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NEWS COMMENTARY 

1．エネルギー問題
と原発 
東日本大震災による原発事故

の実態を，エネルギー問題と

思想の観点から考えてみる。 

4．事後評価型選挙
へ 
冷戦崩壊後，政党政治はイデオ
ロギーを失い，選挙は事前選択
から事後評価へと変化した。理
念なき政治では人気政治の危
険性が高まる。私たちには，鋭
く政治を監視する姿勢がます
ます求められている。 
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・東日本大震災と関西広域連合の
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・クールジャパンと地域おこし
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・事後評価型選挙へ    ②

・ソーシャル・ビジネス   ③
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2．東日本大震災と
関西広域連合の
役割 
2010 年末に発足し，広域行政
の計画づくりに着手したばか
りの関西広域連合だが，その
矢先に東日本大震災が発生し
た。広域連合の理念・概要と
実践について概説する。 

 

3．クールジャパン
と地域おこし 
最近の日本の人口の動きをふ

まえ，停滞する地方経済の活

性化策として，アニメ利用な

どによる成功例を紹介する。

5．ソーシャル・ビ
ジネス 
ソーシャル・ビジネスの意味

とその起源や具体的な活動の

事例を説明し，今後の課題を

考える。 
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地震と津波と原発事故 
2011 年 3 月 11 日，マグニチュード 9.0 の巨大地震が

東日本を襲い，それに伴って，想像を絶する大きな津波

が三陸地方から東北地方南部の海岸地域を襲った。5 月

15 日現在，死者は 1 万 5,000 人に達し，行方不明者が依

然として 1 万人近くいる状況である。そして，いまなお

避難所で生活されている方も多い。その被害のすさまじ

さが，阪神・淡路大震災と大きく異なるのは次の二点で

ある。一つは地震とともに津波が襲ったということ。も

う一つは原子力発電所（原発）が損壊を受け，放射能が

大気中や海水に漏れ出したということである。特に原発

の事故は，何とか地震や津波の被害から復興しようとし

ている人々の気持ちを萎えさせ，先行きの見えない不安

を与え続けているという点で，日本全体に暗い影を投げ

かけている。そこで，原子力発電について考えてみたい。 
エネルギーの歴史 
①エネルギーとは 

 エネルギーという言葉には，いくつかの意味や定義が

あるが，ここでは物を動かしたり，ものの形を変えたり

する力をエネルギーとして話を進めていく。その意味で

最も原初的なエネルギーは運動エネルギーで，人力や動

物の力などがある。一方，食べるために煮炊きし，寒さ

を防ぐために暖をとってきた太古の時代の人類にとって，

火は重要な熱エネルギーであった。運動エネルギーと熱

エネルギーは，代表的なエネルギーの形態なのである。 
②エネルギーの歴史 

 地球上の生き物はすべて，太陽光と太陽熱を基本的エ

ネルギーとして生きている。植物は太陽光によって光合

成を行って炭水化物を作り出し，その植物を動物が食料

として体内に取り入れて活動のエネルギー源としている。

人類史の始めから太陽エネルギーは，意識するしないに

かかわらず，地球上の生き物の命を支えてきたのである。 
 この太陽エネルギーを基礎として，その後，農耕や牧

畜がはじまると，人類は動物の力を補助的な運動エネル

ギーとして使うようになった。そして，さらに時代が進

むと，水力や風力が運動エネルギーとして用いられるよ

うになり，紀元前3500年頃にはエジプトで風車が水を汲

み上げるために使われたという記録が残っている。むろ

ん，それ以前から船の帆に風を受けて推進力としていた

ことも知られている。また，水車の利用は紀元前後の時

代に登場したとされている。 
一方，熱エネルギーは，約70万年前に北京原人が火を

発見して以来，木や草および動物の脂などが燃料とされ

てきた。その長い歴史に大転換が起きたのは，石炭の登

場である。石炭は地中に埋まった植物が長い年月をかけ

てできたもので，紀元前4世紀頃のギリシアの文書に石

炭の記録が残っており，同じ頃の中国に石炭を使用した

と思われる跡が残っている。しかし，石炭が一躍脚光を

浴びるようになるのは，18世紀の産業革命の時である。

ワットの蒸気機関やダービーのコークスを利用した製鉄

法が世界の産業のあり方を根幹から変えてしまったので

ある。特に蒸気機関は，機械だけではなく船や鉄道の運

動エネルギーを生み出し，動力革命・交通革命をもたら

した。 
 次のエネルギーの大転換は，エネルギー源として石油

と電気が登場してきた19世紀後半である。これによって

重化学工業が飛躍的に発展し，第二次産業革命と呼ばれ

る改革が行われた。そして，この新たなエネルギー源が

世界を激変させたのは，20世紀半ばにエネルギーの主力

が石炭から石油・天然ガスに替ったエネルギー革命であ

る。運動エネルギーも熱エネルギーも一気にその効果を

上げ，新しい社会が登場したのである。 
 しかし，こうしたエネルギーの歴史に劇的な変化をも

たらしたのは，原子力エネルギーの登場である。19世紀

前半，原子の核分裂が強大なエネルギーを生み出すこと

が証明され，それをアメリカが爆弾として開発し，広島

と長崎に投下したのである。この時から，人類の歴史は

「核の時代」へと足を踏み入れることになった。そして，

この兵器としての核エネルギーを平和利用しようとして

研究が進められ，1951年，ついにアメリカが世界初の原

子力発電に成功したのである。 
原子力発電の歴史と基本構造 
①原子力発電の歩み 

世界初の実用化された原子力発電所は，1954 年にソ

連のオブニンクスに建てられた。以降は，電力を作り出

してそれを販売する商用原子力発電所がつぎつぎ建設さ

れるなか，「核の番人」と呼ばれ，原子力の平和利用を推

進する国際原子力機関（IAEA）が 1957 年に誕生した。 
一方，日本の原子力発電の歴史は，1955 年に成立した

「原子力基本法」にもとづき，翌 1956 年，日本原子力

研究所が茨城県東海村に設立されたのが始まりである。

そして，1957 年には 9 つの電力会社が共同出資して日

本原子力発電会社が設立され，日本で初の「原子の火」

が灯ったのは，1963 年，東海村の実験炉で発電が成功し

エネルギー問題と原発 
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たときであった。後に東海村に「東海発電所」が設立さ

れ，これが日本初の商用原子力発電所となったのである。 
②原子力発電のしくみ 

原子力発電は，核分裂の際に発生する熱エネルギーを

用いて蒸気を生みだし，それによって発電機のタービン

を回して電気を得ている。その際，核分裂を制御しない

と莫大なエネルギーが生まれ出て爆発する。それが核爆

弾である。従って，原子力発電の根幹は，核分裂の制御

にかかっている。原子炉というのは，核分裂を制御する

ための炉であり，その制御を何によって行うかによって

炉の種類が異なってくる。実際には世界の約 8 割の原子

力発電所は「軽水炉」を採用している。すなわち，核分

裂を減速させ，かつ高温となる炉を冷却するのに普通の

水（軽水）を利用しているのが「軽水炉」なのである。 
③今回の事故の概要 

日本初の原子力発電所は，超高温に耐えることのでき

るマグネシウムの合金を使った炉をもつ原子炉であった

が，燃料棒を再三取り換えなくてはならず，効率の悪さ

から利用されなくなった。そのため，以後の日本の原発

のほとんどは今回の東京電力も含めて，「沸騰水型軽水

炉」を採用している。 
この沸騰水型軽水炉は，軽水が核分裂の減速と炉内の

冷却に利用されるという，原子炉としては単純な構造で

ある。ところが，原子炉の炉心に触れた水蒸気が汚染さ

れるため，放射性物質が蓄積されやすいという難点をも

っている。こうした放射性物質の漏れを防ぐために建屋

が設けられているのだが，今回の事故のように建屋が爆

発で破壊されると，放射性物質が大気中に拡散されるこ

とになるのである。 
原発問題と今後の課題 
①今後の原発問題 

火は人間が生活を営む上での基本的なエネルギーであ

る。すなわち，火は煮炊きや暖房などの熱エネルギーだ

けではなく，灯火としても使われる光エネルギーでもあ

る。それゆえ，どうすれば安定的に火のエネルギーを得

られるかについて，人間は知恵を絞ってきた。上述した

ように，人間は長い年月の間，草木や獣脂などを資源と

して利用してきたが，それが石炭から石油になり，さら

に水力や火力を用いて電力を生み出し，これに原子力が

加わって電力は今日の主力エネルギーとなっている。 
日本の全消費エネルギーの 22％は電力である。さらに

電力発電の内訳は，火力発電が約 61％，原子力発電が約

29％，水力発電が約 8％となっている（2009 年）。すな

わち原子力発電は，現代日本においては無視できない電

力源となっている。この事故を契機に起こっている原発

に関する議論は，原子力依存の現実をどう受け止めてい

くのかということが，大きなテーマとなるだろう。 
②英知を集めること 

ギリシア神話の中に，有名なプロメテウスの神話があ

る。主神ゼウスが天地創造を行ったとき，最後に生き物

を作る仕事をエピメテウスに任せた。エピメテウスはさ

まざまな能力を生き物たちに与えながら作業を続け，い

よいよ明日，地上にこれらの生き物を放つという日がや

ってきた。そこへ，兄の神プロメテウスがやって来て，

工房の片隅に裸のままで放置されている人間を見つけ，

これをどうするのかと弟に迫った。他の生き物にすべて

の能力を与えてしまったエピメテウスは途方に暮れ，兄

に助けを乞うた。弟の願いを受けたプロメテウスは，こ

っそりと天上に登り，ゼウスの下から知恵と火を盗みだ

し，これを人間に与えたというのである。 
火は知恵と共に人間に与えられたものであり，火は技

術の象徴でもある。現代の科学・技術という言葉は，科

学の知識を応用して技術が成り立っている，という意味

を持っている。しかし，「知（ソフィア）」はもっと広い

意味を持つ言葉であり，真偽の判別だけではなく，善悪

などの判断もなしうる能力を意味している。この人間や

社会に関する「知」がなければ，「技（テクネー）」はそ

の効力を発揮することはできない。すなわち，人間にと

って何がもっとも大切なのかということを考え抜く「知」

があってこそ，「技」はその本領を発揮できるのである。 
今回の事故は，まだまだ予断を許さない状況にある。

それだけに，関係者だけではなく，すべての日本人が今

後のエネルギー問題を含めた日本の進路を真剣に考えな

ければならない。その意味で，いまこそプロメテウスが

人類に与えてくれた「知」を働かせるときである。その

「知」こそが，「技」すなわち「火」を本当に活かす道を

示してくれるのではないだろうか。 
 
問 火や原子に関する文章として最も適当なものを，次
の①～④のうちから一つ選べ。 
① フランスの哲学者サルトルは，アインシュタイン
と共に原子爆弾の廃絶を訴えた。           

② ギリシアの哲学者ヘラクレイトスは，万物のアル
ケーは永遠に生きる火と水であると考えた。      

③ ギリシアのエピクロスは，すべては原子から成り
立っており，死は原子の分散に過ぎないと語った。  

④ 中国戦国時代の陰陽五行説では，世界を構成する
要素は木・火・空気・金・水と考えられていた。 
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はじめに 
 日本で観測史上最大となるマグニチュード 9.0 を記

録した東北地方太平洋沖で発生した東日本大地震により，

東北地方を中心に甚大な被害が発生した。早速，国内各

地や諸外国からもさまざまな支援の動きがあった。その

中でも，昨年 12 月に設立されたばかりの関西広域連合

が大震災発生の直後から司令塔としての役割を担い，迅

速な支援の動きを見せていることが注目されている。 
関西広域連合とは 
「関西から新時代をつくる」。志を同じくする関西の

2 府 5 県（滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，和歌山県，

鳥取県，徳島県）が結集し，平成 22 年 12 月 1 日，関西

広域連合を設立した（広域連合長：井戸敏三兵庫県知事）。

府県域を超える広域連合としては，全国初の取り組みで

ある。地方分権の突破口を開き，日本を多極分散型の構

造に転換することをめざしている。関西広域連合の議事

機関（議決機関）として，関西広域連合議会が置かれて

いる。地方自治法で定められた条例の制定改廃，予算の

議決，決算の認定等の議決事件の議決，選挙等，普通地

方公共団体と同様の権限を有している。議員は，構成団

体の議会において，各議会の議員から選出され，定数は

20 名である。また，議会の傍聴もできる。 
関西広域連合設立のねらい 
①分権型社会の実現 

中央集権体制と東京一極集中を打破し，地域の自己決

定，自己責任を貫ける分権型社会を実現するため，広域

課題に地域が主体的に対応できる現実的な仕組みづくり

を，関西が全国に先駆けて立ち上げ，地方分権の突破口

を開くこと。 
②関西全体の広域行政を担う責任主体づくり 

東南海・南海地震発生に備えた広域防災体制の整備や

ドクターヘリによる広域的な救急医療体制の確保をはじ

め，将来的には関西の競争力を高めるための交通・物流

基盤の一体的な運営管理などを目指し，関西が一丸とな

って広域行政を展開すること。 
③国の出先機関の事務の受け皿づくり 

各団体の個性や資源を効果的に活用するとともに，出

先機関を中心とした国の事務，権限のうち，広域自治体

で担うべき事務の移譲を受けて，国と地方の二重行政を

解消し，関西全体としてスリムかつ効率的な体制への転

換を目指すこと。 
 

震災発生後の関西広域連合の動き 
震災発生 2 日後の 3 月 13 日には，関西広域連合は，

構成府県の知事が集まって広域連合委員会を開催した。

阪神・淡路大震災の被災地である関西が広域連合として

一つにまとまって，被災地にできる限りの支援を行うこ

とで合意。「被災地対策」「支援物資等の提供」「応援要員

の派遣」「避難生活等の受け入れ」について緊急声明（第

一次）を発表した。また，関西広域連合では，効率的・

効果的な支援を行うため，支援を被害の大きい岩手・宮

城・福島の 3 県に絞り，大阪・和歌山が岩手，兵庫・徳

島・鳥取が宮城，京都・滋賀が福島の支援を分担して担

う体制を震災直後に決めた（カウンターパート方式）。 
震災 1 週間後の 3 月 18 日には，被災地の避難所をま

るごと受け入れる「一時遠隔避難所」を広域連合加盟 7
府県に数万人規模で設置すると発表。その後も加盟各府

県はアイデアを次々と発信し続け，3 月 29 日にも委員会

を開催し，広域連合として被災地の復旧事業を関西など

別の自治体が担う「代行制度」などの緊急声明（第二次）

を発表。被災者支援から復旧・復興に向かう手助けに向

かっている。被災地に連絡事務所を設置し，阪神・淡路

大震災の経験を最大限に生かし，復旧への助言・支援を

進めている。また，4 月 8 日には原子力発電等に関する

緊急申し入れを行うなど，その存在感を強めている。 
関西広域連合の課題と役割 
関西広域連合に対しては，発足前から「知事の権限を

強めるだけで，決して住民自治にはつながらない」との

批判も存在した。奈良県は，「現行制度に屋上屋を架す」

（自治体の上に自治体を重ねる）ことになり責任があい

まいになるとして，近畿地方で唯一広域連合に参加して

いない。関西広域連合は「防災」「医療」など 7 分野の

広域事務からスタートしたが，その将来像について，連

合長の井戸兵庫県知事は，「ヨーロッパ連合（EU）」に

もなぞらえている。関西広域連合の今後の役割と実践が

ますます注目される。 
 
問 関西広域連合について述べた文として適当でない
ものを，次の①～④のうちから二つ選べ。 
① 関西広域連合には，近畿地方の滋賀，京都，大阪，
兵庫，和歌山，奈良の各府県が当初から参加した。  

②  関西広域連合は，府県域を超える広域連合として
は，全国初の取り組みである。  

③  関西広域連合は，議事機関として，関西広域連合
議会が置かれたが，条例の制定改廃，予算の議決な
ど地方公共団体がもつ権限は認められていない。 

④  関西広域連合は，将来は，国の出先機関から権限・
財源・人の「丸ごと移管」も目指している。 

東日本大震災と関西広域連合の役割 
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はじめに 
人口の変化と経済は密接な関係がある。生産年齢人

口の占める割合が高くなると「人口ボーナス」と呼ばれ

る経済成長が実現する。しかし，生産年齢人口の割合が

低くなると「人口オーナス（重荷）」となり，生産年齢人

口は消費の主役であるので需要減退を招く。これが「過

疎」と重なって地方経済の衰退をもたらす。日本経済も

この傾向が顕著にみられ，そこで地方経済の復活をどの

ような形で実現するかが課題として浮かび上がってくる。 
クールジャパン 
「日本はスーパーパワーを再生している」と冒頭に述

べ，ダグラス・マッグレイは 2002 年「フォーリンポリ

シー」6 月号で，「クールジャパン」（かっこいい日本）

の事例として，ポップカルチャーを賞賛した。このよう

な動きをうけて，2010 年 6 月，経済産業省内に「クー

ルジャパン室」が設置された。その活動目的は，文化産

業（クリエイティブ産業：デザイン，アニメ，ファッシ

ョン，映画など）の海外進出促進，国内外への発信など

である。ここでは，国内経済の面でも地方の活性化の手

段として各地に展開している三つの事例を紹介する。 
①「ゲゲゲの鬼太郎」と境港市 
鳥取県境港市は漫画家水木しげるの故郷である。

2010 年はドラマ「ゲゲゲの女房」でも話題になり，これ

までの妖怪ブームに一層の拍車がかかった。境港駅前を

起点に約 800ｍ続く商店街「水木しげるロード」を 1993
年につくり，歩道には 139 体の妖怪オブジェ，5 基の妖

怪レリーフ，8 枚の絵タイルを準備した。JR 西日本は「鬼

太郎列車」を走らせた。当初，年間 2 万人だった観光客

は，2008 年に 170 万人を超えるまでに増加し，そして，

2010 年には 370 万人を超える観光客が訪問した。この

数字をみると商店街の活性化には成功したように思われ

る。しかし，2 時間程度で見てまわれる無料のパビリオ

ンになっており，商店街の売り上げは減少傾向が止まら

ない。観光客の増加が地元商店街の振興や雇用創出に一

層結びつく知恵を必要としている。 
また，マンガ作者の関係では，宮城県石巻市に「石ノ

森萬画館」があり，境港市のような町おこしを目指して

いるが，今回の震災によって大きな影響を受けている。 
②アニメ「けいおん！」と豊郷町 
アニメファンの間で「聖地巡礼」という行動がある。

作品の舞台となった場所を「聖地」としてその実際の場

所を訪問することを意味する俗語である。 

「けいおん！」のモデルとなったのは滋賀県近江八幡

市にある「豊郷町豊郷小学校旧校舎」といわれている。

ここは，大阪・心斎橋にある「大丸百貨店心斎橋店」や

神田駿河台にある「山の上ホテル（旧館）」の建築で有名

なウィリアム・メレル・ヴォーリズの作品として一時大

きな話題となったところである。校舎改築に関係して旧

校舎保存が問題になり，2009 年から図書館，子育て支援

センター，シルバー人材センターとして旧校舎は再出発

した。アニメの舞台である桜ヶ丘女子高等学校の校舎と

そっくりなのである。板張りの廊下，中庭，古川鉄治郎

の銅像，そして，階段の手すり部分にある「うさぎとか

め」が登場する。これは，古川鉄治郎が「うさぎとかめ」

の童話のように努力した結果，事業に成功した逸話にち

なんで階段を上ると一番上には「かめ」がいるように設

計したものである。 
③美少女図鑑 
「美少女図鑑」は，新潟で始まって以後，全国的に

拡大してきた。地元の素人モデルを，地元の洋服屋，美

容室が協力して変身させ，それを写真雑誌「美少女図鑑」

として作成し，フリーペーパーとして配布する。それに

関心をもった読者が関係する店に顧客として訪問するこ

とによって，ファッションの「地産地消」を実現し，地

域経済を活性化させようとする試みである。また，若者

の流出の歯止めともなることが期待される。こうした動

きは「キッズ図鑑」として子供を対象とした「地産地消」

にも裾野を広げている。 
今後の方向 
地方再生にむけ留意すべきことは次の三点である。

①若者への所得移転を図ること。日本経済全体の方向と

して，次世代の負担を大きくしている流れを変えること

が重要である。②女性の就業者を増加させること。生産

年齢人口が減少傾向にあるため，より有効な経済活動の

バランスを保持するためには不可欠である。③世界市場

で勝負できるブランドを築き，持続的な発展が可能な道

筋を創造すること。 
（参考文献）福嶋麻衣子他『日本の若者は不幸じゃない』ソフ

トバンク新書，2011 年。 
 
問 2000 年以降の人口と地方経済の動きの説明として
適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 地方経済は高齢化の影響をうけ，全体として低迷
している。 

② 限界集落が増加しつつある。 
③ 生産年齢人口の割合は，低下傾向にある。 
④ 国全体の人口はわずかながらまだ増加しつつある。 

クールジャパンと地域おこし 
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議会制民主主義の奴隷!? 
「イギリスの人民は（自分たちは）自由だと思って

いるが，それは大間違いだ。彼らが自由なのは，議員を

選挙する間だけのことで，議員が選ばれるやいなや，イ

ギリスの人民は奴隷となり，無に帰してしまう」 
このようにルソーは『社会契約論』で間接民主制を批

判した。常態化するネジレ国会，毎年代わっていく総理

大臣。政治の混迷が嘆かれる。私たちは議会制民主主義

の奴隷になってはならない。 
55年体制の事前選択選挙から事後評価型選挙へ 
空井護・北海道大学教授は「（主要政党の脱イデオロ

ギー化により）選挙は将来の政治的決定者の事前選択か

ら，現在までの政治的決定者の事後評価へと，その基本

的性格を変えるものと考えられる」 （『世界』2010/8 月

号）と述べている。 
自民党対社会党の 55 年体制は事前選択選挙であった。

保守／革新，資本主義／社会主義といった，将来の大ま

かな方向性や路線の選択として選挙が行われる。そして

55 年体制では，自民党が与党であることが選択され，社

会党は万年野党に甘んじた。 
冷戦崩壊後の 1994 年に政治改革 4 法が成立し，衆議

院に小選挙区制が導入され，二大政党制が目指された。

また，冷戦崩壊で政党の脱イデオロギー化が進んだ。対

立関係にあったはずの社会党と自民党が村山連立政権を

樹立したことが好例といえよう。最近では，民主党が掲

げた「高速無料化」を麻生政権は「休日 1000 円」で実

施した。そして，2010 年参院選で菅首相は，「自民党の

10%案を参考に，消費税の引き上げを検討したい」と述

べた。これらはイデオロギー対立のない政党政治が展開

されていることを如実に示している。 
前回の選挙から現在までの一連の政治的決定につい

て，有権者として満足できるものであったのかどうかを，

事後的に判断することが事後評価型選挙である。麻生政

権のリーマンショックなど未曾有の経済危機での対応後

の 2009 年衆院選や，鳩山政権の普天間問題での対応後

の 2010 年参院選では，与党が惨敗している。 
人気政治の危険性 
自由民主党と民主党，同じような名前の政党が争い，

国民はその選択を迫られる時代に入った。違いがわかり

にくくなった政党政治では，ポピュリズム（人気政治）

の危険性が高まる。政党はイデオロギーや階級，階層に

基づいた安定的な支持基盤を持たない。政党は理念を訴

えず，「国民」や「生活者」といった漠然としたものを代

表しようとする。減税や既得権益の打破など，誰にでも

わかりやすいことを訴えることになる。 
2005年の小泉自民党が圧勝した郵政解散と 2009年の

鳩山民主党圧勝の政権交代。佐々木毅・元東大総長は，

「この 2 つの総選挙は全く違う外観と結果を持ちつつも，

実はその根底において通ずるものがある」と指摘してい

る（『世界』2009/12 月号）。「現状の仕組みの否定と改革

において国民の間に渦巻いているエネルギーは相当程度

一致している」（同掲） 。前者は郵政，後者は官僚と，

どんな階層にもわかりやすい敵が示され，「古い仕組みを

壊すエネルギー」を糾合し圧勝したのだ。 
政権交代では蓮舫行政刷新大臣らによる事業仕分けが

注目を集めた。政治主導を掲げる民主党は，事務次官会

議を廃止し，「脱官僚」を進めた。地方では，2009 年，

鹿児島県阿久根市長が市職員の給与を公開した。2010
年，議員報酬削減，公務員給与削減，市民税減税を掲げ

る河村たかし名古屋市長が主導し，名古屋市議会のリコ

ールを求める直接請求が成立した。2011 年，統一地方選

では大阪府と大阪市の二重行政の解消を掲げる橋下徹・

大阪府知事が代表を務めている大阪維新の会が大躍進し

た。国でも地方でも，誰が一番「壊すエネルギー」を持

っているか，を競い合っているともいえる。「国民」にわ

かりやすい敵を示し，閉塞感や不満を吸収できるか否か

が選挙の勝敗を分けている。 
止まらない人口減少，年金制度の破綻，累積する財政

赤字，中国など新興国の台頭など社会問題が山積し，閉

塞感が渦巻いている。「壊すエネルギー」は誰にでも評価

されやすい。戦後日本は，経済成長を前提とした自民党

政治が事前選択されてきた。冷戦・バブルの崩壊から 20
年。理念も方向性も見えづらい現在，人気政治に陥る危

険性が高まっている。事後評価型選挙は，未来を選択す

るものではない。ルソーの警句に学び，常に鋭く政治を

監視する姿勢を持つことが「時事的関心」なのである。 
 
問 事後評価型選挙における投票行動として，最も適当
なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 減税による景気刺激を公約する政党を評価して投
票する。 

② 社会状況の変化に対して，有権者が満足できる政
治決断を行った政党を評価して投票する。 

③ 自身の所属する圧力団体の陳情の実現に力を注い
だ政党を評価して投票する。 

④ 天下り禁止など既得権の打破を掲げ，支持率の高
い政党を評価して投票する。 

事後評価型選挙へ 
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はじめに 
2010 年，ドイツで開催されたソーシャル・ビジネス

に関するグローバルサミットには，中田英寿さんが参加

した。また，九州大学や立教大学では「グラミン・クリ

エイティブラボ」を設立し，ソーシャル・ビジネスに対

する取り組みをすでに始めている。このような動きはさ

らなる広がりをもって世界的に注目されている。 
ソーシャル・ビジネスとは 
従来のビジネスは，どの分野も利潤を最大化すると

いう意味で共通している。一方，対極には非営利組織，

すなわち慈善的な寄付に頼る組織による活動がある。 
 ソーシャル・ビジネスには二つの種類がある。一つは，

社会問題の解決に専念する「損失なし，配当なし」の会

社で上がった利益をすべてビジネスの拡大や改善に再投

資するタイプの企業である。もう一つは，貧しい人々が

所有する会社である。それは，直接所有される場合もあ

るし，特定の社会的目標に専念する信託機関を通して所

有される場合もある。 
 前者のタイプのビジネスに関して「7 原則」がまとめ

られている。①経営目的は，利潤の最大化ではなく，人々

や社会を脅かす貧困，教育，健康，情報アクセス，環境

といった問題を解決すること。②財務的，経済的な持続

可能性を実現する。③投資家に投資の元本を超える配当

は行われない。④投資額を返済して残る利益は，会社の

拡大や改善のために留保される。⑤環境に配慮する。⑥

従業員に市場賃金と標準以上の労働条件を提供する。⑦

楽しむ！ 
企業の社会的責任に関する活動，たとえば環境配慮型，

障害者・高齢者視線商品，サービスの開発は利益優先で

あることに変わりなく，企業のイメージアップ向上を目

的としたものである。一方で非営利組織の活動は，寄付

に依存する割合が高く，持続性に課題がある。 
ソーシャル・ビジネスの起源 
1983 年，ユヌス氏がバングラデシュで創設した「グ

ラミン銀行」がソーシャル・ビジネスの起源である。本

部は首都ダッカにあり，借り手のうち 97％が女性である。

金利（単利）は 20％であり，預金金利は 10％である。0％
のホームレスのためのローンもある。融資額の平均は約

200 ドル，無担保であるが返済率は 98％以上という。 
グラミン銀行を代表格とする「マイクロファイナンス」

の仕組みは，低所得者層に事業資金として少額の資金を

無担保で貸し出すものであるが，返済をより確実なもの

にするために数人の連帯責任グループを結成し，返済の

約束をさせる。融資を受けた人たちは小規模な商店や農

業などを営むことで自活し，貧困からの脱出をめざす。

こうした仕組みは，アジア，中東で導入され，2008 年に

はニューヨークでもこの制度による貸付が始められた。 
具体的な事例 
①ダノン ヨーグルト製造工場を建設し，60％が栄

養失調というバングラデシュの子どもたちに栄養補給を

目的としたプロジェクトを立ち上げた。これは，地元の

240 軒の農家と連携し，112 人の工場従業員，200 人の

非正規雇用者，さらに 300 人のセールスレディーといっ

た雇用創出を通じ，農村社会の自立に資することを目的

とする事業である。 
②ヴェオリア・ウォーター メグナ川から引いた地表

水を処理し，飲食や料理に使用できる水をゴールマリ村

に提供する事業を立ち上げた。最初の一滴が流れ出たと

きは誰もが喜びの声をあげた，といわれ地元の期待は大

きい。 
③ユニクロ 自立して生活できる仕事を作り出すこ

とを目的として，T シャツの素材調達，生産，物流，販

売までバングラデシュ国内で完結する仕組みをつくり，

雇用を創造するとともに女性の社会進出を促進する力に

なることも期待されている。 
今後の課題 
日本の現実を見た場合，いますぐこうしたビジネス

が発展するとは考えにくい。まず，NPO 法人の活動に

おいて，公的補助金や寄付の控除などによって支援の場

を拡大し，預金者が預金の貸出先を選択できるような銀

行の設立を認めるなど，世の中のお金が社会的な役割を

担う活動に少しでも回る仕組みをつくりだすことが望ま

れる。 
（参考文献）ムハマド・ユヌス『ソーシャル・ビジネス革命』

千葉敏生訳，早川書房，2010 年。 
 
問 企業の社会貢献について述べた文として適当でな

いものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 音楽や美術などの芸術活動を資金面や施設面で援

助する活動を行う。 
② 慈善事業などへの寄付を積極的に行う。 
③ 株主に最低限の配当を確保しつつ，環境などの課

題解決のための活動を行う。 
④ 社会貢献のための前提として，法令順守が企業活

動の基本である。 

ソーシャル・ビジネス 
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