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公益財団法人政治経済研究所 公開研究会

三井逸友氏「2010年の『中小企業憲章』はなにを導いたのか
－2010年代の中小企業政策の展開とその意味－」
（記録）
瓜 田

靖

（うりた・やすし 中小企業家同友会全国協議会事務局）

2016年 5 月13日、今年度第1回の公開研究
会が、明治大学研究棟において、標記のテー
マにより、三井逸友氏を報告者として開催さ
れた。以下は、この研究報告を、筆者（瓜
田）が記録したものである。

私（三井）は、ヨーロッパで2000年に制定
された「EU小企業憲章」が日本にも「中小企
業憲章」として導入されたが、その憲章が日
本企業の存在意義にどうかかわり、日本の中
小企業政策にどのように影響したのか、を中
心に考えたい。
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国と日本であった。米国は、個人の独立する
権利とか、自由な市場競争とか、建国以来の
「中小企業政策」とは?
理念にすごいものがある。しかし、途上国や
－「政策」の根拠と理念・理解・展開
新興国などで学ばれたのは日本だった。近代
産業への発展を目標化する中小企業近代化政
最初に結論的な感想を述べると、中小企業
策が支持された。もちろん、すべての企業の
憲章は世界のグローバルスタンダードを画し
近代化を目指すものではなく、中小企業の生
たものであり、日本で2010年に中小企業憲章
産性向上が産業構造高度化や国際競争力強化
を閣議決定して良かったと思う。中小企業家
につながる業種を対象としていたわけである。
同友会は国会決議までを主張しているが、とり
その後、近代化政策否定論が登場する。新
あえず良かった。その理由は、後で述べたい。
自由主義的立場から例えば『90年代の中小企
さて、なぜ、中小企業を取り上げるのか？
業ビジョン』（中小企業庁）。そこには、「政
実はヨーロッパで中小企業が取り上げられる
策は自助努力への支援、公正な競争条件の整
のは1980年代半ば以降。当時、中小企業を表
備、中小企業の多様性、効果的でわかりやす
す言葉もなく、SME（small and medium enterい政策体系という原則」のもと、「創業の促
prise）が「輸入」されたほどである。中小
進」が登場した。しかし、考えて見れば、新
企業がなぜ取り上げられたのか。問題性認識
自由主義的立場の政策とは矛盾だ。政策的に
として、まず雇用問題があり、サプライチェ
は何にもしないのが良いとするならば、ベン
ーンシステムが問題にされた。さらに、「日
チャー支援などは形容矛盾となる。
本的経営」ブームもあった。日本的経営の強
これと対抗する考え方が、1993年中小企
さは「中小企業の強さだ」という言説が支持
業政策審議会で出された「中間報告」の新た
された。このへんから、ヨーロッパは年々中
な「産業政策」志向である。そこでは、産業
小企業政策を充実させ、2000年に「EU小企業
組織政策としての競争秩序と「不利是正」、
憲章」を制定したのである。
産業構造政策としての構造転換適応と新事業
日本では中小企業・小工業の問題は昔から
推進、そして小規模企業対策である。ここで
ある。なんと、明治17年（1884年）の「同業
は、近代化政策から普遍的政策への努力がな
組合準則」に載っている。「急速な近代化の
されたが、中小企業基本法改正には至らなか
もとでの在来産業・小工業の動揺と困難を打
開しながら、輸出産業化の推進、振興に向け、 った。
ところが、1999年に大きな転換を遂げた。
製品検査・粗悪品防止・品質の向上と販売力
清成忠男先生のもと、中小企業基本法の全面
の強化をめざして組織化をはかる」とある。
改定と中小企業近代化促進法の廃止をした。
当時は日本製品の粗悪品防止が主要な課題だ
1 999 年 中 小 企 業 政 策 審 議 会 は、「 近 代 化 政
った。
策」への全否定、競争と市場原理第一の考え
戦前・戦後の中小企業政策の詳細は時間の
方に転換した。内容的には、中小企業の「創
関係から略する。ただ、昔から中小企業政策
造性・柔軟性・機動性」活用や「自助努力」
の充実が言われたが、明治以来の中小企業政
としての創業・経営革新・創造的事業活動
策や近代化政策の限界が現れたとき、世界の
（ベンチャー）支援、「格差」是正とセイフ
中小企業の課題が日本でも意識され、2010年
ティネット論などである。1999年「新中小企
の中小企業憲章につながったのではないか、
業基本法」の政策の柱であるが、「創業・経
と推察する。
営革新に向けての自助努力支援」「経営基盤
の強化」「経済的社会的環境の変化に対する
日本中小企業政策の転変と今日
適応円滑化のための制度整備」の三つの柱が
中小企業政策で見るべきものがあるのは米
あるが、だんだん「経営基盤の強化」に集中
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するようになる。「弱い」中小企業を強くす
るためには政策が経営基盤を強くする施策に
収斂するわけである。方針が現実に乗り越え
られつつあった。
新基本法下の2000年代の現実はどうだっ
たのか。大々的に創業を掲げたが、なかなか
進まない創業と高い廃業率が続いた。第三次
ベンチャーブームが終末を向かえ、貸し渋
り・貸し剥がし問題も最盛期に入った。喫緊
の課題となってきた雇用失業問題と「格差」
問題の再来とともに、2008年世界金融危機が
起こったのである。

日本版「中小企業憲章」への道
新基本法下の方針が現実に乗り越えられ
つつあるとき、少しずつ修正を加え、1999年
体制からの揺り戻しのような事例が見られる。
例えば、「まちの起業家」という言葉で、ベ
ンチャー企業と区別した。「いま注目される
『 ま ち の 起 業 家 』」（『 2 0 0 2 年 中 小 企 業 白
書』）とか、「企業家社会」（『2003年中小企
業白書』）という表現が出てくる。下請代金
支払遅延等防止法改正など中小企業の取引関
係をめぐる不利や問題への対策を行っている
こと。「まちづくり三法」改正や地域活性化
対策などである。
なんといっても、中小企業家同友会の運
動や中小企業憲章制定運動があった。金融ア
セスメント法運動から、さらなる広がりがあ
った。EU小企業憲章から学ぶということで、
2002年に愛知同友会が、2008年に中小企業家
同友会全国協議会が欧州視察し、私もコーデ
ィネーターとして役目を果たした。また、同
友会は独自の憲章草案を作成した。
2008年には衆議院経済産業委員会におい
て私が参考人質疑を行った。同友会の働きか
けもあり、2009年総選挙において、民主党や
みんなの党、共産党、社民党などに中小企業
憲章制定の公約が載った。民主党に政権が移
ってから、中小企業憲章に関する研究会が20
10年に設置され、私も研究会委員として参加
した。そして、2010年 6 月18日に閣議決定

された。
中小企業憲章は優れた文章だと思う。基
本理念は、「中小企業は、経済やくらしを支
え、牽引する。創意工夫を凝らし、技術を磨
き、雇用の大部分を支え、くらしに潤いを与
える」とか、「中小企業は、社会の主役とし
て地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や
文化の継承に重要な機能を果たす。小規模企
業の多くは家族経営形態を採り、地域社会の
安定をもたらす。このように中小企業は、国
家の財産ともいうべき存在である」と役割や
機能を格調高く述べている。欧州での中小企
業政策理念のエッセンスは、「Think small
first」（小企業を第一に）とか、「Listening
to small business」（小企業の声に耳を傾
けよ）の原則などであるが、日本の中小企業
憲章にも同意の言葉が入っている。

「中小企業憲章」以後の中小企業政策
2008年世界金融危機後の中小企業金融への
対応策として、2009年11月に中小企業金融円
滑化法が成立した。亀井静香金融問題担当相
のつよい働きかけにより実現したが、金融機
関が顧客中小企業の求めに応じて返済期間な
ど融資条件の変更を行えるようにした。これ
により相当数の中小企業が条件変更を申し出、
多くが認められた。2011年 3 月の東日本大
震災を受けて 1 年間延長され、最終延長は20
13年 3 月までとされた。2009～2012年の間に
のべ360万件以上の申し込み（ 1 社で重複が
あるので、実質は30万社くらい）があり、実
行率は92％前後になった。
2012年には中小企業経営力強化支援法が成
立し、新事業活動促進法や地域資源活用法、
農商工連携支援法を統合継承した。これは、
支援人材を重視するものであり、政府が認定
するが、2016年 4 月現在では、24,920機関が
「経営革新等支援機関」となった。少しつく
り過ぎたか。実効性はどうなのか。中小企業
診断士や商工会・商工会議所の「経営指導
員」はどうなるのか。いつの間にか、「お墨
付き発行機関」に化けてしまったようだ。
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自民党政権復活のもとで中小企業政策はど
うなったか。極端には変わらなかったという
より、1999年体制からの揺り戻しの過程にあ
り、自民党も逆らえなかった。むしろ、「ち
いさな企業未来会議」を民主党政権から引き
継いだ。重点施策は、小規模企業重視と基本
法の改正、企業再生と金融支援継続、ものづ
くり支援の強化、創業支援の重視などである。
特に、2013年の小規模企業活性化法による
中小企業基本法の一部改正では「基本理念」
に、中小企業憲章から引きついで、小規模企
業の意義として、「地域経済の安定と経済社
会の発展に寄与」を規定した。さらに、2014
年に小規模企業振興基本法が成立した。ここ
では、小企業者を含む小規模企業について、
中小企業基本法の基本理念である「成長発
展」のみならず、「事業の持続的発展」を位
置づけた。
ここで困ったことが起きてしまった。今ま
でなかったことだが、中小企業の定義が「三
段構え」になったことだ。中小企業（small
and medium enterprise）：常時使用する従業
員数300人以下、または資本金額 3 億円以下、
これは中小企業基本法でおなじみの定義。小
規模企業（small enterprise）：常時使用す
る従業員数20人以下（商業サービス業は 5 人
以下）、これも中小企業基本法の小規模企業
のところで規定。行政として小規模事業者の
呼称を使う（「企業」的存在だけではないか
ら）。小企業者（micro enterprise）：常時
使用する従業員数 5 人以下、これが小規模
企業振興基本法で規定されている。しかし、
世界的に中小企業とともに、マイクロ企業を
定義し、位置づけるという流れが、主流にな
っているのだ。EUではすでに「三段構え」に
なっていて、250人未満が中小企業だが、50
人未満がスモール企業、10人未満がマイクロ
企業になっている。そのほかに、インドやマ
レーシア、インドネシア、フィリピン、ブラ
ジルでもマイクロ企業の定義がある。中国は
新基準で、「中型」「小型」「微型」企業に分
けており、韓国は「小商工人」政策がある。
いまだ例外的なのは米国で、small business

一本やりである。

安倍自公政権下での中小企業観と政策志向
第二次安倍内閣の「日本産業再興プラン」
の「中小企業・小規模事業者の革新」の項で
は、①地域のリソースを活用・結集させた起
業・創業等の促進、②中小企業の新陳代謝の
促進、③戦略市場に参入する中小企業の支援、
④国際展開する中小企業の支援が挙げられて
いる。成果目標として廃業率を上回る10％台
の開業率をあげているが、つぶすのは簡単で
も、開業するのは容易なことではない。しか
がって、「新陳代謝」をかかげても、それは
実現しないし、成果とも成り得ない。
個人保証見直し議論や「経営者保証に関す
るガイドライン」など大きな問題があるが、
生産性格差論が近年また一世を風靡している。
生産性格差論の三度目のリバイバルである。
一回目が、1960年代の「二重構造論」として
「格差論」、生産性が低いから中小企業の生
産性を高める必要があるというもの。二回目
が 、「 生 産 性 格 差 再 拡 大 論 」・「 新 二 重 構 造
論」で一回目の再版。そして三回目が、「低
生産性の中小企業を廃業に追い込み、淘汰す
る」新陳代謝論だ。
生産性を高めるとはどういうことか。そ
の算式は、生産性＝付加価値額÷従業員数。
資本集約的業種では 1 人当たり機械装備率
が高いので、付加価値生産性は高くなる。一
方、労働集約的な業種（小売業・飲食業・サ
ービス業など）では低い。大企業は資本集約
的分野中心、中小企業は労働集約的な分野が
中心なのは当然の事実である。さらに、詳細
にみると、イノベーションによる全要素生産
性の向上か、分母としての投入労働力量を減
らすか、分子としての付加価値額（営業利益
＋人件費＋減価償却費）を増やすか、である。
それゆえ、賃金の低下は生産性低下の結果で
はなく、原因である。付加価値の取引関係を
通じた大企業による「収奪」の可能性は、
『中小企業白書』でも取り上げられた。
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基本条例」（2001年）の存在が振興条例の成
立を躊躇させ、中小企業憲章に至った。「群
馬県中小企業憲章」は法令ではないが、教育
の場等での活用には向いているような気がす
中小企業家同友会などの中小企業者の運
る。
動が、理念と新たな枠組みを提起したことは
中小企業憲章と中小企業振興基本条例と
大きい。その背景に、世界的な共通の流れが
は、車の両輪と考えれば良い。地域経済の持
あり、日本は「周回遅れ」であったかもしれ
続的創造的発展や中小企業の役割発揮、住民
ない。中小企業憲章自体には各方面からの批
の福祉と安寧の向上、地域内循環の強化、地
判もあったが、今日の最大公約数的な存在に
域社会の維持と向上などが中小企業振興基本
はなり得たと思う。
条例に活かされるべき項目である。40道府県、
ただ、 中小 企業庁のホームページでは、
172市区町村で制定されている。
「中小企業憲章・法令」というジャンルに分
結論的に言うと、間違いなく、2010年中
類しているが、中小企業基本法と中小企業憲
小企業憲章は生きているし、活用されている。
章の関係には問題が残っているように思う。
政府・中小企業庁は理念・原則・課題に合わ
中小企業憲章の理念や枠組みと課題は、以降
せて新たな政策体系と個別施策を立案実行し
の「中小企業庁が所管する」政策には多くの
てきた（100％ではなくても、80％くら
影響を与えてきたと言える。中小企業団体に
とっては理解と協力の機運を盛り上げてきた。 い？）。政権交代があったが、この流れは変
わらないだろう。問題は、さらに省庁横断的
地方において中小企業憲章をどう生かす
に取り組みを進められるか。地域・国民全体
か。めずらしいことに、地方版「中小企業憲
として共有活用できるかである。それらを含
章」もある。「群馬県中小企業憲章」は2011
めた、中小企業憲章の検証が必要である。
年 6 月にできた。「ものづくり・新産業創出

い ま 、「 中 小 企 業 憲 章 」 を
現代史の中であらためて考える

科学者・技術者の社会的責任
北村

実

（きたむら・みのる 政治経済研究所・相談役）

2011年 3 月11日に東北地方太平洋沖で発生
した巨大地震によって、沿岸部の人命と家屋
に甚大な被害が生じたが、それに加えて、東
京電力福島第一原子力発電所にシビアアクシ
デント（過酷事故）が発生し、まき散らされ
た放射能によって多くの住民が住みなれた故
郷を去らなければならないという未曾有の事
態となり、あらためて科学者・技術者の社会
的責任が問われる羽目になった。
科学者・技術者の責任について、鰺坂氏は
「事故を引き起こした『主犯』は独占資本で
あって、原子力発電の技術を開発し、実際に
これを運転してきた科学者・技術者は『従

犯』ではないのか」という １ ） が、これには
首をひねらざるをえない。
国家や企業の社会的責任は当然として、そ
れとは独自に科学者・技術者の社会的責任も
問われなければならないが、ただしその責任
は国家や企業の責任とは次元と質を異にして
おり、これを同列に扱って、前者を主犯、後
者を従犯とするのは妥当でない。この珍奇な
主張に接した瞬間、私の脳裏にフランシス・
ベーコンの「秘匿の誓い」の話が閃いた。
「秘匿の誓い」とは、『ニュ―アトランテ
イス』に登場する学者集団ソロモン学院の指
導的長老の打ち明け話で、「われらが発見し
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た発明や実験のうちでいずれを発表し、発表
せぬかを相談して、秘密にしておくのが適当
と考えるものは、これを隠して秘密を漏らさ
ぬという誓いをするのだ」という内緒話のこ
２）
とである 。元国際司法裁判所の判事で、法
哲学者の C･G･ウイラマントリは、この「秘匿
の誓い」に瞠目し、これを「科学のための倫理
３）
規範」の元祖だとして、称賛を惜しまない 。
たしかに、科学者・技術者がその気になれ
ば自分たちの研究成果をすべて国家や企業に
知らせず、悪用される恐れがあるものは「秘
匿」にしておくことだって出来るはずである。
そうすれば、従犯に甘んじなくても済む。
とはいえ、国家や企業を相手にして「秘匿
の誓い」を隠し通すのは容易ではない。それ
には、科学者・技術者が団結し、「倫理綱領」
（ethical code）を策定し、これを武器にし
て、対抗する以外に道はない。科学者・技術
者に何より求められるのは、国家・企業から
の自立と相互の団結である。これなしには、
巨大な権力と強力な資本とに立ち向かえない。
「科学者・技術者のための倫理綱領」とい
うアイデアはもともとベーコンの『ニューア
トランテイス』に起源をもつとされるが、こ
れが広く普及するに至ったのはようやく第一
次大戦後になってからで、日本でも意外に早
く1938（昭和13）年に、土木学会が「技術者
の信条および実践綱領」を制定している。こ
の倫理綱領の根底にあるのは、プロフェッシ
ョナル（専門職業家）としての技術者はプロ
として「してよいこと」と「していけないこ
と」を自ら判断し、行動する自主性を堅持し
なければならない、という共通の自覚であり、
プロフェッショナル（専門職業家）と技術倫
理とは表裏一体の関係にあるとされる。
倫理綱領制定の流れは1990年代に入ると急
速に加速し、今やほとんどの学協会が何らか
の倫理綱領を持つに至っている。倫理綱領に
は、法的効力がないとはいえ、これを武器に
して科学者・技術者のモラル堅持の取り組み
が可能になろう。この武器をかざしつつ、
「秘匿の誓い」をひそかに活用しつつ、権力
と資本に立ち向かっていくなら、もはや社会

June 2016
的責任の従犯の地位を返上し、社会的責任を
正面から受けて立つことが出来よう。
一口に科学・技術といっても、純粋科学、
応用科学、エンジニアリングとでは社会的責
任の問われ方も異なってこよう。「真理に奉
仕する科学」の牧歌時代は昔話と化し、それ
に代わって「産業化科学」（ラヴエッツ）が
登場し、巨大な資金の投入による企業の研
究・開発（R&D）がメインになるに応じて、
エンジニアリングが主役に躍り出ることにな
った。その結果、当然のことながら、社会的
責任の矢面に真っ先に立たされるのもエンジ
ニアとなった。
エンジニアリングは、科学の単なる応用と
みなされがちだが、真相は応用の域を越え、
科学の成果の創造的発展を担うに至っている。
エンジニアのフォン・カルマンは、こういっ
ている。「科学は今在るものの研究であり、
エンジニアリングは今までなかったものの創
造である」４） と。
したがって、まずもって人間生活に直結す
るエンジニアリングに対して社会的責任が厳
しく問われるのも当然といえよう。とはいえ、
応用科学は勿論のこと、純粋科学も社会的責
任を免れるわけにはいかない。トカゲの尻尾
切りは許されない。
現代の社会生活にとって、技術の果たす役
割は科学一般よりもはるかに大きいにもかか
わらず、エンジニアの社会的評価は科学者よ
りも低い。西欧の伝統を誇る大学は長らく工
学・農学等の実学を教育・研究対象に位置付
けず、後にエンジニアリングを専門とする教
育機関（Polytecnic,Institute, Hochschule
等）を別個に設立するという経過を辿った。
この歴史的経緯に象徴されるように、西欧諸
国では、エンジニアリングの位置は低い。Ph.D
が別格として尊重されるという悪弊は、今な
お隠微な形で残っている。他方、後発の日本
は、明治中期になって、欧米に先んじて、帝
国大学に工・農の学部を開設し、エンジニア
リング重視を国策としたが、逆に実学優位を
懸念する声も根強い。
これに対し、アメリカの研究大学では、学
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部をリベラル・アーツとし、哲学を筆頭とす
る人文・社会諸科学を重視し、専門分化は大
学院のプロフェッショナル・スクールへの進
学後という教育システムを堅持して、科学エ
リートの規範意識欠如の歯止めにしてきた。
福島原発事故を契機に、原発に関わるエン
ジニアの職業倫理を問題視する声が発せられ
たのも、当然といえよう。福島原発事故に関
する国会事故調査書は、今回の事故は歴代の
規制当局及び東電経営陣が対策を講じる機会
が何度もあったにもかかわらず、意図的な先
送り、不作為、あるいは自己の組織に都合の
良い判断を行うことによって、安全対策が取
られないまま3.11を迎え、遭遇した人災であ
る、とその責任を厳しく問うている。そこで、
筆者の胸中に浮かぶのは、危険を誰よりも先
に認識していた現場のエンジニアの責任はど
うなのか、という素朴な疑問である。
現場に出向していた各電力会社のエンジニ
アのなかには、リスクを予見していた人もい
たであろう。しかし、年功序列で上へと登っ
ていく「上向路線のエリート」の大半は見て
見ぬ振りをし、事実認識の凍結・価値判断の
禁欲を決め込んで、後ろめたい思いに苛まれ
続けたに違いない。
良心を失っていないエンジニアも多数いた

はずだが、彼等には、良心を凍結したまま定
年まで黙して働き、あわよくば技術系重役の
ポストに就き、目出度く有終の美を飾るか、
それとも、耐えられず中途退職し、他に生計
の道を求めるか、の二途しかない。後者の道
を選んだ人は少なく、大半は出世コースの階
段を上っていく道を選択し、安全対策よりも
稼働率の維持に懸命な背徳者に成り下がって
しまったのではなかろうか。
といっても、一人で巨人のごとき大企業に
立ち向かっても、敗北は目に見えている。だ
が、一人では戦えなくても、団結すれば、勝
利の可能性が開ける。
注
1) 鰺坂真「科学者の責任と価値判断の問題」、
『季論』No.20 (2003年春号)、18頁
2) フランシス・ベーコン「ニュー・アトランテ
イス」(中林一夫訳、『世界の大思想 6 』、河出
書房）、436頁
3) Weeramantry, C.G：The
Sentinels：Law and

Slumberling

human rights in

the wake of technology(Penguin Books,
1983) p.224
4) ヘンリー・ぺトロスキー『エンジニアリング
の真髄』(安原和美訳、筑摩書房)、32頁

2015年度第 3 回 公益財団法人政治経済研究所 定例研究会

福島第一原発事故と放射能汚染の現状
野口 邦和
（のぐち･くにかず 政治経済研究所 環境問題研究室長／日本大学准教授）

環境中に放出された放射性核種
2011年 3 月11日の福島第一原発事故により
大気中に放出された主な放射性核種は、放射
性希ガスのキセノン133（半減期5.25日）、揮
発性のヨウ素131（同8.02日）、セシウム137
（同30.17年）、セシウム134（同2.065年）、

テルル132（同3.20日）などです。放出量は
キセノン133がもっとも多かったのですが、
人の被ばくという点で見ると、ヨウ素131、
セシウム137及びセシウム134の 3 種類が重要
です。その理由は、キセノン133を吸入摂取
しても体内に蓄積されず、ごく短時間のうち
に体外に排出され、内部被ばくへの寄与はき
わめて小さいからです。原子放射線の影響に
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関する国連科学委員会（UNSCEAR）2013年報
告書は、16研究グループの評価結果を踏まえ、
ヨウ素131は100～500 PBq、セシウム137及び
セシウム134はほぼ同量の 6 ～20 PBq放出さ
れたと取りまとめています。
ストロンチウム90（同28.8年）とプルト
ニウムが心配だという読者がいるかも知れま
せん。ストロンチウムとプルトニウムは不揮
発性です。原子炉建屋上部こそ水素爆発によ
り破壊（1、 3 及び 4 号機）されたものの、
格納容器は比較的健全（ 2 号機格納容器の
圧力抑制室が水素爆発により一部破損）であ
り、放射性核種は主に事故直後に行われた格
納容器ベントと、 2 号機格納容器の圧力抑制
室の破損箇所から大気中に放出されたと考え
られています。これらからは、不揮発性の核
種はあまり大気中に放出されませんでした。
半径80km圏内の深さ 5 cmまでの表土の放射能
分析結果も、このことを裏づけています。
海洋に放出された放射性核種はどうでしょ
う。事故直後の 4 ～ 5 月に、確認されている
ものだけで770トンの高濃度汚染水が海洋に
漏洩しています。大気放出の場合、揮発性
（気化しやすい性質）か否かにより放出量は
著しく異なりました。海洋放出の場合は、水
溶性か否かにより漏洩量は大きく異なります。
核燃料のウランとプルトニウムはそれぞれ酸
化物として存在し、不溶性です。一方、ヨウ
素及びセシウムは容易に水に溶けます。それ
故、「直接的」に海洋放出された主な核種は
ヨウ素131、セシウム137及びセシウム134と
考えられます。UNSCEAR 2013年報告書によれ
ば、その放射能量はヨウ素131が10～20 PBq、
セシウム137及びセシウム134が同量の 3 ～ 6
PBqとされています。ストロンチウムは可溶
性で、ストロンチウム90の海洋放出量は無視
できない可能性があります。ただ、これまで
に水産庁により発表されている福島県沖の魚
介類中のストロンチウム90濃度を見る限り、
最大でもセシウム137の70分の 1 以下です。
分析試料数が少ないためもっと試料数を増や
す必要はありますが、魚介類の汚染に関して
は，ストロンチウム90は問題にならないと思

います。

放射性セシウムの推移と除染
福島第一原発事故で大気中に放出されたセ
シウム137及びセシウム134の放射能は、ほぼ
1 対 1 の割合でした。これらの核種で大地表
面が広範囲に汚染された場合、その線量率は
ほぼ27対73の割合になります。放射性壊変に
よる放射能の減衰のみを考慮した事故後10年
間の放射性セシウムによる空間線量率は、事
故の 3 年後に52％、 6 年後に33％、10年後に
24％に低減します。事故の10年後以降は低減
が緩慢になり、20年後に17％に低減します。
実際には降雨などによる流失（ウェザリング
効果）が加わるため、もっと早く低減します。
除染をすればさらに早く低減するため、避難
指示区域は当然のこと居住地域においても、
線量率の高い地域では住宅・公共施設などを
含む除染が行われています。「除染しても山
から汚染物質が流れ込み線量率がもとに戻
る」と除染を否定的に描き出す人びとが脱原
発派の一部にいますが、この主張は現実を無
視した暴論です。筆者は県北地域にある本宮
市の放射線アドバイザーを務めていますが、
除染後に線量率がもとに戻った場所など 1 カ
所もありません。むしろ除染により、たとえ
ば校庭の線量率がもとの 3 分の 1 ～ 5 分の1
に低減するなど、この 5 年間の除染の実績
に疑問の余地がありません。もちろん山間部
の山際下などでは放射性セシウムを含む汚染
土壌が降雨により一部流出し、線量率が少し
上がることはあるでしょう。山際下では土壌
を流出させない対策が必要ですが、こうした
きわめて特殊な場所における例外的な事例を
持ち出して除染一般を否定するのは愚かなこ
とです。
環境省は、長期的に年 1 mSv以下をめざす
と除染目標を掲げています。平常時における
一般人の実効線量限度の国際勧告値が年 1 mSv
であることを考えれば、長期的に年 1 mSv以
下をめざすというだけでは何も言っていない
のと同じです。当面する具体的な除染目標を
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掲げ、それを着実に達成することが求められ
ます。避難指示解除 1 年後に、精神的苦痛
に対して支払われる損害賠償が打ち切られる
仕組みは問題です。この仕組みは、除染や生
活インフラの整備が不十分なまま、政府が避

難指示を解除する動機に繋がります。また、
避難住民の自立と帰還を躊躇させる動機にも
繋がります。避難指示解除と損害賠償打ち切
りが一体となった現行の仕組みは見直される
べきです。

2015年度第 4 回 公益財団法人政治経済研究所 定例研究会

近年における科学と技術をめぐる動向と研究倫理に関する論点
北村 浩
（きたむら･ひろし 政治経済研究所 理事）

2016年 2 月25日、政治経済研究所共同研
究室において、2015年度の第 4 回の定例研
究会を、標記のタイトルでおこなった。以下
は、そのときの報告であるが、今回の研究会
は、通常の定例研究会とは、やや異なってお
り、研究者倫理講習をかねてのものであり、
その意味では、純粋な研究発表というスタイ
ルではなく、議論のもととなるテキストをベ
ースに、これにさまざまな論点を付け加え、
それをめぐって論議を深めるという形をとっ
た。こうした形式で研究会をとりおこなった
のは、単に、講習会という場で、一方通行の
学習よりも、十分な効果と、内容の定着をは
かる点で、効率的だと判断したからである。
もともとは、この研究者倫理講習を実施す
ることとなった理由として、科研費などの研
究助成を受けるのに際し、研究者倫理教育を
受講する必要が生じたことがある。平成26年
8 月26日付の文部科学大臣決定「研究活動に
おける不正行為への対応等に関するガイドラ
イン」によって、これをふまえた講習を受け
ることが求められ、この研究者倫理教育の受
講済みであることを、所属研究機関が証明す
ることになっており、これをもって、科研費
などの公的な研究助成の受給の前提にしてい
るのである。科研費を申請できる数少ない民
間研究機関である政治経済研究所として、こ
の点を活用していく必要があるように思う。
その意味では、科研費申請を考える、より多

くの研究者が参加することが望ましいが、当
日の参加したのは、報告者を含め、数人程度
であり、もっと積極的な参加が期待されると
ころではあろう。ただ、少ない人数ではあっ
たが、活発な議論がなされ、それなりに充実
した内容ではあった。今後の講習、倫理教育
に、十分、生かせるものであった。
確かに、指定教材の通読によっても、受講
の証明をすることは可能ではあるのだが、実
際に講習を受けることによって、研究機関の
性質にそくした、より実際的な教育ができる
のではなかろうか。指定教材では、主として
理系の研究を念頭においているため、人文・
社会科学の研究者向けには、フィットしない
ところもある。また、内容的にも、当研究所
での研究において、必要最低限の倫理的課題
をおさえておくとともに、こうした倫理的な
課題が発生する背景を、きちんと理解してお
く必要もあると考える。
研究会の前半では、まず、ねつ造や、改ざ
ん、盗用といった、特定不正行為と呼ばれる、
最も倫理的にも不正なものとされる行為や、
個人情報の管理、これには、社会調査や近現
代史における資料の扱いも含まれるが、この
取り扱い、会計上の不正、成果の公表におけ
る不適切な行為、共同研究のルールの遵守な
どといった、必要最低限の内容を確認した。
これは、いずれも、研究における最も基本的
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なものであり、理系・文系にかかわりなく妥
当するものといえるだろう。これに引き続い
て、日本学術振興会が編集発行しているテキ
スト「科学の健全な発展のために‐誠実な科
学者の心得‐」（通称：グリーンブック）の
主な目次を紹介した。これが指定教材となっ
ており、これを通読することによっても、倫
理教育の受講の条件を満たせるのだが、前述
のように、文系の研究者には、不十分なとこ
ろもあり、また、いくつかの限界も指摘しな
ければならない。
具体的には、このテキストでは、いぜんと
して、いささか古典的な科学観をもとにして
おり、現代的な課題や、それにともなう問題
意識は十分に展開されておらず、個人的な責
任という構図を脱し切れていないと評価する
ことができる。主として理科系の研究を念頭
においているため、実際に、倫理的な課題の
点で、多くの難題に遭遇する可能性のある、
医学・生理学、生命科学の領域における研究
を事例として、それを遂行する過程での、さ
まざまな論点を提示するという叙述のスタイ
ルをとっている。
その意味では、確かに、科学と社会との関
係について、科学者の倫理的責任などについ
ては、参考となる点も多々あり、またトラン
ス・サイエンス問題、ブダペスト宣言などに
もふれられており、大変興味深い内容ではあ
る。また、事例として挙げられている先端的
な研究における倫理的な課題それ自体も、そ
れなりに考えさせるものはある。だが、それ
でも、科学者の責任や、倫理的な要請の点に
関しては、ある程度、科学と社会との関係に
言及されてはいるものの、基本的には、個人
の倫理観に力点がおかれ、人文・社会科学の
研究者にとっては、やや物足りない内容とな
っているということができる。とりわけ、社
会を構造的に把握し、歴史的な経過からの理
解を試みる、文化系的な知の在り方にとって
は、より一層の分析が求められることになり、
議論を広げる必要があるだろう。
このような課題に応え、これまでの議論で

は十分に展開されていなかった点を補うため
に、研究会の後半では、近年における科学と
技術の動向を概観し、それをふまえた形で、
どのような倫理的な課題が要請されるのかに
ついて検討することとした。このような議論
をまじえることによって、現代社会での、科
学と技術、科学の技術化としての科学技術に
内在する問題性と、そこに潜む倫理的なディ
レンマが明確となるだろう。
ビッグサイエンスという言葉に表されてい
る、科学研究が大規模化する動向、それはし
ばしば国家プロジェクトと認識される、この
傾向を確認し、そこから派生する問題などか
ら研究者の倫理が議論されることを明らかに
した。その背景には、同時に、研究上の不正
の発生ということにとどまらず、原発事故に
象徴されるような、近代の科学に対する不信
感が増大し、それを多くの人に共有されてい
るということがあげられる。
ここに、研究者の倫理が問われ、それをあ
らためて周知することの意味づけが生じてく
ることになる。その際に、研究者の倫理、研
究倫理も、応用倫理という知的営為の一部で
あり、これまでの倫理学上の蓄積に加えて、
より実践的な視野を持ちつつ、同じく今日的
な課題、アポリアと向き合う、関連領域との
かかわりが重要となる。さらには、こうした
現代の社会の特質をふまえ、科学の活動を理
解し、こうした文脈において把握することが、
いかに大切であり、まさにそれが人文・社会
科学のテーマともなることを示している。
そうした問題意識から、倫理教育の実情に
簡単にふれたのち、科学における事実と価値
の問題などにも言及しながら、科学と社会を
めぐる議論を紹介することによって、科学に
内在するディレンマやアポリアについて、議
論を開き、単なる座学の講習の域を超えた、
研究会としての役割と、そうした位置づけに
そうものとなるよう試みた。必ずしも、論点
を十分に深めることはできなかったが、現代
の科学が、道具化の傾向を深めるとともに、
社会と構造的に結びついている以上、そこに
生じる倫理的な問題は、個人のレヴェルだけ
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ではなく、社会的にも議論される必要がある
との認識は得られたのではないだろうか。ま
た、こうした動向に加え、より多くの公的資
金を必要し、ときにはナショナリズム感情と
も交差するなど、科学研究が政治的イシュー
でもあるとの理解も進んだといえる。
なお、今回の研究会によって、試行的にで
はあるが、論点の整理と必要とすべき問題の

把握はできたと考えられる。これによって研
究者倫理教育としては、一定のフォーマット
をつくることができたのではなかろうか。今
後は、要望や、必要があれば、その都度、こ
の形式を用いて、講習とすればよいのではな
かろうか。ただ、論議はまだ尽くされてはお
らず、さらに引き続き、深めていくことも、
同時に必要となるだろう。

2015年度第 5 回 公益財団法人政治経済研究所 定例研究会

論壇的公共圏における保守派知識人と
全共闘のベトナム戦争像
公共問題研究会
第 5 回定例研究会
テーマ 「論壇的公共圏における保守派知
識人と全共闘のベトナム戦争像」
報告者 公共問題研究会（増井洋介、古宮
千恵子）
日 時 2016年 3 月19日(土)14時～
場 所 公益財団法人政治経済研究所2階
共同研究室
田中美知太郎・林健太郎・猪木正道といっ
た、第 2 次世界大戦の敗戦時に30歳代以上だ
った「保守派知識人」たちは、ベトナム戦争
時、アメリカの政策を批判しつつ、他方で平
和運動に対しても懐疑的な態度をとり続けた。
また、山本義隆など1940年代に生まれた
「全共闘」世代の青年たちは、ベトナム戦争
の平和運動に対して様々な意思をもって参
加・批判をした。彼らの行動は市民運動の新
たな可能性を持つものではあったが、同時に
限界もまた存在した。
日本における1960～70年代論やベトナム戦
争についての研究では、こうした人たちの雑
誌―いわゆる論壇的公共圏―における発言、
そして後に書かれた回想録はあまり取り上げ
られてこなかった。今回の定例研究会におけ

る報告は、歴史学における「記憶」や「自
伝」研究の手法を援用しつつ、戦後日本にお
ける学生運動や雑誌の「公共性」の一側面を
明らかにしようと試みるものである。
【報告 1 】
増井洋介 「雑誌のなかのベトナム戦争 ―論壇
的公共圏における『保守派知識人』のベトナム
戦争像―」
本報告は、従来のベトナム戦争や戦後日
本の公共性をめぐる研究において言及される
ことの少なかった「保守派知識人」が、所謂
「論壇的公共圏」において主張した言論活動
を解釈し、「ベトナム戦争像」を再点検する
ものであった。
ベトナム戦争当時に論壇雑誌に載ったベ
トナムに関わる論文・文章は数千点に及び、
何人もの論者による様々な議論があった。そ
のすべてをチェックすることは困難なので、
①「保守派知識人」であり、②戦前・戦中・
戦後を記憶にとどめており、③戦後大学で教
鞭をとり、④後年、自伝・回顧録を書き、自
分語りと歴史叙述を行ったという共通性をも
つ、田中美知太郎・林健太郎・猪木正道の三
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名に絞って考察を進めた。
まず、田中美知太郎は、『読売新聞』に掲
載された論壇時評などを通し、ベトナムに関
わる報道のあり方や反戦運動を批判しつつも、
当時の論調と距離をとっていた。だが、1968
年のテト攻勢を境に“私たちの”経験である
関東大震災や第二次世界大戦における空襲と、
ベトナムの現状を重ね合わせ、自己に関わる
語りや歴史叙述を行うようになった。
他方で、林健太郎と猪木正道は、北爆が
開始されるとすぐにアメリカのベトナム政策
に対して手厳しく批判を行った。林は『自
由』に掲載された論考において、日本の論壇
におけるイデオロギーに基づいた議論や、帝
国主義国家の侵略戦争という見方を退けつつ、
結論としてアメリカはベトナムから手を引く
べきだと述べた。その後も林は日本国内の観
念的な平和主義に対して批判を続けたようで
ある。自伝『昭和史と私』においては、ベト
ナム戦争の時代とは進歩的文化人が息を吹き
返した時代であるとし、ベ平連についても、
反米・反安保という方向性を持ち、当時の北
ベトナム軍の侵攻を歓迎していたと捉えた。
猪木正道も1965年 4 月号の『中央公論』
に載せた論考で、東南アジアにおいてアメリ
カは架空の教条に基づいているせいで失敗を
重ねている、とアメリカを批判した。同年、
東南アジアを訪問し、ベトナム戦争が泥沼化
していることを再認識したようである。さら
に、文藝春秋社から刊行された「大世界史」
シリーズの『冷戦と共存』においては、ベト
ナム戦争と日中戦争を比較し、ベトナム戦争
に歴史的位置づけを与えようと試みた。そし
て、2000年に刊行された回顧録においては、
アメリカのベトナム政策を一貫して批判し続
けたことを改めて強調した。
三者とも自己の専門領域や経験を踏まえ
て、アメリカのベトナム政策に対しても、あ
るいは反戦運動に対しても批判的な発言を行
った。このような彼らの雑誌上での発言は、
編者や読者と共有なり議論なり、あるいは批
判されたはずである。他方で、彼らは自伝と
いう、各々の問題意識や歴史認識に沿って物
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語性が与えられた歴史叙述において、ベトナ
ム戦争の時代を理解し、捉えなおそうとした。
やがて彼らの語りは「論壇的公共圏」におい
て、他の論者によって引用・言及されるよう
になり、論者や雑誌読者のベトナム戦争像、
さらには歴史認識を形成する一助となったこ
とであろう。
【報告 2 】
古宮千恵子 「初期学園闘争の可能性と限界」
1968年から翌年にかけて行なわれた東大
闘争は医学部のインターン制度に端を発する
学園闘争の一つであった。東大闘争の特徴は
他の学園闘争ではみられなかった大学院生・
助手等の若手研究者が中心となって東大全共
闘（全学共闘会議）を結成し、運動を主導し
たことにある。彼らは大学の制度・機構の改
善要求だけでなく、大学で行われる研究の有
用性や研究者の倫理観、大学の存在そのもの
に対して疑義を表明し、問題提起を行なった。
彼らの多くが東大闘争以前に60年安保闘
争、ベトナム反戦運動に関連する学外の市民
運動に関わっていた。当時の大学生には「自
分たちが先頭に立って行動しなければ」とい
う感覚があり、とくにベトナム反戦運動には
多くの学生が参加をしていた。これらの学外
における市民運動は市民・労働者・農民等と
ともに、共通の目的をもち行動することで立
場を超えた連帯感を抱かせた。
このような経験から東大全共闘結成当初
には「単に東大のなかの学園闘争として位置
づけるのではなくて、ここから初めて七〇年
安保にむけて、いかに闘いに参加するかとい
う意識を目覚めさせてゆかなければならな
い」「われわれが大学内部で戦うことがいか
なる意味で社会の変革とつながり得るのか」
など、東大闘争を学外の市民運動と連携させ
る志向もあったようだ。
とくにベトナム反戦運動は「私たちに
「加害者」であることの自覚を促」す経験と
なり、自らの研究や大学生という立場を見直
すきっかけとなった。大学という恵まれた環
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境にいる自分、科学の進歩のためにと行なっ
てきた研究がベトナム戦争へ加担する行為と
なっているかもしれない。それが東大闘争に
おいて「自己否定」「東大解体」という言葉
となって現れてきたのだった。
しかし東大闘争は学内の制度、大学行政
に対する批判へと収束してしまった。そのた
め学外において東大闘争の意味は理解される
ことなく、東大全共闘と連携を組もうとする
動きはなかった。東大全共闘自身も自らの主
張を学外へアピールすることが不足していた。
東大闘争の過程において生じた問題は多
岐にわたるものであるが、本論では東大全共
闘の結成にいたる過程と結成当初の運動の可

能性と限界について焦点を絞り、考察した。
結成当初には学外との連携を求める意見もみ
られたが、彼ら自身のアピール不足や行動の
過激化に注目が集まってしまい、大学・研究
の根源を問う闘いも理解されることはなかっ
た。
また彼らの思想は東大内部においても十
分 共 有 さ れ た も の と は い え な い 。「 自 己 否
定」「東大解体」など、先鋭化していく主張
は教員やともに闘うべき学生にさえ受け入れ
がたいものとなってしまった。研究すること
の意味、研究者としての倫理観など、彼らが
提起した問題について学内外で十分な議論が
行われることはなかった。

公益財団法人政治経済研究所 設立70周年連載企画「政経研と私」

「政経研と私」の連載にあたって
鶴田

満彦

（つるた・みつひこ 政治経済研究所・代表理事・理事長）

昨年は東京大空襲70年、敗戦後70年の節目
の年で、当研究所としても特別の企画を実行
するとともに、あらためて日本の戦後レジー
ムを全体的に俯瞰する機会を得ました。今年
は、日本国憲法公布70年、当研究所創立70年
の記念年です。1946年 8 月14日、わが政治
経済研究所は、日本国政府の認可を得て、財
団法人として登記されました。政治経済研究
所の前身は、1938年に時の宰相近衛文麿の特
別の肝いりで企画院の外郭団体として作られ
た財団法人東亜研究所でしたが、東亜研究所
は、「満蒙は日本帝国の生命線」という当時
の国策に従って、当時及び未来の版図である
東北および東南アジアはもとより、ソ連・中
央アジア・中近東までも視野において、地域
研究を行ったのです。トップの政策意図にか
かわらず研究の現場では、事実にもとづく比
較史的研究が多数行われ、学界に大きな貢献
をしたものと思われます。これは、同じよう
な事情でアジアを中心とした地域研究を行っ

ていた満鉄調査部についても言えることでし
ょう。
新生政治経済研究所は、財団法人の登記を
したのは1946年 8 月14日ですが、神田駿河
台の政経ビルで研究所の開所式を行ったのは
同年11月 1 日でした。研究所を率いる役員た
ちが、また錚々たるメンバーでした。理事長
の労働法学者末弘巌太郎をはじめ、経済学・
財政学の大内兵衛、中小企業論の小林義雄、
日本資本主義発達史の平野義太郎、思想史の
森戸辰男、農業経済学の近藤康男、憲法担当
国務大臣の金森徳次郎、元日銀総裁で前蔵相
の渋沢敬三らが、それです。後に国会図書館
長も務めた金森はこのメンバーを見て、国会
と民間の双方に足場をもつ一大シンク・タン
クを構想したかと伝えられていますが、45年
から46年にかけて読売新聞では一時期労働側
が編集権を掌握する生産管理闘争が行われ、
47年 2 月 1 日にはゼネストが計画されたよう
な情勢でしたから、金森構想は実現に至らず、
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政経研は純然たる在野の財団法人という苦難
の道を選んで、今日に及んでいます。
財団法人（incorporated foundation）と
は、公共のために提供された財産に法律上の
人格を与えたものですが、法人は自然人とは
違い、病気をしたり、老化することもないの
で、原理的には不死（immortal）です。しか
し、現実に法人が消滅することはないのかと
いえば、そんなことはないでしょう。日本で
も、財団・社団を含めておそらく毎年数千の
規模で法人が作られ、同じ数程消滅している
のではないかと思われます。消滅はしていな
くても、パナマ文書が明らかにしているよう
に、存在はしていても生きて活動していない
ゾンビのような法人もあります。
それらに比べると、創立以来70年、多く
の困難や危機に直面しながらも戦後日本社会
で活動し続けてきたわが政治経済研究所のよ
うな財団法人は、希有な存在なのかも知れま
せん。日本では、70歳の人を古希として祝う
風習がありますが、法人についても創立70年
は祝賀すべき存在時間の節目ではないかと思
われます。
法人は、自己それ自体では決定を行うこ
とも活動することもできませんから、決定や
活動のためには、自然人である役員や従業員
やその他の関係者、いわばステークホルダー
を必要とします。法人それ自体は無色透明で
すが、それに色を付け、活力を与え、活動の
方向を示すのは、これらのステークホルダー
です。政治経済研究所は、1951年に神田駿河
台から渋谷区隠田に所在地を移した後、1960

年代から90年代にかけては千代田区神田の田
所ビルや新宿区山吹町の牛込マンション等を
転々としましたが、1996年 1 月に埼玉の地を
本拠として活動していた大島社会文化研究所
と合併し、医師大島慶一郎氏の私財の供与を
受け、何とか財政危機を回避でき、折よく篤
志家から寄贈された現在の江東区北砂に活動
の拠点を持つことができました。その後、20
02年には附属機関として東京大空襲・戦災資
料センターを併設し、2006年には東京中小企
業問題研究所を附属機関として設置しました。
以来、従来の政治経済研究所と、戦災資料セ
ンターを公益事業の二本柱として今日に至っ
ています。この間2011年10月には、これらの
公益貢献活動が社会的にも評価されて公益財
団法人に組織替えをすることができました。
政治経済研究所の今日があるのは、政経研
の歴史の各ページにおいて、政経研の存続と
発展のために努力してこられた自然人のステ
ークホルダーの方々のお蔭です。そこで政経
研創立70周年を記念して、政経研ゆかりの
方々による「政経研と私」というエッセーを
『政経研究時報』にしばらくの間連載するこ
とにしました。本号には、政経研のもっとも
困難な時期から、江東区北砂に新拠点を得て
活動を活発化し、公益財団法人化する時期ま
で、研究員としてあるいは役員として政経研
を支えてきた小宮昌平氏（現相談役）のエッ
セーが掲載されています。これらを読むこと
をつうじて先輩たちの苦労と努力をしのび、
明日の政経研を創っていくエネルギーにした
いと思います。

公益財団法人政治経済研究所 設立70周年連載企画「政経研と私」

受 託 調 査
小宮

昌平

（こみや・しょうへい 政治経済研究所・相談役）

私が政治経済研究所に入ったのは1971年
の秋、北田さんが常務理事となり、大学を出
たばかりの若い人 2 人を調査研究の常勤者

として雇うことになり、そこへ私が調査部長
ということで雇われた。
主な仕事は多種多様な委託調査をこなす

SEIKEI-KENKYU-JIHO No.19-1

ことであった。順不同であるが、業種別中小
企業実態調査（委託先は東京都その他）、高
速道路インターチェンジ周辺経済調査（日本
道路公団）、ダム建設に伴う移住者生活実態
調 査 （ 電 源 開 発 公 社 ）、 東 京 運 河 構 想 調 査
（東京都）等々を、大学院生や何人かの協力
者とともに取り組んだ。
インターチェンジ周辺経済調査は、東名
高速道路、東北道その他の既設または建設中
のインターチェンジ周辺の市町村の経済・産
業の実態調査で、今のように統計その他がす
ぐ見られる状況ではなかったので、現場と役
場その他に足を運んで資料を収集し読み取る
という作業であった。これは地域経済全般を
把握する仕方など、実態調査そのものに、大
変勉強になった。当時一緒に歩いた若者で、
後にある大学の水産経済の先生になった某君
も、定年直前に成果をまとめた最近の著書の
中で、「高速道路調査が研究の出発点となっ
た」ということを書いている。
もう一つ、美濃部都政の企画調整局の委
託で、「東京の産業・経済の集中の研究」を
東京市政調査会といっしょに取り組んだ。そ
のなかでいくつかの産業のうち、不動産業の
集中を私は担当した。これも大変勉強になり、
そこから派生して当時の『政経研究』に、
「不動産業の統計から見た分化、集中」「日
本資本主義における不動産業」という論文を
書くことができた。またそれ以後の調査研究
の成果も得て、大勢の人といっしょに大月書
店から『東京問題』という本を出版できた。
もともと土地問題といっても農業の土地問題
のほうだった私が、都市の土地問題から都市
問題の勉強もできるようになったのにはこう
した経緯がある。
私が入所した当時の財政は銀行その他、数
多くの維持会員を有し、維持会費と委託調査と
が主な財源であった。
『政経研究』100号の巻頭
言にも書いた月刊『日本経済の動き』は、維持
会員へのサービスを一つの目的として各産業の
関係者による産業動向を「座談会」と個別文章
とで追いかけていく雑誌であった。
委託調査は同じく100号巻頭言に書いたよ
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うに、農林省や経済企画庁から多くの委託を
受けていたが、私の入った頃はその方面とは
縁が切れていて、そんなに金額の大きい調査
は少なくなっていた。
委託調査の実施には私も大いに努力した
つもりだったが、それによって何人かの常勤
者を抱えて行くのは困難となり、結局私ひと
りが常務理事として残ることになった。
それから後も委託調査はそれまでの経過
を含めいろいろ世話して下さる方があり、相
当大規模な委託調査も行った。毛色の変わっ
たものとして「先物取引市場調査」がある。
これは鶏卵の先物取引の導入を意図した豊橋
乾繭取引所の委託によるもので、北田先生に
もお願いして、家畜の先物取引から出発して
鶏卵の取引も行っていた米国のシカゴ・マー
カンタイル取引所の調査も行った。当時の所
長クレイトン・ヤイターは調査の直後日本を
訪れて、北田さんが面会したはずである。そ
のヤイターはその後、米国通商代表となりま
た農務省長官にもなった。米国の「回転ド
ア」を実感させられた。
現在、研究所の委託調査は盛んというこ
とはできない。社会の事情の変化とはいえ残
念である。
しかし、東京大空襲・戦災資料センター
の研究員の方々が、国の科学研究費助成を受
けて数々の立派な成果を上げており、研究所
本体のほうでも、東日本大震災の研究の一環
として「液状化問題の社会科学的研究」に取
り組んでおり、私も参加させてもらっている。
ありがたいことである。
政治経済研究所は東亜研究所の財産を受
けついだ財団法人であり、森戸辰男氏が文部
大臣だった頃に制定された「民間学術機関
法」の指定機関であった。そして財団法人制
度の大改革に際しても、公益財団法人の資格
を確保することができている。これを確保す
るための集中的な奮闘努力が並々ならぬもの
であったことを、私は見て知っている。
70周年ということで委託調査の他に「財
団法人」のことも書きたかったが別の機会に
したい。

June 2016
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研究所の動向（2016年1月～3月）
理事会
2 月 1 日 第 9 回理事会 定期提出書類の作成と内閣
府への提出に合わせたスケジュールについて／2016
年度事業計画書、予算書作成に向けて／設立70周年
記念行事について／受託調査事業契約締結について
2 月29日 第10回理事会 2016年度事業計画書、予算
書について／評議員会議題について／創立70周年に
ついて／研究員、事務局員人事
3 月15日 第11回理事会 評議員会の進行について／
研究員の採用について／創立70周年について
評議員会
3 月15日 3 月定時評議員会 2016年度事業計画書につ
いて／2016年度予算書について
委員会等
1 月27日 研究委員会
2 月25日 研究委員会
3 月15日 研究委員会
1 月25日 東京大空襲・戦災資料センター 2015年度第
9 回運営委員会
2 月17日 東京大空襲・戦災資料センター 2015年度第
10回運営委員会
3 月21日 東京大空襲・戦災資料センター 2015年度第
11回運営委員会
研究会・研究室
1 月13日 政治経済研究所 定例研究会
2 月16日 現代経済研究室 研究会
2 月25日 政治経済研究所 定例研究会
3 月19日 政治経済研究所 定例研究会
1 月23日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、小松健
一氏インタビュー
1 月24日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、第11回
研究会
1 月25日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、日本写
真保存センターで浅野隆氏資料調査
1 月26日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、『東京復
興写真集』第 3 回打合せ
1 月30日 戦中・戦後の「報道写真」研究会（井上祐
子）、立命館大学国際平和ミュージアムで梅本忠男資
料調査
1 月31日 霊名簿・被災地図研究会研究会、第52回研
究会
2 月6日
空襲被災者運動研究会、第 6 回研究会
2 月16日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、NHK
「 2 万枚のネガに刻まれた戦争」取材（山辺）→ 3
月12日放映
2 月25日 霊名簿・被災地図研究会研究会、第53回研
究会
3 月18日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、『東京復
興写真集』第 4 回打合せ
3 月19日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、昭和館
との顔合わせ
3 月20日 戦中・戦後の「報道写真」研究会、山室絵
子氏インタビュー・資料調査
東京大空襲・戦災資料センターの事業
2 月24日～ 4 月10日
2016年第 1 回特別展「ぼくと戦
争－小池仁戦争体験賀展」
2 月28日 特別展第 1 回講演会
3 月 6 日 「東京大空襲を語り継ぐつどい－東京大空
襲・戦災資料センター開館14周年」
3 月26日 「亀戸のまさおちゃん－東京空襲風景記」
上映＆トークの会
3 月27日 特別展第 2 回講演会
刊行物
2 月 菅隆徳「大企業減税・消費税増税とアベノミク

スの 3 年」『税制研究』69号所収
2 月 1 日 『東京大空襲・戦災資料センターニュース』
No.28
2 月1日
山本唯人「空襲死者の「名前」が伝えるも
の－すみだ郷土文化資料館「東京大空襲と失われた
命の記録」展を見る」『地方史研究』379号所収
2 月25日 井上祐子「史料としての写真－写真資料の
広がりと史料化のための課題」『メディア史研究』39
号所収
3月
『政経研究時報』第18巻 4 号発行
3 月10日 大岡聡、植野真澄、山辺昌彦、赤澤史朗、
松田英里『空襲被災者運動関係資料目録１』
3 月29日 青木哲夫「学童集団疎開(五)－マリアナ発
空襲の始まりと冬の疎開地」『生活と文化』25号所収
3 月31日 山辺昌彦「空襲記録としての写真」『横浜市
史資料室紀要』 6 号所収
政経研メールニュースの発行
1 月 1 日 1 月19日 2 月 5 日
3 月30日

2 月23日

3月4日

学会報告・講演など
1 月17日 千葉県歴史教育研究集会（東葛集会）平和
と民主主義分科会、山本唯人「空襲体験の次世代継
承をめぐる模索―東京大空襲・戦災資料センターの
ガイド・ボランティア活動から」
3 月19日 品川歴史館講座「災害と戦災に学ぶ」第 3
回、小薗崇明「関東大震災の被害と品川‐復興記念
館の展示資料を中心に‐」
3 月26日 品川歴史館講座「災害と戦災に学ぶ」第 4
回、山辺昌彦「東京空襲と品川の被害」
研究所関連の報道・紹介
3 月17日『中日新聞』「知らなくていい？税の仕組み」
コメント合田寛
2 月27日 『読売新聞』「東京大空襲を語り継ぐつどい
予告記事」
3 月 1 日 『朝日新聞』「東京大空襲を語り継ぐつどい
予告記事」
3 月 4 日 『静岡新聞』「空襲の爪痕、焼夷弾発見 平
和教育に活用検討 静岡・賤機山」コメント山辺昌
彦
3 月 6 日 『読売新聞』「世代越え 語り部リレー」
3 月 7 日 『読売新聞』「東京大空襲71年 悲劇語る」
3 月 7 日 『東京新聞』「東京大空襲 語り継ぐ 都内
でつどい」
3 月 9 日 『朝日新聞』オピニオン＆フォーラム 早
乙女勝元「忘れてならぬ 3・10と3・11」
3 月 9 日 『しんぶん赤旗』山辺昌彦「空襲被害 実
証的研究さらに」
3 月10日 『朝日新聞』「亀戸のまさおちゃん－東京空
襲風景記 上映＆トークの会 予告記事」
3 月10日 『朝日新聞』夕刊「東京大空襲71年 炎の
記憶は今も胸に」
3 月10日 「NHK 首都圏ニュース」「東京大空襲から
71年 慰霊堂の犠牲者名簿に誤り」山本唯人コメント
3 月12日 「NHK BS 1 スペシャル」「 2 万枚のネガに
刻まれた戦争」山辺昌彦出演
3 月14日 『東京新聞』早乙女勝元「『蛍の唄』につい
て」
3 月15日 『朝日新聞』「特別展「ぼくと戦争－小池仁
戦争体験賀展」紹介記事」
3 月24日 「BS 朝日ザ・ドキュメンタリー」「東京が
焼き尽くされた日－今語る東京大空襲の真実－」
早乙女勝元出演
3 月27日 『読売新聞』「戦争末期の回覧板」
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