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本研究は，これまであまり注目されなかった離島を対象に地域コミュニティ形成とコミュニティ・
コミュニケーションの発達の関係について探求することを目的としている。2007年に四つの離島（父
島，奄美大島，小豆島，奥尻島）で実施した調査結果をもとに，島のアイデンティティの模索と地
域コミュニケーションの発達や地域メディアとのかかわりについて考察を行なった***。
多くの島では，過去の歴史にとらわれ，現在も揺さぶられ続けている。同時に，島の将来ビジョ
ンを描けないという葛藤の中にある。島の若者たちは中学・高校卒業と同時に島を離れ，島に戻る
ことは稀である。島の高齢化とともに産業が衰退し，人口の減少に直面している島が多い。島は，
コミュニティ存続のために様々な選択を迫られており，将来に向けた方向性を模索している。例えば，
Ｕ・Ｉターン者による移住や新規ビジネスの創造，島外に向けた情報発信による交流人口の増加と
いった自治体の取組みがそれである。これらの取組みで期待されるのが，「よそ者」と呼ばれる，島
外から新しく入ってきた人たちである。2008年夏，隠岐中ノ島，沖永良部島，そしてトカラ列島宝
島において「よそ者」と離島コミュニティに研究の視座を置いてフィールド調査を実施した。本稿
では，その中から隠岐中ノ島の調査結果をもとに，「よそ者たち」が島のコミュニティにおいてどの
ような役割を果たしているのかを考察する。
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1.  背 景

1.1　地域活性化と「よそ者」

限界集落という言葉に代表されるように，過
疎化，少子化，高齢化に直面している地域が日
本全国に急増している。多くの離島にとっても，
これは大きな課題である。例えば，長崎五島列
島の福江島の戸岐之首集落にはかつて 200人以
上が暮らしていたが，現在は，わずか 13人に

まで減少し，そのうち 65歳以上が 8名という
限界集落となった（大野，2008）。人口の減少
が激しく，島民全員が移住し，無人化する離島
も存在する。島が生き残るには，島で人々が暮
らすことが大前提であり，そのためには，島の
人口流出を止めるか，島外から人を流入するか，
二つの選択しかない。
近年，地域の重要課題のひとつとして地域活
性化が叫ばれており，これに関連してさまざま
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な地域戦略が打ち出されている。なかでも，「よ
そ者・若者・ばか者」を積極的に活用している
地域が増えている。関満博が「伸びる地域は若
者・よそ者・ばか者がいる地域」と指摘したこ
とから注目されるようになった前述の考え方
は，地域力に必要な三種の神器とも呼ばれてい
る。固定化された地域の人間関係に異分子が入
り込む必要性があるという意味を含んでおり，
地域活性化の戦略に適用されているのである。
これら三者は，既得権益に縛られず，己の信じ
る価値によって既存の壁を壊す力をもっている
ともみなされているが，三者それぞれは以下の
ような特徴があるとされている。

よそ者－地元の気づかない視点でその地域の
よさを発見する

若　者－若さというエネルギーが大きな活力
となる

ばか者－馬鹿になって真剣に打ち込んでくれ
る

三者の中でも，とりわけ「よそ者」に期待す
る地域は多い。都会で就学・就職後に移住した
Ｉターン者と呼ばれる人たちがその典型であ
る 1。
メディアによって火がつけられた 1970年代
の離島ブームは，秘境と呼ばれる，手つかずの
美しい離島に魅了された人たちの観光ラッシュ
を起こした。それだけにとどまらず，与論島に
代表されるように，多くの移住者も生み出した
（環境庁，1980；福原，2006）。当時の離島ブー
ムでは，港湾や交通基盤，観光施設や宿泊施設
などの整備が進められ，リゾートアイランド化
に踏み切った島も少なくない。これらの島々に
移住した「よそ者たち」にとっては，観光ブー
ムに後押しされた観光業や宿泊業などによって
生計をたてることが可能であり，島に定住し，
今も活躍している人たちは多い。

この離島ブームはまもなく終焉を迎えたが，
2000年沖縄サミットや沖縄・奄美出身の歌手
や俳優の活躍を契機に，島唄ブーム，スローラ
イフ志向，島を舞台にしたテレビドラマや映画
のヒットと，南の島々をテーマとするトレンド
が続き，再び現在の島ブームが起きた。中でも
沖縄移住ブームは大きなビジネスにもなった
が，その火付け役は『沖縄スタイル』という雑
誌であった。文字通り，青く透きとおった海，
空と海の境界線がつながった水平線，色とりど
りの魚たち，亜熱帯の植物，島の踊りなど，記
号化されたイメージが多くの人達を魅了する。
「そこに行けば，おそらく何かが起こる。この
私を変えてくれる」という，1980年頃の脱都
市化時代をも彷彿とさせるメッセージの数々が
織り込まれていた。2000年の島ブームが以前
のブームと違う点は，「心地よさ」の追求とい
う点にあるかもしれない。20世紀の経済的な
豊かさの追求の結果，居場所を失った人たちが
自分の居場所を見つけ，他者との心地よいつな
がりを構築しようとする姿が今世紀の象徴のよ
うに映し出される（菅野，2009）。しかし，そ
の実態は，島ブームが作り出した島に対するポ
ジティブなイメージとオーバーラップしている
ともいえる。最近の島のイメージに，浅瀬を渡
る牛車，おバアの屈託のない笑顔，畑作業する
真っ黒に日焼けしたジイたち，島唄に酔う集落
の人たちといった，シンボル化された「心地い
い関係」が増えているように感じる。1970年
代の離島ブームと比較すると，現在の島ブーム
では「貨幣ではない幸せ」，いわゆるスローラ
イフ的なイメージが存在するという一点におい
て，島の魅力を感じ，移住してくる人が多いと
みられる。その点からすれば，1970年代にみ
られた近代化されたリゾートといった，右肩あ
がりの発展に後押しされた既存の価値観の延長
線上で島をとらえることへのアンチ・テーゼを
島に見出し，そこに憧れを抱いている傾向が強
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いともいえよう（久住，2007）。このような理
由から，沖縄移住ブームのピークは過ぎても，
特別なイメージや思いを抱いて離島を訪れる人
は多いのである。
こういった移住ブームは，島外の人たちの流
入を促すという意味で歓迎されるものとなる。
現在の島ブームをきっかけとして，移住定住者
の受入れに積極的に取組む自治体が増えてい
る。既に筆者が調査報告した奄美大島の瀬戸内
町役場でもＩターン者への住宅探しを行なって
いる。Ｉターン者の活躍ぶりを地域メディア（例
えば自治体広報誌）で地域コミュニティにおい
て可視化させていくのも取り組みの一環として
位置づけられる（金山，2007）。
地域に移住者や定住者といった「よそ者」が
増えることで地域が活性化されるが，その一方
で問題も起きている。例えば，「県外からの人
口の流入は地元民とのコミュニケーション不足
による相互の誤解を生む結果となり，地域社会
の変容も問題視されてきた」という指摘もある
（離島ブーム，2008）。先に述べたように，「癒し」
や「居場所」を求めて島へ移住した人にとって，
住民票を移して税金を払う意識のない人たちも
おり，結果として，人口だけ増え，島の財政は
苦しくなるといった問題も発生している。
財団法人日本離島センターが発行している季
刊誌『しま』でも，二回にわたり離島の移住定
住について特集を組み，以下のような問題を提
起している。

地域を支える共同体を維持するためには，
どうしても人材が必要だ。移住者の受入は，
島の将来像，これまで築き上げてきた地域の
存続に関わる大きな問題にも直結している。
出身者のＵターンを推し進めつつも，さまざ
まな経験を持つ島の視点も活かし，地域の活
性化を図るという積極的な戦略を持つべきと
きにきているのではないか。

もちろん，思い描いていた島暮らしと島側
の考えが一致しないなど，厳しい現実もある。
移住を果たすまで，また移住してから地域の
方々と歩調を合わせ，豊かに暮らしてゆくた
めにはどうすればいいのか。（日本離島セン
ター，2007）

人口が減少している離島にとって，移住者や
定住者は人口増加だけでなく，地域活性化の点
からも歓迎すべき存在であることは間違いな
い。同時に，移住した島のコミュニティで，こ
ういった「よそ者」がコミュニティのメンバー
として受け入れられるには，移住者と島側の人
たちが互いに理解し合うプロセスが不可欠とい
うことも示唆されている。当然，そのプロセス
とはよそ者と島民たちのコミュニケーションが
発生することであることは言うまでもない。

2008年，内閣官房地域活性化統合事務局が
地域活性化戦略として「地方の元気再生事業」
を開始した。その中心となるのが，「交流　観光・
二地域居住」である。「二地域居住」は 2005年
の国土交通省の研究会によって提唱されたもの
で，「季節居住」や「週末居住」などさまざま
形態が可能である。都市で潤いのない日常生活
を送っている人，多様な知識や経験をもった団
塊の世代の人などたちとの交流から，彼らの力
を借りながら地域再生を図ろうという構想が背
後にある（大野，2008）。島ブームや移住ブー
ムにかかわらず，島の生き残りにとって今後ま
すます「よそ者」の力が必要とされてくること
が予測される。

1.2　よそ者論

これまで，「よそ者」という言葉の定義を明
示せずに使用してきたが，その概念はジンメル
の社会学（1908）に遡る。社会の基本的要素を「人
と人との間の関係の相互作用」とするジンメル
は，その立場から，以下のように定義する。
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よそ者は一定の空間領域－ないし空間と似
たような形で境界が定められている領域－の
内部につなぎとめられている。しかし，彼（女）
ははじめからそこに所属していたわけではな
い。そして，この地で育ったものでもない，
育つことのありえないさまざまな性質をこの
地に持ちこんでいる。このことが，この領域
での彼（女）の地位を本質的に規定している
（菅野，2006，p.4より引用）。

ジンメルは「よそ者という見知らぬ人が近い
存在にいる」という問題の核心は，「共同体と
のメンバーとよそ者との共存と相互的一体性の
形式をどのようにして作り上げるのか」である
と論ずる（菅野，2006）。共同体内部に生活の
基盤をおきながらも，何らかの意味で距離をと
れる，つまり「自由」かつ「客観的」でいられ
るというあり方が「よそ者的本質」であるとし
ている。故に，共同体内部の定住者から敵意や
排除の対象となることもある。一方で，よそ者
であることは優位的な位置でいられることもあ
る。菅野は，ジンメルのよそ者論が今日どのよ
うな意義があるかについて，以下のように論じる。

「集団の成員としてよそ者は，近いと同時
に遠い存在である」というジンメルの表現は，
この文脈で理解されてはじめて現代的意義を
有するものと考えられる。つまり，「よそ者」
という本質的な異質性を有する存在でありな
がら，その異質性を核にして当該集団のメン
バーと深く関わっているのが，ジンメルの「よ
そ者」なのである。
　（省略）
現代における私たちのコミュニケーション
をとらえなおすときには，<当該社会（集団）
の全ての成員が多かれ少なかれ「よそ者」的
性格を持つ >といった前提から理解する視座
が必要なのではないだろうか。

近年，「よそ者」の視点が，変わりゆく地域
社会の再生という文脈で論じられるようになっ
てきた。環境社会学者の鬼頭は，環境運動など
を通して，「よそ者」には以下のような４つの
概念が含まれていると述べている。（1998，p.46）

① 当該地域から地理的に離れたところに暮
らしている人

② 外から当該地域に移住してきて，その地
域の文化や生活をよく理解していない人

③ 当該地域やその地域の文化に関わると自
認する人たちによって，「よそ者」のス
ティグマを与えられうるし，また実際に
与えられている人

④ 利害や理念の点において，当該地域の地
域性を超え，普遍性を自認している人

このように，「よそ者」は「地元」から「よ
そ者」とみなされるが，この烙印を押されない
ためには，「よそ者」自らが地域の人たちとの
関係を結び，同化していこうとすることが必要
だと鬼頭は指摘する（1996）。「よそ者」は地域
社会の外に立っていることを自覚した上で，同
化しようと試み，それによって「よそ者」と「地
元」との共同が可能になるとする。この点にお
いて，よそ者は同化を拒みながらも相互的一体
性をつくると論ずるジンメルとは異なる。
鬼頭のよそ者論を踏まえたうえで，敷田はよ
り積極的によそ者を分析し，「地域づくりにとっ
て，よそ者との協働が重要である」と提案する。
敷田によれば，よそ者が地域に与える効果は以
下の５つである（敷田，2005）。

① 地域にない技術や知識の移入（外部アク
ターが内部に影響を与える）

② 地域の創造性の励起（芸術家などの滞在・
交流によって刺激を与える）

③ 地域知識の表出支援（外部アクターらに
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よって支援される）
④ 地域変容の促進効果（地域側に「気づき」
をもたらし，地域が変容する）

⑤ しがらみのない立場からの問題解決（組
織と同化していない存在として変革する）

よそ者は，地域コミュニティの維持が不可
能，孤立した純粋コミュニティが不可能，また
は，異質な他者との共存が必要，といった地域
によって求められることとなる。一般的には，
よそ者の受入れは開放性が高い風土である地域
と思われがちである。こういった風土的な特徴
や必要性による受入れの議論に対して，「地域
や組織がどのようによそ者と協働できるか」と
いう点が，よそ者がその地で受け入れられてい
く上で重要であると，敷田は指摘する。また，
よそ者論ではよそ者が主体となっているが，本
来，地域づくりにおいては，地域側が重要であ
り，「よそ者使いが上手な地域」であることが
もっと意識されるべき点であると強調する。
これまでの「よそ者は地域外の人間である」
という考えに加え，「異質な他者の視点」を持
つ存在であるならば，地域住民であっても構わ
ないと敷田は述べ，このような人たちを「地域
内よそ者」と呼ぶ。地域内よそ者は，例えば，
Ｕターン者の中に存在すると考えられる。前回
の奄美大島の調査でインタビューしたＦＭあま
みの麓氏はＵターン者であったが，島外に一度
出た経験があったからこそ，これまで見えな
かった島の良さを見ることが出来るようになっ
たと指摘していた。こういった島外での経験が
「異質な他者の視点」を育てたともいえる。
地域内外のよそ者と地域住民と交錯する機会
は極めて重要となる。地域コミュニティの日常
の局面は当然だが，むしろ，よそ者がもつさま
ざまな知識・主張を開放できうるような非日常
的な場の存在が大切なのである。敷田はこれを
「地域へのゲートウェイ」とよび，よそ者を地

域へ誘う場となると論じている。
地域コミュニティには，さまざまなライフヒ
ストリーを背負ったよそ者が入ってくるが，よ
そ者と地域住民それぞれが互いを受け入れると
いった試行錯誤の過程と，そういったコミュニ
ケーションを交錯させる場が持てるかが大切な
のである。このように相互作用を発生させる関
係にもとづく地域のさまざまな協働が実践され
てはじめて，地域コミュニティの維持・変容・
発展がみられるものと考えられる。

2.  調査概要

2.1　海士町の地域再生戦略とよそ者

本論文で報告する隠岐諸島は，島根半島の沖
合 60キロほどの日本海に浮かぶ大小 180の島
からなる。そのうち有人島は，島後島，西ノ島，
中ノ島，知夫里島の４島である。最大の島後島
が島後（どうご）と呼ばれるのに対し，残り３
島は島前（どうぜん）と呼ばれる。隠岐は壱岐
としばしば間違えられることもあるが，後鳥羽
上皇が配流された島と言われれば思い出す人は
多い。本調査の訪問地である中ノ島は，まさに
後鳥羽上皇が遠流され，生涯を送った島である。
後鳥羽上皇のほかにも多くの罪人が流されてい
る。また，小泉八雲がこよなく愛し，鏡ケ浦と
名づけた海がある島としても有名である。「よ
そ者」が多く島に訪れている歴史から，「よそ者」
に対するホスピタリティがある島という認識も
根強い。
中ノ島は人口 2500人ほどの半農半漁の小さ
な島で，島全体が海士町（あまちょう）となる
が，現在では中ノ島よりも海士町という名の方
が有名かもしれない。財政破綻寸前であった海
士町だが，「奇跡の復活」を遂げ，いまやその
秘訣を知ろうと全国から視察や取材が殺到する
ほど，注目を集めている 2。
この復活劇の中心にいるのが山内道雄町長で
ある。2002年に町長に初当選し，大胆な行財
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政改革と産業創出策で見事に海士町を再生した
町長は，自身が島外の民間企業で長年働いてい
たＵターン者であり，自らを「半よそ者」と呼ぶ。
2007年に，『離島発　生き残るための 10の戦略』
を出版し，海士町の地域再生を描いている（山
内，2007）。山内町長が提示した 10の戦略のう
ち，「其の７　人が変われば島が変わる」では
Ｕ・Ｉターン者の受入に対する取組みについて，
さらに「其の８　活性化の源は「交流」」では，
若者・ばか者・よそ者の活用について指摘され
ている。これだけみても，海士町の復活劇の中
で，島外の人たちや島外の眼をもった人たちの
活用を積極的かつ戦略的に行なってきたことが
わかる。
今回，時化で出港できず，一日島後で足止め
にあい，中ノ島に渡るのが遅れたが，おかげで
翌朝フェリーの待合場で偶然山内町長と個人
的に面識を持つことができた。それがきっかけ
で，海士町で開催された会議で中ノ島を訪れて
いた西ノ島の町長と知夫里島の村長と一緒に，
中ノ島の全集落を見る機会を与えられた。起伏
の激しい中ノ島の 14集落を回っていると，集
落には明らかに空き家，あるいは，廃虚となっ
た家が目に付く。「持ち主はなかなか貸さない
し，売らない」と案内の行政職員は話すが，今
でも仏壇だけ残したまま，年に一回ほど帰島す
る人もいる。人気が少ない集落が多いが，島外
の人間が入っていくと，出会う島民の人たちは
少し笑みを浮かべたような表情でこちらを見つ
める。
ここでは，集落の家々の多くが老朽化してい
る。そのうち，突如として，明らかに集落の典
型的な家とは異なる小奇麗な家並が見えはじめ
た。「ここはＩターンの人たちが住んでいる町
営住宅です」という説明に，他の島の首長たち
が興味を示していた。後述するが，空き家や売
り家を探すことが難しい海士町では，Ｕ・Ｉター
ン者受入の取組みとして，町営住宅を建設した。

これにより，移住した人たちの多くが同じ集落
に住むことになる。集落を見て廻ると，新しい
建物や今風にリフォームした建物が散見され
た。その中には，製塩工場や梅干工場など，「よ
そ者」たちを中心に新たに始められた事業所も
あった。
離島では農地として使用可能な土地が限られ
ている。中ノ島のように起伏が激しい地形の場
合，この制限はさらに厳しくなる。島外の人た
ちが移住し，新たに土地を購入する，あるいは，
借りることさえも難しいのである。漁業に従事
しようとしても，それぞれ魚場は決まってお
り，好きなところで勝手に漁をすることは出来
ない。半農半漁の中ノ島で，農漁業の後継者と
して戻ったＵターン者を除いて，新たに農業や
漁業を行なうことは極めて難しいのである。し
たがって，島外の人たちを流入させるためには，
新たな仕事，つまるところ産業の創出が必要と
なる。この問題は中ノ島に限定されるものでは
なく，多くの離島が直面している課題でもある。
先に触れたように，財政破綻の危機に直面し
ていた海士町では，大胆な財政改革だけでなく，
外貨獲得（島外からお金を得る）を目的として
島のあるもの全てを売り出す「島をまるごとブ
ランド化」戦略に乗り出した。その中心は「地
産地商」である。本来の「地産地消」と異なり，
地域の産物を島外で消費してもらうことを意味
する。その結果，島民が普段食べているサザエ
カレーや岩牡蠣・白いかなどの販売や，子牛の
飼育段階で出荷していた牛を，肥育して隠岐牛
という成長牛のブランドとして東京の市場に売
り込むといった挑戦も行っている。
島に既にあるものをブランド化するだけでな
く，島にあるものを再発見し，産業としていく
ため，海士町では「よそ者」の力と知恵，そし
て眼を積極的に活用した。「よそ者・ばか者・
若者」の活用に力を入れる山内町長による三者
の戦略的活用が具現化されている。「よそ者」は，
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Ｕ・Ｉターン者，そして商品開発研修生と呼ば
れる人たちからなる。商品開発研修生は，海士
町に１年間研修生として滞在し，その間に「島
の宝探し」という役割を担う。既に，研修生の
アイデアのいくつかが商品化されている。
「若者」は，体験塾やキャンプなどに参加し
交流する人たちである。例えば，「ＡＭＡワゴン」
と呼ばれる事業は，東京の大学生がバスで島を
訪れ，海士町の中学生らと交流をするという企
画である。そのほか，「海士アグリベンチャー
ツアー」では若者に第一次産業の体験を，「ニー
ト」と呼ばれる若者らには働く意欲を持つため
の「若者島体験塾」も行なっている。こういっ
た事業体験者の中から，移住者も出ている。
「ばか者」は海士町のファンや応援団となる
人たちで，こういった人たちを増やすために，
「全国のブロガーこの島に集まれ！」や「海士
クリエーターツアー」を実施し，ブログやメディ
アで島を発信してもらっている。そのほかにも，
海士人（あまんちゅ）と海士の料理を堪能しな
がら語りあう「ＡＭＡカフェ」を開催したり，
都内の大学祭で出張講演や出店をして，海士町
の PRを行なったりしている。畜産や漁業など
で起業したい若者のために，海士町が保証先と
なり一口 50万円で貸出者を募集するという「海
士ファンバンク」も創設し，最近，徐々に成果
もでてきている。

さまざまな試行錯誤の取組みの結果，海士町
では平成 16年から 19年のＩターン者が 167名
（定着率 80％）となった。少なくともこの数字
からは，海士町の定住者促進事業についてある
程度成功していることがうかがえる。

2.2　積極的なメディア活用

島のコミュニティの情報は地域メディアを中
心に伝達されるが，海士町の新しい取組みやよ
そ者たちについて知るうえでも，メディアの活
用が重要になると考えられる。海士町の地域メ
ディアとしては，『広報海士（海士町役場の広
報紙）』，『海士町観光協会新聞（観光協会発行）』，
『すくすく通信（海士町保健便り）』といった印
刷媒体，そして，「海士町ホームページ（町役
場）」，「海士町情報発信サイトＡＭＡＮＡ（観
光協会）」といったネットによる電子媒体があ
る。ネット媒体では，Ｉターン者をターゲット
にした情報発信が中心となる。町役場にはＩ
ターン向け（写真２）と，島民向けの二つのサ
イトがあった。特に，Ｉターン向けのサイトは，
町長のアニメなど目を惹く作りになっており，
また，Ｉターンに関心のある人たちが必要と
する情報にかなり特化した内容となっていた。
2008年秋より，島外向けと島内向けを統合し
たリニューアル・サイトとなっている。

写真 1　全国のブロガーを海士町に集めたプロジェクト
写真 2　Ｉターン向け海士町ＨＰ（現在はリニューア

ルされている）
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そのほか，「ＡＭＡＮＡラジオ（ポッドキャ
スティング）」や「海士テレビ（オンデマンド
型ネット放送）」といったインターネットを活
用した新しいメディアも立ち上げられている。
最近始まった「海士テレビ」は総務省の地域Ｉ
ＣＴ利活用モデル構築事業の一環として実施さ
れたもので，「海士テレビ」に投稿された映像は，
首都圏に設置されている大型公衆ディスプレイ
に投影され，都市と地域の交流を促進し，特産
品販売や観光客の増加に繋げるといった地域の
活性化を目的としている。後述するが，こういっ
た地域メディアのほかに，島民，とりわけ移住
者たちのブログが目につく。戦略的な地域再生
の一環としてのメディア活用をすすめる上で，
移住者たちは情報発信においても重要な役割を
担っているのである。

2.3　研究課題と調査方法

本研究では，よそ者論の視点をもとに，離島
コミュニティにおける「よそ者」の在り方につ
いて考察を行なう。調査対象の隠岐中ノ島（海
士町）は，既に説明したように，多様な移住者
受入の取組みと高いＩターン定着率から，よそ
者の受入れに成功している離島と考えることが
できる。では，こういった移住者たちは，自分
たちがよそ者であることを地域コミュニティの
中で，どのように意識しているのであろうか。
また，よそ者と地元メンバーの共存において不
可欠な両者間のコミュニケーションはどのよう
に行なわれているのか。そして，こういったよ
そ者たちは，島内外でどのように語られている
のかについて主に考察する。
これらの研究課題について，2008年 8月に
隠岐中ノ島でフィールド調査を実施した。被会
見者は 15名で海士町町長，町役場職員，地元
企業経営者，商店店主，Ｕ・Ｉターン者，地元
住民，島に帰省中の若者，旅行者が含まれてい
る。フィールド調査以外に，Ｉ・Ｕターン者が

開設しているブログや雑誌記事の内容分析も行
なった。
本論文で対象とする「よそ者」については，
基本的に移住者と限定する。移住者に関しては
明確な定義がないため，国連本部経済社会問題
局人口部が奨励する「一年以上の意図を持って
居住国を出ること」を国内に適用し，「一年以
上の意図を持って居住地域を出て移り住んだも
の」とした。

3.  よそ者の役割

1998年（平成 10年）に始められた商品開発
研修生制度以降，さまざまな定住促進事業に
よって，海士町の移住者は増加している。2004

年（平成 16年）から 2007年（平成 19年）の
4年間で 160名以上が移住しているが，多くは
20代から 30代という若い年齢層の人たちであ
る。海士町がこういった若者を中心とする島外
の人たちの移住・定住促進を目指す大きな理由
は，島の将来を見据えた人口の増加と産業の創
出を目的としているが，特に第一次産業に付加
価値をつけながら，魅力ある産業として継続し
ていくことを目指しているのである。したがっ
て，海士町が積極的に受け入れている移住者た
ちは，それぞれの思いをもって移住すると同時
に，何かしら町の期待（役割）を背負っている
とも考えられる。それでは，実際に移住者はど
のような役割を担わされているのだろうか。移
住者と地元住民のインタビュー，移住した人た
ちのブログ，そして，雑誌に掲載された移住者
のインタビュー記事分析から，本調査では４つ
の役割が浮かび上がった。以下，順に説明して
いく。

3.1　島の外の自分

地域活性化におけるよそ者は，「地元の気づ
かない視点でそこのよさを発見できる人」であ
ることが期待されている。よそ者による効果は，
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敷田によって５つに分類されているとおりであ
り，海士町ではこれらの効果が期待されている
（4 – 5頁参照）。
海士町では，既に商品開発研修生をはじめと
する移住者が見つけた「島の宝物」が商品化さ
れ，市場に出ている。地域にない，よそ者の技
術や知識を活用し，埋もれていた地元知識をア
イデアにして，外部の人たちと繋がりながら，
一つの商品として形にしていく。この商品化の
過程と販売の具体的な結果によって，地域が少
しずつ変容していく様は，敷田が分類した，よ
そ者効果が一連の過程となって実現されていく
典型とも考えられる。
海士町の移住者の多くは，自分が「島の外の
人だから分かる」ことを強く意識しているよう
にみえる。例えば，観光協会の鈴木桃子氏は「島
の人ではないから分かる」という表現を何度か
繰り返していた 3。同協会のサミーラ・グナワラ
デナ氏も「自分は若者・よそ者・ばか者だから」
というフレーズをとても大切にしていた 4。「島
の外の人」の「人」は，実は「自分」と置き換
えられるように思われる。つまり，「島の外の
自分だから分かる」と解釈することが可能であ
ろう。この「自分」の裏側には，移住の理由や
移住前の混沌とした気持ちの自分，そして，宝
物を見つけるまでの「～といった過程を経て，
やっと辿り着いた自分」が存在する。例えば，

2005年から商品開発研修生として海士町地産
地商課で勤務している後藤隆志氏は，地元に自
生するクロモジ（ふくぎの木）でつくった「ふ
くぎ茶」に着目，海士町の就労継続支援 B型
事業所「さくらの家」の人たちと一緒に商品化
した。後藤氏は自分について次のように話す。

実家のこととか，すっごい悩んでいて絶望
的な気持ちでここに来たのが始まりでしたか
ら，自分の将来とか考えたときとか，自分の
実家でもう一回勝負っていう，当然借金しな
くちゃいけないですし，いろんな覚悟とか考
えたとき，悩んでいたんですけど。これなら
俺は失敗したくはないんですけど，絶対失敗
しないんですけど，納得いくなという，初め
てこの一ヶ月，二ヶ月に，見える機会があっ
て，最近。
海士に来て，東京に行く機会があったり，
大阪に行く機会があったり，いろんなとこウ
ロウロしながら，いろんな人に会えて，その
つながりで「ふく木」も広がって，その人た
ちは多分一生続くだろうし。それで自分の生
き方が，例えば，帰って実家（旅館）で頑張
れば，ふく木が売れるわけじゃないですか。
誰の工賃が幾ら上がるまで見えるわけじゃな
いですか。そんな嬉しいことないじゃないで
すか。それをやりたいっていうのはすっごく

写真 3　さくらの家 写真 4　福来茶（ふくぎ茶）
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見えたし。俺は頑張れる。

グナワラデナ氏も，スリランカの代表的な
ハーブ（脳細胞の活発の効用があるとされる）
である「ゴトゥコラ」が海士町に自生している
のを見つけ，商品化し，販売を開始している。
スリランカ人のグナワラデナ氏でなければ，恐
らく誰も気づかなかったこのハーブの商品化
は，彼の語り口からも，「よそ者という自分と
その土地の運命的な出会い」と表現できるほど
のエキサイティングなものであるように感じら
れる。
「よそ者である自分」という意識は，島にお
ける自分の存在意義と言い換えることも可能で
あろう。見つけたものが，塩やお茶といった可
視的なモノであろうと，人の温かさや生きる強
さといった不可視的なコトであろうと，それは
全て「よそ者の自分だから分かるもの」と自分
も他者も納得させると同時に，その出会いを素
直に感動し，島のヒト・モノ・コトに感謝する
ことにつながっていく。

3.2　つながる交流者

本調査でインタビューした多くの移住者は移
住して一年から数年であることもあり，自分た
ちを移住者，Ｉターン，あるいは，研修生と呼
び，自らを定住者と言ったものはいなかった。
むしろ，「帰っても構わない」と前置きされて
受け入れられていることが，移住者としての覚
悟のような気持ちを軽くさせているようでもあ
る。どのくらい島に住み続けるか分からない中
で，いずれ島を離れ，自分の故郷に帰ると考え
ている人も少なくない。一方で，研修終了後，
島で自立していくことを目指し，さまざまな経
験を積んでいる移住者もいる。
海士町の移住者事業は，現実には地元の人た
ちの受入によって成立しており，地元の協力な
くして実現できないものである。地産地商課や

産業創出課と異なる町役場の部署がさまざまな
企画を実施しても，この企画を受けて実現しよ
うとする集落は同じであり，実現の主体が常に
同じになれば，次々にうちだされる企画の実現
のため，組織的な疲弊が発生することも危惧さ
れる。ある商品開発研修生は以下のように思い
を述べている。

1年間の生活のなかで，豊富な食文化・魅
力的な行事・そして多くの人との出会い・交
流 etc。沢山の宝物を見つけた。（省略）今の
自分に出来ることから優先順位をつけてい
き，何か一つでも成功させたい。そう感じ始
めている。多くの人が海士町へやって来て喜
び，感動しかえっていく。でも，ふと気になる。
そこで，もてなす島の人。疲れていないか？
混乱していないか？海士へ来てくれたお客
様が喜んで帰ること。それも大事。だけど，
一番大事なのはそこでもてなした人，まちの
人が喜び，達成感を味わえたかどうかだと思
う。その瞬間を味わえかねれば，こうした交
流は継続できない。（『二年目の夏』，2006，p.1）

自分たちが交流者として，どのように地元住
民の人たちの役に立てるのかが，これからの大
切な課題だと後藤氏は話す。

そこの課題はあるかと，実際に現場に行っ
て反応をきいているとある。むしろ，コー
ディネイトの仕方を調整していかないといけ
ないっていうことは感じています。「交流イ
コール悪」ではないんで，その辺は神経を使
う。単発的じゃなくて，やっぱり双方向のメ
リットみたいなものが明確にならないと（交
流は）うつべきじゃないかなと。それを共有
できないと厳しいんじゃないかなというのが
すごくある。
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交流には，未来を見据えた人材育成の色も濃
いが，地元の集落にとっても移住者を受け入れ
るメリットは当然考慮されるべきであろう 5。
確かに移住者には，技術やスキルを持ち，それ
で島のために貢献している人もいるが，それと
は別に，島の人たちに世話になっていることを
心から感謝し，いつか何かで恩を返したいと考
えている人も多い。その点において，現地以外
の交流活動を望むものが多いのも当然と言えよ
う。例えば，研修終了後，海士町を離れた後も
交流者としての絆を維持することは可能であ
る。むしろ，海士ファンという存在として継続
的な交流を望む海士町としては，これは歓迎さ
れるものだろう。下記は，研修を終えた商品開
発研修生の言葉である。

一年間，本当にお世話になりありがとうご
ざいました。海士町のさらなる発展とご活躍
をお祈り申し上げます。そして海士ファンの
私はきっとまたこの地に訪れることを約束致
します。その時までどうぞみな様お元気で。
（『海士に来てよかった』，2006，p.4）。

後藤氏はいずれ実家で家業を継いでも，海士
町との間で目に見えるつながりをつくることを
今から考えている。

大分に帰って実家で宿やったり，カフェ
やったりする中で，ふくぎ茶を持って行きた
い。大分でふくぎ茶を売るっていいと思うん
ですよ。地産地商っていうけど，モノと人と
が繋がって出ていくものがあって，うちのお
店でいいものっていうか好きなものを，海士
のものを売れたらいいなって。例えば，カボ
スと混ぜたら美味しいのかなとか，大分のモ
ノと混ぜたらいいなと。これだけお世話に
なっている海士町と，年賀状のやり取りだけ
じゃ寂しいなって。

3.3　ストーリー・テラー

海士町をネットで検索すると，個人のブログ
が多く存在していることに気づく。中でも，移
住者たちのブログは徐々に増えている。筆者が
滞在した民宿但馬屋で修行中の宮崎雅也氏もブ
ログを開設している一人である。海士町の移住
者の中で最も有名と言えるであろう宮崎氏は，
一橋大学在学中に，海士町との交流イベントで
来島し，そこで但馬屋の主人，宇野茂美氏と知
り合った。「七職八貧乏」という生き方をして
きた宇野さんに惚れ込み，2006年 4月より但
馬屋に住み込みで修行している。また，宇野さ
んの干しなまこに倣い，干しなまこ加工事業を
立上げた。筆者が但馬屋を訪れたとき，干しな
まこ事業に関係する島の人たちとの会合の真っ
最中で，声を掛けても誰も出てこなかった。滞
在中は，宮崎氏が釣った魚を自ら捌いたものが
卓にのぼり，夜は，若おかみと宮崎氏の三味線
を伴奏に，ばっちゃんと孫娘たちが踊りを披露
してくれた。宮崎氏のブログ 6には，日々の発見，
季節の移り変わり，素直な喜びなどが写真と一
緒に掲載されている。
半世紀に近い人生を過ごしてから海士町に移
住し，役場の職員として働くＹ氏もブログを開
設している 7。インタビューの時はシャイな印象
が強く，カラオケでは楽しそうに歌う姿から実
は人が好きな人という気がした。しかし，ブロ

写真 5　宮崎氏の三味線で踊るおかみさん
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グでは自分の思いをセルフポートレイト的な写
真と合わせて素直に表現し，お会いしたときに
は感じられなかったＹ氏の熱い思いと決意をみ
ることができた。以下はブログに掲載されてい
るＹ氏のプロフィールの抜粋である。

50歳にもなりますと，今さら地位や名誉
がほしいとか一発当てたいとかよりも，誰か
に喜んでもらえることがしたいと，そんなこ
とを考えるようになってきました。これは
きっと人のためというよりは，あいつは役に
立つと思われることで，はっきりとした自分
の居場所をつくりたいという焦りがあるから
なのでしょうね。そのことに最近ようやく気
付きました。

...島に移住してから，いろんな人が野菜を
くれたり魚をくれたりしました。私は野菜を
育てたこともなく，魚釣りも苦手です。でも，
何か自分でつくったものとか取ったものでお
返しがしたいと，ずっとそう思っていました。
（省略）
私は小さいときから創作することが好きで
した。プロのクリエイターになろうなどとは
今まで考えたこともなく生きてきましたが，
野菜の代わりに自分が創作したものをあげて
誰かに喜んでもらえたら，こんなにステキな
ことは他にはないんじゃないかと思いまし
た。
（省略）
決して芸術的価値があるわけでも，作品の
クオリティが高くオリジナリティにあふれて
いるわけでもなく，センスのないところはい
ろんなソフトを使って補います。本当のクリ
エイターは顔をしかめるかもしれません。し
かし私は『B級クリエイター』として生きる
ことを決めました。
 

ここにあげた以外にも，移住者のブログは存

在する 8。そこでは，Ｙ氏同様，移住前の人生，
海士でみつけた人生，出会い，悩み，驚き，発
見，失敗と成功，そして，頑張れる自分といっ
た姿が語られる。こういったブログは移住者の
物語のようであり，彼らはさしずめ移住物語の
語り部（ストーリーテラー）と呼べるであろう。
移住者のブログは，「よそ者の自分」と「よ
そ者でない自分」が交差する空間とも言える。
ネットは，移住先の海士で発見した自分の人間
関係や自分の居場所，そこで頑張っている自分，
未来を夢みる自分，とさまざまな自分を自由に
伝えられる空間を提供する。
海士町の定住推進事業が本格化する以前にも
移住者は存在した。しかし，ネットが存在しな
かった時代には，「よそ者でない自分」でいる
空間を自由に持つことは難しかった。こういっ
た移住者たちが，何を感じ，どのように思って
いるのかについて，以前は知ることすら難し
かったが，ネットが発達した現代のメディア社
会では，移住者のブログを通じて，さまざまな
顔を垣間見ることができる。移住者のストー
リーは，海士町の潜在的移住者にとっても，移
住実行に踏み切らせるきっかけを提供する，「面
白い物語」に違いないだろう。ネット時代の移
住者たちは，「ドリーム・テラー」という役目
も担っていると言えるだろう。

3.4　異質な人

島で暮らす多くの子供たちは，高校卒業と同
時に（島外の高校に行く子供は中学卒業後）島
を出て行く。本土の大学や専門学校に就学す
る者，島外の企業に就職する者などがほとんど
で，島に残る若者は極めて少ない。これは今に
始まったことではないが，本土での進学希望者
が増え，島での就職口が減少し，Ｕターン就職
が難しい状況が続く中，この傾向はますます強
まっている。実際，島の親たちの多くが自分の
子供には島の外を見せ，いろいろな勉強や経験
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をして欲しいという思いから，島外の大学や短
大に子供を進学させている。観光協会の青山氏
やグナワラデナ氏も「島の人からすると，Ｉター
ンの若者は不思議。何で来たのとよく言われる」
と口を揃えて語っていた。このように，島の子
供にとっても，大人にとっても，18歳くらい
になったら島を出ていくことが，当たり前なの
である。
海士町のさまざまな交流事業を通じて，都会
の大学生たち，フランスやタイなどからの外国
人留学生，映像や音楽のクリエイターなど，こ
れまで島を訪れたことがないような人たちがど
んどん来るようになった。これについて，島の
若者たちの中には，「よい」と思っている人が
半分程度，「関係ない」と感じている人が半分
だと産業創出課の大江和彦氏は話す。夏休みで
島に帰省中の短大生は，「Ｉターンの人たちは
ワケありみたいでこわい。だから近寄らない」
と言いながらも，その一方で「自分は別だけ
ど，Ｉターンの人がいい人で合えば結婚しても
いい。外から若い人が来るのはいい。結婚して
住みついてくれれば」とＩターン者に対して相
反する思いを語ってくれた。後述するが，島の
若者と若い移住者たちが，もっと積極的に交わ
ることで，島の人たちにとっては，異質な移住
者に対する不安が少しずつ払拭されることにな
ると思われる。
島の若者に比べ，実際によそ者たちと交流し
ている島の子供たちは，よそ者に対してポジ
ティブな意識をもっている。こういった交流経
験は，子供たちの島に対する意識にも影響を与
えていると，産業創出課の大江和彦氏は期待を
込めて以下のように話している。

段々，島の子で「島はいい」と言う子が増
えてきた。「海士はいろんな人がいて面白い」
と。「高校はこっちに行く」「仮に高校で出
ても必ず戻る」と言ってくれて。こういった

交流を始める前と後ではすごい数字が変わっ
てきて，殆ど 80％が大学なり就職なりして，
必ず戻ってくると言っている。今の子供たち
はＵターン者になる確率が高い。

島の親たちは，「小さいときから，農漁業は
大変と見て知っているからやりたがらない」と
話す人が多い。それは島で「第一次産業をやり
たがらないのは当然のことだ」と言っているよ
うにも受け取れる。海士町で第一次産業を持続
可能なかたちで継承していこうという思いと，
島民の思いにズレがあるともいえる。第一次産
業に従事する移住者は素人である場合が多い
が，農業や漁業が子供たちの憧れの職業になる
ように頑張るという思いの人が結構いる。親た
ちの感覚からすれば，島の人たちが大変そうに
農業や漁業をやっているのが本当の姿であり，
よそ者が楽しそうにやっている姿こそ，異質だ
と捉えてきたのである。しかし，この異質な姿
は，島の子供たちに「農業もいいなあ」「漁業やっ
てみたい」と思わせる可能性を，実は客観的に
見せている。
よそ者たちの交流を通し，また，日常風景の
中で彼らの異質性を観察することで，同一性を
核とした島のコミュニティに所属する人たちと
は異なる人たちに対する思いが生まれる。つま
り，島の人たちがよそ者に興味や関心をもち始
めることで，異質性をもつよそ者と相互関係を
持とうとする人材が育成されてくるのである。
これは，島の将来に重要な意味をもつことが明
らかであり，その点において，よそ者が異質な
人であることの意義が，島の発展に大きく関係
してくるといえるだろう。

4.  共存と相互コミュニケーション

よそ者と地元の人たちが一つのコミュニティ
で共存するためには，当然，両者間のコミュニ
ケーションが必要となる。調査を通じて，以下
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で示した三つのコミュニケーションの形態が観
察された。

4.1　居住コミュニティのコミュニケーション

よそ者とはいえ，必ず移住者はどこかの地区
（集落）に居住する。海士町には 14の集落があ
るが，それぞれ異なるルールや行事をもってい
る。それぞれの地区では住民に地区のルールを
守り，行事に参加することが期待される。これ
に参加しないことは，そのコミュニティにおい
て，「よそ者」の烙印を押されることを意味する。
産業創出課の大江氏は以下のように話す。

「朝 7時から地元の道路の掃除です。みな
さん集まってください。草刈もって，鍬持っ
て，手鎌持ってって」と言ったら，やっぱり
行かない子が何人かる。それは独身者のＩ
ターンが多い。夫婦者で来たＩターンの子は，
お母さんかお父さんどちらかがきちっと時間
にはでていく。そうすると地元の人が，「よ
そから来たらしいな，頑張れよ」って声かれ
られる。「有難う御座います」ってそこで会
話が出来ると，作業終わると自分の畑から
キャベツとってきて，「まあこれ食べや」と
コミュニケーションできる。夫婦もの，家族
ものは結構溶け込むんだけど，若者の独身も
のは夜中 2時 3時まで夜更かしして，朝７時
に起きられないと，何だ，あそこの長屋住宅
の連中はとか，何か全然地区の仕事に出てこ
ないって。

引越してきても地区長に挨拶に行かない人も
おり，地区の中で誰だか分からないといった話
も聞かれる。本来ならば，居住コミュニティへ
の参加は，日本全国どこのコミュニティでも当
たり前のように行なわれていたものである。都
市化とともに，コミュニティの慣習やルールが
崩れてしまったところが多く，都会育ちの若者

たちは，コミュニティのルールを知らず，行事
に参加したことがないものが少なくない。ゆえ
に，その意味を理解できなくても仕方がないの
かもしれない。
居住コミュニティに参加してもしなくても，

「よそ者」が「よそ者」と言われることに変わ
りはないが，「よそ者なのに，えらい」と言わ
れるのと，「やっぱり，よそ者」とあきらめら
れるのではその後の付き合い方に大きな違いが
生じる。前者のようなコミュニケーションは，
よそ者がよそ者であり続け，他者と共存してい
く上で必要といえる。夫婦や家族のある人たち
は，生きていくうえで他者といい関係を築くよ
うなコミュニケーションをとることの大切さを
経験から学んでいる。これは，離島のコミュニ
ティだけでなく，どの地域コミュニティでよそ
者として暮らしても同じである。その点におい
て，コミュニティのコミュニケーションの経験
が少なく，自分のことで精一杯の若者独身者た
ちにとっては，「地域で共存するために」自分
がどうあるべきか，そのためには，地域の人々
とどのようにコミュニケーションをとるべきか
について，最初に理解する必要がある。

4.2　アドバイザーによるコミュニケーション

前述したような地域コミュニティへの不参加
やルール破りなどが大きなトラブルになること
も多い。Ｉターンを受け入れている他の離島で
も，コミュニティを無視した移住者の行為が大
きな問題となっているところも少なくない。誰
かがアドバイザー役を買って出ることで，相互
のコミュニケーションを円滑にさせ，少なくと
も大きな問題が発生することを事前に避けるこ
とができる。海士町の場合，大江氏のような職
員がこういった橋渡し的なアドバイザーの役割
を担うことが多いという。

Ｉターン村の中でも，いろんな奉仕作業に
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それぞれ皆さん声掛けてね，出る人も出ない
人もいるんでね。そういう中で，大きなトラ
ブルにはならないけど，いつ呼びかけても出
てこんなと。それを大きなことにするのか，
それとも誰か行って，「あのな，奉仕の前の
日くらい，酒飲むのをちょっと止めて奉仕作
業でた方がいいぞい」とアドバイスしたかし
ないかで，そこの村のコミュニケーションが
全く変わってくる。

これは小さな問題のように思えるが，場合に
よっては利権問題にも絡む。例えば，Ｉターン
したものが，住民になったから，あるいは，漁
協の組合員になったからということを前提に，
漁業権利や海面利用を主張することがある。こ
ういった自己主張は，島民にとって勝手な行為
と映り，当然のことながら喧嘩や摩擦を引き起
こしてしまう。海士町では，平成ひと桁年代に
移住してきた「元祖Ｉターン」たちが窓口とな
り，新しいＩターン者を対象とした指導・相談
やトラブルの調整などにあたっている。
現在の海士町のＩターンは基本的に，「役場

が就職先から住むところまで全部が手取り足取
り，ハイどうぞって感じだけども，過去のイン
ターンは努力してきた」と大江氏は語る。自分
だけでなく地元の人にも利益が落ちる仕組みを
考え，地元の若い連中と長老との間に信頼関係
を築きながら，コミュニティの中にしっかりと
根を下ろしていった昔の移住者たちに対して，
尊敬の念を抱いている人たちも多くみられる。
その点において，移住者としての権利を主張す
るだけで，コミュニティに対する義務を果たす
ことさえ知らない現代の移住者には，地元住民
との関係づくりがいかにあるべきか，どのよう
なコミュニケーションスタイルをとるべきかを
教え，諭してくれる，コミュニケーションの潤
滑油的存在の人が必要だと言える。

4.3　メディアによるコミュニケーション

Ｉターン者がこれだけ増えても，島の人たち
とのコミュニケーションは決して多くならな
い。では，地元住民は次から次へとやってくる
Ｉターン者をどのようにして知るのだろうか。
海士町では，よそ者が紹介されるメディア・チャ
ンネルがしっかりと確立している。町の広報紙
では，Ｉターン者については殆ど取り上げない。
むしろ，隠岐諸島全体をカバーしている『月刊
隠岐諸島通信』や，（財）日本離島センターの
季刊『しま』などが，海士町のＩターンたちの
活躍について誌面の多くを割いている。例えば，
『月刊隠岐諸島通信』では 2005年から 2008年

8月の間，25回にわたり海士町の移住者たちを
取り上げている。
また，海士町の地域再生の成功により，離島
や過疎地域への定住促進事業をはじめとする，
さまざまな取り組みが全国のマスメディアで取
り上げられている。こういった島外メディアへ
の露出は，地元住民にＩターン者たちのことを
知ってもらう大切な機会となっている。もちろ
ん，移住者との直接的なコミュニケーションに
よって感じるものと，メディア機関によって編
集された内容から受けとるイメージとの間にズ

写真 6　月刊隠岐諸島通信
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レはあるが，島内の人々にＩターン者のことを
知らせ，その存在を認知してもらえるという点
でメディアの力はとても大きい。
どの離島もそうであるように，海士町も政治
的には，「賛成・反対」を軸に，大きく二分さ
れるという点において例外ではない。当然，今
の離島振興に関する行政施策への反対意見も存
在する。しかしながら，メディア・チャンネル
の存在が，こういった反対派の人たちに対し，
賛成派の説得コミュニケーションとして有効に
機能することがある。

新聞，雑誌，テレビ，相当露出が高いし，
県内ずば抜けて露出が高いし，交流人口も多
いし，日本全国から視察者なんか入れると相
当来てるでしょう。やっぱり住民が何だかん
だ言って「海士町やっているな」というのは，
少なからず，反対派のちょっと一歩ひいた方
もそれは認めている。口にだして，「いやー
すごいな」とまでは言わないけれども，文句
が出ないということは，結構やっているとい
うことは意識してくれていると思うんです。
（産業創出課　大江氏）

実際にはさまざまな事業の中で，移住者と地
元の人たちは協働しているが，メディアの中で
両者が一緒に取り上げられることは少ない。む
しろ，地元住民の活躍は地元住民だけ，Ｉター
ン者の活躍はＩターンだけ，と両者を分けて語
ることの方が多い。それだけに，他者を知る上
で，メディアがお互いを知るための大切な役割
を果たしているのである。言い換えれば，そう
いったメディアによるコミュニケーションを通
じて，それぞれが自分の頭の中で，よそ者の存
在と彼らの考え方についてイメージを持つこと
ができ，それに基づいて異なる人と共存するこ
とを可能にしているのである。

まとめ

離島が生き残っていくために，島外の人，い
わゆる「よそ者」の力を借りていく必要がます
ます強まる中，本論文では「よそ者」の在り方
について，隠岐中ノ島の調査をもとに考察した。
離島の地域再生という目的で「よそ者」を受け
入れていく上で，「よそ者」とは「チャンス・
活躍の場を求めている人たち」と定義し，それ
に合うような受入体制，つまり「ステージ」を
用意する自治体や地元企業のあり方も念頭に置
いて考察を行った。
移住者たちは，移住する前から必要な情報を
得て，その情報をもとに，その島が自分にとっ
て魅力あるステージになると感じる。そのこと
が移住というアクションを起こすきっかけとな
るのである。移住した後は，「ステージ」での
パフォーマンスを期待され，彼らのニーズを満
たすためのヒト・モノ・コトが地元自治体から
提供される。Ｉターン者，移住者，商品開発研
修生らなど，呼び名の違いに関わらず，移住し
た島で「よそ者」としてのパフォーマンスを期
待され，それに応えていくことが求められる。
地元自治体によって用意されているものはあ
くまでも舞台と道具だけで，それを使ってど
のようなパフォーマンスを行なうのか，誰と
パフォーマンスを行なうのか，どのようにパ
フォーマンスしやすい環境を整備するのか，パ
フォーマンスをどのような形でみてもらうの
か，誰に評価してもらうのか，誰がパフォーマ
ンスを継承してくれるのか，創造性と企画力が
求められる。つまり，移住者の力量に，さまざ
まな問題を抱え，解決の方策を見出すことので
きなかった島の自治体関係者や島民が期待する
ことになるのである。
このように考えると，敷田が指摘したように，
主体となるのはパフォーマー，つまり，よそ者
に帰するという構図が説得性を帯びてくる。地
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域コミュニティにおける，よそ者の活用が織り
成す物語においては，その地域が舞台を提供
し，主役の座をよそ者に託し，それを地元住民
が脇役という形でサポートするのがお決まりの
パターンとなっていると考えられるだろう。そ
うであるならば，その物語が，どこにおいても
同じ話の顛末を迎えるという，いわゆる画一的
なパターンに陥らないための変化について考え
る必要も出てくるだろう。
「よそ者」たちは，離島が生き残っていくた
めにますます必要な存在となっていくだろう。
よそ者に対して，移住した地域と同化すること
を求めるのは，異なるものを同一性によって封
じ込めてしまうことになる。同化というよりも，
むしろジンメルが強調したように，他者である
ことを前提として，互いに歩み寄りながら，相
互作用しあう関係を作ることが重要となる。こ
ういった社会的相互作用の関係が，結果として
島に，独自の新しい文化を創造していく土台を
与えてくれる。その中で，両者間のコミュニケー
ションを維持・発展させることが，大変重要と
なる。多様なコミュニケーション形態によって，
そのコミュニティにしかない独自の文化圏，対
話の場，いわゆるフォーラムを作り出すための
実践が行われることが望まれる。

2009年 4月より，海士町では第四次海士町
総合振興計画にもとづいたまちづくりが行なわ
れる。第三次海士町総合振興計画は島のブラン
ド化や移住推進，あらたな起業などで大きな成
功を収めた。同時に，あまりにも行政主導のま
ちづくりに島民たちから「協働」の声があがっ
ていた。第 4次計画では，島民（Ｕ・Ｉターン
者を含む）が議論の中心的な役割を果たし，住
民，企業，行政が何度も何度も集まり，意見を
交換し，議論を重ね，計画の策定にいたった。
まさに，顔の見えるコミュニケーションが協働
作業の土台となっている。そこには，よそ者と
地元住民という境界線はなく，海士町をよくし

たいと思う人たちの集まりであった。これから
の 10年，「島の幸福論～海士らしい笑顔の追及」
と名づけられた計画のもと，海士町のまちづく
りが行なわれる。
ジンメルの時代と異なり，メディアが高度に
発達した現代社会では，直接的なコミュニケー
ションよりも，メディアによるコミュニケー
ションを身の回りの情報取得手段とする傾向が
強い。それは効果的で，一見，有効な手段と思
われるに違いないが，コミュニティを形成する
人々の間の相互作用に基づく，創造的な関係性
を築く上では，やはり直接的なコミュニケー
ションの場をもっと創出することが必要とな
る。「よそ者」が主役の地域振興というスタイ
ルから，「よそ者＋地元住民」主役の地域振興，
そして地域文化の創出へと発展させていくこと
が必要なのであり，メディアを通じたコミュニ
ケーションにおいても両者が直接交差する場づ
くりが，島のコミュニティを維持発展させるこ
とに貢献することを本調査は示唆しているので
ある。

注

1 Ｉターンは「都会で生まれ育ち，就職・転職後に
地方へ移住して働くこと」。Ｕターンは「地方で
生まれ育った人が，都会で就学・就職した後，再
び故郷へ戻って就職すること」。Jターンは「地方
で生まれ育った人が都会で就学・就職した後，故
郷には戻らずに他の地方へ移住すること」。

2 平成 19年度には地域づくり総務大臣表彰大賞を
受賞している。日経ビジネス（2007年 9月 24日
号 p.140-151「離島から始まる日本再生」）など，
テレビや新聞など多くのメディアでも取り上げら
れている。

3 鈴木桃子氏は 2007年 8月より移住。
4 2006年 9月より移住したサミーラ・グナワラデナ
氏は第 49回外国人による日本語弁論大会で「若
者・馬鹿者・よそ者」というタイトルで海士町で
の体験を語り，外務大臣賞を受賞している。

5 一見，当たり前のように思えるが，地域が交流者
を受け入れる際，どうしても交流者のほうに重き
が置かれてしまうのは，筆者自身が小さな集落で
の交流プロジェクトの経験からも感じることであ
る。
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6 たじまや 365日 http://plaza.rakuten.co.jp/tajimaya/
7 ブログ //B級クリエイター宣言。50歳からの半農
半 X http://amanian.blog85.fc2.com/

8 多くのブログを掲載している週刊ＡＭＡＮＡ 
http://oki-ama.org/weeklyamana/top.html
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取引費用から見たブロードバンド市場の
構造分離政策に関する考察

福　家　秀　紀*

西　岡　洋　子**

Structural Separation in the Broadband Market Viewed 
from Transaction Cost

Hidenori FUKE

Yoko NISHIOKA

産業組織論においては，上流市場と下流市場において垂直統合した事業者による市場支配力の
濫用を防止するために，行為規制と構造分離とが議論される。わが国の電気通信分野においても，
1985年の競争導入以降，相互接続規制などの行為規制と並んで，構造分離，すなわち NTTの分割が
議論され，ブロードバンド時代に入った現時点においても，依然として論争の的となっている。こ
れまでの議論の中では，垂直統合の弊害の除去のみが強調されてきたが，本稿においては，取引費
用の経済学の視点を取り入れて，垂直統合には企業の効率性をもたらすという便益が存在すること
から，構造分離に伴う競争促進効果とのバランス分析が重要である，という新たな論点を提示する。
すなわち，ブロードバンド時代においては，株式所有の分離を伴う構造分離には，光ファイバーな
どのアクセス設備を保有する事業者と，それを投入財としてブロードバンド・サービスを提供する
事業者との間に，POTS（伝統的な電話サービス）時代にはなかったような取引費用が発生する可能
性がある。したがって，構造分離に伴う費用と便益との比較考量が POTS時代に比べてはるかに重
要となっていることを，具体的なネットワーク構造に基づいて考察する。

キーワード： 行為規制，構造分離，垂直統合，取引費用，ブロードバンド
Key words： Broadband, Conduct Regulation, Structural Separation, Transaction Cost, Vertical Integration

1.  は じ め に

産業組織論において，長年にわたって議論さ
れてきたテーマのひとつに「垂直統合 (Vertical 

Integration)」がある。問題の所在は，独占的な
投入財の提供者が，下流市場においても垂直統
合して事業展開している場合に，上流市場にお
ける市場支配力を下流市場において濫用する可
能性にある。これは，既存の垂直統合した企業
に関して論じられることもあり，また，上流市

場において市場支配力を有する企業が下流市場
の企業と合併しようとする際の合併審査として
論じられることもある。こうした市場支配力の
濫用の防止が，競争政策上の重要課題の一つと
して認識されてきた。そのための手段としては，
行為規制と構造分離が挙げられる。
電気通信分野においても，競争導入に伴って
既存の独占的な事業者に対する重要な規制の一
つに垂直統合問題があった。既存の独占的な事
業者が，市内通信事業と長距離通信事業を垂直

 * 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授
 ** 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部准教授
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統合して展開しているのに対して，新規に参入
した長距離通信事業者は，既存事業者の市内通
信サービスを投入財として長距離通信サービス
を提供したからである。ここでも，相互接続の
義務づけなどの行為規制と合わせて，既存事業
者の市内通信部門と長距離通信部門との構造分
離が検討された。構造分離は旧 AT&Tを長距
離通信会社としての新 AT&T1と複数の RBOC

（Regional Bell Operating Company：ベル系地域
通信事業者）に分割した米国を除いては，世界
の主要国では，採用されることはなかった。
わが国においては，NTTの構造分離が 1985

年の NTT発足・競争導入後も常に議論の俎上
に載せられてきた。1999年に実施された持株
会社制の下での NTTの再編成によって，NTT

の経営形態問題も，一応決着したかに見えた。
しかし，インターネット，特にブロードバンド
の本格的な普及に伴って，市内通信・長距離通
信の区分が意味を失った現時点においても，依
然として NTTの経営形態問題を巡る議論が継
続し，政治的には，「2010年の時点で検討を行
う」（総務省 [2006b]）とされている。
本稿では，ブロードバンド市場の発展に伴う
電気通信産業の構造変化を前提として，取引費
用の経済学など産業組織論の研究成果を反映し
ながら，構造分離問題の再評価を行うものであ
る。

2.  電気通信分野における構造分離政策の意義

2.1　垂直統合と競争政策

「垂直統合」が問題にされるのは，垂直統合
した事業者が上流市場における市場支配力を下
流市場において濫用する可能性が存在するから
である。垂直統合に伴う市場支配力の濫用には，

 1 現在の AT&Tは，複数の RBOCの合併によって
発足した SBCが，1985年に発足した新 AT&Tの
継承会社である AT&Tを吸収合併して会社名を変
更したものであり，この時点の AT&Tとは事業範
囲が大きく異なる。

取引拒絶，競争事業者のコストの引き上げなど
が典型的である。まず，上流市場において市場
支配力を有する事業者が，下流市場における競
争事業者に対して製品の提供を拒絶すると，競
争事業者は代替品を他の事業者から仕入れるこ
とができない場合には，垂直統合した企業との
競争力を失い，市場からの退出を迫られる。こ
れが，取引拒絶の問題である。取引拒絶以外に
も，競争事業者に提供する投入財の品質を劣化
させたり，発注から納入までの期間を長引かせ
たり，あるいは納入後に不十分なアフターサー
ビスしか提供しないことも考えられる。これら
を一括して非価格差別と呼ぶことができる。こ
れに加えて，抱き合わせ販売・バンドリング，
互換性の放棄なども問題になりうる。
また，垂直統合をした上流市場で支配的な事
業者は，下流市場の競争事業者に対する卸売価
格を引き上げることによって，競争事業者の
コストを引き上げ，競争上不利な状況に追い込
む価格差別も可能である。これが，ライバル企
業のコストの引き上げと言われるものであり，
マージン・スクイーズも同様の問題である 2。
こうした市場支配力の濫用を防止するため
に，垂直統合した事業者の投入財の提供条件を
規制する行為規制と，垂直統合した事業者の独
占的な投入財生産部門と下流市場における最終
財の生産部門を分離する構造分離とが検討され
てきた。
垂直統合にはこのように競争上の問題が指摘
されるが，同時に，垂直統合には効率性を促進
する側面もあることを忘れてはならない。すな
わち，垂直統合のメリットとして，規模の経済
性，範囲の経済性に加えて，企業間に発生する
非効率性の排除を挙げることができる。
その一つが，ホールドアップ (Hold up)問題
の解消である。特定の取引相手との関係におい

 2 マージン・スクイーズについては，福家 [2007]を
参照
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てしか価値を持たない資産に投資することは，
関係特殊投資と呼ばれるが，一旦関係特殊投資
を行うと，取引相手から事後的に不利な取引条
件への変更，または取引停止を迫られることが
考えられる。これがホールドアップ問題である
が，この虞があると，有用な関係特殊投資が行
われないという問題が発生する可能性がある。
垂直統合は，この問題を解決することができる。
第二に調整問題の解消と取引費用の削減があ
る。上流市場と下流市場において，それぞれ個
別の企業が活動していると，投入財を購入して
最終財を生産するに当たり，仕様，品質などの
調整が問題となる。垂直統合することにより調
整問題を解決し，取引費用を削減することがで
きる。
また，二重の限界化（Double Marginalisation）

の排除もメリットとして挙げられることがあ
る。上流市場の事業者と下流市場の事業者がと
もに，市場支配力を有する場合，両市場におい
て，高いプライス・コスト・マージンが発生し
て，小売価格が高くなるという非効率性が発生
する可能性があるが，垂直統合はこの二重の限
界化を防ぐことができる。つまり，垂直統合は，
垂直的外部性を解決することができるのである
（Tirole [1988]）3。
このように，垂直統合には，競争上の問題点
と同時に，効率性の改善というメリットもあ
る 4ことから，近年の米国における合併審査に
おいては，効率性と公共の利益のバランス分析
が重視されるようになってきた（神野 [2009]）。

2.2　電気通信と垂直統合

電気通信分野においては，国家独占から出発

 3 もちろん二重の限界化の前提は，上流市場の事業
者と，下流市場の事業者がともに市場支配力を有
することであるので，下流市場が競争的であれば，
問題にならない。

 4 詳細な議論は，Joskow [2006]，Rey & Tirole [2007]，
Riordan [2008]などを参照。

して，国営企業の民営化・競争導入というプロ
セスが進行した 5。電気通信分野における新規参
入は，電気通信事業の費用構造と料金体系を背
景として，長距離通信分野から始まった 6。長距
離通信分野に参入した新規事業者は，既存の独
占事業者の地域通信設備と相互接続しないこと
には，事業展開が不可能である。従って，地域
通信事業という上流市場で独占的な事業者が，
競争的な長距離通信市場において，自社の提供
する地域通信サービスを投入財として利用する
新規参入事業者と競争することになる 7。
この場合，旧独占事業者による垂直的な排除
行為（Vertical Foreclosure）が問題となる。旧
独占事業者側には，自社の地域通信設備と競合
他社の長距離通信設備の相互接続の拒否，ある
いは地域通信設備の利用料金を高く設定するな
どによって，競合他社の市場からの退出を迫る
というインセンティブが存在する。従って，公
正な競争を実現するためには，旧独占事業者に
よる垂直的な排除行為を防ぐことが不可欠であ
る。
そのための方策は，行為規制と構造分離とに
分かれる。行為規制には，相互接続の義務づけ
や相互接続料金の規制などがある。また，構造
分離は，独占事業者の独占部門，すなわち地域
通信事業と競争部門である長距離通信事業とを
分離して，別個の企業の事業とする方法である。
電気通信分野における構造分離には，資本の
分離を伴う狭義の「構造分離」から資本分離を
伴わない単なる会計分離まで，多様な態様があ
る。Caveは表 1に示すように 8つに区分して
いる（Cave[2006] ）が，ここでは，EUの分類

 5 米国の電気通信事業は，その黎明期以来，一貫し
て民間企業によって展開されてきたが，AT&Tに
よる独占体制が形成されたため，民営化こそ伴わ
なかったが，競争導入という点では，問題の性格
は同一である。

 6 詳しくは，福家 [2000]を参照。
 7 詳しくは，Armstrong [1998]を参照。
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（EC［2007］）に従い，資本分離を伴うものを「構
造分離」，伴わないものを「機能分離」として
おこう。主要国で，資本分離を伴う「構造分離」
が実行されたのは 1984年のAT&T分割 8のみで
ある。EUにおいて近年言及されることの多い
英国の BTの Openreachは，BTという一つの株
式会社内において，ボトルネック性を有するア
クセス設備を担当する自律的な事業部門を創設
したもので，事業分離の一種である 9。わが国に
おいて，1999年に実施された，NTTの，東西
NTTと NTTコミュニケーションズ，NTTドコ
モなどへの，持株会社の下での再編成は，完全
な資本の分離を伴うものではないことから，「分
離子会社」に位置づけられるものである。
その他の主要国においては，構造分離が議論
の俎上に載せられるものの実行には移されてい
ない。その理由としては，構造分離には公正
競争と効率的な経営との間のトレードオフが存
在すること，構造分離を実施したとしても，相
互接続料金規制などの行為規制は不可欠である
ことなどが挙げられる。それ以上に無視でき

 8 形式的には，AT&Tの長距離通信会社としての
AT&Tと地域通信会社（RBOC）への分割は，修
正同意判決に基づく AT&Tの自主的な組織再編成
である。

 9 詳しくは，福家 [2007]を参照。

ないのは，電気通信分野の市場構造の変化で
ある。伝統的な電話サービス（POTS: Plain Old 

Telephone Service）の時代には，メタリックの
通信回線と電話交換機によって構成される回線
交換網という定着した技術に基づいて，物理的
なネットワークからコンテンツ層までが垂直統
合される形で提供されていた。しかし，ブロー
ドバンドの普及とともに，光ファイバー，無線
回線など様々な通信回線と IPという革新の激
しい技術に基づいて，物理的なネットワークか
らコンテンツまでがレイヤー別に分離されて提
供されるようになり，どこで構造分離するべき
か，ということも不明確になってきたのである。
また，一旦構造分離を実施してしまうと，新規
サービスの発展を阻害することも危惧される
ようになってきた。そのため，米国では，構造
分離に関する議論がすっかり影を潜め，逆に，
SBCと AT&Tの合併，ベライゾンとMCIの合
併など垂直統合が進んでいる（神野 [2009]）。
このような中で，わが国においては，依然と
して NTTの資本分離を伴う構造分離の議論が
継続し，EUにおいても既存の旧国営通信事業
者の構造分離を巡る議論がくすぶり続けてい
る。こうした状況下で，電気通信分野における
構造分離の問題を，電気通信市場の構造変化と
技術革新の側面から再評価することが重要であ
る。

2.3　電気通信分野における構造分離の事例

先にも述べたように，電気通信分野における
構造分離を巡る議論は，競争導入と一体不可分
である。競争導入とともに，既存事業者と新
規参入事業者との間の公正競争の確保が課題と
なった。競争導入当初は，相互接続の義務づけ
などの行為規制が中心であったが，行為規制の
みでは，既存事業者の戦略的な競争阻害行為の
防止には不十分であるとして，構造分離が議論
されることとなった。そのモデルとされたの

表 1　構造分離の態様

区　　　分 備　　　考
資本分離 AT&T分割（1984年）
分離子会社 NTT再編成（1999年）

事業分離

自律運営 BTのOpenreach設立（2006年）
独立のイン
センティブ
単純 ネットワークの分離

仮想的な分離 ネットワークの変更なしで、
事実上の同一性を確保

卸売部門の創設 自社と競争事業者の間の非
差別的な取扱いの保証なし

会計分離
出所：Cave[2006]を基に作成
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は，1984年の AT&Tの分割である。分割後の
AT&Tは長距離通信（LATA10間通信）を，新た
に設立された 23の RBOCは地域通信（LATA

内通信）を，それぞれ扱うという事業分野規制
が課せられた。ここで，留意しておく必要があ
るのは，当時の電気通信サービスは基本的に
POTSであったということである。つまり，ネッ
トワーク構成上，長距離通信部分と地域通信部
分を分離することは比較的容易であり，また技
術的にも安定していたということである。また，
AT&Tは，もともと，持株会社の下に事業運営
会社が置かれるという運営形態をとっていた。
構造分離の検討に当たっては，そのコストと便
益の比較が問題となるが，AT&Tの場合には，
この二つの要因が重なって，致命的に大きなコ
ストが発生するものではなかったということが
できる。
一方，わが国においては，1985年の電電公
社の民営化・NTTの発足とともに，競争が導
入されたが，相互接続ルールなどの行為規制の
整備は不十分であった。NTT民営化の検討プ
ロセスで，電電公社の分割民営化も検討の俎上
に載せられたが，政治的な妥協の結果，全国 1

社体制で NTTが発足したということもあって，
常に NTTの分割問題が議論されることとなっ
た。行為規制としての相互接続ルールは，1996

年になってようやく整備され，NTTの経営形
態は，1999年に，持株会社の下での再編成が
実施され，一応の決着をみた。この段階では，
POTS網のデジタル化が完了し，地域通信設備
と長距離通信設備の分離も比較的容易になって
いた。ただし，これは POTS網に限ったことで，
その後のインターネットの普及に伴い，地域通
信／長距離通信の区分が無意味になったことは
後述する。

 10 Local Access And Transport Areaの略。人口や人口
密度などを考慮して全米で 193の LATAが設けら
れた。

2.4 ブロードバンド化の進展に伴って多様な

展開を見せる構造分離政策

ブロードバンドの普及に伴って，地域通信／
長距離通信の区分が消滅し，ネットワークと
ネットワークへのアクセスという区分が唯一残
ることになる。構造分離の議論は既存の事業者
のアクセス部門の取り扱いへと移っていった。
米国では，ブロードバンドへのアクセス事業
において，地域通信事業者とケーブル TV事業
者との間の競争が進展したことから，構造分離
に関する議論がすっかり影を潜め，構造分離と
は逆に地域通信事業者による長距離通信事業者
との大型合併が進行している。
他方で，アクセス部門の機能分離が本格的に
採用されたのは，英国である。英国において
は，1984年の BTの民営化以降，一貫して行為
規制が採用されてきたが，固定通信分野の競争
は遅々として進展しなかった。このため Ofcom

によって「電気通信の戦略的レビュー」（Strategic 

Review of Telecommunications）が行われ，BT

に対して資本分離をもちらつかせながら競争
事業者と自社のアクセス設備利用部門との間の
「アクセスの同等性」を確保するよう圧力をか
け続けた。その結果 2005年 2月に，BT自らが
アクセス部門の機能分離を提案し，2006年 1月，
Openreachという名のアクセス部門が設立され
た。Ofcomはこれによって，BTがアクセスサー
ビスという市場支配力を有している上流市場
と，それを利用した電気通信サービスという下
流市場で垂直統合していることから生じる競争
上の問題が，競争事業者と BT内部との間で「ア
クセスの同等性」が確保されることで，解決さ
れるとしている。

 これと同様の議論がわが国においても展開
されている。2006年 6月に発表された「通信・
放送の在り方に関する懇談会の報告書」（以下，
「竹中懇報告書」）（総務省 [2006a]）において，
「NTT東西のボトルネック設備について，会計
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分離の徹底，接続ルールの遵守強化を図るため
の体制整備，ボトルネック設備へのアクセスの
真の同等性の確保を実現するとともに，IPネッ
トワークによる映像配信サービスについても公
正競争を確保するための措置等を一体として速
やかに措置し，NTT東西のボトルネック設備
の機能分離を徹底すべきである」として，東西
NTTの中で，メタリック・ケーブルや光ファ
イバーなどの「ボトルネック」部門の機能分
離を図ることが提言されている。さらに，NTT

グループの資本分離について，2010年の時点
で検討することとなっている (総務省 [2006b])。
しかし，英国では，依然としてメタリックの加
入者回線が主流で，光アクセスの普及が遅れて
おり，かつ，BTの市場支配力が強いことを背
景として機能分離が採用されたものである。こ
れをそのまま市場構造の異なるわが国において
適用することはできない。しかも，機能分離に
加えて，資本分離が必要か否かに疑問が残る。

POTS市場のように，技術が成熟した市場と
異なり，ブロードバンドアクセス市場は，今ま
さにさまざまな技術が登場しつつある市場であ
り，ここに構造分離を適用することには問題が
多い。構造分離に伴って促進される競争の便益
が，構造分離に伴うコストを上回るか否かを，
冷静に分析する必要がある。具体的なコスト／
便益分析の議論に入る前に，検討の前提となる
日米欧のブロードバンド市場を比較してみよ
う。市場構造が異なれば，自ら結論が異なるこ
とになるからである。

3.　日本のブロードバンド市場

わが国のブロードバンド市場は，2000年に
加入者回線のラインシェアリングとコロケー
ションが認められて以降，DSLを中心として急
成長し始めた。ラインシェアリングの料金が極
めて低額に設定された（表 2）ことから，サー
ビスベースの事業者の新規参入が促進され，特

にソフトバンクは低料金を売り物に積極的な
マーケティングを展開した。その結果，わが国
のブロードバンドは価格，伝送速度の両面で，
世界をリードしてきた。

表 2　ラインシェアリング料金の国際比較
（2004年 10月現在）

区　分 ドライカッパー ラインシェアリング

日本
NTT東 1,256円 158円
NTT西 1,318円 165円
英国 £8.76（1,752円） £2.26（452円）
ドイツ € 11.80（1,652円） € 2.43（340円）
フランス € 10.50（1,470円） € 2.90（406円）
出所：Kamino & Fuke (2008)

わが国においては，DSLに引き続き FTTH

の普及が進んだ。FTTH市場においては，電
力系事業者と東西 NTTが設備ベースの競争を
展開したが，これらの事業者はソフトバンク
の低額の DSLに対抗するために，FTTHの小
売料金を引き下げていった。その結果，世界
に先駆けて FTTHが主流を占めるようになり，
FTTHの利用者数は，2008年度の第一四半期に
は DSLを上回った（図 1）。また，2008年 3月
からは FTTHを利用して本格的に NGN（Next 

Generation Network: 次世代ネットワーク）の
サービスが開始されたことが特徴的である。
ただし，こうした FTTHの急速な普及には規
制上の歪みが伴った。東西NTTに対してはダー
クファイバーの提供義務と合わせてマージン・
スクイーズ規制が課せられていたことから，東
西 NTTにとっては，小売料金を低額に設定す
ると，卸売料金（ダークファイバーの使用料）
を引き下げることが必要であった 11。そのレベル
は，東西 NTTが採算割れであると主張する水
準であり，一部の電力系事業者を除いては，積
極的に設備ベースの競争を展開しようとする事
業者は存在しなくなった。その結果，FTTHに

 11 詳しくは，福家 [2007]を参照。
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おいては，特に集合住宅向け市場において東
西 NTTのシェアの上昇が著しい。表 3に示す
ように，FTTHの卸売市場では東西 NTTのシェ
アが微増し，表 4に示した小売市場でも，設備
ベースの競争を展開する電力系事業者のシェ
アは低下し，サービスベースの競争が主体の

USENや KDDI のシェアも低下している。こう
した FTTHの卸売・小売両市場の状況を受けて，
東西 NTTの FTTHを投入財として使用する小
売事業者は，再び NTTのアクセス部門の資本
分離を主張するようになった。しかし，総務省
の規制政策が，FTTHの卸売市場における，電
力事業者などの事業運営を困難にし，また，小
売市場においても，東西 NTTに対する設備ベー
スの競争が進展しないという市場構造を形成し
たということを忘れてはならない。
ここで，米国との比較で重要となる，ケーブ
ルモデムについて触れておきたい。図 1に示す
ように，ケーブルモデムの利用者数は着実に
増加しているものの，ブロードバンド全体に占
めるシェアは，2008年度末現在で 13.6％にと
どまっている。これは，わが国においてMSO

（Multiple System Operator）の形成が遅れている
ことの反映である。その背景には総務省のケー
ブル TV政策がある。ケーブル TV事業者の
サービスエリアが同一市町村内に限定され，ま
た米国において一般的なMSOが，わが国では
認められなかったため，小規模のケーブル TV

事業者が多数存在するという状況が長期にわ

出所：総務省資料を基に作成

図 1　ブロードバンドの利用者数の推移

表 3　固定端末系伝送路設備における
東西 NTTのシェア

（％）
年度末 2004 2005 2006 2007 2008

メタリック 95.3 94.8 93.9 92.8 92.2

光 78.1 78.6 78.9 78.9 78.8

計 94.7 93.8 92.5 91.0 90.0

出所：総務省資料を基に作成

表 4　FTTH小売市場における東西 NTTのシェア
（％）

区分
戸建＋ビジネス

向け 集合住宅 全体

2004 2008 2004 2008 2004 2008

東西 NTT 74.6 78.7 35.0 67.6 57.5 74.1

電力系 22.3 14.2 8.8 6.8 16.2 11.1

USEN 1.6 4.8 20.3 8.0 9.7 5.5

KDDI 7.3 6.4 3.4

その他 1.4 2.4 28.6 11.0 16.7 5.9

出所：総務省資料を基に作成
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たって継続した。1993年のMSOの解禁以後，
ジュピターテレコムのようなMSOが規模を拡
大したが，ジュピターテレコムの加入者数は，
2009年度末現在で，255万にとどまり，米国の
Comcastの 2007年末現在の加入者数 2,410万の
10分の 1に過ぎない。また，売り上げ規模も
東西 NTTの 10分の１程度である（表 5）。こ
のようにぜい弱なケーブル TV事業者が，東西
NTTに対抗することは期待すべくもない。規
制政策がブロードバンドにおける FTTHとケー
ブルモデムとの間のモード間競争の進展を阻害
する一因となったと言えよう。

表 5　東西 NTTとジュピターテレコムの
経営規模の比較
（2008年度）

（単位：百万円）

NTT東 NTT西 ジュピター
テレコム

売上高 1,952,991 1,824,320 294,308

営業利益 36,697 7,767 53,675

出所：各社報道資料を基に作成

4.　米国のブロードバンド市場

米国のブロードバンド市場の特徴は，地域通
信事業者の DSLとケーブルモデムの間の設備
ベースの競争が進展していることである。FCC

の統計によれば（表 6），ブロードバンド市場 12

における 2007年末現在のアクセス技術別シェ
アは，携帯電話を除外すれば，DSLが 42.0%，
ケーブルモデムが 52.0％となっている。
その背景には，ケーブルモデムと DSLに関
する規制の非対称性がある。米国のケーブル
TVはわが国とは異なり早くからMSOが認め
られていた。また，1992年 Cable Competition 

and Consumer Protection Act でケーブル TV料

 12 FCCは上り下り双方の伝送速度が 200Kbps以上
の回線をブロードバンドと位置づけており，少な
くとも，数Mbpsクラスが常識となっているわが
国とは大きく異なることに留意する必要がある。

金は規制されたものの，ケーブル TV網を通じ
て提供されるケーブルモデムや VoIPなどのよ
うな新サービスは完全に非規制であった 13。す
なわち，ケーブル TV事業者はアンバンドリン
グ義務を負わないばかりでなく，‘Open Access’
も義務づけられていないため，＠ Homeや
Roadrunnerなどの自社の ISPサービスをケーブ
ルモデムと一体で提供している。大手のMSO

はその資金力を背景に積極的にケーブルモデム
設備に投資することが可能であった。

表 6　米国のブロードバンド市場
（％）

区　　分 2007年 6月末 2007年 12月末
ケーブルモデム  34.1 (52.4)  30.1 (52.0)

ADSL  27.3 (41.9)  24.3 (42.0)

光ファイバー  1.4 (2.1)  1.5 (2.6)

DSSL・伝統的な
地上回線  1.0 (1.1)  0.7 (0.7)

携帯  35.0  42.1

その他  1.2 (1.9)  1.2 (2.1)

注：（ ）内は携帯を除いた場合の比率
出所：FCC[2008]を基に作成

一方，DSLの場合には，1996年通信法に基
づく FCC規則において，地域通信会社に対し
て，アンバンドリング義務を課した 14。しかし，
これに反発する地域通信会社からは，数度にわ
たる訴訟を起こされ，差し止め判決が出るつど，
FCCは新規則を制定してきた。この問題に一応
の決着を見たのは，FCCの新規則（FCC [2003]，
[2004]）によってである。ここでは，銅線ルー
プのフルアンバンドリング提供義務は維持され
たものの，その他のアンバンドリング義務が以
下の通り大幅に緩和された。
① 既存の CLEC（Competitive Local Exchange 

Carrier）の顧客に対するラインシェアリ

 13 詳細は，Crandall[2005]参照。
 14 FCC[1996]が当初の規則である。詳しくは福家

[2000]を参照。
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ング義務は維持されたが，新規の顧客に
対する義務は，徐々に緩和し，3年後に
廃止することにされた。

② FTTxループに対するアンバンドリング
義務は，64Kbpsの音声級パスを除いて
廃止された。 

さらに，FCCは 2005年にケーブルモデムを
‘Information Service’であると位置づけたこと
との整合性をとるため，DSLを‘Information 

Service’であるとした（FCC [2005]）。これによっ
て DSLはようやくケーブルモデムと同一の土
俵に立つことができ，地域通信会社も DSLサー
ビスに注力を始め，ケーブルモデムと DSLの
間の設備ベースの競争が進展した。このため，
米国においては，地域通信会社の構造分離を巡
る議論は鳴りを潜めている。むしろ，FCCは
SBCと AT&T，VerizonとMCIなどの合併を承
認したため，地域通信事業者と長距離通信事業
者の垂直統合が進展し，FCCは構造分離政策を
放棄したようにみえる。
そもそも，構造分離政策の狙いが，上流市場
で支配的な事業者が下流市場において，その市
場支配力を濫用することを防止することにあ
る。ブロードバンド市場において設備ベースの
競争が進展していることは，地域通信会社のア
クセスサービスのボトルネック性が希薄とな

り，上流市場において，市場支配力を有すると
は言えなくなり，下流市場において上流市場に
おける市場支配力を濫用する蓋然性が消滅した
ことを意味する（図 2）。すなわち，構造分離
の必要性がなくなったのである。ただし，これ
は，FCCが大規模MSOの形成を容認すること
によって，ケーブルモデムサービスに積極的
に投資することのできる資金力を有するケーブ
ル TV事業者が存在したのと同時に，ケーブル
TVを非規制とする一方で，地域通信事業者に
対するアンバンドリングを義務づけた，非対称
規制の結果であるということに留意しなければ
ならない。規制が米国特有の市場構造を形成し
たと言える。

5.　EUのブロードバンド市場

5.1　EUのブロードバンド市場

EU諸国における競争導入は 1984年に実
施した英国を除き，日米に比べて大幅に遅
れ，1996年の完全競争導入を求める指令（EC 

[1996]）に基づいて実施された。このため，ブ
ロードバンド時代を迎えた時点で，POTSの競
争の進展は日米より大きく遅れていた。すなわ
ち，日米でブロードバンドの競争政策が議論
されている時に，競争政策を巡る議論は，依
然として，POTSが中心であった。例えば，ド

図 2　構造分離と米国のブロードバンド市場
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イツにおいて 2000年代初頭に LLU(Local Loop 

Unbundling)15の利用が拡大したが，主として音
声サービスに利用された。ドイツやフランスに
おいて，ブロードバンドのために LLUが利用
され始めたのは 2004年頃からであった。EUは，
2000年に LLUの義務づけを行った（EC [2000]）
が，2003年情報通信フレームワークの導入以
後は，市場分析に基づいて規制するか否かを決
定するアプローチに移行した。このため，LLU

に関する規制は加盟国の市場構造によって異な
ることとなった。
一方，ケーブル TVは，普及率が高い国が一
部にあり，これらの国においては米国のように，
地域通信事業者とケーブルTV事業者との間に，
設備ベースの競争が進展する可能性は存在し
た。しかし，例えば，ドイツにおいては，ケー
ブル TVの普及率が高かったものの，その大部
分を通信事業者である DTが所有していた 16。
DTは通信サービスとの競合を虞れて，ケーブ
ルモデムの展開に消極的であったため，ケーブ
ルモデムは普及しなかった。　

 15 ここでは，LLUにドライカッパーとラインシェ
アリングを含めて考察する。

 16 1999年の EU指令によって通信事業者はケーブル
TV事業の分離を求められたため，DTもケーブ
ル TV事業を手放した。

5.2　英国の「機能分離」と構造分離政策の評価

このようにブロードバンドの普及が日米に立
ち遅れ，また競争事業者による LLUを利用し
た DSLサービスの提供も拡大しなかった（表
7）。このため EUにおいては，構造分離を巡る
議論が活発化した。
その口火を切ったのは 2.4節で紹介したよう

に，英国である。BTは，Ofcomの圧力を受け
て，BTの社内で自律的にアクセス設備事業を
運営する Openreachを設立した。EU自体の構
造分離に対する評価は揺れ動いた 17が，「2006

年規制見直し」作業 18の中で，行為規制によっ
ても公正競争が実現困難な場合，例外的な是正
措置として，機能分離を採用することを提案し
ていた（EC [2007]）。ERG（European Regulatory 

Group）19は，2007年 10月，機能分離は差別的
な取扱いの禁止などの行為規制のみでは十分で

 17 情報通信担当の EU委員である Redingは当初，
機能分離を含めた広義の構造分離を提案していた
（Reding [2006a]）が，自分の主張は機能分離であ
ると軌道修正している (Reding [2006b])。

 18 EUが 2003年に導入した規制体系（2003年情報
通信フレームワーク）においては，その発効日か
ら 3年以内に見直しを行うことが義務づけられて
おり，新しい見直し案の 2009年発効を目指して
作業が進められている。

 19 ERGは，2002年に EUと加盟国の規制機関との
情報通信分野の規制政策に関する意見交換・調整
のために設けられた（http://www.erg.eu.int/Default.
htm）。

表 7　LLUの利用状況
（2008年 9月末現在）

区　分
ドライカッパー ラインシェアリング 計

メタリック
回線

数総回線数に占める
比率（%）

2004年
6月末

2008年
9月末

2004年
6月末

2008年
9月末

2004年
6月末

2008年
9月末 2004年 2008年

英国
回線数 7,580 1,448,407 6,270 3,635,323 13,850 5,083,730 21,035,169 0.1 24.2

割合（%） 54.7 28.5 45.3 71.5 － － － － －

ドイツ
回線数 650,000 7,900,000 0 100,000 650,000 8,000,000 29,200,000 2.2 27.4

割合（%） 100.0 98.8 0.0 1.3 － － － － －

フランス
回線数 13,066 4,574,000 711,754 1,434,000 724,820 6,008,000 21,000,000 3.5 28.6

割合（%） 1.8 76.1 98.2 23.9 － － － － －

出所：ECTA[2009]を基に作成
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ない場合に限って，十分なコスト・便益分析を
実施した上で，各国の実情に応じて導入を検
討すべきであるという見解を表明した（ERG 

[2007]）。また，ERGは株式分割を伴う構造分
離には明確に反対している。
機能分離案に対して，フランスやスペインな
どの ERGメンバーは，自国での機能分離を拒
否している。また，ドイツの経済技術省（Ministry 

of Economics and Technologies）も機能分離自体
を否定している。他方で，スウェーデンやイタ
リアなどでは機能分離が実施された。
このようにEUにおける機能分離への対応は，
加盟国間で大きく異なる。これは，OECDの議
論（OECD[2003]）にあるように，構造分離の
検討に当たっては，構造分離の費用／便益の分
析が不可欠である（表 8）が，これまでの分析
が抽象的なものに止まり，「便益が費用を上回
るということは実証されていない」という域を
出ていないことにも一因がある。EUの一員で
あるオランダの規制機関である OPTAも，垂
直統合に関する先行研究をサーベイして，構造
分離政策の検討ステップを示している（OPTA 

[2004]）が，まだ具体的な分析には至っていな
い。ここでは，機能分離を実施した英国におい

て，機能分離を否定しているフランスに，LLU

の利用がようやくキャッチ・アップしつつある
のに過ぎない（表 7），という市場の実態に注
目し，行為規制に加えて，構造分離を採用する
ことが競争促進上大きな効果があるとは，必ず
しも言えない，ということに留意しておきたい。

6.　ブロードバンド市場における構造分離

6.1　ブロードバンド市場と構造分離

以上，日米欧のブロードバンド市場の構造
と，構造分離政策を比較分析してきたが，独自
のケーブル TV政策と，ケーブルモデムと DSL

との非対称規制によって，ケーブル TV事業者
と地域通信事業者との間の設備ベースの競争が
進展し，結果として構造分離政策が無意味と
なった米国のケースは，特殊な制度的な要因が
特殊な市場を形成したものであり，他国におけ
る政策形成への含意は限られている。
そこで，ここでは日欧の比較を中心として，
議論を展開することとする。これまでの分析に
基づけば，以下のように考えることができる。
わが国のブロードバンド市場において，東西
NTTに対するラインシェアリングとコロケー
ションの義務づけ以降，ソフトバンクの積極的
なマーケティングとも相まって，DSLが急成
長した。その DSLや電力系事業者との対抗上，
東西 NTTが FTTHについても安価な価格設定
を行い，結果として FTTHが急速に普及してき
ているということである。わが国のブロードバ
ンドの発展に寄与した要因は，NTTの構造分
離ではなく，LLUの義務づけをはじめとする
行為規制にあったということができる 20。
一方，比較的ブロードバンド化が遅れた EU

諸国において，BTの機能分離を実施した英国
よりも，機能分離に否定的なフランスなどの方
が，ブロードバンドの普及が進展を見せている

 20 構造分離を危惧した NTTが，行為規制に対して
受容的になったということもできる。

表 8　構造分離の費用／便益の分析
便益 費用

• 非差別的取り扱いの徹底 • 巨額の実施費用が発生
• 内部相互補助の排除 • 不可逆性
• 反競争的な行為の排除に
よる競争の促進

• ブロードバンドの発展
への悪影響

• 行為規制よりも単純 • 規模の経済・範囲の経
済の喪失

• 経営者・規制当局は卸売
りネットワークに専念可

• ネットワーク改良のイ
ンセンティブの喪失

• 規制コストの削減 • 抱き合わせのメリットの
喪失

• 構造分離した企業相互
間の取引費用の発生

• ホールドアップ問題の
発生

出所：OECD [2003]を基に作成
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ということは，やはりブロードバンドの普及の
面での構造分離政策の有効性に疑問を投げかけ
るものである。
こうした分析を補強するものとして，構造分
離政策の原点に立ち帰って，POTSとブロード
バンド市場の相違について検討を加える。

6.2　POTSとブロードバンド市場の相違

ブロードバンド市場における構造分離政策を
検討するに当たり，留意しなければならないの
は，POTSとブロードバンド市場の相違である。
ブロードバンドの普及に伴って，物理層，サー
ビス層，およびコンテンツ層のレイヤー別分離
が進展するにつれ，POTSにおける地域通信／
長距離通信の区分は無意味となってきた。

POTSを構成するのは，加入者回線（銅線），
および市内交換機という成熟した技術であり
（図 3），基本的にはこれ以上の技術革新は期待
できない。従って，構造分離も加入者回線と市
内交換機のインターフェース部，あるいは市内
交換機の出口など固定的に設定することができ
る。しかも，成熟した POTSにおいては，アク
セス回線，すなわち，銅線の加入者回線や，市

内交換機などの設備は既に設置されており，既
存事業者，すなわち上流市場の事業者は基本的
に新たな設備投資を必要としない。従って，ホー
ルドアップ問題や調整問題・取引費用の問題は
考慮する必要性がないということである。
これに対して，ネットワーク自体が自律分散
的に形成され，交換機に代わってルーターが
ルーティング機能を担うインターネットにおい
ては，地域通信／長距離通信の区分が存在しな
い。音声自体もインターネットにおいては，様々
なコンテンツの 1つとして扱われることから，
POTSにおけるように地域通信／長距離通信に
区分することは不可能である。インターネット
において，唯一残る区分はネットワークとネッ
トワークへのアクセスということになる。従っ
て，構造分離の議論は既存の事業者のアクセス
部門の取り扱いということになる。
しかし，ブロードバンドのアクセス技術は革
新の途上にある。銅線，ケーブルモデム，携帯
（第三世代），WiMAX，FTTxなど様々な技術が
次々登場し，いずれが市場を制するかは現時点
予測困難である。しかも，一口に FTTxといっ
ても，VDSLのように光回線とビル内の銅線と

POTS

GC

ZC ZC

GC

NGN
(IPv6)

FTTx

WiMax

ISP(IPV4)
NGN

(IPv6)

図 3　POTSとブロードバンド
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を接続して利用するもの，1芯の光回線を複数
の利用者で共用するもの，1芯の光回線を専有
するもの，あるいは，1芯の光回線を波長多重
等の技術を用いて高度利用するものまで，多様
なサービスが存在する。従って，どの技術を利
用した，どの事業者のどの設備がボトルネック
となるかは，技術革新に依存している。例えば，
わが国の FTTHにおいて，ダークファイバーの
提供義務を１芯の光ファイバー単位とするか，
あるいは東西 NTTが小売市場において，「プラ
ン 1ハイパー」などの商品名で 1芯を 8ユーザ
で共用するタイプのサービスを提供しているこ
とから，共用サービスをアンバンドリングして
提供すべきであるという議論もある。つまり，
市場の画定に基づく市場支配力の認定が簡単で
はないということである。しかも，仮に市場を
画定し，市場支配力を有する事業者が存在する
と認定されたとしても，どこで構造分離をする
のが適当か一義的には決まらない。
さらに，インターネット技術も日進月歩で
あり，ネットワーク側も従来の ISP網のよう
な IPV4と NTTが導入を進めている IPV6が併
存し（図 3），様々なアクセス技術との間の調
整も複雑化している。さらに，こうした設備は
既存事業者側でも基本的に建設途上の設備であ
り，これから巨額の新規投資が必要とされ，そ
の設備の仕様・品質についても，下流市場の事
業者との調整が必要となる。つまり，ブロード
バンドにおいては，成熟した POTSにおいては
重大な問題とならなかった，ホールドアップ問
題，調整問題・取引費用の問題を考慮する必要
性が高いということである。

6.3　ブロードバンド市場と構造分離政策

構造分離政策については，これまで産業組織
論・競争法の視点から種々論じられてきた 21。近

 21 構造分離政策に関する理論的な推移については，
Riorden [2008]が簡潔に整理している。

年の議論で共通しているのは，冒頭でも紹介し
たが，垂直統合によってホールドアップ問題，
調整問題・取引費用などを解消することによる
事業者の「効率性」と，構造分離によって実現
が期待される公正競争の成果（「公共性」）との
バランスである。このバランスを論じた文献は
数多いが，ここでは NGNとの関係で構造分離
を評価した Caveの研究（Cave [2008]）と取引
費用の経済学 22に依拠して議論を進める。

Caveの論点は，
（1） 構造分析に基づく規制が，逆に構造を規

定する，
（2） ブロードバンドは POTSと異なり，巨額

の新規投資を必要とする，
（3） 既存事業者の投資インセンティブの確保

が問題となる，
（4） 卸売事業と小売事業の間の調整問題が課

題となる，
（5） 垂直統合から生じる競争上の問題の大部

分は，行為規制によって解決可能である，
の五つに集約される。第一の論点は，本稿の
分析でも確認したところであるが，規制が
構造を規定していることである。初期産業
組織論におけるハーバード学派の出発点は
Structure⇒ Conduct⇒ Performanceのパラダイ
ムにある。電気通信においては，既存の事業者
が上流市場において支配的であるという市場構
造から，規制の必要性が論じられてきた。しか
し，同時に，現在の市場構造（Structure）自体
が規制の結果もたらされたものではないかとい
う認識が重要である。すなわち，垂直統合した
事業者に対して，ボトルネック設備を有すると
いうことで，行為規制・構造分離規制を課して
きたが，その結果，ボトルネック設備と考えら
れた設備が技術革新の結果「複製可能」になっ

 22 本 稿 で の 議 論 に は，Carlton & Perloff [2005]，
Williamson [1975，1985]，小田切 [2000]などが参
考になる。
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たとしても，ボトルネックにとどまってしまう
ことである。これまで，垂直統合が問題となっ
た産業とは異なり，電気通信においては，技術
がダイナミックに変化しているという特徴があ
る。POTSの時代には，技術が比較的安定して
いたことから，垂直統合をめぐる議論も比較的
単純であった 23が，6.2節で指摘したように，ブ
ロードバンドでは技術革新が激しく，アクセス
技術も銅線を利用した DSLから，ケーブルモ
デム，FTTx，WiMAX，携帯電話の LTE（Long 

Term Evolution）など多様な技術が登場してい
る。そのような中で，わが国のように FTTHに
対してアンバンドリングなどの行為規制に加え
て，構造分離を実施すると，芽生えつつあった
FTTHにおける設備ベースの競争が阻害され，
結果として，FTTHがボトルネック設備と化す
虞がある。また，Caveは同様に，Openreachの
創設という機能分離が，FTTxへの移行を妨げ
ていると主張している。
第二の論点は，ブロードバンドにおいては，
ボトルネック設備についても長期にわたる巨額
の設備投資が不可欠であるということである。
DSLは銅線の加入者回線の品質次第で，
（1） 伝送品質が不安定である，
（2） 利用できる地域が限定されている，
（3） アップロードの速度が遅い，
などの限界がある。従って，ブロードバンド
への固定的なアクセス手段としては DSLに代
わって FTTxが有力である 24が，これは新規に
建設される設備であり，巨額の設備投資を必要
とする。従って，Caveの第三の論点である当
該事業者に対する投資インセンティブの確保が
課題となる。
この巨額投資の必要性と投資インセンティブ

 23 POTSにおいても，デジタル技術の発展に伴い，
ボトルネック設備の範囲は「市内通信設備」から
「加入者回線」へと縮小してきている。

 24 事実，わが国においては，DSLから FTTHへの移
行が進んでいる。

問題は，第四の論点である卸売事業と小売事業
との間の調整問題につながる。ボトルネック
設備の卸売部門とその他の部門を構造分離した
場合の問題である。ブロードバンドのような高
度なネットワークサービスの場合，ボトルネッ
クと考えられるアクセス設備とそれを利用した
ネットワークサービスの間の相互調整が不可欠
であるが，構造分離はこれを困難にし，冒頭で
議論したホールドアップ問題が現実になる虞が
ある。その解決には取引費用が発生する。

Williamsonは取引費用発生の要因として，
限 定 合 理 性（Bounded Rationality）， 複 雑 性
（Complexity）と不確実性（Uncertainty），機会
主義（Opportunism），少数性の原則（a Small-

Number Condition）および，情報の偏在性
（Information Imperfectness）の五つを挙げ，そ
の結果生じる取引費用を削減するものとして垂
直統合された企業組織が有利になると主張す
る（Williamson [1985]）。さらに，設備投資に資
産特殊性（Asset Specifi city）がある場合には，
垂直統合がより有利になるとしている。ここ
で，資産特殊性とは，「特定の取引相手に関し
て行われる耐久資産への投資」と定義されてい
る。Caveの議論は必ずしもこのWilliamsonの
考え方に沿って展開されている訳ではないが，
Williamsonの考え方に基づいて補強することに
より，より説得力が増すと考えられるので，以
下，個別に考察する。

FTTxへの投資は，資産特殊的な投資問題そ
のものである。Williamsonは資産特殊性を，場
所（Site），物理的（Physical），人材的（Human），
および専用性（Dedicated Assets）の四つに区分
しているが，FTTxは人材的を除くいずれにも
該当する。FTTxの卸売設備に対する投資は，
FTTxの小売事業者向けに建設されるものであ
り，一旦建設されると，他の用途には転用不可
能な埋没費用（Sunk Cost）となる。しかも，わ
が国のように，既存事業者に対しては FTTHの
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卸売商品（ダークファイバー）の提供義務を課
している一方で，小売事業者側には継続使用の
義務（Commitment）がない場合には，小売事
業者側の機会主義的な行動を誘発する可能性が
高い。例えば，自社の FTTHの利用者が地域的
に散在している段階では，既存事業者の卸売商
品を利用し，自社の利用者の加入密度が一定の
比率に達した段階で，自前の FTTx設備に切り
替えることが可能である。その結果，既存事業
者は他に転用不可能な FTTH設備を，未償却な
状態で抱え込むことになる。これは，現在議論
されているような FTTHの 8分岐の 1分岐単位
での提供の義務づけが行われると，余計に顕著
な形で実現することになる。つまり，小売事業
者側の機会主義的な行動を助長することにつな
がる。
その結果，既存事業者の FTTHに対する設備
投資が社会的に見て，過小な水準にとどまる危
険性が出てくるが，この問題を解決するために
は，詳細に取引条件を契約で定める必要があり，
多大の取引費用が発生することになる。従って，
取引費用を回避するためには，既存事業者の垂
直統合を維持することが好ましいという結論が
導かれる。
さらに，構造分離に伴って，日常の業務運営
や投資に関して調整が必要となるという問題も
ある。市場における消費者の需要動向に応じて，
整備する設備の仕様，品質，規模，地域などが
決まってこなければならないが，小売市場に関
する十分な情報を持たない卸売事業者は，最適
な投資をすることができない。例えば，卸売事
業者はエンドユーザーとの直接的な接点を持た
ないので，需要に関しても，小売事業者の言い
分に従わざるを得ないが，投資に関するリスク
を負わない小売事業者の予測は過大，且つ必要
以上の高品質になりがちである。これを契約で
解決しようとすると今度は，取引費用の問題が
生ずる。

第五に，既存事業者による価格差別は基本的
に行為規制の問題であり，構造分離によって是
正しようとする非価格差別も，行為規制によっ
て対処可能だという Caveの指摘も，NTTの再
編成後の加入者回線のアンバンドリング，コロ
ケーション，あるいは管路などの提供義務など
の行為規制が，DSLにおける競争の進展に貢献
したというわが国の経験，あるいは，機能分離
を行った英国よりも，機能分離を行わないで，
行為規制を強化した，フランス，ドイツの方が
LLUによる DSLの競争が進展しているという
分析を裏付けるものである。

7.　まとめ

以上日米欧のブロードバンド市場の分析に基
づいて，構造分離政策を検討してきた。そこか
ら，導かれる結論として重要なものが二つある。
その第一は，ブロードバンド市場は POTS市場
と異なり，技術的にも変化の激しい市場であ
り，固定的な市場を前提とした構造分離政策の
採用には慎重でなければならないということで
ある。特に，技術的な流動性が高いということ
は，ホールドアップ問題・取引費用の問題が深
刻になる虞があり，その点からもブロードバン
ド市場に対する構造分離政策の適用には，慎重
でなければならないという結論が導かれる。
少なくとも，1950年代のハーバード学派の

SCP（Structure-Conduct-Performance） パ ラ ダ
イムを単純に適用して，NTTが FTTHの卸売
市場においてシェアが高いことを根拠として，
NTTを構造分離すべきである，という単純な
議論からは脱皮する必要がある 25。同時に，シカ
ゴ学派のように，垂直統合が効率性を改善する
という，これまた単純な議論に与することもで
きない。Williamsonの取引費用の考え方なども
取り入れて，構造分離の費用／便益分析を具体

 25 産業組織論の系譜については，植草 [1995]，小田
切 [2001]などに詳しい。
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的に展開し，冷静，かつ論理的な結論を導くこ
とが求められる。
第二に，現在のブロードバンド市場の構造そ
のものが，規制政策の帰結であり，現在の市場
構造を前提として構造分離政策を正当化するこ
とはできないということである。
また，本稿では詳述しなかったが，サービス
ベースの競争に対して設備ベースの競争が好ま
しいにも拘わらず，構造分離が設備ベースの競
争を阻害するという点も忘れてはならない。

［注］ 本稿は，（財）電気通信普及財団の研究
助成に基づく研究の成果の一部を取りまと
めたものである。
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は じ め に

みなさんこんにちは。駒澤大学グローバル・
メディア・スタディーズ学部の芝崎です。この
授業は「グローバル・メディア・スタディーズ
（GMS）概論」ということで，オムニバス形式
の授業となっていますが，先生の担当する回で
は毎年，ニュースウォッチ，リーディング，メ
ディアウォッチを組み合わせた，独自の形式の
授業を行っています。
この形式の授業は，これまで 2回行ってき
ました。2007年は「マイケル・ムーア vs.ソ

クラテス」という授業でした。昨年の 2008年
は「FORTUNE500vs.丸山眞男」という授業で
した。この 2回の授業の記録は，GMS学部の
紀要（GMS学部の教員や学生の研究発表の場）
である『Journal of Global Media Studies (JOGMS)』
の第 2号 1，第 3号 2 に掲載してあります。
『JOGMS』は，学部のウェブサイトから，PDF

ファイルで入手することができます。今年は 3

回目ということで「アル・ゴア vs.夏目漱石」
と題した授業を行います。

先生の専門分野は，国際関係論，国際文化論，
国際関係思想史，グローバル交流論です。最近
は，ソフト・パワー論，ケネス・ウォルツ論，
＜帝国＞とマルチチュード論，国際関係認識論，
箱根会議の研究，などを行っています。詳細は，
先生の個人ウェブサイト 3で確認して下さい。
さて，先生はこの学部では，「GMS国際関係
研究入門」というゼミを担当しています。講義
としては，この GMS概論のほか，1, 2年生向
けの「国際関係とメディア」，2, 3, 4年生向け
の「グローバル交流論」「グローバル市民社会論」
を担当しています。GMS概論では，「国際関係
とメディア」のフォーマットと，「グローバル
交流論」「グローバル市民社会論」のフォーマッ
トを足して 2で割ったような，授業を行ってい
ます。
先生の講義は，通常大学で行われる一般的な
スタイルのものとは少し異なります。通常の大
学の講義は，講師の話を一方的に聴き，ノート
をとるという，「一方向的・対面式」のスタイ
ルが普通です。もちろん，レスポンスカードに
感想を書き入れたり，質問したり，コメントを

GMS講義ノート

国際関係・世界政治とメディア (3)

Komazawa_GMS_Prof.Shibasaki.indd   37Komazawa_GMS_Prof.Shibasaki.indd   37 2010/03/15   17:13:282010/03/15   17:13:28
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最後に書いて提出したりすることもあるでしょ
うし，途中でスライド，映像を見たり音楽を聴
いたりすることもあると思いますが，「講義を
受け身で聴く」という点は基本的にはかわらな
いと思います。
その一方で，先生の講義は，90分間をいく
つかの「セッション」にわけて，テスト形式で
行います。テストをやったあとは，先生がスラ
イドを用いて解説をします。テストの題材は，
ニュース記事，論文，古典的な文学作品からマ
ンガに至るまで多種多様です。また，映像や音
楽も広くとりいれますが，これもまた，一方的
にそれをただ見るだけでなく，「分析」をして
もらいます。単なる「鑑賞」ではなく，そこに写っ
ているもの，聞こえてくることに対して，知性
と感受性をフルに活用して向き合い，自分が受

け止めたことは何かを即座に言語化してもらう
のです。
通常のセッションとしては，(1)ニュース
ウォッチ，(2)リーディング，(3)メディアウォッ
チが軸となります。(1)のニュースウォッチで
は，主に新聞・雑誌・Webの記事を使って，5, 

6分という比較的短い時間で，その記事の内容
を要約してもらいます。はじめのうちは，5分
間で読み終わることさえできない，という人が
多いですが，これを繰り返していくと，ポイン
トだけ的確におさえて，まとめられるように
なってきます。

(2)のリーディングでは，ニュースウォッチ
よりはやや長めの文章を，12－ 15分くらいか
けて読んでもらい，いくつかの問題に対する答
えと感想を書いてもらいます。こちらも，はじ

駒澤大学
グローバル・メディア・スタディーズ学部

GMS概論
２００９年度　前期（土・２限）

担当　芝崎　厚士
第６回　世界政治・国際関係とメディア
アル・ゴア　VS　夏目漱石

世界の「真実」を読み解く武器としての
「私の個人主義」

スライド 1

配布物
（１）レジュメ　２枚
（２）解答用紙　１枚

※後ろに回してください。
※後から来た人、一番前の列（２カ所）に同じ
ものを置いておくので、各自取りに来るこ
と。

※各自協力して配布・回収してください。

スライド 2

本日のテーマ
• 国際関係・世界政治とメディアの
かかわりを、①ニュースウォッチ
②メディアウォッチ③リーディン
グで理解する

• 「世界の見方」「世界の考え方」
を考える

• よりよい世界を作るには、どうし
たらいいのか。どういう姿勢が必
要か。

スライド 3

自己紹介
専門：国際関係論、国際文化論、国際関
係思想史

HP：h t t p : / / www 5 . p l a l a . o r . j p /
shibasakia/index.htm
最近関心があること：カントの平和論、ソ
フト・パワー論、「恐怖」と文明論、＜帝
国＞・マルチチュード・＜共＞論、今日や
ること。
今日やること：国際関係・地球政治を動か
すメディアの力、どう理解し、分析する
か。

スライド 4
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めは読み終わるのも難しいという場合が多いの
ですが，毎週積み重ねているうちに，みなさん
自身も驚くほど，素早く内容を理解し，まとめ，
考えることができるようになります。

(3)のメディアウォッチでは，多彩な映像や
音楽が題材です。メディアウォッチでよくやる
のは「3分間作文」というスタイルです。場合
によっては 5分間にすることもありますが，見
聞きした映像や音楽について，見終わった瞬間
に，思ったこと，感じたこと，考えたことを，
どんなことでもよいので頭の中からぜんぶ吐き
出すつもりで一気に書ききってしまうというの
が「3分間作文」です。これも，最初慣れない
うちは，自分の思ったことを言葉にするのが
難しいと感じることがあるかもしれませんが，
やっていくにつれて徐々に，言語化できるよう
になっていきます。
こうして自分の知性や感性を言葉に残してい
くことは，しだいに一種の楽しみにさえなって
いきます。ある学生の答案には，慣れてくると
「クライマーズ・ハイ」ならぬ「ライティング・
ハイ」の状態になってきます，と書いてありま
したが，自分の感じたこと，考えたことを文字
で表現していくのは，いってみれば粘土やレゴ
ブロックで，あるいはダンスや唄で自分の頭の
中に浮かんだイメージを即興で表現するのと同
じことです。最初はつらいかもしれませんが，
慣れてくるとみなさんの表現欲を充たしてくれ
るような楽しい行為になっていくのではないか
と思います。
こうした，ニュースウォッチ，リーディング，
メディアウォッチをやる際の約束事は，2つあ
ります。
第一に，手を動かすということ。つまり，
ニュースウォッチやリーディングで文章を読ん
だり写真を見たりする時に，目でそれらのテキ
ストを追うだけでなく，線を引き，丸を付け，
蛍光ペンを引いたり，書いてあることを自分な

りにイラストで表現してみたりと，とにかく手
を動かしながらやる，ということを意識して下
さい。
これまでのみなさんの先輩たちを見ていて
も，目で追っているだけだと，眠くなったり，
自分がどこまで読み，どこがわかって，どこが
わからないかがわからなくなったりしているよ
うです。とにかく目と手を両方動かして必死に
なって書き込んでいきましょう。
また，目と手を同時に動かすということは文
章の理解力を飛躍的に高めるための秘訣でもあ
ります。「頭を使って体を動かす」のではなく
「体を使って頭を動かす」というのが直立二足
歩行をして以来飛躍的に脳の容積が大きくなっ
ていった人間の進化の歴史にもかなったことだ
と思います。とにかく「目と手」。これを意識
しましょう。
第二に，「宝探し」という意識を持つこと。
つまり，与えられた文章や映像の中で「何が
重要なのか」，「どこに注目するべきなのか」
を発見しようという姿勢で挑む，ということで
す。
おそらく初めのうちは，自分が重要だと思っ
たところと先生が重要だと指摘したところがず
いぶん違ったりすると思います。あるいは自分
が重要だと思ったことと，先生が重要だと思っ
たことが同じでも「なぜ，重要なのか」とか「そ

【今日の授業】
◎読んで、書いて、聴いて、見
て、感じ取って、考える。

◎９０分でどれだけその作業に集
中できるか、に挑戦する。

◎B4両面が真っ黒になるくらい
メモをとり、ノートをとる（色遣
いなど工夫、丸写しではなく自分

なりにアレンジ）。
◎時間内に集中してやり抜く

スライド 5
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のことの中の何が，重要なのか」が全く違った
りするかもしれません。
もちろん，先生の解釈だけが唯一絶対である，
ということは必ずしもないのですが，そうした
「ずれ」から，ある視点でどうものを見ている
か，なぜそれが重要なのか，を知ってほしいと
思うのです。また，その重要性を見抜くにはど
ういう知識や力が必要なのかも考えてほしいで
すし，そうした知識や力を身につけるにはどう
したらいいかということにも考えを巡らせてほ
しいのです。そこからみなさん自身の成長が始
まります。
これで，この授業で何をしなければならない
かがわかったと思います。では次に，ニュース
ウォッチ，リーディング，メディアウォッチを
通して何を考えていくのか，つまりこの授業の
テーマが何なのかを説明します。
この授業のテーマは「世界の見方」「世界の
考え方」を考えるということです。そして，よ
りよい世界を作るためのよりよい世界の見方や
考え方とはどういうものか，そしてそうした世
界の見方，考え方を育てていくにはどうしたら
よいのか，ということをみなさんに考えるきっ
かけにしてほしいと思っています。このことが
どういうことを意味するのかは，授業を進めて
いくうちに，徐々に見えてくると思います。

さて，注意書きはこれくらいにして早速始め
ましょう。いろいろお話しましたが，この授業
は忙しいと同時に，夢中になってやるとだんだ
ん楽しくなってきます。だまされたと思ってま
ずはどんどんやってみて下さい。90分間集中
して作業し，B4両面が真っ黒になるくらいま
で書いて下さい。

セッション 1　ニュースウォッチ　アル・ゴア

と『不都合な真実』

ではニュースウォッチに入りましょう。次の

問いに答えて下さい。

(1) 資料 A「元米副大統領　アル・ゴア～温

暖化の危機は，改善のチャンス」4を読み，

重要だと思うこと，印象に残ったことを

書け（5分）

【重要】体を使って頭を使うこと。線を引き

丸をつけ，マークしながら読む。

(2) 映画または本で『不都合な真実』を見た

り読んだりしたことのある人は，簡単に

その印象を書きなさい。（おまけ）

では「はじめに」で述べたことを念頭に置い
て，さっそく始めましょう。

（5分経過）

はい，時間です。では，解説に移ります。

アル・ゴアについては，ご存じの方も多いと
思います。というよりも，知らない方が恥ず
かしいくらいの人物ですね。1993－ 2000年の
クリントン政権の時の副大統領で，2000年の
次期大統領選挙では民主党の大統領候補として
共和党のブッシュ（子）候補と最後まで激戦を
展開，僅差で敗れました。以前から環境問題に
深い関心を持ち，政治家として取り組みを進め
てきた人物であり，この『不都合な真実』をは
じめとする一連の環境保護活動によって，2007

年にノーベル平和賞を受賞しています。
『不都合な真実』は 2006年に書籍 5として発

 4 元米副大統領　アル・ゴア～温暖化の危機は，改
善のチャンス（http://trendy.nikkeibp.co.jp/lc/jidai/
070118_gore/index.html）2007年 1月 18日（取材・
文＝大橋 希　撮影＝沼田 学）

 5 Al Gore, An Inconvenient Truth: the planetary 
emergency of global warming and what we can do 
about it, Rodale Press, 2006（枝廣淳子訳『不都合
な真実　切迫する地球温暖化，そして私たちにで
きること』ランダムハウス講談社，2007年）.
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表されて大きな話題を集めたあとデイビス・
グッゲンハイム監督によって映画化，世界中で
公開され，大きな注目を集めました。
この映画および原作の書籍は，ゴアが世界
各地で 2000回以上も行ってきた講演がもとに
なっています。みなさんの中には『不都合な真
実』をすでに映画や本で見たことのある人も
いると思います。講演といっても，ただゴア
が出てきて話をするだけでなく，彼が Appleの
ノートブック（現在のMacBook Proではなく，
PowerBook G4）と Keynoteというプレゼンテー
ション・ソフトを使って，さまざまな図表，映像，
音楽，画像などを効果的に組み合わせながら行
う内容で，温暖化を中心とした地球環境問題に
関する説明を，見やすく，わかりやすく，見る
側を楽しませながら進めていきます。

では，順番に即して内容を整理しましょう。
まず「1　地球がおかしい」ですが，ここで
は映画の主題である地球温暖化と映画の基本的
な情報を説明しています。つぎに「2　足りな
いのは『行動する意思』」では，この映画の狙
いが「行動する意思」を持つことを促すことに
あること，映画化はゴア自身が望んだことでは
必ずしもない（少なくとも，ここを読む限りで
は）こと，さらにプレゼンテーションがエンタ
テイメント的な要素を持っていること，がわか
ります。
「3　政治システムを変えるための方法論」で
は，政治家としてのゴアの温暖化問題に対する
行動と映画作成のきっかけ，そしてゴアの「人
間の魅力」が映画から感じられることがわかり
ます。「4　京都議定書のホスト国に課せられた

II　セッション１　ニュースウォッチ　アル・ゴアと『不都合な真実』

（１）資料A「元米副大統領　アル・ゴ
ア～温暖化の危機は、改善のチャン
ス」を読み、重要だと思うこと、印象
に残ったことを書け（５分）　

【重要】体を使って頭を使うこと。線を引
き丸をつけ、マークしながら読む。

（２）映画または本で『不都合な真実』
を見たり読んだりしたことのある人は、
簡単にその印象を書きなさい。（おま
け）

スライド 6

•１：アル・ゴア（元アメリカ副大統
領、2000年の大統領選挙ではブッシュに
僅差で敗れる）の講演(PowerBookG4 & 
Keynote)を映画化した作品
•２：「行動する意思」を訴える、プレゼ
ンテーションというエンタテイメント
•３：大学時代の講義＋政治家としての行動
＋人間としての魅力（息子の交通事故）
•４：ブッシュ政権（温暖化とCO2の関係
を意図的に否定）との対抗関係、「機
会」としての「危機」　「私たちにはでき
る」(Yes, We Can ?)

スライド 7

スライド 8

スライド 9
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義務を問う」では京都議定書とアメリカの関
係，つまりゴアが政権の座にあった時期に京都
議定書に調印したアメリカは次のブッシュ政権
の際に議定書から離脱したこと，警鐘を鳴らす
だけでなく行動を起こすべきであり「科学者の
アドバイスに従って」温暖化対策を練る必要が
あるということ，現在のオバマ大統領の言葉を
思い出させるような「私たちにはできる」とい
う言葉をゴアが使っていることなどが主な内容
です。
さて，こうした見解はみなさんも中学校や高
校の時にいろいろな形で聞かされてきたのでは
ないでしょうか。また普段テレビやネット，雑
誌などでも温暖化については目にする機会は非
常に多いと思います。また，日常生活をはじめ，
さまざまな NGO，ボランティアなどを通して
実際に環境問題に関する行動を起こしている人
も少なくないと思います。
この授業の目的は，そうした「エコ」に関す
る知識を学ぶことや温暖化対策として最良のこ
とは何かをみんなで考えることにはありませ
ん。問題はゴアの思想と行動の意味，そしてそ
れを映画や本といったメディアで受け取る我々
のあり方なのです。
ともかく，この記事に書いてあったゴアの意
見やこの記事を執筆した記者の意見をよく頭に
入れておいて下さい。その上で次のメディア

ウォッチに進みましょう。

セッション 2　メディアウォッチ　映画『不都

合な真実』の映像分析

さて，ではメディアウォッチに移ります。

次に，これから実際に映画『不都合な真実』
の (1)映像分析をしてみましょう。映画の中で
も序盤の見せ場となっているシーンを 14分ほ
ど見てもらい，そのあと (2) 3分間作文で自由
に感想を書いてもらいます。

ここで注意したいことは 2つあります。第一
にこれは「映像鑑賞

4 4

」ではなく「映像分析
4 4

」で
あるということ，第二に「3分間作文」につい
てです。

大学の講義で映像を使う場合，見る側はつい
つい何もせずぼーっと見て，漠然といろいろな
ことを考えてそれで終わりということになりが
ちです。これを単なる映像「鑑賞」と呼ぶならば，
この授業でやってほしいことは映像「分析」で
す。といっても，難しいことは何もありません。
まず，ひたすらメモを取るという習慣をつけ
て下さい。メモを取りながら見ると同時に，見
ながらメモを取るということです。照明を落
としますので暗いと思いますが，プロの評論家
やジャーナリストは，そうした暗がりでもしっ
かりメモを取る技術を身につけています。みな
さんもプロになったつもりでメモを取りましょ
う。
メモを取るときには固有名詞，名前，場所，
数字にまず気をつけること。また，その時々で
印象に残った言葉も重要です。言語が日本語以
外である場合は，字幕だけでなく元の言葉では
どういう表現をしているかということにも，留
意しましょう。
ただし，メモを取ることに忙しくなりすぎて

III　セッション２　メディアウォッチ　映画『不都合な真実』の映像分析

　 次に、これから実際に映画『不都合な真
実』の（１）映像分析をしてみましょう。映
画の中でも序盤の見せ場となっているシーン
を１４分ほど見てもらい、そのあと（２）３
分間作文で自由に感想を書いてもらいます。

　 映像鑑賞（なにもせずぼーっと見る）ではな
く、映像分析へ：①メモを取りながら見る、見
ながらメモを取る（暗がりでも！プロの学者、
評論家やジャーナリストがやっていること）：
固有名詞（人の名前、場所など）、数字などを
特に②何がどう写されているか、人間の表情や
しぐさに注目。

スライド 10
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画面を見逃してしまわないようにしましょう。
映像を通して学ぶことは，単なる知識や情報だ
けではありません。出てくる人の目つき，顔つ
き，表情の変化，話し方などもとても重要です。
ある場合には「何を話しているか」よりも「ど
ういう目をしているか」「どういう表情をして
いるか」の方がはるかに重要であるということ
もあり得るのです。人間も生き物であり，感情
によって動かされていることも多い存在です。
そうである以上，人の話から情報だけを抜き取
ろうとしすぎると，かえって大事なことが抜け
落ちてしまうこともあります。
このほかに重要なことは，映像，音楽，画像
をつくり，編集し，提示している側がいったい
どういう意図で何をめざしているのかを見抜く
ことです。みなさんも他の授業などで自分で映
像を作ったりすることもあると思いますが，ど
のような作品にも作る側の意図や主張が込めら
れているものです。ある人物の映像をある方向
から 3分間撮影し，それを 15秒間だけ使う時に，
どの 15秒を使うかという点ですでに作り手の
狙いが反映されます。そもそも，ある映像を作
品として使う時にその人物を撮影する

4 4 4 4

と決めた
ということは，他の人物を撮影しない

4 4 4 4 4

と決めた
ことを同時に意味します。つまりそれは，多種
多様な無限の広がりを持つ現実から，ある一つ
の現実のほんのごく一部を選び取った行為なの
です。
さて，そんなことを念頭に置きながら「鑑賞」
ではなく「分析」にかかって下さい。

（15分経過）

はい時間です。ではこれを見て思ったこと，
感じたこと，気付いたことなどを自由に，3分
間で書けるだけ書いて下さい。

（3分経過）

はい時間です。では解説に移りましょう。

今回見てもらったのは，先生が勝手に「グラ
フ・ショック」と名付けている一連のシークエ
ンスです。以下順番にポイントをあげてみま
しょう。

ポイント 1　「私の原点は，恩師であるロ

ジャー・レヴェルにある」

まずゴアは，自分の環境問題に対する関心の
出発点とその後の自分の活動を，真っ赤な太い
ジグザググラフによって示していきます。こ
のグラフは，彼が大学時代に教えを受けたロ
ジャー・レヴェル教授が 1957年以降長年に亘っ
て太平洋上で気象観測気球を使って行った大気
中の CO2濃度の増加量を示したものです。レ
ヴェル教授は同僚ともに，世界的に見ても最も
初期に現代文明の変化と CO2濃度の変化に何
らかの関係があることをデータによって示した
存在です。
なぜこのグラフがジグザグになるかというこ
ともここで説明しています。北半球と南半球の
陸地と緑の量の差を巧みに衛星写真で示しな
がら，地球が「呼吸」しているのだというわけ
で，実際に息を吸ったり吐いたりして見せてい
ます。このあたり，ゴアがこのグラフの意味を
「専門的」「科学的」にわかっているのだ，とい
うことを素人にさりげなくすり込むテクニック
を感じさせます。

• グラフ：大学時代に師事したロジャー・レベル教
授、世界で最初に大気中のCO2濃度を測定。「彼
は未来を予見していた」「深刻さを理解していた」
「このままいけば将来どうなるかは、火を見るより
明らかだった」ジグザクの意味（地球の「呼吸」）
• グラフにそって自分の「輝かしい業績」を紹介
• 各地での影響：写真の比較。キリマンジャロから
世界の氷河へ　 cf.「キリマンジャロの雪」（ヘミ
ングウェイ）
• 氷床コアからわかる、過去65万年間のCO2濃度と
温度の変化と、両者の関係→温暖化とCO2濃度の
動きが「一致(fit together)」（複雑な関係：相関
関係？因果関係？）　「倫理に反する」
• 私は分かっていて努力してきたのに・・・議会は
動かなかった

スライド 11
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ゴアがここで強調したいことは「自分の環境
問題に対する関心は，にわか仕込みの付け焼き
刃ではないこと」であり，また「自分は権威あ
る専門家から教えを受けており，科学的な知識
の確かさという意味ではロジャー・レヴェルの
いわば『お墨付き』を得ているのだ」というこ
とです。
ただし，「字幕ではこのまま行けば，将来ど
うなるかは明らかだ」と書いてありましたが，
ゴアの説明を聞く限りでは，ロジャー・レヴェ
ル自身が将来どうなると言ったのかには触れて
いません。「彼は未来を予見していた」「深刻さ
を理解していた」とゴアは言いますが，このま
ま放っておけば人類が滅びるのか，どういう状
況に陥るのかという点についてはレヴェルの信
頼に足る説は紹介されていないのです。実はこ
のことが，後の話に重要な意味を持ってきます。

ポイント 2　「私は，これまで数々の努力をし

てきたし，それなりに功績をあげてきた」

次にゴアは，ジグザググラフが現在に向かっ
て少しずつ「呼吸」しながら伸びていくのに合
わせて，自分が政治家としてこれまでどのよ
うに環境問題に取り組んできたかを紹介してい
きます。1976 年，1984 年，1993 年，1997 年，
2000年・・・時にはレヴェル教授に公聴会で
証言をしてもらい，クリントン政権下で副大統
領として炭素税を導入，京都議定書への署名，
CO2削減を公約していたブッシュとの大統領選
などです。
ポイント 1の話につづけてこの話を持ってこ

られると，素人考えでこれを見ている大多数の
人は「ゴアこそが環境問題を科学的に理解して
いる数少ない政治家」であり「これまでも数々
の実績を持ってきた」のであり，にもかかわら
ずブッシュに負けてしまい，ブッシュ政権は公
約を実現しようとしていない，したがって環境
問題に関してはブッシュ政権は「悪玉」であり

ゴアは「善玉」である，というイメージが確実
に植え付けられると思います。

ポイント 3　「温暖化の進行は，環境に危機的

な影響を与えている」

 ここまでで自分自身の「専門的な意味での
正しさ」と「輝かしい実績」をアピールしたゴ
アが続いて取りかかるのは，温暖化の進行がも
たらした地球環境の危機の数々です。そこで彼
が持ち出すのは，「氷河が溶けていく」という
イメージです。すなわち，キリマンジャロ，グ
レーシャー国立公園，コロンビア氷河，ヒマラ
ヤの氷河（水），イタリア，スイスのアルプス，
南米のペルー，アルゼンチン，パタゴニアなど
です。
これらの氷河の，過去と現在の写真を次々と
見せられることで「氷が溶けてしまっている。
それは温暖化による影響である。地球にはこん
なに激しい変化が起きているのか」ということ
が一目瞭然で理解できます。と同時に，ヒマラ
ヤの氷が溶けてしまうと世界の水事情に甚大な
影響が出ること，などを紹介していくことで「こ
の変化が我々の生活に大きな影響を与えてしま
う。これはなんとかしなくては，何か行動を起
こさなければ」という風な心理的な印象が強烈
に植え付けられるのです。
しかし，ここで語られていない

4 4 4

のは「個々の
ケースは本当に温暖化の影響と言えるのか，言
えるとしても氷が溶けた原因のどこまでが温暖
化の影響で，どこまでが別の要因なのか，そし
てどの原因が最大なのか」ということです。ま
た「確かに温暖化の影響で氷が溶けた」ことを
認めたとして「そのことが人類のどういう生活
のどういう面にどういう影響を与えるのか」は，
あまり厳密には説明されていません。このよう
に，映像作品を見る場合は視覚的イメージに圧
倒されてそれを鵜呑みにする前に，そこには何
が写されていて何が写されていないのか，また
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何が説明されていて何が説明されていないのか
をしっかりと見極める必要があるのです。

ポイント 4　「環境問題は，政治的な問題では

なく，モラルの問題，倫理の問題である」

さて「氷」のイメージをさんざん見せられた
後で，今度はロニー・トンプソン教授が南極の
氷床コアを用いて超長期的な地球の気温変化，
CO2濃度の変化を導き出していることを，ふん
だんに南極の「氷」を見せながら説明していき
ます。ゴア自身もそこに立ち会ったことがある
ことも，さりげなく紹介されています。
そこで出てきたのがワイドスクリーンいっぱ
いに展開されるグラフです。これは，大気中の
CO2濃度の上昇を赤く，低下を青く描いたもの
です。このグラフを見る限りでは確かに，ここ
100年ほどの CO2濃度の上昇の仕方は，明らか
にこのグラフの示す範囲でこれまでに起きた
CO2濃度の上昇とは全く違う，継続的でありか
つ絶対量も多いものであることが視覚的によく
わかります。
さらに，時間を遡って，65万年間にわたる
歴史上の CO2濃度の変化を赤線で上に，そし
て気温の変化を青線で下に描くことで，両者が
一致 (fi t together)していることを，ワイドスク
リーンをさらにワイドにしたような横長のスク
リーンを用いて説明していきます。これは「学
者の間以外で公開されるのは初めてである」と
但し書きをつけ，さらに，もちろん，「ここで
は不確かな数字は一切使っていない」という風
にして，これがいい加減な根拠に基づいたもの
ではない，ということを説明しています。
ここでさらにゴアは，ゴア自身がクレーンの
ゴンドラに乗って心憎い演出をします。現在の
CO2濃度がどれくらいかを最初はあえて示さ
ず，クレーンに乗って，グラフが伸びていくの
と一緒にクレーンを上昇させて，現在の上昇量
がとんでもないものであることを印象づけるの

です。さらに 50年後はどうなるか，というこ
とでさらにグラフを延ばし，クレーンを延ばし
つつ，グラフが画面から飛び出てしまうところ
まで上がっていきます。観客からはクレーンが
動くにつれて笑い声もあがっていますが，こう
した動きを活用することで見ている側が完全に
ゴアに誘導されていくのです。
最後にゴアは，これは政治の問題ではなくモ
ラルの問題であると言います。また，こうした
状況を許すのは倫理に反する (unethical)である
と言います。こう言われると，「温暖化の進行
を許すのは，いけないことなのだ」「政治家の
利害関係で，温暖化が進んでしまうのはよくな
いことなのだ」という風に大多数の人は思うで
しょう。
しかし考えてみて下さい。倫理やモラルとい
うのは，基本的に人間が人間に対して何らかの
言動を起こす際に要求されるものであってき
たはずです。もちろん，動物倫理学や環境倫理
学があるように，倫理やモラルの対象は非人間
であることもあります。とはいえ，では何が倫
理的で何がモラルに反しないのかと言われたと
きに，温暖化に対して人間ができることはやは
り人間社会の側のあり方を変えていくことに他
ならないはずです。ではどういう倫理やモラル
が必要なのでしょうか。それに，倫理やモラル
だけでは社会は動きません。やはり政治的な決
定が重要です。そして，政治と倫理はその性質
上一致する場合もありますが，往々にして相反
する期待や行動を人々に抱かせ促すものなので
す。
さらに，こう語っているゴア自身，依然とし
て政治家でもあることを忘れてはならないと思
います。そしてまた，以前ほどは公職に就い
てないという意味では非政治的になっていると
しても，ではゴア自身が政治家としてどこまで
モラルを守り倫理的であったかを，本人の説明
を鵜呑みにして確かめることのないまま，やり
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すごしてしまってもいけないと思うのです。こ
の点を次のセッションで考えてみてほしいので
す。

ポイント 5　「弁論術」としてのゴアとムーア

次のセッションに行く前に，GMS学部の学
生ならばぜひ気付いてほしいことがあります。
それはこの映画そしてアル・ゴアが用いている，
プレゼンテーションと映像の手法です。
すでに指摘してきたように，この映画はゴア
が世界各地で Keynoteを使って行った講演（映
画の中でも書斎やカフェ，飛行機の中で彼が
PowerBookG4を開いてプレゼンテーションの
資料を作成しているシーンが何度も出てきま
す）を映画化したものです。ということは，プ
レゼンテーションが二重になっているというこ
とになります。つまり (1)そもそも映画ではな
く講演という形でゴアが行ったプレゼンテー
ションという意味と (2)そのプレゼンテーショ
ンを映画ならではの自由自在な編集によってさ
らに完成度の高いプレゼンテーションにしてい
るという意味で，です。別の言い方をすれば，
二重の意味で「魔術」がかかっているのです。
この映像を見て若干専門用語や専門知識は出
てくるものの，不愉快に感じたり難解に感じた
りする人はそう多くないと思います。さらにこ
の映像を見てゴアたちのメッセージを根本的に
誤解する人もあまりいないでしょう。この一連
の映像がスムースにみなさんの前に展開される
ことで，なんとなく「わかった」感じになる人
がほとんだと思います。
こうした映像・画像・音楽・効果音を多彩に
組み合わせた手法には，人を説得させ，納得さ
せるだけの効果があると思います。だからこそ，
『不都合な真実』は世界で大きな話題となった
わけです。しかしその一方で，この映像には，
あまりよいとはいえないような点もあります。
それは，あまりに短時間に集中的に作り手の考

えや主張の正しさを証明し，それに対する反対
派や懐疑派の考え方を十分比較させる機会を与
えず一気に情報やイメージを流し込んで，感情
や感覚に非常に強く訴えることによって見る側
にゆっくりと考える暇を与えないということで
す。彼らは，自分たちの考え方を実に効果的に
表現し伝える点では成功しているのですが，他
にどんな考え方があり得るのか，ということに
は逆に気付かせないように腐心しているともと
れるのです。ボブ・ディランの歌詞で言えば“I 

only saw what they let me see”という感じなので
す。
先生がこの映画を見て真っ先に思い出したの
は，マイケル・ムーアの一連の映像作品です。
みなさんも『ボーリング・フォー・コロンバイ
ン』や『華氏 911』あるいは『シッコ』などを
見たことのある人がいると思います。ムーアに
関してはすでに本誌の第 2号で「マイケル・ムー
ア対ソクラテス」という講義ノートによって分
析をしましたので，関心のある方は website経
由で入手して下さい。
さて，「マイケル・ムーア対ソクラテス」で
述べたとおり，ムーアの手法はプラトン『ゴル
ギアス』の中でソクラテスが議論の対象として
いる「弁論術」そのものである，というのが先
生の考えです。
ソクラテスによれば，「弁論術」とは「説得」
の一種です。説得には，次の 2種類があります。
第 1に，知識が伴わない信念だけをもたらす説
得です。第 2に，知識をもたらす説得です。「知
識」とは，ここでは何が正しいか，何が不正で
あるかを判断するための材料のようなものだと
考えてください。「信念」とは，文字通り何か
が正しいと信じることです。
第 1の説得は，なぜそれが正しいのかを理解
することなく鵜呑みにすることです。第 2の説
得は，なぜそれが正しいのかを自分なりに理解
した上でその正しさに対して信念を持つという
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ことです。いわば，第 1の説得は自分の意見を
押し売りして一方的に信じ込ませるだけで，第
2の説得は自分の意見がなぜ正しいかという根
拠や背景を明確にして「私はこういう理由でこ
のことについてはこう思うけれど，いかがで
しょう」という形で相手にも自分の考えをきち
んと理解してもらう行為だといえるでしょう。
さて「弁論術」は，この 2種類の説得のうち
第 1の「知識が伴わない，信念だけをもたらす」
説得です。ソクラテスに言わせれば，弁論術は，
何が正しくて，何が不正であるかを，相手に教

え，理解してもらおうとはしておらず，相手が

わかっていようとわかっていまいと，とにかく

信じ込ませるだけの技術なのです。したがって，
それを使いこなせる人である弁論家は，自分自
身も含めて，何が正しいかがわかっていないこ
ともあり，ただ単に，他人に何かを信じ込ませ
ることができるだけの人間なのです。
もちろん，プラトンやソクラテスの生きてい
た時代には，音を記録したり映像を記録したり
する技術はありません。したがって「弁論術」
は本来「言論によって人を説得する」技術のこ
とをさします。しかしマイケル・ムーアやアル・
ゴアが，映像や音楽や画像をふんだんに用いて
現在のテクノロジーを駆使して皆さんに自分の
考えを伝えるやり方はまさに一方的に自分の考
えを短時間で集中的に信じ込ませ，本当にそれ

が正しいのかどうかを考えさせる暇もなく納得
させようとしているという意味で現代版の弁論
術であるといってよいと思います。
弁論術の本質は「迎合」にあります。「迎合」
とは，何が最善かを一切無視して，時と場合に
応じて，その瞬間に一番快いことで人々を導い

て，欺いていくことを意味します。いってみれ
ば人々は，自分が欺かれていることすら知らな
いまま相手の思い通りに考え行動するように仕
込まれていってしまうのです。少し前まで非常
によく使われていた，ジョセフ・ナイの「ソフ
ト・パワー」という言葉が意味することもまた，
使い方次第では「弁論術」の一種となるかもし
れません 6。

では本題に戻りましょう。

セッション 3　リーディング 1　「不都合な真

実」の「不都合な真実」

こんどは，リーディングです。これを読む

 6 ソフト・パワーについては，芝崎厚士「そふと・
ぱわあ考」『国際社会科学』第 56輯（東京大学大
学院総合文化研究科），2007年 3月，「国際文化
現象としての国際関係研究　ソフト・パワー概念
を中心に」『インターカルチュラル』第 5号（日
本国際文化学会），2007年 5月，「ハード・ソフト・
スマート　そふと・ぱわあ再思三考」佐藤幸男・
前田幸男編『世界を拓く政治思想Ⅰ』国際書院，
2009年，を参照。

• ゴアの手法とムーアの手法：“They only show 
what they let me see.”-Bob Dylan, Standing 
In the Doorway (1997)：一方的、短時間に一気
に情報やイメージを流し込んで、感情に訴え、深
く、ゆっくり相手に考える暇を与えない。
• ソクラテスのいう「弁論術」（プラトン『ゴルギ
アス』岩波文庫）としてのメディア：「説得」の
分類：（１）「知識の伴わない、信念だけをもたら
す説得」、（２）「知識をもたらす説得」。
• ソクラテスの考える弁論術：（１）の説得であっ
て、（２）ではない、つまり、弁論術とは、正・不
正を教えて理解させるのではなく、信じ込ませるだ
けの技術であり、弁論家とは信じ込ませることがで
きるだけの人間なのである。

スライド 12

「弁論術」「迎合」について

参考：芝崎厚士「マイケル・ムー
アvsソクラテス　『弁論術』とし
ての２１世紀のメディア」
『Journal of Global Media 
Studies』第２号（２００８年３
月）　ＧＭＳ学部ＨＰ→「教育・
研究」→「研究活動」から入手可

スライド 13
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と，ゴアが映画の中でいっていることと，実際
にやってきたこととのギャップが非常によくわ
かると思います。

資料 Bをざっと読んで，思ったことを自由

に書いて下さい。では，始めて下さい。

（5分経過）

はい，時間です。では，解説していきましょう。

この文章は『アメリカの政治と科学』という
本に収録された，アル・ゴアが科学に対して政
治的にどのような介入を行ったのかを科学者た
ちの視点から分析した文章の一部です 7。今回特

 7 マイケル・ガフ編，菅原努監訳『アメリカの政治
と科学　ゆがめられる「真実」』昭和堂，2007年。

に読んでもらったのは「第 11章　レヴェル博
士とゴア元副大統領の場合　科学に対する政治
的抑圧の企て」という部分です。執筆者はフレッ
ド・シンガーで，この事件に巻き込まれた本人
です。
シンガー博士は，ゴアが自ら師と仰ぎ自分の
環境問題への関心の原点として依拠しているロ
ジャー・レヴェル博士と共同研究を行いました。
その成果は，共同執筆者としてチョーンシー・
スター博士を加えた「温室効果をどうすべきか
　跳ぶ前に見よ」という論文として 1991年 4

月に発表されました 8。この論文の結論は「温室
効果の科学的根拠は，現時点で急激な行動を起
こす裏づけとしては余りにも不確実である。政
策的な対応を遅らせてもリスクはほとんどな
い」というものでした。レヴェル博士はその年
に亡くなります。
翌 1992年といえば，アメリカは大統領選挙

の真っ最中です。そして，ビル・クリントンと
アル・ゴアは民主党の大統領候補，副大統領候
補として，選挙戦を激しく戦っていました。そ
してアル・ゴアは，『地球の掟』という本を出
版して，今すぐにでも地球環境問題対策に行動

 8 What To Do about Greenhouse Warming: Look Before 
You Leap by S. Fred Singer, Roger Revelle and 
Chauncey Starr Cosmos: A Journal of Emerging Issues 
Vol. 5, No. 2, Summer 1992 (http://www.sepp.org/
key%20issues/glwarm/cosmos.html).

IV　セッション３　リーディング１　「不都合な真実」の「不都合な真実」

では、今度はゴアが副大統領時代に
行ったことを振り返ってみましょう。

（１）資料Bをざっと読んで思ったこと
を自由に書きなさい。（５分）

出典：マイケル・ガフ編、菅原努監訳『ア
メリカの政治と科学　 ゆがめられる「真
実」』昭和堂、２００７年より。

スライド 14

•ロジャー・レヴェル（ゴアが恩師だと言っていた
人）とシンガー博士：共同研究によって：「温室効
果をどうすべきか　 飛ぶ前に見よ」(1991)を発
表。「温室効果の科学的根拠は、現時点で急激な
行動を起こす裏づけとしては余りにも不確実であ
る。政策的な対応を遅らせてもリスクはほとんど
ない」→ゴアの『地球の掟』（先ほどの映像での
説明）と矛盾！、メディアで批判開始
•ゴア、ランカスター博士を通して上記論文からレ
ヴェルの名前を削除するように圧力をかける→当
然、拒否→事実隠蔽要求→シンガーは名誉毀損の
裁判を起こし、勝利！
•「真理の酸(The Acid of Truth)」：テッド・コッ
ペル（ゴアに圧力をかけられたが断固拒否した有
名なテレビキャスター）の言葉

スライド 15

What To Do about Greenhouse Warming: Look Before You Leap
by S. Fred Singer, Roger Revelle and Chauncey Starr
Cosmos: A Journal of Emerging Issues Vol. 5, No. 2, Summer 1992 (http://

www.sepp.org/key%20issues/glwarm/cosmos.html)　より

We can sum up our conclusions in a simple 
message: The scientific base for a greenhouse 
warming is too uncertain to justify drastic action 
at this tine.
Conclusion
Drastic, precipitous and, especially, unilateral--steps to delay the putative 
greenhouse impacts can cost jobs and prosperity and increase the human costs 
of global poverty, without being effective. Stringent controls enacted now 
would be economically devastating particularly for developing countries for 
whom reduced energy consumption would mean slower rates of economic 
growth without being able to delay greatly the growth of greenhouse gases in 
the atmosphere. Yale economist William Nordhaus, one of the few who have 
been trying to deal quantitatively with the economics of the greenhouse effect, 
has pointed out that ". . . those who argue for strong measures to slow 
greenhouse warming have reached their conclusion without any discernible 

analysis of the costs and benefits. . . ." It would be prudent to 
complete the ongoing and recently expanded research 
so that we will know what we are doing before we act. 
"Look before you leap" may still be good advice. 

スライド 16
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を起こさなければならない，という主張を展開
していました 9。しかしその年の 6月に，ジャー
ナリストのグレッグ・イースターブルックが，
『地球の掟』は，レヴェル博士の 1991年の共著
論文での結論に触れていないと指摘しました。
つまり，ゴアが自分の本の中でレヴェル博士
に習ったと書いてあることと，レヴェル博士が
晩年に主張していたこととの間には矛盾がある
ことが世の中に知られるようになってしまった
のです。ゴアはレヴェル博士が言ったのだから
「地球環境問題にいますぐ具体策を」という自
分の主張は正しいという議論をしたのですが，
そのレヴェル博士は「いますぐ対策をしなくて
もリスクはほとんどない」という議論をしてい
るのです。したがってゴアは自分の恩師の意見
であっても，それが自分にとって「不都合」で
あるものを，結果的にはおそらく意図的に無視
したことになってしまうわけです。
ここで，ゴアが己の非を認めればよかったの
かもしれません。しかしそうすればゴアが嘘を
ついていたことになってしまい，厳しい批判に
さらされたことでしょう。環境問題を得意とす
るということが売りの政治家であるゴアの政治
生命にかかわる問題になり，副大統領候補とし
ての選挙戦も苦しい闘いになった可能性があり
ます。
そこでゴアはどうしたかというと，矛盾を認
めずシンガー博士に対して政治的に圧力をかけ
ていくのです。その役割を引き受けたのがハー
バード大学のジャスティン・ランカスター博士
です。彼は 3人の名前で書かれたその論文から
レヴェル博士の名前を外すように要求しまし
た。シンガー博士が断ると，いいがかりをつけ
てレヴェル博士は本当はこの論文の著者ではな
いとか，すでに死期の近かったレヴェル博士に

 9 アル・ゴア，小杉隆訳『地球の掟　文明と環境の
バランスを求めて』ダイヤモンド社，1992年（新
装版，2007年）。

はまともな判断能力がなかったとかいった形で
シンガー博士を中傷していきます。たまりか
ねたシンガー博士は，名誉毀損の裁判を起こし
見事に勝訴します。間違っていたのはゴアとラ
ンカスター博士の方であることが逆に明らかに
なったというわけです。
しかしその裁判の間も，ゴア側はさまざま
な圧力をかけてきていました。1994年には，
ABC放送の名物番組「ナイトライン」に対して，
すでに副大統領となっていたゴアが電話をかけ
てきます。名物キャスター，テッド・コッペル
に対してゴアは，自分の意見に反対する人々が
石炭業界や宗教団体から支援を受けていること
を暴露するように要求したのです。コッペルは
これを拒否し，ゴアがメディアを利用して自分
に反対する科学者の信用を失墜させようとした
ことを逆に非難します。その時にコッペルは，
次のような発言をしています。

今世紀末にホワイトハウスに席を得た人の
なかで，最も科学に詳しい人の 1人であるゴ
ア副大統領が，純粋に科学的事実に基づい
て究極的に解決されるべき事を達成するため
に，政治的手段に逃避したことは，いささか
皮肉なことであった。よい科学の物差しは，
科学者の政治力でもないし，科学者が付き合
う人間でもない。それは，仮説を「真理の酸
(the acid of truth)」に浸すことである。難しい
方法であるが，うまくいく唯一の方法である 10。

こうしてシンガー博士は政治的圧力という恐
怖に脅え，裁判によって時間的精神的な労力を
割かざるを得なかったわけです。シンガー博士
は，ゴアは自分の意見に反対するものの背後に
は大きな利害関係団体の陰謀があると考えがち
であり，しかも，昔のことも執拗に覚えていて，

 10 ガフ，前掲書，283ページ。
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熱くなりやすい人間であるという点に懸念を表
明しています。
さて，補足的にしめした資料も見ておきま
しょう。これは，この本の第 2章「科学技術に
対する政治的規制が生む腐敗」で，ゴアが副大
統領時代に任用した人材の多くが，専門的知識
をもたないか，科学的知識ではなく持論や信念
でものごとを決めがちであったこと，そしてそ
れに対して，科学的見地から抵抗した官僚や科
学者が，排除されていったことが事細かに記さ
れています 11。
みなさんはこうしたゴアのやってきたことを
読んでどう思ったでしょうか。答案用紙を見て
みると，多くの人が今まで持っていたゴアのあ
る種「英雄」「偉人」的なイメージが大きく変
わったようです。政治家としての狡猾さ，自分
の嘘や矛盾が見つかったときに，自分の側の誤
りを素直に認めるのではなく，相手の方に圧力
をかけていこうとする姿勢には，『不都合な真
実』で見せている，「自分は正しく，一生懸命
活動している。みんなも一緒に世界を変えてい
こう」というような姿勢とはまるでかみ合わな
いエゴが見えると思います。
ちなみに，『不都合な真実』そのものに関し
ても，いろいろな批判があります。たとえば，
2007年にはイギリス高等法院が『不都合な真

 11 ガフ，前掲書，69－ 73ページ。

実』には科学的な誤りがあることを指摘しまし
た 12。イギリスでは同年 2月に 3500の中学校に
環境教育のためこの映画の DVDの配布を決め
たのですが「科学的に不正確」であるという親
の上映差し止め要求がおき，この指摘がなされ
ました。ただし上映自体は禁止されることはな
く，上映する際の注意事項を教員に通達した
ということです。「9つの誤り」には，たとえ
ばキリマンジャロの雪が溶けたことと，温暖化
には明確な因果関係を看取することができない
といった，先ほど見たビデオでのプレゼンテー
ションの中にもでてくるものがあるのです。
さらにテネシー州の民間調査団体が，ナッ
シュビルのゴアの邸宅の電力消費量は一般家庭
の 20倍，1年間で 3万ドルの電気・ガス代を使っ
ていると指摘しています 13。ゴアの邸宅は900平
方メートルで温水プールもあるのだそうです。
ゴア側は太陽エネルギー活用などで節電につと
めていると述べているそうですが，こうしたと
ころからもゴアのいっていることとやっている
ことの関係については，「不都合な真実」には
全く出てこない面があることがわかるでしょう。
先生は，ゴアの仕事をすべて否定しようとは
思いません。もちろん，先生自身もこうした「不

 12 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071013-00000050-
san-int

 13 『毎日新聞』2007年 3月 1日。

【ロンドン＝木村正人】ノーベル平和賞を受賞したゴア前米
副大統領のドキュメンタリー映画「不都合な真実」に科学的
な誤りが９カ所あると英高等法院が１０日に指摘したことを
受け、児童・学校・家庭省は１２日までに、中学校で上映す
る際、子供たちに注意する事項をまとめた指導書を全教員に
通達した。

　ブレア前政権下の２月、教育、環境両大臣は３５００の中学校
に同映画のＤＶＤ配布を決めたが、生徒の父親が「科学的に不正
確」と上映差し止めを求めた。高等法院は１０日、「温暖化でキ
リマンジャロの雪が解けたとの指摘は科学的に証明できない」な
ど映画の９つの誤りを指摘。生徒に別の見方もあることを示すよ
う政府に促したものの、上映禁止の訴えは退けており、校内上映
は続けられる見通しだ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20071013-00000050-san-int

スライド 18

•この他：クリントン政権時代にゴアが任命した
環境関係の人材の多くが、専門知識を持たない
素人か、科学的知識よりも持論を押し通す人た
ちであったと言われる。また、これに対して科
学的な見地から反論し、抵抗した役人や科学者
を辞めさせることも多かったという（『アメリ
カの政治と科学』より）
•イギリスの高等法院：『不都合な真実』には９
つの基本的な誤りがあるという判断を下す。
•アーカンソーのゴアの豪邸のガス・電気代：１
年間で３万ドル。一般人の20倍
•◎ただし、温暖化そのものが進んでいて、人類
にとって無視できない影響が進んでいること自
体は確か（→最近の温暖化をめぐる論争へ）

スライド 17
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都合な真実」が「弁論術」によって隠蔽してい
るこれらの事件や事実を知ったときに「なぜ，
このような人にノーベル平和賞を与えるのだろ
う」と思いましたし，ゴアに対して非常に失望
感を覚えました。
しかしだからといってゴアが環境問題に対し
て取り組んできたことが完全に無意味だとか，
『不都合な真実』が百害あって一利なし，一顧
だに値しない作品かといわれると，それは必ず
しもそうではないと思います。ゴアを弁護する
わけではないのですが，いくつかヒントになる
考え方を示しておきましょう。
それは，この作品が誰をターゲットにしてい
るのかということです。この作品のターゲット
は，おそらく 2つあると思います。1つは，環
境問題に対して全くといっていいほど無知かほ
とんど危機意識を持っていない人たち。たとえ
ば若者や学生など初学者たちですね。もう 1つ
は，環境問題に対して無知どころか経済的利益
や自己の利害こそがすべてであり，環境問題を
考える必要性を真っ向から否定するような人た
ちです。
ゴアの作品は，こうした初学者や全否定論者
たちの考えを変えさせるという意味では，効果
があったのではないかと思います（もちろん，
そもそもゴアの映画など見る気もないという全
否定論者もいることでしょう）。そういう人た

ちへ向けてなるべくインパクトを与えて，考え
るきっかけを与えるという意味では，この映画
にも意味があるのだと思います。

2008年の 3月にオックスフォード大学のハー
トフォード・カレッジで行われた，オックス
フォード・ラウンドテーブルに参加して，グロー
バルな安全保障について議論をしていた時に，
ある大学の環境問題の専門家の研究発表を聴き
ました。そこで「ゴアの映画が環境問題への取
り組みに与えた影響を，専門家の見地からどう
思うか」という質問をしてみました。その時に
さまざまなことがわかったのですが，その中で
ある女性研究者が，“Gore woke us up!”と言っ
たのを今でもよく覚えています。そういう意
味ではゴアの『不都合な真実』は，「覚醒効果
(wake-up effect)」を持っていると言えるでしょ
う。
「覚醒効果」とは，いってみれば問題の所在
に気付かせる効果です。つまり，それがどうい
う問題か，どう取り組むべきかはともかく，そ
こにある問題がありその問題は無視できないも
のであり，何からの形で世界がそれを知り取り
組むべきであるということを人に示し教える効
果です。おそらく，マイケル・ムーアの映画に
もこれと同じ「覚醒効果」があると言えるでしょ
う。
ただし，「覚醒効果」に浸っていたり，シビ
レていたりするだけでは，じつは問題は一歩も
進みません。覚醒したことはいいとして，では
そこで提示されていることは本当なのか，本当
にやるべきことは何なのかという点は，覚醒し
てもらったゴアやムーアに頼るのではなく，自
分でさまざまな情報にアクセスし，考え，決め
て行動していかなければならないのです。むろ
ん，何も知らないよりは知った方がましです
し，全ての問題を知って全ての問題に取り組め
るような人はいません。誰もがさまざまに「覚
醒」していくなかで，自分の道を見つけ進んで

　【ワシントン大治朋子】地球温暖化の危機を訴えたドキュメ
ンタリー映画「不都合な真実」でアカデミー賞「長編ドキュメ
ンタリー賞」を受賞した米前副大統領、アル・ゴア氏を地元テ
ネシー州の民間調査団体が２６日、「自宅では電気やガスを浪
費している。偽善者だ」と批判、ホームページでゴア氏宅の電
力消費量などを暴露した。
　民間団体は同州の「テネシー政策調査センター」。同州ナッ
シュビルのゴア氏宅の電力消費量（公開データ）などをホーム
ページに掲載し、「一般市民の２０倍は使っている」と指摘し
た。昨年１年間の電気、ガス代は計約３万ドル（約３５０万
円）という。同センターのドリュー・ジョンソンズ代表は毎日
新聞の取材に「市民に資源の節約を訴えるのであれば自分が率
先すべきだ」と批判した。ＡＰ通信によると同センターは保守
系で、「不都合な真実」を「誇張」と批判している。ゴア氏宅
は約９００平方メートル。米国で昨年新築された家屋（平均）
の約４倍の広さで、温水プールもある。ゴア氏の広報官は「ゴ
ア氏宅では太陽エネルギーの活用などで資源節約にも務めてい
る」と述べている。［毎日新聞２００７年３月１日］ 

スライド 19
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いくものです。「覚醒効果」は覚醒効果として，
そこで脱ぎ捨てていくべきなのです。

さて，話を元に戻しましょう。ここまでで，
ゴアの両義的な面を見てきました。では，ゴア
はどうすればよかったのでしょうか。もし「不
都合な真実」の演出の中のゴアがほんとうのゴ
アだとすれば，『アメリカの政治と科学』のゴ
アは何だったのでしょうか。あるいはその逆だ
としたらどうでしょうか。みなさんがゴアのよ
うな状況に陥り，矛盾や食い違いが自分の言動
にあると言われた時にはどうするべきなので
しょうか。そうしたこと全てを考えるために，
今回は，アル・ゴアと日本の文豪にして明治を
代表する思想の巨人の 1人である，夏目漱石を
「対決」させてみましょう。

セッション 4　リーディング 2　アル・ゴア

vs.夏目漱石　自己本位（自我本位）という錐

で世界に立ち向かう，ということ

では，セッション 4です。資料 Cを見て，次

の問題に答えて下さい。

(1) 夏目漱石が 1914年に行った，日本で一

番有名な講演の一つである「私の個人主

義」の抜粋を読んで，①「他人本位」と

はどういうことか，②「自己本位」「自

我本位」とは何か，③「他人本位」とは

どう違うかを，まとめなさい。（8分）

(2) 夏目漱石の「自己本位」という考え方を

踏まえ，セッション 1からセッション 3

でやったことをもとにして，①アル・ゴ

アと『不都合な真実』をどう考えるべき

か，②「他人本位」ではなく「自己本位」

で世界を知り，考え，取り組んでいくに

はどうしたらよいか。自分の考えを書き

なさい。（5分）

説明はあとでしますので，まずはしっかり読
んで，考えていって下さい。では，始めましょう。

（13分経過）

はい時間です。では，説明にかかりましょう。

夏目漱石は皆さんご存じの通り，かつては千
円札の図柄にもなったように，近代日本を代表
する文学者です。みなさんも教科書などで「こ
ころ」「吾輩は猫である」「坊ちゃん」などの作
品にふれたことがあると思います。夏目漱石は
単なる文学者というよりも「近代日本とは何か」
「近代の日本人とは何か」という問題をもっと
も深く考え，とらえていた思想家でもあります。
そしてこの学習院大学での講演は，夏目漱石が
折に触れて発表した彼自身の思想の中でももっ
とも有名な「私の個人主義」について触れてい
るところです。夏目漱石の作品の多くは青空文
庫 14でも読むことができますので，関心のある
方はぜひ読み進めていってください。
今回は「私の個人主義」のなかから後半の核
心的な部分を抜粋してみました。以下，順番に
内容を検討してみましょう。
まず①は，大学で専門として選んだ英文学の
勉強が，知識や語学力を身につけることに終始

 14 青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/index.html）.

　最後に、いよいよアル・ゴアと夏目漱石を対決さ
せてみましょう。

（１）夏目漱石が１９１４年に行った、日本で一番有
名な講演の一つである「私の個人主義」の抜粋を読ん
で、①「他人本位」とはどういうことか、②「自己本
位」(=「自我本位」)とは何か、③「他人本位」とは
どう違うか、まとめなさい。（８分）
（２）夏目漱石の「自己本位」という考え方を踏ま
え、セッション１からセッション３でやったことをも
とにして、①アル・ゴアと『不都合な真実』をどう考
えるべきか、②「他人本位」ではなく「自己本位」で
世界を知り、考え、取り組んでいくにはどうしたらよ
いか。自分の考えを書きなさい。（５分）

V　セッション４　リーディング２　アル・ゴア vs. 夏目漱石

スライド 20
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した結果「文学とは何か」という根本的な問い
に対する答えを得ることがとうとうできなかっ
たという回想です。そして，この問いに対する
答えを見つけることが漱石にとっての煩悶の出
発点になったというのです。
確かに「自分が勉強していることとは一体何
か」「それがどういう意味があるのか」という
点は，文学に限らず最も重要な問いです。ある
分野を勉強するということは，他の分野は勉強
しないということを不可避的に意味してしまい
ます。ということは，たくさんある学問領域の
中でなぜそれを勉強するのかという点につい
て，はっきりした自分なりの考えを持つことが
大事だということになります。そしてその学問
領域を勉強する時に一番大事なことは，政治な
ら政治，国際法なら国際法，といったようにそ
の分野が対象としている事柄の本質的な意味は
何かという問いを考え，自分なりに答えを見出
すことにあります。
「政治とは何か」という問いに対する答えを
模索しない政治学は政治学とは言えませんし，
「国際関係とは何か」という問いに対する答え
を考えようとしない国際関係論は国際関係論と
は言えないのです。自分が専門的に勉強したい
と思う学問分野の本質は何か，その意味は何か
という問いは「物事の本質は何か」ということ
を問うているという意味で，まさしく哲学的な
問いだと思います。この哲学的意味にこだわれ
るかどうかで，その人の学問の豊かさは決まっ
てくるといってもよいでしょう。夏目漱石は，
まさしくその一番大事な問いに対する答えを大
学生の頃から考えていたことになります。
②ではその煩悶を詳しく説明しています。こ
こでの問いは「自分がこの世の中で何をするべ
きか」というものです。これはいわば，自分自
身がこの世の中で生きる意味とは何か，何のた
めに自分はこの人生を生きるのかという問いで
す。これもまた「自分とは何か」という「物事

の本質」を問うているという意味では哲学的な
問いです。そして夏目漱石の場合は「文学者と
なって文学を追究することによってこの世の中
に生きていく」ということを志したにもかかわ
らず，肝心の「文学とは何か」がわからず，悩
んでいくことになります。それを漱石は「嚢の
中の私」，つまり嚢の中に詰め込まれてそこか
ら抜け出すための一本の錐が見つからず，出口
が見えない状態であったと表現しているわけで
す。
こうした煩悶もまた，みなさんにとってはな
じみがあるかそのうち経験するものだと思いま
す。自分の生きがいや生きる意味として何らか
の仕事や職業をあげる人は多いですが，その仕
事や職業の意味が何かがわからないと非常に苦
しいものです。あるいは，最初はその意味をしっ
かり理解していたつもりが何かのきっかけで
「自分がやっているこれって，一体どういう意
味があるのだろうか」と考え始める可能性もあ
ります。そうなった時もまた，非常に苦しいの
です。
③では大学卒業後教員になり，イギリスに留
学したにもかかわらずその問いにたいする答え
が見つからずもがき苦しんでいる様子が書いて
あります。そしてとうとう，何のために本を読
むのかわからなくなるくらいその苦悩は深まり
ます。
みなさんの感想の中には「夏目漱石ほどの人
がここまで苦しんでいたとは思わなかった」と
いうようなコメントが多く書いてありました。
ついつい，いわゆる偉人や英雄と言われる人は
何の苦労もなくすいすいと優れた仕事をやって
きたと思いがちです。しかし，実際にはほぼ例
外なくそうした人たちは人知れず深い苦悩や孤
独とたたかい自分と闘いながら努力をつづけた
結果，そうした仕事をなしとげていくものなの
です。結果として残っている作品や業績だけを
見てしまうと，そうした背景はわからなくなり
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がちなだけなのです。
④ではその煩悶からどのように抜け出せた
か，その決定的な瞬間を語っています。夏目漱
石が「文学とは何か」を探し求めていた時に間
違っていたことは，自分が「他人本位」であっ
たということです。「他人本位」とは，漱石の
定義では「自分の酒を人に飲んでもらって，後
からその品評を聴いて，それを理が非でもそう
だとしてしまういわゆる人真似」ですが，特に
ここでは，誰の人まねかというと，西洋人の人
真似をさしています。
日本人が西洋人の人真似をすることは，明治
時代以来現在までもずっと続いている傾向とい
えるかもしれません。みなさんもアメリカやイ
ギリス，フランス，ドイツなどで流行っていた
り重要だと思われていることを，ついつい真似
したり，それを知っていると何か高級なことで
あるかのように考えたりすることがあると思い
ます。「本物」は常に日本の外側にあり，その
「本物」と比べると日本の文物はにせ物であり，
つまらないものであるかように感じる，といっ
た経験は日常で感じているのではないでしょう
か。
それではだめであり「文学とは何か」を，西
洋人の言っていることや定義の真似をして理解
したつもりになるのではなく，文学という概念
を自力で作ることによってしか煩悶からは抜け
出せないというのが漱石の発見でした。
⑤ではこうした発見にたどり着いた漱石自身
が，いかに「他人本位」の人真似に陥っていた
かがふりかえっています。西洋人の考えに納得
していようといまいとそれを鵜呑みして言いふ
らす。しかもそれで周りも賞めてくれる。こう
した環境に安住しようとするのが他人本位の生
き方ですが，実際には何も自分では考えていな
いということになります。
⑥では一見楽そうに見える他人本位の生き方
が，実は不安であると述べています。確かに自

分が本当にわかっているわけでも，そう思っ
ているわけでも，感じているわけでもないこと
を呑み込んで受け売りしているだけなのですか
ら。「浮華」（うわべだけを飾っていて中身がな
いこと）をやめて「摯実（まじめ，真摯）」の
側に立つことが「他人本位」からの脱却を意味
することになります。
⑦では「他人本位」でない生き方とは何かを
明確にしています。簡単に言えば「西洋人の受
け売りをしない」ということになりますが，注
意すべきことは第一に西洋人に限らず一般的に
「他人」の受け売りをしないということです。
第二に注意すべきは「受け売りをしない」とい
うのは，「他人」の意見に聞く耳を持たないと
いうことではないということです。つまり，参
考にはするべきなのであり聞く耳を持つべきで
あるということです。第三に注意すべきは「他
人」の意見に聞く耳を持った上でどうしなけれ
ばならないかというと，「私にそう思え」るか
どうかという点で，そう思えるならばそう思う，
そう思えなければなぜそう思えないかを明らか
にして自分はどう思うかを述べるということで
す。その際に重要なのは，「正直」であること，
つまり自分が本当にどう思っているかというこ
とに忠実であることです。
⑧ではこの姿勢を「自己本位」「自我本位」
という言葉で表現しています。これによっては
じめて夏目漱石は自分の道を見つけたというわ
けです。
⑨は「他人本位」から「自己本位」「自我本位」
への移行をまとめていいます。ここでのポイン
トは，受け売りをやめて「そう西洋人ぶらない
でも好いという動かすべからざる理由を立派に
彼らの前に投げ出して」みることです。
その結果，⑩にあるように「自分の鶴嘴をが
ちりと鉱脈に掘り当てたような」気持ちになり，
煩悶が消え，自分の生きる道が見つかった，と
いうのが夏目漱石の結論です。この講演では，
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この先にもさまざまに示唆に富む話があるので
すが，ここでは省略します。

さて，これで夏目漱石の「他人本位」と「自
己本位」「自我本位」の意味はわかったと思い
ます。そこで，今度は夏目漱石とアル・ゴアを
対決させてみましょう。アル・ゴアにおいて「他
人本位」と「自己本位」はどのような形で存在
しているでしょうか。
アル・ゴアは「他人本位」か，それとも「自
己本位」か，どちらでしょうか。答えはその両
方である，ということになりますが，厳密には，
どういう意味での「他人本位」「自己本位」な
のかを見ていくと，彼の「自己本位」「他人本位」
は，夏目漱石が本来考えていたようなものとは
少し違ってくるかもしれません。

まず「自己本位」という意味では，この議論
全体が，マイケル・ムーアも用いている「弁論
術」によって自己の主張を押しつけ「とにかく
私はこう思うのだ」という方向で論じていくと
いう意味で「自己本位」と言いうると思います。
しかし，地球環境問題の深刻さに関してゴアは
専門的知識は多少あるとしても，自分自身でリ
サーチし研究しているわけではありません。そ
ういう意味ではゴアの「自己本位」の議論は，「他
人本位」の地球環境問題に関する科学的知識に
依拠して成立している，ということができるで
しょう。
ゴアに限らず，地球環境問題に関する専門的
知識は一般の非科学者にとってはすべて「他人
本位」で受け取るしかない部分があります。自
分自身も専門的知識を持っていない限り，それ
を専門家と同じようには理解できませんし，多
くの場合は多少勉強しその結論や結果を理解で
きても，なぜそうした結論や結果になるのかを
完全に理解できている人はほとんどいないので
す。地球環境問題という人類全てにとって重要
な問題を解決するために必要な専門的知識は，
人類全てに同じ程度に共有されることはなくす
べての人類が同じ程度に問題解決に参加し関与
することができない，という厳然たる事実がそ
こにあります。
そういう意味では，誰であっても「他人本
位」とならざるを得ない部分はどうしても残り
ます。夏目漱石が彼の視点から『不都合な真実』
を書いたとしても，この科学的な専門知識に関
しては「他人本位」にならざるを得ない部分が
あるでしょう。
話を弁論術としての自己本位に戻しましょ
う。「弁論術」の特徴はそれが本当かどうかとか，
自分がそれを本当に信じているかどうかとは本
来的に無関係なものでも，白を黒といいくるめ
てしまうような技術であるということです。と
するならば，ゴアの主張は一見自己本位に見え

(1)①文学とは：単純な知識のインプットだ
けではわかるわけがない
②この世界で何をするか？：囊（ふくろ）の
中の私：錐が見つからず、悩み抜く
③卒業、教員として地方へ、そしてロンドン
留学：しかし見つからない
④「根本的に自力で作り上げるほかに、私を
救う途はない」：「人真似」としての「他人
本位」＝尻馬に乗る日本人＝西洋人の言うこ
とに盲従して威張る、カタカナを並べて得意
がる。
⑤私自身が西洋人の鵜呑み、我が物顔

スライド 21

⑥「人の借着」では内心は不安、クジャクの
はねを着けて威張っている。「浮華（うわべは
はなやかだが実質・実体のないこと）」を
去って「摯実（まじめで実直なさま、誠実なさ
ま）」について初めて安心できる。
⑦西洋人の見解＝参考にはするが、本当にそ
う思えなければ受け売りはすべきではない。独
立した日本人であって奴婢ではない。「正直と
いう徳義」に殉じて生きよ。
⑧自己本位、自我本位
⑨生涯の事業に
⑩不安は消えた：鶴嘴を鉱脈に掘り当てた

スライド 22
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つつ実は「正直という徳義」に基づいていない
自己本位，浮華を去って摯実につくのではなく，
出したい答えがとにかく先にあってむしろ摯実
を捨てて浮華につくような面を持っていること
が見えてくると思います。
もちろん，ゴアの議論は何から何まで間違っ
ているわけではなく，アラーミスト（おどかし
屋）としての社会的な貢献は大きかったと言っ
てよいと思います。とはいえ，一見「摯実」に
基づいているようにみえてもそれがどこまで正
しいかをチェックするいとまを相手に与えず，
「浮華」についた形で弁論術を駆使してしまっ
ている傾向が強いことは否めません。
つぎに，セッション 3でみてきた，ゴアの汚
点ともいえる面を見てみると，ここにも「自己
本位」と「他人本位」が混在していることがわ
かります。ゴアは，自分自身の主張が正しいこ
とを主張しようとし，自分の主張にそぐわない
見解が存在することがわかるとそれをもみ消そ
うとして圧力をかけました。たとえそれが今ま
で自説を補強するために「他人本位」で依拠し
てきた恩師ロジャー・レヴェルの見解であって
も，それが存在しないかのようにするためのい
ろいろな手立てを打っていったのです。
この手立ては，『不都合な真実』で自分が正
しいと考える地球環境問題の本質を弁論術的に
見せつける手法のちょうど真逆のやり方です。
つまりどちらのやり方も，同じゴアという人間
が持っている自己本位性と他人本位性を集約的
に表現しているのです。できる限り都合のいい
ことを見せるように，明らかにするようにする
ことのコインの裏側として，自分の都合の悪い
ことをできるかぎり見せないように，隠そうと
するためのあらゆる手段を駆使して行った結果
が，裁判での敗訴とこうした文献の出版という
形での手痛い見返りとなったわけです。
では，ゴアはどうすれば漱石的な意味での

「他人本位」から脱して「自己本位」「自我本位」

の道を歩むことが出来たのでしょうか。それは，
第一に「自己本位」である場合にも「他者の意
見を参考にする」という開かれた姿勢をとりつ
づけるべきであったこと，第二に「他人本位」
に依拠してきたロジャー・レヴェルの晩年の見
解と自分の見解に食い違いが生じたならば，自
分の見解に合わせてレヴェルの見解の存在を抹
消するのではなく，それを「参考に」して，そ
れでも自分が納得いかないのならば「他人本位」
にならず自分の考えを正直という徳義に基づい
て素直に述べればよかったということになると
思います。
たとえそれがロジャー・レヴェルの説であろ
うと，いや誰の説であろうと，自分の説の正し
さを他者に向けて説得的に根拠を示して主張で
きるのであれば，そうすればよかったのです（ゴ
アにそこまでの専門的な知識や能力があるかど
うかは別問題で，たとえばもっと若い世代の研
究者の最新の成果をもとにレヴェルの晩年の仕
事の再検討をしていけばよいわけです）。
確かに，科学技術の高度な専門性というソク
ラテスの時代にはなかったことが「他人本位」
をある程度維持せざるを得ない制約になってい
ます。とはいえ，自分が理解できた範囲のこと
に基づいて，自分が本当にどう思うかを素直に，
正直に述べることは，それでもできたはずだと
思うのです。つまり，もしレヴェル教授の晩年
の見解が，これまでの自分の見解と齟齬を来す
のであれば，「正直という徳義」にもとづいて
いったんはまずそれを認めるべきであったので
す。そしてさらに「正直という徳義」にもとづ
いて，今度はレヴェル教授の見解をじっくりと
検討して，自分がほんとうに何をどこまで受け
入れられるか，また受け入れられないかを，そ
の理由も含めてはっきり公にするべきだったの
です。
その上で，あくまで漱石的な意味で「自分本
位」に，それでも自分はこう思う，ということ，
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『不都合な真実』に即していえばレヴェル教授
の晩年の見解と自分の見解は異なるが，こうこ
うこういう理由で私は自分の考えとしてはレ
ヴェル教授とは違うのだ，という風に正々堂々
と表明することが現時点ではほぼ唯一の解決先
だったろうと思います。もちろんゴアも人間で
すから，すでに触れた英国高等法院の判決に出
てきたような「誤り」だってあります。誤りは
正せばいいのです。そうであれば，「浮華」を
去って「摯実」につき，正直という徳義から堂々
と，夏目漱石のいう意味で「自己本位」であり
つづけられたであろうと思っています。それと
も，ゴアは高等法院の判決を，もし可能であれ
ばもみ消そうとするのでしょうか。

こうして見てみると，ゴアの「自己本位」は，
夏目漱石のいう「自己本位」とは決定的に異な
る点があると思われます。それは，他者をどこ
まで素直に受け入れるか，独善的にならずに謙
虚かつ正直に自分の見解と他者の見解を比較検
討して，受け入れられるところは受け入れ，そ
うではいところは根拠を示して受け入れない，
ということをどこまでやりぬけるか，という点
にかかってくると思います。
夏目漱石の「自己本位」は他者に対して己を
開き，謙虚であるが受け売りはしないという自
己本位で，ゴアの「自己本位」は，都合のいい
他者に対しては自己を開き受け売りをし，都合
の悪い他者に対しては自己を閉じるか相手を閉
じて蓋をする，という自己本位だといってもよ
いでしょう。おそらく，前者の自己本位は，い
ちど獲得すれば不安は消えてしまうようなもの
ですが，後者の自己本位は，そこになにがしか
の「嘘」がある限り，不安はずっと消えず，ま
たかえって増えていくために，よけいに都合の
悪い他者を締め出し，都合の良い他者を受け売
りする，ということに走らざるをえないと思い
ます。

さて，ずいぶんゴアにとって分の悪い分析を
してみました。ここで注意しなければならない
のは，ゴアの「自己本位」と漱石の「自己本位」
の差は，絶対的なものではなく相対的なもので
ある，ということです。ゴアのも漱石的な正直
で謙虚な「自己本位」が全くないわけではない
ですし，逆もまた然りです。そして，そのこと
はこの授業に参加し，またこの講義ノートを読
んでいる人全てにもあてはまります。
どんな人にも程度の差こそあれ，ゴア的な自
己本位・他人本位と，漱石的な自己本位・他人
本位がひそんでいます。どちらがどれだけ優勢
かというのは，人によっても違うでしょうし，
1人の人がさまざまな状況に置かれるのにした
がって，そのバランスは変わっていくことで
しょう。
以上のことから考えてみると，「『他人本位』
ではなく『自己本位』で世界を知り，考え，取
り組んでいくにはどうしたらよいか」という最
後の問いには，こう答えることができるでしょ
う。
第一に人間は一切合切を「他人本位」でなく，
受け売りなしで「自己本位」で理解し，表現す
ることはできない，ということが前提としてあ
ります。現代社会の複雑さ，さまざまなテクノ
ロジーを理解し制御する上で必要な知識をすべ
て身につけている人間など，レオナオル・ダ・
ヴィンチの時代ならばともかく，現在では存在
しません。いわゆる「専門家」の役割の重要性は，
ギデンズをはじめとする近代性 (modernity)に
関する議論ではよく出てきますが，その種の議
論に従えば，あくまで「信頼」することで鵜呑
みにせざるを得ないことがたいへん多いのが，
現在の世界の特徴です。
この点は，ネット上でやりとりされる多くの
公式・非公式の情報の信憑性をどのように考え
たらよいか，ということを考えれば，納得がい
くと思います。企業の広告やWikipediaをどの
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ように信頼するか，またしないか，という論点
ともかかわってきます。
第二にかといって 100％「他人本位」の人間
もまた，存在し得ないという事実があります。
確かに受け売りばかりで自分の考えのない人
間，ということは想定できますが，トムリンソ
ンなどグローバリゼーションと文化の関係につ
いて論じる様々な議論が示しているように，ど
んな受け売りにも何かしらの，その人の文化的
文脈や背景にもとづいたアレンジや変形が入り
込む余地があるものです。「他人本位」なき「自
己本位」がないのと同様に「自己本位」なき「他
人本位」もまた，存在しないのです。
とすれば第三にわれわれの課題は，それぞれ
の人間がそれぞれの持ち場において，「他人本
位」をどこまで避けて，「自己本位」をどこま
で伸ばせるか，という点にかかってきます。ど
ちらかに 100％になることがない以上，「自己
本位」へ向かう努力には終わりがないのです。
だからこそ，常にそうした努力が必要になるの
です。
では，どのようにすれば「他人本位」を避け
られるか。これはすでに夏目漱石がある程度答
えを出しています。つまり，逆説的ですが「他
人本位」を避けるには他者の見解にどれだけ聞
く耳を持てるか，そしてそれを見聞きする中で
常に「では自分はどう考えるか」を問い続ける
姿勢を忘れない，ということです。
どんな勉強でもそうですが，最初は，有名な
学者の有名な理論や学説をまずは覚え込まされ
ます。そして，まだ自分の中で「自己本位」が
育っていない時には，それらに反論することな
どとうていできず，とりあえずそれを借りて（ま
さに「借着」を着て），レポートを書いたり論
文を書いたりすることになります。最初はそれ
でもいいと思うのです。
しかしいずれ，借着は所詮借着であることに
気づきます。大事なのはその気づいた後です。

そこで「これは借り着なのだから，いずれはこ
れを脱ぎ捨てるぞ」と思って，自分なりの考え
にこだわり，それを育てつづけようとするか，
むしろ「借り着」に合わせて，自分の素朴な疑
問や自分なりの考えを殺してしまい，常に新し
い，最新の，そして多くは欧米由来の「借り着」
を探し回り，身につけ，古くなっては脱ぎ捨て
て新しい物に着替えつづけるか，そのどちらの
側に立つか，それが最大の分かれ道だといって
よいでしょう。
ゴアの場合，借り着（レヴェルの学説）と借
り着を着た，ある種自己本位ではあるものの借
り着という他者本位によってその正当性を吹聴
するような自分がいて，借り着の方が自分を裏
切りそうになった時に，その借り着の変化を無
視するか殺そうとしてしまった点に最大の誤り
があると思います。むしろゴアは，借り着を脱
ぎ捨てる勇気が必要だったように思うのです。
みなさんはゴアでもなければ，漱石でもあり
ません。しかし，大学での勉強，大学生活にお
いて必ず，この自己本位，他者本位の問題に
ぶつかります。サークルやバイト先でもそうで
すし，社会に出てからでもそうです。そこで他
人本位に生きるのか，自己本位に生きるのかに
よって，その人の器の大きさや価値は決まって
くると思います。そして何よりも，正直である
ことによって爽快に生きていけるかどうかが，
そこで決まってくることでしょう。
むろん，繰り返しになりますが，すべて他者
本位であろうとすることもできなければ，すべ
て自己本位であることもできないのが現在の世
界です。その中で，この 2つの生き方の存在を
知り，自分の生き方を 2つのバランスという意
味でどうとっていきながら作り上げるか，自分
をどう育てていくか，を考えてみてもらえれば
と思っています。
そして，グローバル・メディア・スタディー
ズ学部で学ぶ以上，さまざまなメディアが人々
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にもたらす「自己本位」化，「他人本位」化の
効果についても考えて欲しいと思います。ゴア
やムーアの作品の悪い面としての作者の「自己
本位」の押しつけが見る側の「他人本位」を結
果的に醸成してしまう点をどう考えるか。企業
のＣＭなどが持つ「自己本位」の押しつけが人々
の生き方にどういう影響を与えてしまうのか，
あるいはそれらとは逆に「他人本位」ではなく
「自分本位」へと人々を導いていくようなメディ
アのあり方とはどのようなものか。そしてそう
したメディアの作り方や使い方や広げ方はどの
ようなものか。こうした点を考えていき，学び，
研究していくことこそ，このグローバル・メディ
ア・スタディーズ学部に入ったみなさんが，や
らなければならないことだと思うのです。

(2)◎個人主義(individualism)：「自己本位」は単
なるわがままや自分勝手ではない。近代日本：西洋
文明を吸収し、独自の文明を発展させ、成功させた
国（→国際文化論）
◎知識（情報収集、整理）＋論理（分析、思考）＋
感受性（理解、表現）
◎これらすべての根柢にあるのは：摯実、正直、誠
実、良心
◎”Gore woke us up”：感情やイメージに訴えて、
世界の意識を変えた面はある程度評価できるが、そ
れ以外の面も含めて判断すべき。
◎GMSで勉強する意味：君は風向きをかえられる
か？条件は「なにもかわらないものはなにもかえら
れない」（佐野元春）

スライド 23

VII　課題（授業支援システムで確認）
今回の授業で学んだキーワードを手がかりに、次の映
画のうち好きなものを見て、映像分析をまとめて、提
出しなさい（内容、印象に残ったこと、そこから感じ
たこと考えたことなどを自由に書く）

題材：　 マイケル・ムーア監督の作品のどれか（『シッ
コ』、『ボーリング・フォー・コロンバイン』、『華氏
911』、『ザ・ビッグ・ワン』、『ロジャー＆ミー』）
枚数：A4で１，２枚程度。８００-１２００字くらいを
目安（長くても可）
提出方法：授業支援システム　
締め切り：６月６日（土）　２３：５９

スライド 24

闘って　逆らって
真夜中にさまよう　ロビンフット

新しい Dance　新しい Talk
なにもかわらないものはなにもかえられない

このソウルを激しくキックしたい
風向きをかえろ
Individualists

佐野元春／インディビジュアリスト (1986)

スライド 25
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 1. 投稿者は原則としてグローバル・メディア・スタディーズ学部の専任，非常勤教員とする。た
だし，当学部紀要編集委員会が必要と認めた場合には，当学部の教員以外の原稿を掲載するこ
とができる。

 2. 投稿原稿は日本語または英語で書かれた未公刊論文とする。
 3. 掲載された論文の著作権は，当学部に帰属する。
 4. 執筆者が，本誌に掲載された論文を他の出版物に転用する場合には，あらかじめ文書によって

当学部紀要編集委員会の承認を得なければならない。
 5. 原稿は原則としてワープロによる横書きとし，日本語の場合は，本文・注・図表・参考リスト

を含め，20,000字（概ね 12ページ）以内とする。英語の場合には，同様に 6,000語（概ね 15

ページ）以内とする。
 6. 引用文献については，日本語の場合，本文中著者名と出版年（著者（××××））で表示し，原

稿の末尾に文献リストを著者名のアルファベット順（日本語の著者名は，ローマ字表記した場
合のアルファベット順）に記載するものとする。英語の場合には，APA (American Psycholog-

ical Association)のマニュアルに準拠するものとする。
 7. 投稿原稿には以下の内容を記載するものとする。

(1) 論文の題名（日本語原稿の場合は，日本語題名と，英文題名の双方，英文原稿の場合は英
文題名のみ。）

(2) 投稿者の氏名
(3) 要旨（日本語原稿の場合は，600字程度，英語原稿の場合は 200～300語程度）
(4) 本文（日本語または英語）
(5) 注記
(6) 参考文献
(7) キーワード（5項目以内）

  また，投稿に際しては，原稿のコピー，および論文要旨（日本語原稿の場合は，1,600字程度 ,

英文原稿の場合は，600語程度）を各 5部提出する。
 8. 原稿の採用が決定された場合には，改めて上記 7に即した最終原稿と，原稿を収録したフロッ

ピーディスク，CD等の電子媒体を提出するものとする。
 9. 原稿料は支払わない。ただし，抜き刷り 30部を無料で送付する。
 10. 投稿原稿などは一切返却しない。
 11. 投稿先は当学部紀要編集委員会とする。
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including all endnotes, tables and illustrations. 
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 8. Final Submission: Manuscripts accepted for publication must be resubmitted together with the 
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 9. Remuneration: No remuneration will be made. However, thirty ofiprints will be provided to the 

author free of cost. 
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