
第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 岩井 紀子 教授〕

．発表者 佐々木尚之 助教

．演 題 日本人の初婚の要件 ─ ライフコース調査データを用いて─

．要 旨

会 報

わが国における少子高齢化は確実に進行しており、経済や社会保障などへの影響に社会的関心が高まっ

ている。少子高齢化の主な要因として晩婚化や未婚化の進行が指摘されているが、これまでの初婚に関す

る研究では、なぜ結婚しないのか一貫した結果が得られていない。その原因の一つとして、初婚の要因と

なる変数の時間的変化をとらえることができないという、データ上の制約があった。本報告では、 日本

版 ライフコース調査（ ） の詳細なライフヒストリー・データを用

いて、いつ、どのような状況で成人男女が結婚する傾向があるのかを数量的に明らかにすることを目的と

している。

結婚行動を経済学的にとらえると、結婚は合理選択的な行動であり、結婚によって得られる便益が損失

よりも高ければ、結婚を決断すると説明される。分析の結果、女性の経済的自立が結婚の魅力を低下させ

ているという の仮説は、 歳代前半にのみ部分的に適合する。 歳代後半以降の場合は、

の仮説のように、むしろ潜在的稼得力がある女性の方が結婚しやすい。一方で、男性に関

しては、正規雇用であるか否かが結婚の生起を大きく左右していた。

日本では、仕事と家庭の両立の実現が困難なために、結婚や出産を機に仕事を辞めざるを得ない女性が

多いことからも、女性の稼得力は、結婚相手の条件として見なされてこなかった。しかしながら、近年の

流動的な経済情勢のなか、稼得役割を一人で負うことが可能な男性自体が大幅に減少している。本研究の

結果は、結婚市場において女性の稼得役割が期待され始めていることを示唆しているものの、女性が安定

して稼得役割を担う環境が整っているわけではない。将来の経済的な展望が不確実ななかで、家族を形成

することには大きなリスクがあり、男女ともに結婚を敬遠しているようである。こうした状況が続くなら

ば、晩婚化・未婚化を食い止めることは難しく、結果的に少子高齢化がさらに進むであろう。経済の低成

長が続くことが予想されるなか、稼得役割や世話役割のような家庭内外での役割を男女が協働で担うこと

によって失業や減給のリスクを分散し、結婚や出産後も雇用を維持できるような支援体制を築くことが急

務である。



大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

後 段〔司会 笹本 長敬 教授〕

．発表者 松尾 満 准教授

．演 題 屋敷と 人の主要人物たち─ホーソーン 七破風の屋敷 から─

．要 旨

七破風の屋敷 は 緋文字 の翌年に出版されたもので、なかなかの傑作である。遠い祖先の悪業が

起点となり、それが数世代を経た現在にまで影響を与え、やがて若い二人の婚約によって呪縛から解放さ

れるというストーリーで、過去・現在・未来の三本柱から構成されている。著者の興味は過去の幻影にお

びえる兄妹の悲運に集中し、主にそこに光が当てられていよう。しかしこの物語の中心人物を論じる場

合、ヘプジバーやクリフォードは考えにくい。なぜならヘプジバーは 清水の舞台から飛び下りる思い

で 意を決して一文店を開業するが、客たちの粗野な態度や辛辣な言葉に淑女としてのプライドを完全に

傷つけられ、すぐに弱音を吐いている。常にしかめっ面をして、不機嫌な老嬢という外見も気になるし、

何よりもへスターのように逆境にあっても毅然とした態度を取ることができず、どこか物足りない印象が

強い。またクリフォードにしたって、常にモールの幻影におびえ、自らの苛酷な運命を嘆き、明るい未来

へ進み出ようとする妹を再び過去へ引き戻している。暗い実体のない男で、存在感に乏しい。ホールグ

レーブはどうか。彼はこの物語において最も斬新な考えをもっている。新しい時代の若者で、変化・改革

に二の足を踏むヘプジバーとは著しい対照をなしている。ホーソーンはホールグレーブを創造することに

よって、新旧二つの時代の抗争を描くことには成功しているが、彼にはホーソーンの芸術家的一面が隠さ

れているせいか、他の人物たちとある程度の距離がおかれており、物語の中心にもってくるにはやや難が

ある。フィービーは前半の部分の働きには顕著なものがあるが、それに比べ、後半はやや生彩を欠いてお

り欠点も目立つ。ピンチョン判事は ホーソーンが最も力を入れ、かつその肖像が最も精細である人物

だ と言われるように精緻な描写がなされているが、主要人物の中で唯一、屋敷の外に居住しているし、

目的を果たせず物語の途中で怪死してしまう点が気になる。このように考えていくと、主要人物たちはお

のおのが重要な役割を演じてはいるが、突出した人物はいない。結局第 章で、ホーソーンが古いピン

チョン家の歴史や伝説を詳細に記述し、建造物としての家ばかりでなく、抽象的な意味での家も含めて

家 を強く意識していることから、この屋敷を中心に物語を構成しているものと考えざるをえないの

だ。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 西村多嘉子 教授〕

．発表者 金 度 渕 講師

．演 題 小売流通革新が促したイギリス食料消費の変化

─金度渕（ ） 現代イギリス小売流通の研究（同文舘出版） の検討を

中心に─

．要 旨

会 報

これまでのイギリスの食料消費に関する研究をみると、社会学、経済地理学、栄養学、そして消費者行

動論からの研究蓄積が豊富に存在する。しかしながら、食料消費の変化を流通論の立場から分析した研究

は必ずしも多くはない。食料消費の変化をより正確に捉えるためには、消費者の世帯構造や生活様式の変

化という消費者サイドを分析することがもちろん重要なのであるが、あわせて食品を提供する供給サイド

の変化にも注目する必要があると考える。それは、現代の食生活様式が、消費者の側の食に関する主体性

と食品供給サイドからの食市場の多面的な包摂の相互作用として発現するからであり、とくに、いかなる

食品を どう食べるか という食生活のあり方は、食品産業全体からの規定性を、より強く受けるように

なってきている。そのため、本報告では、食料消費が市場支配力を高めていった大規模食品小売業者の市

場行動によって、いかに方向づけられてきたのか、を実証的に解明した。

結論としては、小売市場の寡占化が進むなかで、大規模小売業者の市場行動は、消費者の商品の選択肢

を広げ、とりわけ、高付加価値型食品の開発によって、簡便食品の消費量の増大をもたらした。同時に、

小売店舗の大型化・郊外化を通して、結果的には、消費者における店舗選択は制約されることになった。

このことは品揃えや製品政策といった小売業者の市場行動によって消費者の購買行動が規定される傾向が

強まったことに関連づけられよう。つまり 年代からの食料消費の変化は、このような大規模小売業者

の市場行動に影響を受け、食生活の簡便化が促されたのである。また、大規模小売業者の市場行動は、一

方では、消費者の高度化・多様化するニーズに対応しながらも、他方では、都心に居住する高齢者や低所

得者の食品購買機会を制約し、そのことがフード・デザート問題（ ）として社会の関心

を呼ぶこととなった。

本研究では、 年代から 年代にかけてのイギリスにおける食料消費の変化について、世帯構造など

の消費者における変化をより具体的に整理しつつ、これまで十分整理がなされていない大規模食品小売業

者の市場行動の側面から分析を行い、小売業者からの規定性が強まりつつある実態を明らかにした。
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後 段〔司会 飯田耕二郎 教授〕

．発表者 西岡 尚也 教授

．演 題 江戸末期日本人の世界認識と琉球の貢献

─ジョン万次郎の世界地図を例として─

．要 旨

土佐の漁師ジョン（中浜）万次郎（ ）は、江戸時代末期に漂流しアメリカ合衆国から世界地図

枚を、琉球王国経由で日本に持ち帰った。琉球・薩摩・長崎の番所で取り調べを受けた際、そのうち数

枚は奉行所などに 没収 されたが、少なくとも 枚は故郷まで持ち帰ったと考えられる。

土佐藩の画家で儒学者の河田小龍（ ）は、万次郎を自宅に か月逗留させ寝起きを共にし世界

地図を写すとともに、その体験を得意な挿絵を用いて詳細に記録し、 漂巽紀略 （ ）にまとめた。

坂本龍馬は 歳の時に小龍を訪ね、執筆中の 漂巽紀略 や世界地図を閲覧させてもらい、土佐藩や日

本国が 小さな存在 であることを説かれた。この体験が世界に目を向けるきっかけになった。同様に岩

崎弥太郎・後藤象二郎らも龍馬と同じ体験をした。当時一般大衆が 世界地図 を見る機会はほとんど皆

無であったが、土佐藩では例外的に可能であった。

土佐藩は江戸幕末期 明治初期に活躍した優れた人物を輩出したが、その要因に若者の世界認識形成

（地図教育）があり、きっかけが万次郎の世界地図であると私は考える。世界地図（ 地理教育）が当時

の若者を 開眼 したのである。もしこの体験がなければ坂本龍馬・岩崎弥太郎なども ユニークな発

想 ができなかった。したがって 薩長同盟 や 三菱商事 は誕生せず、日本は植民地となり、異なる

歴史を歩んでいたかもしれない。吉田松陰や新島襄の 密航 にも万次郎の影響があった。さらに勝海舟

や福澤諭吉とは咸臨丸での交流があり、福澤の英語習得にも万次郎のアドバイスが役だった。

そして何より忘れてはいけないことは、琉球王国が漂流者の万次郎らを 温かく 受け入れてくれたこ

とが、土佐藩への帰郷を 実現 させたのである。このような日本人の世界認識形成と琉球王国の 貢

献 役割 について今後も研究を深めていきたいと考えている。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

〔司会 長妻三佐雄 教授〕

．発表者 小出 輝章 講師

．演 題 シビリアン・コントロールの論理構造 ─日本の研究の限界─

．要 旨

会 報

はじめに

本報告は、まずシビリアン・コントロールの論理構造を検討してその特質を抽出し、つぎにそれを日本

の研究動向にあてはめ、その性質と限界を明らかにすることを目的とする。

．理論の展開 ミリタリー・プロフェッショナリズムとシビリアン・コントロール

この分野の基本的論理構造はアメリカの政治学者 ・ハンティントンによって形成された。その特徴は

ミリタリー・プロフェッショナリズム（コントロールされる客体 軍という職業 の定義）とシビリア

ン・コントロール（コントロールの形態）との関係性にある。

軍という職業から文民的要素を排除することによって成立する客観的シビリアン・コントロールと文民

的要素が混在することから主観的なシビリアン・コントロールが成立するという二つの考えが、この論理

の帰結であった。

．日本の研究動向と問題点

日本の研究では、戦前の軍の行動の記憶が生々しく残されてきた。この結果、自衛隊を軍の後継である

と自明視することを前提とした歴史系の分野で研究が蓄積されてきた。

先の論理構造に当てはめてその特質を述べれば、文民的要素を持たない特殊な世界（ ）であると

軍をみなしながら、そのプロフェッショナリズムを極大化させる客観的シビリアン・コントロールを真っ

向から否定する。その理由は記憶に基づく 軍人性悪説 を前提としているからである。この結果、第一

にミリタリー・プロフェッショナリズムとシビリアン・コントロールとの関係を切断してしまい、シビリ

アン・コントロールの概念の論理的展開を妨げ、そして第二にシビリアン・コントロールの特質は自衛隊

に対する統制を極限にまで高めようとするものとなったと言える。

おわりに

軍人性悪説 を変換させた 自衛隊性悪説 に立脚した研究は、政軍関係研究におけるシビリアン・

コントロールの論理構造を反映しておらず、そのため現実政治の動きに対応しきれていないのではないだ

ろうか。
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第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段［司会 小磯 かをる 教授］

．発表者 吹原 顕子 講師

．演 題 小学校と中学校をつなぐ行政の役割─寝屋川市の取り組み─

．要 旨

年から順次、小学校、中学校、高等学校と新学習指導要領が実施されている現状の中で、寝屋川市

国際コミュニケーション科 の実践を取り上げ、小中学校で行われている英語教育と行政としての教育

委員会事務局の関わりについて報告する。

寝屋川市は教育特区（現在は教育課程特例校）として独自のカリキュラムで英語教育を実施している。

公教育として機会の平等と結果の平等という責任を果たすための体制の つの特徴に注目する。

寝屋川市の最大の特徴は、小中一貫教育をめざす枠組みにある。寝屋川市は 年に小学校を統廃合

し、 中学校 小学校とした。そして 中学校・ 小学校からなる 学園 で系統性、計画性、継続性の

ある 年間の教育をめざした。 国際コミュニケーション科 は小中一貫英語教育で コミュニケーショ

ン力と情報活用能力を身につけた子ども を育むことをめざして同年に創設された。 学園 に日本人小

学校英語教育支援者、外国人英語指導者が配置され、小学校英語担当教員、中学校英語科教員が中心と

なって英語教育を進める中学校区の指導体制が整えられた。

第二の特徴は、 小中学校英語教育推進委員会 を中心に据えた組織的に英語教育を推進する体制であ

る。特に教育委員会事務局と校長会が協働することにより、小中学校間 引き継ぎスタンダード の実

施、小中学校教員の海外短期派遣研修、英語教育特区研究発表会、小中学校英語交流会等の取り組みが可

能となった。

寝屋川市カリキュラム・ガイドライン がめざす児童生徒の 国際社会に 生きる力 の育成は、

教育委員会事務局が描いた大きな枠組みと組織的な推進体制が支えている。 学園 という単位で小中学

校の 縦 のつながり、 小学校標準シラバス の提示や研修を通して学校間の 横 のつながりをつく

ることで、各学校の独自性を育むことと市としての教育の均質性を確保することの両立を図ってきた。

トップダウンで始まった 国際コミュニケーション科 は、学校の活性化、教員の資質向上によりボトム

アップの段階へと移行しつつある。今後の実践と児童生徒の成長を期待したい。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

後 段〔司会 前田 啓一 教授〕

．発表者 柴田 孝 准教授

．演 題 漁業者間の協力から考える漁業資源保護

．要 旨

会 報

日本も位置する中西部太平洋水域では、カツオを含むマグロ類資源において、近年とくに漁獲量が増加

しており、その主たる要因は巻き網漁業の伸長にある。日本も長きにわたり巻き網漁業を含む各種漁法に

より当該水域で漁獲をおこなっているが、国内規制により巻き網漁船数に上限を定めており、またその漁

獲量も安定的に推移していることから、漁獲量増加の主たる要因は他国巻き網漁船の増加にあるといえ

る。この巻き網漁船の増加にたいして、太平洋島嶼国のグループ（ナウル協定加盟国）が隻数そのものの

規制を断念し、かわりに巻き網漁船が活動（漁獲にまつわる行動）できる総日数に上限を課す規制（隻日

数制度）を導入して、漁獲量増加に歯止めをかけようとしている。しかし主要漁場である熱帯域すべてが

ナウル協定加盟国の水域ではないため、その規制は完全なものにはならない。本報告では熱帯域と日本近

海を回遊しているカツオ資源に注目し、漁獲量削減にむけての協調可能性を検討する。熱帯域での漁獲増

大が日本近海への回遊量を減少させているとの懸念が示されていることから、熱帯域での漁獲量削減は日

本にとり近海での資源量回復がもたらされることで、日本は利益を得ることになる。この点から、熱帯域

での漁獲量削減について各国に負担を分配するにあたり、日本には削減量を増加させる余地があると考え

られる。これにより漁獲量削減にむけての合意成立につながると期待できる。今回の報告では枠組みの提

示にとどまり、理論モデルによる検証は次の課題である。
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