
争の幻燈などは、“魯迅がかつてここにいて、そ

して、ここから去ったこと”をまざまざと思い知

らされるような、重みのある資料だった。 

 ４．おわりに 

　東北大学を後にして向かった先は、キャンパス

西側にある、仙台医専時代に魯迅の下宿「佐藤屋」

跡地である、図4の碑が建てられていた。今回、

仙台に着いて後に、この場所が「魯迅記念広場（仮

称）」として整備中であることを知った。 

　ここもまた、“魯迅がかつてここにいた”こと

を示す痕跡であり、しかも、仙台市によって顕彰

されようとしている。今秋には、佐高信『いま、

なぜ魯迅か』（集英社、2019）も刊行され、魯迅

再評価の機運が高まっているようにも思われる。 

　仙台調査の成果を活かしながら、今後は、文献

調査を中心に、同時代言説に即したアプローチに

よって、本研究課題を着実に進めていきたい。 

（所員　外国語学部教授）

クアラルンプール近郊でのハラル認証食品の現地調査

　クアラルンプール市街地の日系百貨店食品売

り場2店、日系スーパーマーケット１店、スー

パーマーケット6店、フードコートやレストラン

約20店などの日本食や日系企業が製造した商品

の陳列方法の現地調査を行った。レストラン等飲

食店舗をはじめとして、スーパーマーケット等小

売店舗で扱う商品の多くでハラル認証が取得さ

れており、ハラル・ロゴが、レストランの入り口

や商品パッケージなど、消費者が容易に確認でき

る場所に掲示されている。 

　まず日系企業が販売している製品でハラル

対応をしているものが少なかった。私たちが調

査した限りではマヨネーズ１社、インスタント

ラーメン2社、日本茶1社であり、醤油や調味

料、お菓子、食品などは対応をしていなかった。

イスラム教の教義にもとづいたハラルへの配

慮が必須となっており、マレーシアで最も多い

マレー系（約67％）が買え控えすることが考え

られる。同様に中心市街地にあるレストランな

どでは、ハラルの認証を取っていないがため

に、中華系の人の利用が中心で、マレー人の利

用は少ない。実際にラーメン屋の前で小さな子

供がいる家族連れが、「ノーハラール」と言っ

て、立ち去って行った。 

　その一方で、クアラルンプール近郊の外資

系スーパーでは、基本的にハラル対応の商品

のみ販売している。日本製の緑茶はハラル対

応の一社のみで、後は中国製などが販売して

いた。特に日系スーパーマーケットなのにハ

ラル非対応のため、米と緑茶は日本製品を置

いていなかった。 

　マーケッティングを考えれば、まだ販売

チャンネルを増やす可能性がある。日本のコ

久宗　周二

●研究グループ：「東アジアに政治発展」（共催）
◆2019年 5月 24日（金）
　会　場：3 号館 305教室
　テーマ：「ポストひまわりの台湾－選挙・政治・安保」
　報告者：千北辰（台湾　退役　陸軍少将）

●研究グループ：「東アジアの国際経済・ビジネスの変還と現状
　　　　　　　　 そして今後の展望」
◆2019年 5 月17日（金）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「PCビジネスのロジとSCM」
　報告者：柴田　淳志（武蔵大学非常勤講師）

◆2019年 7 月 31日（水）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「一帯一路構想の進展プロセスを考える」
　報告者：秋山　憲治（神奈川大学アジア研究センター客員教授）
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写真１　日本語とローマ字で表記しているスイーツ店 

図 4：魯迅下宿跡

◆2019年 9 月25 日（水）
　会　場：アジア研究センター（16号館108号室）
　テーマ：「日本の教育関連ビジネスの新興国市場における可能性
　　　　　　―ベトナムとスリランカの事例から―」
　報告者：山本　崇雄（神奈川大学経済学部教授）

●研究グループ：「植民地国家と近代性：
　　　　　　　　 アジア諸国を中心とする比較研究」
◆2019年 7 月 13 日（土）
　会　場：アジア研究センター（3号館208講堂）
　テーマ：「パイナップルのグローバルヒストリー：
　　　　　 ハワイ・台湾・沖縄を結ぶネットワークとして」
　報告者：八尾　祥平 ( 神奈川大学経営学部非常勤講師 )



ンビニエンスストアが現地のテイストを研究し

て進出をした。ハラル認証を受けた飲み物、パン、

おにぎり等に販売アイテムを絞っていた。（他に

フルラインアップの店舗もある）レジカウンター

ではおでんを販売しているが、現地の味に合わせ

たトムヤンクン味、現地の食に合わせて団子の様

に具材を串刺しにして販売している。販売アイテ

ムを絞ってこれで利益が上がるか疑問に思った

が、おにぎりとおでんが現地では好評で、列をな

して買っていた。特に、おでんは専用のレーンが

あり利用も多かった。現地の大学の研究者に聞

くと、おにぎりも、おでんも大人気で、特におで

んは昼食としてとても人気がある。 

　世界文化遺産になった「和食」はマレーシア

でも人気がある。しかしおいしそうな寿司、刺身、

天ぷら、すき焼きも、見るだけでハラル認証がな

ければ食べられない。日本食が人気でカタカナや

漢字を使った店舗も多い。（写真1、2）ハラル認証

を受けるという、努力を怠っているために日本製

の品物が売れない。「日本は進んでいる。良いもの

は必ず売れる」という過去の遺産から目を覚ませ

ず、日本人は改善を忘れてしまったのではない

か。次の研究ステージとしてはムスリムに対応し

た食品の開発や、現在日本にあるムスリムに対応

した食事などの情報提供を考えていく。 

 （工学部教授）

個別奨励
研究報告

とが国際高速船航路の維持において必要であるこ

とが確認できた。｠

　しかし、近年では高速化が進むコンテナ船との

競争激化により貨物輸送量が減少した航路も見受

けられている。この結果、東アジア域内を就航し

ている国際高速船の消席率は、2012年に75.7%

だったものが2016年には3.9%ポイント減少し

た71.8%となった。航路を維持するためには、

60～70％以上の消席率が必要であることを考慮

すれば、貨物輸送量の減少は国際高速船を運航し

ている船社の航路維持において大きな課題となっ

ている。こうした課題を改善するためには、荷主

企業の国際高速船への利用促進を図ることが重要

である。 

　2019年4月15日～ 5月17日まで行った荷主企

業に対するアンケート調査の結果によれば、国際

高速船を利用している荷主企業は11.1％となって

おり、そのうち半数以上が緊急時のみに利用して

いる。利用しない理由としては、「コストが高い

（22.7％）」、「利用可能な港湾がない（18.2％）」、「ス

ケジュールが合わない（9.1％）」、「認知していな

い（9.1％）」の順となった。この結果からもわか

るように国際高速船の利用を促進するうえで、最

優先の課題は輸送コストの削減である。その他に

も利用上の利便性向上や国際輸送機関としての国

際高速船のPRが荷主企業の国際高速船の利用促

進において重要な課題であることがわかる。荷主

企業へのヒアリング調査でも国際高速船に対する

認識はほとんどない荷主企業が存在していること

がわかった。 

　航空輸送より安くコンテナ船輸送より早い第3

の輸送モードとして注目を集めている国際高速

船輸送の利用を促進するためには、国際高速船

に対するPRと利便性の向上を図っていくことが

重要である。さらに貨物輸送において荷主企業

が最も重視している輸送コストにおいては、運

航の効率化を図るなど、コスト低減への取組み

も必要であろう。 

(客員研究員　九州産業大学商学部准教授) 
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魏　鍾振

　東アジアの貿易は、中国がWTOに加盟した

2001年を境に素材や部品などを中心とした中間

財貿易が急速に拡大してきた。これに伴い、貨物

輸送においても中間財貿易を支える高速性かつ定

時性の高い輸送モードに対する需要が高まってい

る。こうした状況を踏まえ、日本では国際フェリー

及びRORO船（以下、国際高速船という）を活用

した一貫輸送網の構築に向け、2008年に「国土

形成計画」を策定した。また、2011年11月には

博多港や関門港（北九州港・下関港）などの6つ

の港湾が国際一貫輸送を担う国際高速船の拠点港

湾として指定されている。このように政府は、東

アジア諸国の主要港湾との間に高速海上輸送ネッ

トワーク形成を構築するため、｠国際高速船向けの

ターミナル機能の集約を図ってきた。｠

　しかしながら、日本を起終点とする航路をはじ

東アジアにおける国際高速船の航路選択要因に関する研究

め、東アジア域内に開設された国際高速船航路は、

2004年以降10航路以上が運休または廃止と

なっている。この背景には、他輸送モードとの競

争激化や貨物量の減少などによる収益性の低下が

大きく影響している。このように航路の相次ぐ閉

鎖は、荷主にとっては安定的な貨物輸送が困難

になるなど、荷主からの信頼を失いかねない深

刻な問題に発展する可能性がある。｠

　東アジア域内に就航している国際高速船の特徴

は、図1が示すように平均運航距離が約439（約

813km）マイルで、平均運航時間は約24時間と

いう長距離航路が中心となっている。このため、

国際高速船航路の成立に目安となる貨物量は、

400マ イ ル 以 下 の 中 距 離 航 路 で は 年 間

6,400TEU以上、400マイル以上の長距離航路

では年間10,000TEU以上の貨物量を確保するこ

写真２　日本語で表記しているお茶店 

出所：アンケート調査により筆者作成。 

出所：各港湾局・船社HPより筆者作成。 

図2　国際高速船を利用していない理由

図1　東アジアにおける国際高速船の運航時間と運航距離（2019.3） 
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