/14 ㈰ サービス進捗確認、山崎講師

7/21 ㈰ プレゼンテーション研修／　LeanUX38 の学習、山崎講師

8/4 ㈰ 本当の課題は？　サービスの構築、池村光次による Skype のメンタリング

8/13 ㈫ 伝える力　サービスの構築と英語プレゼン　ジョンさん（沖縄）、

 山崎講師（リモート講義）

8/13 ㈫ 情熱が伝わるためには・・・サービスの構築と取材対応　JWAY 様

8/14 ㈰ 初の記者会見　茨城県庁にて

２－５．シリコンバレー研修の 10 日間 39

8/18 ㈰～ 28 日㈬シリコンバレー派遣研修が実施され、琉球フロッグスの選抜生５名

と初の合同チームで研修がなされた。山崎氏が築いた人脈のもとに多くの起業家たちと会

い、英語力を試され、起業家魂を植え込まれるハードな日々を送る。山崎氏のほか、茨城

県側からは菅原、和田、篠崎も引率者となった。沖縄県からは畑中ひらり（Ryukyufrogs

取締役）が同行した。茨城での研修を視察・支援した蝦夷フロッグスの人たちも一部参加

した。

38 Lean UX （User Experience）は Lean startup のための顧客開発の手法。
39 Hitachifrogs と Ryukyufrogs のブログ、その他、関係者からの聞き取り。
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8/18 ㈰ 研修 1 日目：成田空港で琉球フロッグス11期と常陸フロッグス1期のメン

バー合同、空路12 時間で San Jose 国際空港 （米国カリフォルニア州） へ。

山谷正己さん（Just Skill 社長、名桜大学客員教授、現地ガイド）40 の出迎え。

シリコンバレー・バスツアーへ / Hacker Dojo（コワーキングスペース）、

ハンバーガー店「IN-N-OUT」でランチ / スタンフォード大学の加速器セ

ンター / Apple Park （Apple本社） / アマゾンブックストア / テスラのショー

ルーム / Walmart で買い出し / ホテルで BBQ、山谷さんからお話。

8/19 ㈪ 研修 2 日目：自動車配車アプリの Uber で World Innovation Lab （WiL）へ。

Partner の琴章憲さんのお話、General Partner の Rob Theis さんの特別講演。

自己紹介ゲーム。江上眞（鹿島建設）さんから「デザイン思考」のお話、

「デザイン思考ワークショップ」19:00 まで。英語インタビュー。琴さん、

江上さんにプレゼンできたのは 5 組 / ホテルで振り返り。

8/20 ㈫ 研修 3 日目：列車でサンフランシスコへ。Twitter Inc. 本社で、マネジャー

の竹田紗希孝さんからサービスの FB をもらう。Fitbit 本社で Director の熊

谷芳太郎さん（アメリカで 6 社目の創業に成功したレジェンド）からランチ、

ご講演。/ ホテルにもどって山谷さんの講義、山崎さんから喝が入る。

8/21 ㈬ 研修 4 日目：Plug and Play Tech Center（インキュベーションセンター）で

大木美代子さんのお話。ランチタイムに英語で突撃インタビュー / Stanford

大学見学、FaceBook 本社の複合施設へ、Oculus エンジニア Adam Qwan さ

んのお話 / ホテルで振り返り。

8/22 ㈭ 研修 5 日目：ホテルで Jovan Rebolledo さん（シンギュラリティ大学、東

京大学で Deep Learning を研究）によるエクスポネンシャル思考」の講演 / 

Takeoff  Point（ソニーの子会社）CEO の石川洋人さんと 4 人に英語でサー

ビスプレゼン、石川さんのお話 / ディナー交流会（8 人のサポーターと）

8/23 ㈮ 研修 6 日目：サンフランシスコまで電車で移動、btrax で CEO& 創立者の

ブランド K. ヒルさんから講義 / Crossroads カフェ（元囚人が働く）でラン

チ / サンフランシスコ日本国領事館で大村朋之副領事のお話、Amazon GO

にアプリで入場体験 / ホテルで振り返り。

8/24 ㈯ 研修 7 日目：観光メイン，Computer History Museum、West Field でランチ

40 沖縄タイムス（2015）より名前と肩書が判明する。
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& 買い物、The Tech Museum / 吉田大弁護士（ブラックベルト・リーガル

弁護士法人，シリコンバレー在）のオンライン講義「フレッド・コレマツ

の人生」 / 近くのモールで食事会

8/25 ㈰ 研修 8 日目：サンフランシスコへ、Off  the Grid 主催のピクニックランチで、

大見謝若菜さん（Senspoint Design Inc. 創業者）とランチ会 / フィッシャー

マンズワーフ観光

8/26 ㈪ 研修 9 日目：Uber で移動、Google 社 Technical Program Manager の内藤弘

朗さんによって、テラス席でランチ、内藤さん、まきさん、徳田さんにサー

ビスのプレゼン / ホテルに戻って最終プレゼン / フェアウェルディナー（日

本食レストラン）/ 最終コメント

8/27 ㈫ 出国　日本時間 28 日に帰国

２－６．帰国後の研修

9/8 ㈰　ビジネスアイディアブラッシュアップ

9/15 ㈰　Pitch Review Day

9/28 ㈯ ～ 9/29 ㈰　サービス構築集中合宿

 （日立市大みか町、地域貢献型シェアハウス コクリエ）

11/9 ㈯ 11/10 ㈰　プレゼンテーション研修

11/16 ㈯ ～　LEAP DAY リハーサル

２－７．最終報告会：Leap day Hitachi

５人の選抜生である若者が厳しいプログラムの成果を発表し、旅立つという意味で

LeapDay が開催された。沖縄では、２日間の音楽もいれたイベントであるが、茨城県で

は今回が初めての開催となった。

以下のようなスケジュールで 2019 年 12 月 1 日に、日立ライフビル（日立市幸町）の

一室で開催され、印象では 60 名ほどが参加していた。

13:30 オープニング　　

 司会挨拶　　　

13:35 ゲストセッション　第１部　
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 「茨城からイノベーションを ?　新規事業立ち上げのプロ麻生氏から学ぶ、

 新規事業に必要なたった一つのこと ? 」　麻生要一（起業家・投資家・経営者）

14:00 休憩 5 分

14:05 ゲストセッション第２部

 「茨城から外資系 IT 企業へ 平野氏から学ぶ、自分で決めて切り開いていく力」

 平野いさむ（Google 戦略本部戦略担当、Apollo COO）

14:30 休憩 5 分　

14:35 ゲストセッション第３部　　

 「幸せに生きる確率を高めるための視点と方法論」

 柏谷泰行（ERRORs 株式会社 代表取締役）

15:00 休憩 5 分　　

15:05 Hitachifrogs 1 期全体プレゼン　

15:15 Hitachifrogs 1 期生 サービス英語プレゼン

15:45 休憩 5 分　　

15:50 Hitachifrogs 1 期生トークライブ

16:10 Hitachifrogs 1 期生による決意スピーチ

16:15 ゲストクロージングセッション / 

 山崎 暁 × 麻生要一 × 平野 いさむ × 柏谷 泰行

16:45 エンディング　　

17:00 閉会 

２－７－１．麻生要一の社内起業論

起業のプロによるスペシャル・ゲスト講演が３本あり、この中で、リクルートベンチャー

など、社内起業で 2000 件以上を支援した麻生要一さんに特に注目したい。筑波大学付属

駒場中高卒、東京大学経済学部を卒業し、株式会社リクルート（現リクルートホールディ

ングス）に入社。ファウンダー兼社長として IT 事業子会社（株式会社ニジボックス）を

立ち上げ、経営者としてゼロから150人規模まで事業を拡大。リクルートの本部に戻され、

インキュベーション部門を統括。社内事業開発プログラム「Recruit Ventures」及び、スター

トアップ企業支援プログラム「TECH LAB PAAK」を立ち上げ、新規事業統括エグゼクティ

ブとして約 1500 の社内プロジェクト及び約 300 社のベンチャー企業・スタートアップ
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企業のインキュベーションの支援を行う。リクルートを退社して独立。2018 年 2 月に企

業内インキュベーションプラットフォームを手がける株式会社アルファドライブを創業。

また、2018 年 4 月に医療レベルのゲノム・DNA 解析の提供を行う株式会社ゲノムクリ

ニックを共同創業し新たな産業の創出を目指す。2018 年 6 月より「UB VENTURES」ベ

ンチャー・パートナーに。2018 年９月に株式会社ニューズピックス執行役員に就任。そ

の名刺には起業家・投資家・経営者の３つの肩書が並ぶ。

麻生（2018）という著作があり、スタートアップの方法論を明確に理論化しており、「あ

らゆる人が起業家になることができる」意義について論じている。日本ではむしろ、既存

の会社組織において社内起業を大いにすべきであることを説いている。アントレプレナー

シップ教育の在り方についても注目すべき独自に論理展開に注目したい。

麻生は、全ての経営者と社内起業家を応援するための場所として「incubation inside」

を立ち上げた。今後もさらにその活躍が期待される。

３．おわりに

12 月 1 日の LeapDay で選抜生たちは英語で自分たちのサービスについてプレゼンし

た。その成長ぶりに、サポーターや実行委員会の大人たちは「茨城が変わった日」とい

う強いインパクトを共有した。そのような熱量がある取り組みであった。今後も、この

Hitachifrogs の取り組みは、多くの賛同者や支援者を得ながら、持続していくだろうと思

われた。通常の大学教育の中ではとても無理なハイブリッド教育は大変うらやましいもの

で、人財育成の秘訣がこのプログラムには豊富にある。人づくりが未来の茨城をつくる。

また 2019 年には茨城県教育委員会の主催で高校生にアントレプレナーシップ教育が 9

月から開始された。「IBARAKI ドリーム・パス事業」という事業である。令和 2 年 1 月

にはそのプレゼン大会が実施された。高校教育でもアントレプレナーシップ教育が掲げら

れ、2019 年（令和元年）はまさに、茨城県におけるアントレプレナーシップ教育元年と

いえるだろう。人づくりが未来の茨城をつくる。

本稿は 24 年間お世話になった茨城県において、地域の企業・産業の概要や創業環境、

そしてアントレプレナーシップ教育の大きな事例を紹介した。雑多な知識の寄せ集めでは

あるが、今後のアントレプレナーシップ教育のヒントになれば幸いである。

限られた時間の中で、最後まで辛抱強く原稿が届くことを待った紀要委員長の樋口恒

晴教授に感謝申し上げます。2020 年 3 月において国際学部から最後の 4 年生が卒業す
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る 41。1996年の学部開設からの同僚の先生方も何人か残っておりますが、常磐大学の大学

教育の進展を祈っています。

最後に、４節で、村山ゼミ 2 年生（2020 年 1 月現在）で大学生として唯一の選抜生と

なった犬塚さんの感想を添付します。マオを育てた多くの方々に御礼申し上げます。

４．「Hitachifrogs に参加してからの自身の変化」

私は今まで、だれかと話すことや人に関わることが好きで、また、それが自分は得意だ

と思って生きてきました。そのため、自分は相手のことや人の気持ちには人一倍敏感だと

思っていましたし、場の空気を読むことや相手の心情の変化などを察して行動する力には

自信を持っていました。そんな自分が好きでもありましたし、何の根拠もないですが自分

は正しいと思い込んでしまっていました。

ですが、Hitachifrogs に参加して、地域や社会、日本、世界が抱えている問題や自分自

身が解決したいと思っている課題についてじっくり考える機会が本当にたくさんありまし

た。そして、本当に自分がやりたいことは何なのか自分自身と向き合っていくうちに、家

庭の問題、またそれによるバイトなどとの兼ね合いの難しさ、「起業家にはなりたくない

けど経営者にはなりたい」などと思い、全く起業家や経営者の本質を理解しようとしない

まま、frogs のメンターの方々や代表の山崎暁さんとの温度差を感じてしまった時期があ

りました。自分が既に抱えている問題でいっぱいいっぱいなのに、将来の為、とか地域の

為、とか世界の為、とかそんなスケールの大きいところを見て何か生み出そうとするなど、

そんな資格は自分にないし、自分にはできないと勝手に決めつけ、せっかく選抜していた

だいた frogs の活動を放棄しようとしてしまいました。

そのとき、ずっと研修を共にしてきた山崎暁さんとメンターの方々が、このまま大人に

なっていったらまずい、色んな方が若者の未来のために投資して協賛いただいて活動がで

きているのに、そのありがたみがわかっていないのは人間としてやばい、どうしたら私が

変われるか、真っ向から向き合ってくださいました。

辞退の話もでていましたし、今後の frogs に今の真桜は要らない、とまで言われてしま

い、人生で初めて本気で変わらなければ、と思いました。みなさんが本当に私の為を想って、

言ってくださっているのが伝わってきて、言いたくないことも言わせてしまったと今まで

の自分にとても後悔しました。今までの人生をふりかえれば、なにかを最後までやりとげ

41 一部の留年生を抜かして。
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たことのない、とっかえひっかえの選択ばかりしてきた人生でした。また、人の気持ちも

本当の意味で理解できていなかったこと、自分の価値観を誰かに押し付けてきてしまって

いたことにも気付き、かなりのショックと気付かせてもらったことへの感謝でいっぱいに

なりました。

それからというもの、周りが驚くくらいガラッと変わったようで、自分をフラットな目

線で見れるようになった実感が少しずつ湧いてきました。そして、ギリギリではありまし

たが自分の生み出したいサービスも見つかり、最後のプレゼン発表まで本気で打ち込み、

なんとか協賛してくださった方、お世話になった方皆さんの前でプレゼンすることができ

ました。そのときの達成感、なんともいえない胸の奥がギュッとなる感覚は今でもついさっ

きのことのように鮮明に覚えています。また、プレゼン直後、山崎さんとのお互い号泣し

てしまったハグも、一生忘れることはありません

今後は、大学生のうちにそのサービスをやれるところまでやりぬきます。また、この

Hitachifrogs での経験を色んな方にどんどん話していきたいと思っています。こんなに素

晴らしい体験をさせてくれた Hitachifrogs に心から感謝です。（犬塚真桜，2020.1.24脱稿）
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日本語・英語における発語内行為と意図の役割について

梅　香　　　公＊

On illocutionary acts and intention in Japanese and English

＊ 常磐大学総合政策学部　教授

１．はじめに

日常生活において我々は様々な音に囲まれて生活している。単なる物理的な音、人間以

外の生物の発する音、人間の発する音と多様である。例えば、道を歩いていて車の接近す

る音を感知したらなるべく道の端に体を寄せるだろうし、蚊の羽音を感知すれば刺されな

いよう注意する。そこにあるのは、自然科学が分析の対象とする因果関係であると言って

差し支えないだろう。他方、人間の発する言語音はどうだろうか。この場合は、異なった

状況が発生していると思える。言語は、記号として働きそれ自体が物理的な因果関係の

１項を担っている訳ではない。音声もしくは文字が記号として、意味の対象を指示してい

るという理解がソシュール以来広く受け入れられている。本稿では、特に、言語表現にお

ける意図の役割を考察の対象としたい。

言語表現において、常に意図は不可欠なものであろうか。

⑴ a. あっ、切符が落ちた。

 b. 切符落としましたよ。

上記の （1a） は、前を行く人が切符を落とした場面で思わず出た独り言であり、伝達の意

図はない。他方、 （1b） は、終助詞「よ」の働きが聞き手に行動を促す働きがあり（伊豆原 

（2003））、明らかに伝達の意図が認められる。

⑵ a. Black cloud means rain.

 b. Red spots mean measles.
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上記の⑵は、共に自然現象に関する百科事典的な知識の記述である（ウイルソン＆ウ

オートン （2009））。例えば、百科事典の該当項目の一節中に⑵の文があるのを読んでも、

何ら書き手の意図を感じ取ることはないだろう。しかしながら、以下のような発話が後続

すると想定すると意図の発生が明白になると思える。

⑶ a. Black cloud means rain （, so don’t forget to take an umbrella with you）.

 b. Red spots mean measles （, so you had better see a doctor as soon as possible）.

⑶が示していることは、適当な文脈が与えられれば、言語表現が発語内行為として機能す

ること、⑶の場合は、聞き手に対する警告の発語内の力 （illocutionary force） が容易に認

識されるということである。

言語表現を発するものが機械の場合はどうであろうか。以下の例は、近所のスーパーで

の出来事である。

⑷ 駐車料金はここでお支払いください。出口のところには精算機はございません。

このスーパーでは、駐車料金は立体駐車場の各フロアーに設置してある精算機で払うシス

テムになっている。⑷の音声は、センサーが買い物客の接近を感知して、自動的に発した

文である。センサーが人を感知し、前もって用意されていた音声を発するところまでは物

理的な因果関係で説明がつく。しかしながら、このケースは （客の反応から判断して） 警

告という発語内の力を持っていると思えるのだが、その場合、意図の所在はどこに帰する

のが適当だろうか。当該装置か音声を吹き込んだアナウンサーかスーパーの経営者か問う

ことができる。

上記のケースは何れも言語表現において、意図の有無が発語内行為とそれ以外を分ける

要件となっているケースであると解釈できる。Grice （1989） は意味を自然的意味と非自

然的意味に分け、非自然的意味を発話の意味と捉え、その判別の基準を意図の有無に帰し

た。ウイルソン＆ウオートン （2009） は、自然的意味と発語内行為の間に、人間以外の伝

達的意味、人間による非言語的コミュニケーション、コンテクストから独立した言語的コ

ミュニケーションという段階を想定している。ウイルソン＆ウオートン （2009） の解釈で

は、これら中間段階はコードモデルに従っているコミュニケーションの諸形態として、意
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図はそれらの構成要件とは見なされていない。本稿でも、その点を論述の前提とする。従っ

て以下発語内行為における意図の役割に焦点を絞って論述を進める。自然的な意味を持つ

単なる記述文と発語内行為を判別することは日常生活において色々な場面で不可欠なこと

であり、意図がその判別のフィルターの役割を果たすということが想定される。1

２．先行研究

２. １　意図の重層性

発話の意味の理解において意図が構成的な要件となっていることはグライスの主張す

るところである。ここでは、飯野 （2008） による Grice （1989:122） の解釈に従って以下

で概観する。グライスは、自然的な意味と異なり、発話 x が非自然的な意味を持つのは、

「ある聞き手 A に関して、話し手 U が発話 x によって A にある効果（反応）を生じさせ

ようと意図し、しかも A がその意図を認知することによってそれを達成しようとした」

場合であると述べている （飯野 （2008：110））。2  飯野は、グライスのこの文章を次のよ

うに言い換えている。

意図１：聞き手にある効果（反応）を生じさせようと意図すること。

意図２：意図１を聞き手に知らせようと意図すること。

意図３：意図２を達成することによって、目指す効果 （反応） を達成しようと意図すること。

ここで、自然的意味ではなく非自然的に意味するためには、意図１のみでは以下のケース

を排除できない。飯野の説明の例文を説明の一貫性保持の観点から相当部分本稿独自の事

例に入れ換えて説明する。

⑸ 饅頭が怖い。

1 グライスにおいては自然的意味と非自然的な意味の区分けが取られ、他方、ウイルソン＆ウオートンでは自然的意
味と伝達的意味に分かれ、伝達的意味が最終的には、コンテクスト独立の文の意味とコンテクスト依存の文の意味
に分かれる。発話の意図の有無で判別すると、コンテクスト依存の文が意図を要求し、他方、それ以外は全て意図
を欠くとみなされている。意図が問われるのは、コンテクスト依存の文の意味であり、本稿においては発語内行為
と置き換えて議論が行われている。自然的な意味と発語内行為の中間に位置する伝達的意味に関しては再検討の余
地が残されている。

2 この部分の原文は、“For some audience A, U intended his utterance of x to produce in A some effect （response） E, by 
means of A’s recognition of that intention.” である。
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⑸を発話することで、聞き手に対して、話し手が饅頭の大嫌いなことが伝わると思われる。

しかしながら、⑸は、話し手の感情の自然な表出の場合もある。その場合は、自然的な意

味を⑸は表していることになる。そのようなケースを排除するためには、話し手の意図が

聞き手に了解されるよう、意図２が必要になる。しかしながら、⑸の発話の口調によっ

ては、仮に意図２が満たされても、その口調の持つ自然的意味 （例えば、情緒的なイン

トネーション） によって、話し手が饅頭が大嫌いなことが伝わることも考えられる。この

ケースを排除するため、意図３が必要になる。要するに、意図２と３は意図１という行為

が持ちがちな自然的意味の排除のためであると言える。

ところがここで上記の意図の三つ組みが排除できない非自然的とは言えないケースが存

在する。飯野の説明の例を改変して説明を進めることにする。第１のケースは意図２が満

たされていないケースである。状況の設定は、５歳の親戚の子供が書斎に入ってくるのを、

勉強に邪魔なので怖いテレビの番組を見るふりをして追い出すケースである。子供に聞こ

えるようにわざと以下のように呟くのである。

⑹ これからお化けの怖い番組を見よう。

⑹の発話で５歳の親戚の子供を怖がらせて、その結果書斎から遠ざけることを意図してい

る。つまり、意図１は満たされている。意図１を子供にわざと聞こえるよう呟いて知らせ

ている。つまり、意図２が満たされたことになる。更に、そのことによって、聞き手が怖

い番組を見るなら怖いから書斎には行かないという判断に至るのである。ここで、意図３

も満たされていることになる。しかしながら、意図２は、子供が部屋の外でドア越しに偶

然耳にして知ったことであり、話し手が聞き手の子供に知らせたわけではない。このよ

うな場合、⑹は、非自然的に意味されたとは言えない。結局、意図の３つ組の仕組みで

は、このようなケースを排除できないことが判明した。

飯野 （2008） によると、このように上記の意図の３つ組が非自然的とは言えない発話を

生成するケースをブロックするため Strawson （1964） は以下のように意図４の必要性を

提案する。

意図４：意図２を聞き手に知らせようと意図すること。
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ところが、飯野 （2008） によると Schiff er （1972） がここで更なる非自然的ではない発話

の例を指摘している。以下では、上記の例同様に本稿独自の類似例を提示する。今度は、

⑹の発話を聞くのは、10 歳の親戚の子供とする。このケースでは、子供は偶然ドア越し

に聞くのではなく部屋に入ってきたところで聞くこととする。従って、意図２は話し手に

よって聞き手の子供に直接いかにも怖そうに知らされている。ここで意図２が満たされ

る。ただし今回は子供の年齢が 10 歳なので、話し手は子供がお化けの怖い番組があるか

らと言って怖がって書斎から出て行かないことを知っている。子供は話し手の期待（意図

１と意図３） を察して、そういうことならと書斎を出るのである。この場合、意図３も満

たされているということになる、少なくとも表面上は。しかしながら、このケースを非自

然的発話と分類はできない。何故かというと、聞き手は、話し手に意図３を知らされたの

ではなく、自分で推察して把握したからである （、例えそれが話し手の本当の意図ではな

いにしても）。

上記の第２のケースから、意図の４つ組では意図３が聞き手によって推察されるケース

がブロックできない。そこで、新たに、意図３を聞き手に知らせることを確かにする意図

５が追加されることになる。

意図５：意図３を聞き手に知らせようと意図すること。

ところが、意図の５つ組の仕組みでも排除できない非自然的な意味の発話が考えられる。

今度は 15 歳の親戚の子供のケースを独自の類似ケースとして提案したい。発話⑹によっ

て、意図１と意図２は満たされている。次に、意図３も結局、書斎を出て行って欲しいと

いう話し手の期待への聞き手の察しとして満たされている。ここまでは、前事例と同様で

ある。異なるのは以下の点である。15 歳なので、⑹の発話でお化け番組を怖がらないこ

とを話し手は理解しているし、更に、聞き手が怖がっていないことを話し手も理解して

いることを聞き手は認識している。そこで、子供は、「お化け番組なんて怖くないし、自

分が怖くないことは話し手も知ってるはずだけど、怖がって出ていくということを口実

にしたいならそれでいい。出ていくよ。」 と推理することが話し手によって密かに意図さ

れている。この意味で、意図３は知るようされているので意図５は満たされていると言

える、表面上は。しかしながら、「怖がって出ていく」 という部分が間違った推理になる。

正確には、「怖がったふりをして出ていく」 だろう。どちらにしても、意図５は話し手に
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よって知らされるのではなく、聞き手によって推察されている。この意味で、上記のケー

スは非自然的な発話を意味するとは言えなくなる。

そこで、上記のケースをブロックするため、意図５を知らせようとする意図７が求めら

れることになる。

意図７：意図５を聞き手に知らせようと意図すること。

ここに至って、原理的には上記の意図の重層性は際限がないことが判明する。要するに、

意図を話し手が聞き手に知らせることは、常に、聞き手による話し手の意図の推察によっ

て置き換え得る。その場合は、その最後の意図を保証する意図の追加が求められるのであ

る。この点に関して、飯野 （2008：123） は Grice （1989：302） の見解を指摘している。

話し手が無限の数の意図を持つという最適状態は原理的には実現不可能であり、だか

ら話し手は厳密に言えば p と意味してはいないのである。しかしながら、話し手が置

かれている状況からすると、この実現不可能な条件を彼があたかも満たしているかの

ように見なすことは妥当であり、それどころか恐らく強制的ですらあるのだ。3

上記のような意図の無際限の重層性に関して、原理的には歯止めはないことを確認した上

で、実質的には、適度な段階で歯止めがかかることを予測している。意図の重層性に関し

て、その内容を見ると、意図１と意図３が実質的な内容を持ち、他方、意図２は意図１を

知らせようとする意図であり、意図４はその意図２を知らせようとする意図となる。同様

に、意図３は意図１を知らせその効果を達成しようとする意図であり、意図５は意図３を

知らせる意図、意図７は意図５を知らせようとする意図となる。結果として、意図１と意

図３が実質的な内容を持った意図ということが判明する。ここで、飯野 （2008） は、前者

を執行的意図、後者をコミュニケーション的意図と呼ぶ。ここで、聞き手が話し手の意図

を推察する時、意図の無際限な重層化が始まる。この点を、飯野は 「知るように仕向ける」

と 「公然と知らせる」 の対比で説明している。本稿の説明事例における聞き手による話し

手の意図の推察は 「知るように仕向ける」 という事態の結果であり、話し手の意図が聞き

3 この部分の原文は、”---the optimal state, the state in which he has an infinite set of intentions, is in principle unrealizable, 
so that he does not strictly speaking mean that p. However, he is in a situation which is such that it is legitimate, or 
perhaps even mandatory, for us to deem him to satisfy this unfulfillable conditions.” である。
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手にも顕在的に示されている状態が 「公然と知られる」 という意味と考えられる。意図が

聞き手に公然と示されているとき、意図の無際限な重層化は実際上発生しない。

ところで、公然性の概念はそれ程単純明快という訳ではない。飯野 （2008） によると、

少なくとも、執行的意図とコミュニケーション的意図を公然と知ることは以下のように考

えられている。第一に、執行的意図を公然と知らせることは、使用される言語表現の適格

性によって、直接的もしくは間接的に 「目の当たりにした顕著な事実」 として聞き手にも

たらされる。第二にコミュニケーション的意図を公然と知らせることは、表現が明示的に

示されたという事実自体によって確保される（飯野（2008））。4

２. ２　発語内行為における意図の自己参照性

意図が発話の意味の構成要件になっているか否か、以下で土屋（2009：68）の分析を

紹介しよう。ここでは、話し手が聞き手に警告として「そこの氷は薄いよ。」と発するケー

スを想定している。この発語内行為のプロセスは以下のようなステップから成る。

１）話し手と聞き手がおり、

２）話し手は聞き手に対して、一定の意図、すなわち、警告しようという意図をもって、

３）しかるべき表現、すなわち、聞き手のいる付近の氷の薄さを正しく表現する言葉使い

をして、

４）それが警告であることを聞き手に伝えようと意図している。一方、

５）聞き手は、その場の状況、すなわち自分が湖上でスケートをしているという状況、お

よび、⑶で言及した表現の意味とを理解して、

６）話し手が自分に向かって警告を発しているのだということ、すなわち、話し手の意図

を探り当てる。この結果、

７）話し手の意図は聞き手に伝わったことになり、

８）話し手は聞き手に向かって警告を発したことになる。

土屋 （2009） によると、上記の８ステップを発語内行為成立の少なくとも十分条件とみ

なし、以下の分析で必要条件を特定することが目指されることになる。土屋はここで、架

空の装置を提案する。池の氷の薄さに関する警告を、小屋の中にいる二人組によって行

4 ここで、「表現が明示的に示される」とあるが、その点を明瞭にする必要がある。
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う。一人は氷の厚さの測定係、もう一人は警告の小旗を氷の厚さに従って立てる掲示係で

ある。このシステムによって、警告は為されるが、その際、「警告しようという意図⑵」

は、どちらの係にも観察されない。また、池の管理者にも個別のケースに対する 「警告し

ようという意図」 は帰されることはないと考えられている。従って、警告という発語内の

力は 「警告しようという意図」 を必要としない。

次に、４） の意図が問題になる。４） の意図は、厳密に言うと以下のようになる。

４́） 話し手が聞き手に警告を与えようとしていることを、聞き手が理解することによって、

聞き手に対する警告を行なおうと意図している。

上記の意味で、４） の意図は自己参照的 （self-referential） である。先程の、「そこの氷は

薄いよ」 という警告の事例に適用しよう。すると、「聞き手がこの発言を警告として了解

することが、この発言を警告として発しようというこの意図の了解に （少なくとも一部

において） 基づくようにしようという意図」 ということになる。Austin （1978） の言葉で

ある 「了解の確保 （securing of uptake）」 という観点からは、先述の４） は、話者がこの意

図（つまり、特定の発話の力 （この場合は警告） を持つものとして） を持つということ、

６） と ７） のステップは、聞き手がこの意図の了解を確保するということを示している 

（土屋 （2009：73））。

土屋 （2009） によると、この自己参照的意図の聞き手による了解には何らかの仕組み

が求められるということである。ここで、言語が使用されるケース、今回のケースもそう

だが、そこでは、特定の発語内行為が成立して、その場合、特定の言語表現が選択され、

その結果、直接的か間接的に推理を通して、発語内の力が了解されることになる。先程の

ケースでは、自己参照的意図は、「聞き手がこの発言を警告として了解することが、言語

習慣上警告の発言となる発言を警告として発しようという意図の了解に （少なくとも一部

においては）基づくようにしよう」 という意図である。しかしながら、土屋 （2009） は、

このような解釈に立つ自己参照的意図が発語内行為の弁別において果たす役割に懐疑的で

ある。換言すると、先述の４） と６） 及び７） が発語内行為の了解において果たす役割は

それなしで達成されたことの再確認以上のものではないということである。

以上の考察を踏まえて、土屋 （2009） は、発語内行為の了解において必要条件と言える

もの、更に、十分条件であったことと併せて考えると、発語内行為の了解の必要十分条件
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は以下のように収束されると考えている。

１）話し手と聞き手がいて、

３）しかるべき表現が用いられ（状況に応じて）

８）発語内行為が成立する。

要するに、土屋 （2009） においては、発語内行為の了解において意図の果たす役割の余地

はないのである。重要なことは、３） と ８） の関係に発語内行為の了解の成立の要件が還

元されたということである。

３．先行研究の問題点

３．１　飯野 （2008） の問題点

飯野によると、以下に示すように、意図１と意図３以外は、意図の意図という構造を

持つ。

１）意図１

２）意図２―――＞意図４　　（ここで意図２は意図１の意図という性格を持つ）

３）意図３―――＞意図５―――＞意図７　　

意図１を執行的意図、意図３をコミュニケーション的意図として、原理的には無際限に後

退することがあり得ると考えられる。しかしながら実際には、飯野によると、話し手と聞

き手の間の了解が公然性の点から成立する時、このような後退はブロックされると考えら

れる。このような公然性は、言語表現によってもたらされると指摘されている。

そもそも、飯野において出発点の意図１と意図３は聞き手にとって明確に認識されてい

るのだろうかという疑問がわく。飯野においては、「意図の意図・・・」という重層性が

問題視されている訳ではあるが。本稿では、特に意図１に当たる執行的意図が、完全な形

で与えられるのではなく、その言語形式を拠り所に、聞き手による推理によって到達され

ると指摘したい。

飯野の論述中では、意図１と意図３は確定した出発点として与えられていることが前提

となっている。そのような条件の下では、発話の意図を理解する過程において、意図１と
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意図３は構成的（constitutive）な働きをしているとみなせるだろう。そして、意図２及び

意図５以降が公然性において聞き手と話し手で共有されることになり、その共有のプロセ

スは原理的ではなく実際的な観点で実現可能なのである。

しかしながら、意図１と意図３の認識の共有が言語形式を通じて聞き手の推理によって

達成されるとすると、発話の意味の認識において、意図は構成的には働いていないことが

推察される。判然としない意図の認識へ向けて推理が繰り返され、徐々に意図が明確にな

ることを考えると、このような意図はあたかもカント哲学における理念のように統制的

（regulative）な働きを持っているともいえるだろう。

３．２　土屋 （2009） の問題点

先述したように、土屋 （2009） においては、発語内行為の意味において意図の構成的な

役割の存在する余地はない。繰り返すと、発話の状況と特定の言語表現により、聞き手に

よる話し手の発話の意味の認識、つまり、発語内の力の特定は可能なのである。土屋は、

特定の言語形式に言及する時、遂行的動詞 （performative verbs） を含んだ顕在的発語内行

為を念頭に置いている。この顕在的発語内行為においては、発話の意味は明示的に示され

ているので、発語内の力は遂行的動詞毎に明らかである。その結果、例えば飯野 （2008） 

における執行的意図は容易に聞き手によって把握される。換言すると、発語内行為の意味

は遂行的動詞によって明示的に聞き手と話し手で共有されているのである。意図に残され

た働きは自己参照性ということになる。そして、土屋の指摘によると、自己参照性は上記

の発話の意味の解釈に何も新しいことはもたらさないのである。例えば、話し手の警告を

発しようという意図の聞き手による了解は、聞き手が発話の状況と特定の言語表現、つま

り遂行的動詞から特定する発語内の力の認識の達成において何ら不可欠の役割はしておら

ず、どちらかというと再確認のような働きに留まっているのである。

本稿では、土屋 （2009） が発語内行為を顕在的発語内行為に限ったことを問題にした

い。間接的言語行為 （indirect speech act） としての発話の意味を考えると、土屋の発話の

意味の解釈の枠組みである発話の状況と特定の言語表現が解釈のプロセスの拠り所になる

ことは否定できないが、あたかも所与の状況下で所与の言語表現の下で適正な発話の意味

が求められる時、原理的には志向されるが現実には達成されることのない（直接把握さ

れることのない）話者の意図があたかも理念のように統制的に働いていることが認めら

れる。この意味で、発話の意味の解釈における意図の構成的な役割は土屋の言うように否
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定されるが、その統制的な役割は必ずしも否定できるものではない。5

４．おわりに

Grice（1998）の指摘する自然的意味と非自然的意味の区別に端を発して、本稿では、

発話の意味における意図の役割に、飯野 （2008） と土屋 （2009） の分析を対比しながら注

目して分析を進めた。結果、意図の重層性と自己参照性という問題点に遭遇した。この時

点では、飯野においては、意図の構成的役割は執行的意図とコミュニケーション的意図に

おいて認められている。他方、土屋においては、意図の役割は発話の力の再確認以上のも

のではなく、それは、自己参照的な在り方と裏腹の関係にある。

本稿では、間接的言語行為における発話の意味の認識において、話し手と聞き手間で共

有される意図の果たす役割に注目した。顕在的発語内行為の場合は遂行的動詞が手掛か

りになり、発話の意味は比較的容易に推理により把握される。他方、間接的言語行為は、

梅香 （2019） にあるように、その発話の意味は所与の文において明示的に与えられてはい

ない。文脈的想定と言語表現を基に推理によって特定することになる訳だが、その推理の

向かう先として話し手の意図というものを、いわば統制的な理念として想定することが発

話の意味の認識において意図の果たす役割を考察したとき引き出せる妥当な結論ではない

だろうか。

最後に、特に日本語のケースとして、終助詞「よ」について意図との関係に触れておき

たい。

⑺ a. コーヒーだ。

 b. コーヒーだよ↑。

 c. コーヒーだよ↓。

⑻ a. 三角形の内角の総和は 180 度だ。

 b. 三角形の内角の総和は 180 度だよ↑。

 c. 三角形の内角の総和は 180 度だよ↓。

⑼ a. 信号赤だ。

 b. 信号赤だよ↑。

5 間接的言語行為の場合、特定の発語内の力として発話の意味を理解することは、執行的意図の了解として達成され
なければならない目標である。このケースでは、自己参照的意図は発語内の力の特定を前提とするので、端的に与
えられるものではなく推理を通して到達する対象ということになり、再確認という評価ではない。
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 c. 信号赤だよ↓。

井上 （1997） 及び伊豆原 （2003） によると、終助詞「よ」には二つの機能が指摘されてい

る。井上によると、イントネーションが 「 ↑ （上昇的）」 の時は、聞き手を取り巻く状況が

所与の文が真に成る時、聞き手がどう反応するかを問うているのに対して、「↓ （下降的）」

の時は、取り巻く状況が所与の文が真になるという認識の聞き手への強制を意味する。伊

豆原も同様に、聞き手に一方で行動を促す働き、他方で、認識の受け入れを求める働きが

あることを指摘している。上記例文 （7-9a） では、独り言として、大抵は、感情とか思考

の表出を示していると考えることが自然であろう。それに対して、（7-9b&c） では、話し

手の伝達的意図は聞き手に明確に伝わるだろう。ここで興味深いことは、発語内の力が、

それぞれ、（7b）、（7c）、（8b）、（8c）、（9b） そして （9c） では、例えば、申し出、訂正、確定記述、

訂正、警告、そして命令として解釈する可能性を示していることが観察される。要するに、

終助詞「よ」が、情報的意図にはニュートラルに単純に伝達的意図を担っていることが推

察される。しかしながら、終助詞「よ」の選択はカジュアルな場面に限られている。公の

場面では、終助詞の付かないケースが選択され、それを補うため、例えば、丁寧語「です」

「ます」が選択され、聞き手の存在を要求する言語形式が選ばれることになる。このように、

終助詞「よ」によって伝達的意図が検出された訳であるが、そのことは伝達的意図が発話

の意味において構成的要件として機能していることの証左であるかもしれない。換言する

と、例えば、間接的言語行為文において、情報的意図の了解を待たずに、伝達的意図が、

終助詞「よ」の働きによって端的に了解されるということである。このように、意図を伝

達的意図と情報的意図に分けて、伝達的意図の部分を発話の意味の構成的要件として特定

の言語形式で端的に聞き手に知らせ、他方、情報的意図の部分は発話の意味の統制的要件

として公然の了解の確保を促す働きを持つような分業体制をコミュニケーション成立のス

トラテジーとして想定することは妥当な面もあると考えられる。6  このようなことを一般

化する前に、伝達的意図を担う特定の言語形式について言語内及び言語間において、詳細

な分析が必要であることは言うまでもないことではあるが。

6 本稿では、「よ」のケースにおいて、概ね執行的意図を情報的意図と、コミュニケーション的意図を伝達的意図と
同義のものとして論を進めているが、内容的に類似点、相違点が想定され、そのことの本稿結論部分への影響は後
の研究に残されている。
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○総合政策学部紀要編集委員会規程
制　　定　2017 年 6 月 22 日　総合政策学部教授会

改　　定　2017 年 9 月 21 日　　　　　〃　　　　

　（目的）

第１条　常磐大学総合政策学部における研究発表誌『常磐総合政策研究』（以下「研究紀要」

という。）の編集および公表については、この規程による。

　（委員会）

第２条　研究紀要の編集および公表全般をつかさどる機関として、総合政策学部教授会（以

下「教授会」という。）の下に総合政策学部紀要編集委員会（以下「委員会」という。）を

設ける。

②　委員会は、教授会において選出された者によって構成される。ただし、委員選出に当

たっては、専門分野に偏りのないように選ばなければならない。

③　委員長および委員長代行は、委員会における互選によって決める。

④　委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

⑤　委員長代行は、委員長に事故あるときその職務を代行する。

　（委員の任期）

第３条　委員の任期は、４月１日から２年とし、半数ずつ改選する。ただし、再選を妨げ

ない。

　（委員会の任務）

第４条　委員会は、原則として、毎年度２回、研究紀要を編集発行するとともにその電子

版を常磐大学のホームページで公表しなければならない。

②　委員会は、相当の猶予を設けて編集予定を公表するとともに、研究紀要に掲載する論

稿を学内で公募しなければならない。

　（委員会の権限）

第５条　委員会は、研究紀要における研究倫理および学問的水準を維持し高めるために、

必要に応じて、内容および形式について執筆者に加筆、訂正および削除を求めるほか、論

稿の種別の変更または掲載見送りを決定することができる。

②　委員会は、前項に定めるもののほか、研究紀要の編集および公表に関する本規程の条

項を実施するために必要な事項を別に定めることができる。

　（事務）
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第６条　研究紀要の編集および公表にかかわる事務は、次の各号に定めるとおりとする。

１　発行済み研究紀要の保管および他研究機関との交換は、情報メディアセンターが行う。

２　編集済み研究紀要のインターネット上での公表は、アドミッションセンターが行う。

３　前２号に規定するものを除く事務は、学事センターが行う。

　（著作権）

第７条　研究紀要に掲載されたすべての論稿の著作権は、著作者に帰属する。

②　研究紀要の編集著作権は、総合政策学部に帰属する。

　　附　則

１　この規程の改廃は、教授会出席者の過半数の賛成を必要とする。

２　この規程は、２０１７年６月２２日から施行する。
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○常磐大学総合政策学部紀要『常磐総合政策研究』編集規程
制　　定　2017 年 9 月 21 日　総合政策学部紀要編集委員会

　（目的）

第１条　この規程は、総合政策学部紀要編集委員会（以下「委員会」という。）が行う編

集作業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

　（根拠）

第２条　この規程は、総合政策学部紀要編集委員会規程（2017 年 6 月 22 日）第４条に

基づく。

　（公表）

第３条　常磐大学総合政策学部（以下「本学部」という。）の研究発表誌『常磐総合政策研究』

（以下「研究紀要」という。）は、毎年度に１巻とし、原則として２号に分けて編集し、冊

子体で 700 部発行するほか、その電子版を常磐大学のホームページに公表する。

　（寄稿資格）

第４条　研究紀要へ寄稿する資格を有する者は、本学部の授業を担当する者および委員会

が特に認める者とする。

　（審査）

第５条　委員会は、委員会に提出された論文が学術論文として相応しい内容と形式を備え

たものであり、かつ、未発表のものであることを確認しなければならない。

　（論考の種別）

第６条　研究紀要に掲載される論稿は、次の各号のいずれかに当てはまるものでなければ

ならない。

　１　論文　論文とは、学術論文に相応しい内容と形式を備えた理論的または実証的な未

発表の研究成果の発表をいう。

　２　研究ノート　研究ノートとは、研究途上にあり、研究の原案や方向性を示した未発

表の研究成果をいう。

　３　書評　書評とは、新たに発表された内外の著書または論文の紹介であって未発表の

ものをいう。

　４　学界展望　学会展望とは、諸学会における研究動向の総合的概観であって未発表の

ものをいう。

　５　課題研究助成報告　課題研究助成報告とは、本学課題研究助成制度に基づく研究の



経過報告および研究成果の報告をいう。

　６　その他　その他の論稿であって委員会が寄稿を認めたものをいう。

　（編集）

第７条　研究紀要の編集は、前条までに規定された事項を除くほか、次の各号に従って行

わなければならない。

　１　必要に応じて、片方の号はテーマを決めて特集号とする。

　２　論文の体裁（紙質、見出し、活字など）は、可能な限り統一する。

　３　紀要のサイズは B5 とし、横組とする。

　　附　則

１　この規程の改正には、委員会の３分の２以上の委員の同意を必要とする。

２　この規程は、2017 年 9 月 21 日より施行する。
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○常磐大学総合政策学部紀要『常磐総合政策研究』寄稿規程
制　　定　2017 年 9 月 21 日　総合政策学部紀要編集委員会

　（目的）

第１条　この規程は、冊子体および電子媒体で公表される常磐大学総合政策学部の研究発

表誌『常磐総合政策研究』（以下「研究紀要」という。）に寄稿を希望する執筆者について

必要な事項を定めることを目的とする。

　（根拠）

第２条　この規程は、総合政策学部紀要編集委員会規程（2017 年 6 月 22 日）第４条に

基づく。

　（寄稿資格）

第３条　研究紀要へ寄稿する資格を有する者は、常磐大学総合政策学部紀要『常磐総合政

策研究』編集規程（2017年 9月21日。以下「編集規程」という。）第４条に定める者とする。

　（寄稿希望者の義務）

第４条　研究紀要への寄稿希望者は、寄稿に関してはこの規程を遵守するほか、この規程

の解釈については総合政策学部紀要編集委員会（以下「委員会」という。）の決定に従わ

なければならない。

　（原稿提出要領）

第５条　寄稿希望者は、委員会が定める原稿募集要領に従って寄稿希望書ならびに原稿を

委員会に提出しなければならない。

②　委員会に提出する原稿は、編集規程第６条に定める論稿の種類に当てはまるものでな

ければならない。

③　委員会に提出できる原稿は、原則として一号につき一人一編とする。

④　原稿は、手書きの場合は横書きで、A4 版 400 字詰め原稿用紙で提出する。パソコン

入力の場合には、テキストファイルの電子情報および横書き 40 字 30 行で A4 版用紙に

印刷されたものを提出する。

⑤　原稿の長さは、図表等を含め、論文は２万４, ０００字（400 字詰め原稿用紙換算 60

枚）、研究ノート１万２, ０００字（同 30 枚）、書評は４, ０００字（同 10 枚）、学界展望

は４, ０００字（同 10 枚）を基準とする。課題研究助成報告は１, ３００字（同 3.25 枚）

以内とする（ただし、研究計画年次終了分に関しては、論文または研究ノートに準じたも

のとする）。その他のものについては、委員会で決定する。
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　（原稿執筆要領）

第６条　寄稿希望者は、原稿執筆に当たっては、次の各号に従わなければならない。

　１　原稿の１枚目には、原稿の種別、題目、著者名および欧文の題目、ローマ字表記の

著者名を書くこと。

　２　論文には、200 語程度の欧文アブストラクトを付すこと。なおアブストラクトと

は別に欧文サマリーを必要とする場合は、A4 版ダブルスペース３枚以内のサマリーを付

すことができる。

　３　書評には、著者名、書名のほか出版社名、発行年、頁数を記載すること。

　４　日本語以外で執筆された部分については、執筆者の責任においてネイティヴチェッ

クを行う。

　５　数字は、原則として算用数字を使用する。

　６　人名、数字、用語、注および（参考）文献の表記等は、執筆者の所属する学会など

の慣行に従う。

　７　図および表は、一つにつき A4 版の用紙１枚に描き、本文には描き入れない。なお、

本文には、必ずその挿入箇所を指定すること。

　８　図表の番号は、図２．、表１．、とする。そのタイトルは、図の場合は図の下に、表

の場合は表の上に記載すること。

　９　図表の補足説明、出典などは、それらの下に書くこと。

　（掲載内容の選考）

第７条　委員会は、研究紀要の学問的水準を維持するために、投稿論文等を検討し、必要

な場合には、修正または掲載見送りを求めることができる。

②　委員会は、特に論文については、委員会が委嘱した者の査読を経た後、査読者の意見

により、内容の修正を求め、また掲載の適否を判断することができる。

　（発行報告）

第８条　執筆者は、本人が寄稿した研究紀要の発行報告に代えて、論稿が掲載された当該

研究紀要２冊と抜粋 50 部を学事センターにおいて受け取ることができる。

②　執筆者が前項に規定する数量を超える複製を希望する時は、本人がその実費を負担し

なければならない。

　　附　則

１　この規程の改正は、委員会の３分の２以上の委員の同意を必要とする。

２　この規程は、2017 年 9 月 21 日より施行する。
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