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体験的日本人・日本社会論                    07 年 5 月 9 日 

                                 山 本 利 久 

はじめに 

諸外国との交流が始まると、人はそれらの国々や自分達そして国家に付いて否応なしに考

え、調べ、比較することになる。文化･文明の交わりの始まりだ。外国との交流、交易など

を通してお互いにより豊かで、質の高い生活を築き上げることも出来るが、無関心でいる

と知らない間に、大事な自国の文化や文明を失う事態も起こる。大切なことは日本人並び

に日本国がその独自性と自主独立性を失うことなく、国際交流を通してその文化･文明をグ

レードアップすることであろう。しかしこの工程は決して容易なものではない。 

鎖国前の外国との関係、それが途絶した江戸幕府による鎖国時代、そして明治維新に象徴

される開国時代、近代化を推し進め、後発ではあるが列強に伍して世界に飛躍した時代、

第二次大戦後の時代と我が国は外国との様々な関係、交流、交易を経験して来た。その間

国も日本人も、それぞれに大志を抱き国際化に対処した。そこには多くの共通した課題や

活躍したさまざまな日本人像があった。 

幸いなことに、日本はこれまで然るべき国際化を一定の成果と共に成し遂げてきたように

見えるが、失敗もあったし、尚難問・心配ごとも多い。特に 1990 年代初頭に現れたバブル

崩壊後の凡そ十数年間に、日本人は多くの自信・自負・価値観とわが国固有の精神文化並

びに独自の社会規範・伝統を喪失し、グローバル化と共に社会の地殻変動が進展する中、

精神的、文化的に彷徨い出した。これは、我が国が被った一千兆円を遥かに越えるとも言

われるバブル崩壊に起因する経済的損失を凌ぐ、目に見えない重大な負の衝撃であったと

言えよう。 

この間外国に現れた日本を語る流行り言葉は Japan ‐ bashing, passing and nothing であ

った。その時代は正に、米国主導の”グローバリゼーション“が世界を席巻し、中国、ロ

シア、インドなど旧”大国”の復権とエネルギー・資源に恵まれた新興諸国の台頭が交錯

する時期でもある。 

現時点で総括すれば、グローバリゼーションの成果は世界的に見ると、時として否定的な

面や見解が肯定的な面や見解と拮抗しているようにも見える。確かにこれまでのグローバ

リゼーションは、アメリカナイゼーションと同義語で、アメリカの文化、文明を世界が無

条件で受入れることだと考える節が多々あった。その為に、各地で反米、反米国思想、反

資本主義市場経済の批判･抗議運動が高まり、反動としてナショナリズム、リージョナリズ

ムそして対立する宗教的信条が回帰した。 

反グローバリゼーションの動きは、米国を除く諸外国だけの動きではない。市場経済を標

榜する米国社会で、価格破壊をもたらす廉価な外国製品に押され経営が成り立たなくなっ

てしまった中小企業や地方企業、そして大企業によるアウトソーシングの結果職を奪われ

た労働者などが立ち上げり、WTO,世銀/IMF,サミット、ダボス会議等の集会で果敢にデモや

実力行使に出ている。 



 2

その意味で現代はグローバリゼーションの意義が、前述した”新国際関係“の出現を背景

に改めて問われている時代と言えよう。注目すべきは、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、

中国)が、21 世紀に入り経済的、政治的、社会的に世界の注目を加速的に集め、現在並びに

将来の国力・経済成長力が高く評価される一方、エネルギー、資源、食料、環境などの面

で世界的な負の影響も心配される事態となっている。更にそれらに起因して世界のパラダ

イムに変化の兆しが見えて来たことも見落とせない。こうした状況が続くと、彼等はやが

て米国や EU、日本等を追い越し、新しい勢力として、個別ないしは集団として世界の檜舞

台に登場する日も遠くないかも知れない。 

一方イスラム社会も、宗教色を強めながら、原油価格の急騰で巨万の富を世界中から集め

る湾岸諸国を中心に西洋社会とは一線を画しながら、或いは対峙しながら今後の世界情勢 

に大きな影響を及ぼすことになるであろう。 

経済的にも政治的にも未だ明確で具体的な纏まりを見せることのない、極めて流動的な東

アジアは、壮大な可能性を秘めながらも、朝鮮半島の核武装化の脅威、エネルギー・資源

争奪、環境破壊に曝されている。そのアジアが我が国に取って地政学上も重要な地域であ

ることに変わりはない。今後の対中国外交、韓国・北朝鮮外交は日本にとり最大且つ最も

困難な事業となろう。 

このような背景から日本の将来には多様・多重化する外国との関係と如何に取組んで行く

か、その為の人材育成、戦略の構築を如何に行うべきかなど喫急の課題が山積している。 

そこで改めて日本人・日本社会について再考してみることにした。これは、多くの日本人

と比べ比較的外国との接点が多かった私の体験的日本人・日本社会論である。外国との良

好な関係を維持するには、諸外国の人々が日本人・日本社会をどの様に見、理解している

かを知ることも欠かせない。可能な限り日本人との対比も行いたい。当然の事ながら同じ

日本人であっても、人様々である。それぞれに日本人論、日本(社会)論がある筈だ。更に

時代や社会の変化と共に日本人も変貌して行く。そこでこの小論はあくまでも、私自身の

体験に基づき、移り行く時代の社会的背景も考察しながら、同時代の人間として或いは社

会人(企業人)として体感した最大公約数的日本人並びに日本社会像を描き出すことに努め

た。 

本稿の構成は先ず私見を述べ(今回)、つぎに内外の様々な文献から日本人論を取り上げ、

それに対するコメントを付けることにした(但し続編として別の機会に)。時代の流れと共

に日本人も外国人も変わる。絶対的な日本人論は成立しない。夫々の時代に多くの日本人

が体験した国際化に当たっての問題点、課題、心構え、対処法を的確に掌握し、今後我が

国が、国際社会で信頼を勝ち取り、貢献出来る人材のあり方、育成更には日本国(社会)の

あり方を検討する上で、この小論が多少なりとも参考になれば幸いである。 

国際会議他 

私は IMF/世銀,アジ銀、米州開銀、欧州開銀、アフリカ開銀などの年次総会や二国間の官民

合同会議などの国際会議に金融マンとしてよく参加した。ここで困惑するのは、会議後の
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パーティーなどで立ち話をしたり、挨拶を交わす時である。日本人は一般的には身長 160cm

～170cm の人が多い。これに対し欧米人の平均は 175cm 以上だ。中には２メートルに近い人

もいる。どうしてもこちらを彼等は見下ろすようにして話をする。これに対し当方は相手

を見上げるようになり、威圧されたように感じてしまう。こうした光景は甚だ見てくれも

良くない。着席して話す時はこうしたハンディキャップはないので救われる。相手と同じ

目線で話が出来るからだ。アジア人の間ではこうしたハンディは余りない。最近は若い人

の平均身長が伸びているので今後は先人達が味わった困惑は少なくなるものと期待してい

る。明治時代の文献等を読むとこうしたことが一種の劣等感として書かれている場面が出

てくる。外国人の所見にもこうした日本人の肉体的ハンディキャップについて触れたもの

もある。 

ところで、パーティーなどでの立ち話は実は欧米人社会では大変重要な役割を果たす。日

本人がご馳走や飲み物を探し回り、仲間内で談笑している間に、彼等は精力的に会場内を

立ち回り、友人･知人と短い間にビジネス上重要な話をしながら、情報を交換、相手方の動

向を探る。そして又新しい相手を見つける。トップが一人で駆け巡ることも多い。お互い 

多忙なので、会議期間中に正式にアポイントメントを取り付け会談するとなると、お互い

に物理的制限が生じる。日本人は大体が金魚の糞の如く企業(組織)の長にくっついて大勢

が行動する。その上、多くの場合どうしても通訳が必要になる。加えてその話の中身が季

節の挨拶などで実質的価値がないとなれば、相手も儀礼的な挨拶になってしまう。そして

帰国した日本の｢お偉さんたちは｣は今回の外遊で誰々と会談したと、高名な経営者、政府

高官、要人の名前を挙げ大袈裟に話をするのがお定まりである。 

余談になるが、こうした話は学者の社会でもあるらしい。 

英語に付いて 

日本人は一般的に英語が下手だとよく言われる。確かに英語を使う機会が諸外国と比べ限

られている。また翻訳書や同時通訳のインフラも高度に完備しているので、英語を充分に

習得する必要性が低い。その為これまで長く、それはせいぜい教養としての英語であった。

更に言えば、日本には素晴らしい独自の文化、文明もある。こうした伝統を継承してこれ

まで外国語学習は会話より、読解力にその重点が置かれた。より正確に言えば学校教育に

おける外国語学習の実態は外国文学の習得であった。その為高い教養を身に着けた日本人

でも、外国人と会話をしたがらない。したくても出来ないのだ。そうすると相手はこの日

本人は英語が話せない、分からないとバカにした振る舞いをすることがある。恐らく一般

的に言えば、日本の留学生でも最初は会話が思うようにならない。その為、レストランや

店屋さんで悔しい思いをした経験を持つ日本人も多いと思う。相手はこの英会話も出来な

い日本人がまさか、教養があり、英語の新聞や書物を読解し、それなりのレポートを英語

で書く能力を備えた人だとは想像も出来ないことであろう。 

彼等の社会では、会話が絶対であり、其の人物の内に秘めた英語力、教養などは全て話し

言葉や話し方で表現されるのが当たり前だと考えるのである。従って会話に出てこない語
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学力や教養などあろう筈がないのである。そこで日本人はニヤニヤしたり、イエス、イエ

スを連発したり、やたらと相槌を打ってしまう。兎に角寡黙になる。 

大学の授業で普段寡黙な日本人留学生が、筆記試験やレポート作成で素晴らしい成果を見

せると教授も些か戸惑ってしまう。日本人は何を考えているのか分からないと言うことに

なる。 

最近では英会話に学習の重点が移りつつある結果、会話や発音は上手になったが、今度は

読解力が落ちてしまったと言う話もよく聞く。問題のある日本人の英語力、英語教育に関

連した話は別途まとめることにする。 

私はよく通訳の仕事もした。同時通訳の仕事ではなく、逐語訳の仕事である。日本人の中

には、日本の諺や比喩、それに日本人にしか分からない文脈で話をする人がいる。聞き入

る相手方も困るが、通訳も困る。背景を説明したり、意訳をしようとすれば、当然長くな

る。そうすると本人は俺の言わないことを勝手にしゃべったと言い出す人もある。 

日本人の間では時節の挨拶、世間話なども会談では重要な役割を占める。ところが海外で、

特にビジネスマンの間では、目的、状況説明、話し方、論旨、理由など(広い意味でのプレ 

ゼンテーション)が大変重要になる。こうなると独自の文脈に重点を置き、論旨、言葉の曖

昧さ、腹芸にその特異性を持つ日本人はどうしても過小評価されたり、誤解されてしまう。

名古屋地方で普段使われる｢勘考しておきます｣などは日本人でも誤解しやすい言葉だが要

は｢お断りします｣と言う意味である。これを通訳で考えておきますと訳すと、相手はその

気があると取り、一向に色よい返事が無いことに腹を立てる。｢前向きに考えておきます｣

とか｢善処します｣と言う言葉も問題である。日本人は会談・会合で相手に不愉快な思いを

させないことがマナーと勝手に思い込んでいる。そのためいつまで経っても話の核心が取

り上げられないことも起きる。それでも日本人間であれば多少のことは何とかなる。とこ

ろが相手が外国人となるとそうは行かない。挙句の果てには、相手を話の分からない奴だ、

とか察しの悪い奴(察しの文化)、と一方的に烙印を押してしまう。 

日本語には国際ビジネスに向かない因子も内在している。反論もあろうがビジネス用語と

して英語に優る言語は無いように思える。 

また相手の言ったことを、生齧りして、通訳が行われる前に、自分なりに理解したつもり

で片言の英語でしゃべろうとする人もいる。その意味では、日本人は大変直感が優れてい

るとも言える。換言するとこれはまた、日本人社会のコミュニケーション上大切な、一種

の｢察しの文化｣に通じることになる。 

我々は、話をしながら常に、自分の話したことが相手にどのように受け止められたかを察

しながら話をする。この流儀は大変日本的で奥床しい日本の文化であるが、何事もストレ

ートに話す西洋人には理解されない。それどころか時として誤解さえ生む。通訳を介さな

い対談も時々行われる。また国際会議等になると、日本人は途端に無口になってしまう。

そして何か書いたもの、例えは配布資料などに頼ろうとする。そうなると、言うべきこと

も言わず、周囲からも無視されることになる。日本語で如何に弁の立つ人でも英語になる
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とどうしようもない、悔しさだけが残る。 

元東大総長の有馬さんがあるところで話すことを聴いたことがある。教授会はくだらない。

如何でも良いことをわいわいがやがやしゃべり中身がなく、退屈で、時間の無駄である。

ある時、教授会を英語でやろうと言い出したら、途端にみんな押し黙ってしまったそうだ。

お陰で会議もスムースに運んだとのことである。 

これはロンドンのシティーであった本当の話である。或る銀行の現地法人社長は大変なヘ

ヴィースモーカーであった。役員会は現地人も参加する開かれた構成になっていた。或る

役員会で社長ほか数人の邦人役員が夏期休暇で出席できなかった。その席で現地人役員が

雄弁を振るい禁煙を提案、多数で可決してしまった。留守役の邦人役員たちは、ただ言葉

に圧倒され、社長が大変なヘヴィースモーカーであることを知りながら、有効な反対論を

展開することも出来ず押し切られてしまった。休暇明けに出社した社長がこの役員会決議

に驚き撤回すべくいろいろ尽力したが後の祭りでどうにも出来なかった。 

通訳も上手に使う工夫がいる。事前に原稿を渡しておく会議はよいが、シナリオのない対

談では例え英語が使えても、通訳を使うことも必要である。通訳が行われる間、いろいろ

思考する時間も出来る。元駐日米国大使で親日家のライシャワー氏は公式行事(会談・会議

など)になるとよく通訳を使った。 

多少無責任な話になるが、都合の悪いことを通訳のせいにすることも出来る。私は多くの

場合、双方の発言を一人で通訳した。最近では双方に通訳が付くことが多い。通訳の仕方

で会談の雰囲気も変わり得る。その意味で大変リスキーな役目であるがその重要性に変わ

りはない。 

外交上の公式声明或いは公文書等で外国語(例英語)と日本語(中には和訳)の双方でニュア

ンス、表現が明らかに異なることがある。両方を公式文書にすればよいが、外国語だけが

公式文書になっているケースは特に留意したい。日本語が国民感情を害さないよう訳され

ていることがある。基本的には両方をよく読まないと大きな落とし穴が潜んでいることが

ある。 

話は違うが、映画の題名などは、その映画について外国人に話そうとした時、日本語版か

ら原題を思い出そうとしても至難な場合が多い。日本人向けに実に巧みな感情表現を付け

た題名に変化している(翻訳を超えて)。鴎外の翻訳文学書の中には原書以上に日本人の情

感を捉えた素晴らしいものがある。しかしビジネス、外交等となると、そうは行かない。 

日本人の会議観 

日本人社会では会議はあくまでセレモニーであって、議論を戦わし相手を説得したり、意

見･情報等の交換を行う場所ではないとの考えが非常に強い。そうしたことは事前に事務局 

が根回しを充分に行っておき、会議では調印をしたり、コミュニケ、声明文を出す儀式の

行われる場所だ、と多くの人が認識している。国際会議でもこの姿勢は一貫して変わらな

い。従って、会社や組織の長も其のつもりで参加する。相手は逆にそこで議論をしたり、

相手の意見を確かめたり、情報を交換したり、問題点を確認したり、協議・相談しようと
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待ち構えている。つまり会議はプロジェクトのスタート時点でもあるのだ。そこで様々な

行き違いが生ずることになる。アジア諸国との二国間会議でよく言われたことは、日本と

は既に 10 年間も毎年仰々しく会議を開くが一向に前進がないと言った苦情と失望である。 

又欧米人の社会からは、最初の 1,2 回は日本からそれなりの地位にある人が訪問してくる

ので会うが、其の後の訪問は実質的な実りのある話が出ないので、もう結構だと言うこと

になるケースが多い。日本の社長や会長の外国訪問は、何も特別難しい話や、問題解決の

ために行くのではなく、単なる表敬訪問(お土産持参で)、或いは外遊の一環である。その

間現地にいる派遣社員を集め会食をしたり、本社の状況を少し話したり、見物をしたり、

買い物をしたりするだけである。 

欧米人はこうした折、会談を最大限に活用する。先ず目的が明確にある。その為の段取り

も付けている。事前にこれまでの相手方との交渉等の経緯が時系列的に整理されていて、

何時誰がどんなことを言ったとか、何処に問題があったとか、相当程度専門的に突っ込ん

で検討し、実に分かりやすく簡潔にこれまでの会談内容、交渉経緯等がファイル化(セント

ラルファイルと部門別ファイル)されている。それらのデータは常にアップデートされてい

て、相手を訪問する際にも、相手が訪問してくる時にも常にこのファイルを先ず見てよく

検討している。特にトップ会談に備えたセントラルファイリングシステムは完璧である。

これに対し日本の多くの会社ではそんなデータはあっても古かったり、本部別にバラバラ

に管理されていたりして、合目的な内容にまとめられトップ会談で何時でも活用できるも

のは大変少ない。更に人事のローテーション・システム化が活発な日本社会では兎に角担

当者、責任者が頻繁に変わることも外国から見ると大変戸惑いを感じることである。個々

人とその関係を重視する欧米社会と組織・会社(個人の顔が見えない)を全面に打ち出す日

本社会とは大きな違いがある。 

個としての日本人 

多くの日本人は会社人間か、所属する組織に付帯した存在で、個人としての独立した人格

を持っていない。持っていてもそれを出そうとしない。つまり日本人は団体の一員として

存在し、個人として存在していないことになる。全て会社のため、組織のためとなる。悪

い例だが、不法行為で金儲けをする際も、米国社会のように個人財産を増やしたり、売名

行為のためではなく、会社、組織の利益のために違法行為、反社会的行為を行う(乃至は強

いられる)ことが圧倒的に多い。欧米人の行為とは本質的に異なる。 

互いに紹介し合う際にも、何処の会社の誰それと言う。会社を離れると途端に信用がなく

なったも同然だ。ビジネスカード(名刺)の活用も元はと言えば日本人の発明であろう。最

近では、便利なこともあって世界中で大流行だ。伝統ある欧州などでは、それでも名刺は 

氏名だけが記載されているものもある。返ってこの方が個人的信用・価値があるようにも

思える。一般に欧州では、名刺を使わない。だれそれの紹介とか、紹介状を以って、訪問

したり、電話を掛ける。 

手紙でも特徴が現れる。社用であれ、個人的なものであれ、書簡等を受取った人は原則返
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事を出すのが欧米流だ。これに対し日本社会では見ず知らずの人からの手紙は放置され、

返信はまず期待されない。個人のみならず、社用のものでも大差がない。この為、欧米人

は最初大いに戸惑い、最悪のケースでは相手を無責任な人物、会社と看做してしまうこと

も起きる。 

ビジネスに現れる日本人、日本企業の特性 

＊ 会議・会合が不必要に多く、だらだらと長引く上に、やたらと大勢が出席する。その上

議事録の作成・管理・活用が形式的。チームプレ－が伝統的に主流の企業社会では、職

場は見通しのよい大部屋。社員を個室に入れると、管理職でもどのように振舞うべきか

判断がつかず生産性が極端に低迷、チーム業績も下降する。 

＊ 実際の商談は中堅クラスの人が行い、トップは商談等の内容を充分には掌握していない。

会談後メモや記録をあまり残さない。残しても次回の会談に活用しようとしない。すべ

て、その場凌ぎ、スタッフ任せが多くなる。ボトムアップ、その為上席者に責任感が乏

しく、責任の所在も曖昧で徹底した責任の追及と処分に欠ける。その結果、成果に対す

る適正な評価・報酬も曖昧。 

米国社会では交渉ごとを一種のゲームと捉え、相手をとことんまで押す。また押され

た相手方に付いては、自分たちの言い分を納得して、引いたと理解する。まさか身銭

を切ったり、不条理な要求と考えながらも、相手の面子を立て、或いは義理人情のた

めに、犠牲を出してでも甘んじて受ける事態などとは想像もしていない。更に数ある

テーマの交渉事に於いて、トータルでバランスが取れていればよいと考える日本に対

し、彼等は個別のバランスがプラスであることを目標とする。 

＊ 日本企業の経営者は、経営者の意識はあるが専門分野を持っていない。役付きに成った

途端、専門職を解かれ、目的の定かでなり｢経営｣に携わることになる。欧米では専門職

を磨きながら経営者になる。欧米ではトップも業績、専門分野が高い評価を受ける。 

開国時に米国社会を見聞した勝海舟は、｢米国では然るべき人が、然るべき時に、然る

べき仕事についている｣と、羨望したことがある。100 年以上経た現在もこの指摘は当

てはまる。 

＊ 宴席、お土産などに異常な力と金をかける。鹿鳴館時代の DNA を継承か。接待外交を中

心としたオフビジネス依存症が蔓延する(世界に冠たる交際費天国、その代わり訴訟事

件も少ない＝弁護士費用の救済)。さすがに最近は減少傾向にある模様。 

＊ 常に最終判断を上司に仰ぐ(責任逃れ＝担保)。課長は部長の、部長は重役の、重役は専

務や副社長の、彼等は社長、会長の、と言う順番である。ある意味でこの方式は責任逃

れ、善いも悪いも皆会社全体の責任となる。つまり誰も具体的責任を取らない。従って、

責任を明確にする欧米の CEO, CFO,CIO などの制度が定着していない。｢全社一丸となっ

てこの難局を・・・・｣、と言った号令を日本社会ではよく聞く。会社が存亡の危機に

立たされたときは、代表取締役社長、会長、役員が最も働かなければならないのに。 

＊ 業界内競争に翻弄され(業界内シェアー争い)無駄なエネルギーを排出。海外企業動向、
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技術革新、市場・需要分析、課題などに関する情報に欠ける(国際戦略の欠落)。都合の

悪い情報は上層部に届かない。選択肢の限定された中で重要な決定が行われ易い。時に

は課題に対する提案が肯定か否定の二者択一と言う単純パターンとなってしまう。これ

では問題・課題の真相、所在、背景など意志決定者にとり極めて重要な情報などとても

収集も出来ないし理解もできない。 

＊ 企業の目的、目標が業務の実践段階で定まらない。特に選択と集中(優先順位)が曖昧。 

そのため、経営資源の配分は非合理的、非経済的となる。折角勝ち得た業界シェアー・

ナンバーワンの地位を継続、強化することなく、いとも簡単に投下した経営資源を劣

勢な分野に振り向ける(平等意識の為せる技か)。四半期ベースの業績に囚われやすい

欧米企業に比べ、日本企業は長期的視野に立って経営出来るメリットがあると言われ

たが、実際は極めて疑わしい。 

＊ こんな筈ではなかったとか、こんなことは予想も出来なかったと企業幹部が言い訳を 

  する場面をよくテレビなどで見る。リスクマネージメントの認識が甘く、都合の悪い

ことは決して起こらないと勝手に盲信して、問題と直接対峙しようとせず、簡単に神

頼みをする(リスクマネージメントの欠落)。日本海軍がレティー沖海戦で、量的に劣

勢な米軍に大敗した時の体質(DNA)を継承。 

＊ 社内報告書、通達、指示書、計画書･中間報告書･実績/評価書などが軽視され、口頭に

よるものが高い評価を受ける。その結果、声の大きな者、話の上手な者の見解が通り易

い。根回しが優先される企業風土。 

＊ 個人プレーが軽視され、チームプレーが評価され易い。それでいて現実は、エリート階

級の輩出を嫌う戦後の社会的風潮を受け、チームを引っ張る真のリーダーが養成されず、

チームプレーの真価が発揮されていない。米国企業の中には日本のよさ例えばチームプ

レーを取り入れ米国ヴァージョンに昇華して好業績を挙げるところもある。更に縦割り

のセクショナリズムは致命的。80 年代、米国企業社会、特に金融業界に一匹狼｢メヴェ

リック(Maverick)｣が多数出現、大活躍して注目されたのとは好対照。日本の企業社会

に欠ける“投資銀行”の未発達はそうした社会背景も一因であろう。 

＊ 組織を不要に拡大し、肩書きを過剰に付ける。その結果、実力以上にスタッフが社内・

外で過大評価される。大きなことが良いこと、と言う考えが定着する。その為、組織は

肥大・硬直化し、超重層構造のピラミット型となり、その上企業のバランス・シートは

異常に肥大化し、本来の機能を果たさなくなる。最悪のケースでは適切な機能の妨げと

なる。欧米はフラット簡潔型、機能重視の組織が一般的。結果として日本企業は業務環

境の急変に対応する柔軟なチーム編成(モヂュール、タスク・フォースなど)に弱い。一

般的に言えば日本の組織は命令・指示伝達型、米英は現場・市場の変化に対応し易い機

能重視型となる。その結果現代のような不確実性の強い社会ではアングロサクソン型企

業が優位に立つ。 

＊ 遅くまで職場に留まることが模範的社員と看做される。社員の実質的目標達成度或いは
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貢献度は二の次。その結果社員の労働生産性も低迷し、疲労だけが蓄積する(アフター

ホワイヴは体力消耗帯)。このことが家庭生活、親子関係、地域生活にもマイナスとな

って現れ、広い意味で、現在の日本社会に重大な社会的課題を投げかけている。サービ

ス残業が当たり前の現行労働慣行では、経団連が主張し、厚労省が押す｢ホワイト・カ

ラー・エクゼンプション｣などナンセンス(その後撤回)。中小企業の実態を知らないサ

プライサイドの独り言。国民の祝日を増やすより、正規有給休暇の完全取得・実現を図

るべきだ。 

兎に角日本の勤労者はこうした無駄なオヴァーワークで疲労困憊。通勤電車で見る顔は

皆常に疲れ切っている。社会の中核を担う勤労者をもっと大事にして、オフビジネスで

社会に貢献できるシステムを早く整えたいものだ(欧米先進国にあって、日本にないも

の)。現実は退職後も働くことを考え、退職後のライフワークの構想や夢も無く、その

ための準備もできない。残念だが欧米先進国とは事情が大きく異なる。 

＊ 人事では、先ず人事権(特に役員等の人選)を有する経営トップが該当候補者を公平で透

明な基準もなく、好き嫌い、コネ、人脈で抽出する。その上で彼等をどの部門に、どの

ポシションで配置するかを考える。始めに人ありきで、抽出した人の処遇を最優先する

(能力・実績などは二の次)。そこに派閥が生まれる(持ちつ持たれつの関係)。従って事

業目的、その為の専門家の人選、主要な機能・職責の透明性、説明責任などは副次的に

決まる。欧米では逆にプロジェクト、目的が先ず決まり、その為の人選、組織作り、機

能･権能、最適プロフェナルが決まる。多くのケースでは人事部ではなく、事業責任者

がその目的達成上最適と判断する組織、人選、処遇等を決める。組織作りは先ず、核に

なる人選を責任者が始める。 

その上で必要な専門家は社の内外から集めるのが欧米流だ。従って常に功績と責任の

所在が明確である。尤も欧米社会にも派閥、人脈が存在するが、主要なポジションに

は必ず有能なプロが配置される。 

＊ 企業統治と業務執行：多くの企業で未だ実質分離が行われていない(委員会等設置会社

ほか)。また司法社会の出現も視野に入れなければならない。時代、社会の変化がこれ

まで以上に急激で、企業、個人が取り残されて行く。その結果、法規も時代物となり本

来の存在理由を喪失する事態を招いている。今や市民社会は”Law keeper”であると同

時に、自らが”Law maker“であることを求められている。そのためには議員立法を主

体とする社会システムが必要だ。米国では議員のことを Law maker とも呼ぶ。 

＊ 急増する内部告発(村社会にはなかった)：欧米企業社会を追随する不正、違法、反社会

的企業行動の急増。しかも内部告発が昨今その発覚の発端になっている。こうした企業

犯罪、不正・不当行為の蔓延は日本社会と企業のあり方の本質的問題点を浮き彫りにし

ている。更に尚低い株主(投資家)の立場(株主による企業行動の牽制)も再検討されなけ

ればならない(ステークホルダー、シェアーホルダー問題)。 

＊ 英語屋の時代；経済のグローバル化が急速に進んだ 90 年代まで、我が国社会には英語
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屋と言う人達が存在し、其の地位が社内で長らく特別視された。英語に堪能な人が外国

との折衝に使われた。社内的には、語学以外に特技もなく、実務経験もない人が登用さ

れ、或いは上司の通訳として重宝され、やがて一部の人が重要な地位に付くことになる。

その結果比較的多くの英語屋が集まる外国部、海外部門は官庁で言えば外務省のような

もので、ある種の飾りものと、社内で見られることになる。ただ現実には重大な意思決

定は全て本社の中枢部門(企画、社長室、財務部など)で行われる。自ずと外国部門と国

内部門の対立構造が出現する。真の意味での国際化、グローバル化が全社的に進展しな

い。その結果、諸機能の全社横断的活用が後れた時代があった。 

＊ 近年海外事業の急速な拡充の結果、企業の海外駐在(派遣)社員は益々増加の傾向にある

(家族を含めると百万人を越える)。ところがその多くは本社を向いて仕事をし、短期間

で駐在を終了し本社に帰ろうと尽力する。機を逸すると本社に適切なポジションが見当

たらなくなる。子女の教育問題も複雑に絡み当事者にとっては悩みが尽きない。日本企

業の現地化、グローバル化は程遠い。こうした傾向は日本と米国企業に多く、欧州企業

の進んだ現地化は人事の面でも参考になる。尤もこれだけ海外生産が拡大、定着してく

ると、企業によっては新たな仕組み、理念に基づく企業活動が労使双方に芽生えてきて

いるようだ。 

＊ 海外子女の教育：かつて英国は母国にボーディング・スクール制を導入この問題を解決

した。そこには現地人指導者階級の子女も入学を許した。現在、大都市を中心に日本、

米国企業は現地に自国の教育制度に沿った日本語学校、アメリカンスクールを設立対応

している。どちらの制度がよいか判定は簡単ではない。帰国子女の受け入れ態勢も不十

分なため、多くの犠牲を強いられながら、各家庭がそれぞれの責任で対応しているのが

現状であろう。 

全盛時日本企業の特徴とその後の一時的停滞現象 

＊ 年功序列：構成員個々人の個性、能力、技量を犠牲にした、全体の利益を達成するため 

  の秩序。組織が活力を欠き、改革・改善意欲を削ぐ。その一方秩序と絆が保たれる。

徹底した社内教育・人材育成制度の確立(愛社精神、企業イズムなど)が定着。 

＊ 終身雇用：従業員の生活安定と保障、会社への忠誠心の涵養に資するが、一方で甘え、

生産性の逓減、労働市場の未発達を生む。定期新卒採用重視、中途採用はマージナル。

終身雇用は米国にも存在。 

＊ 企業王国：優良企業への帰属意識(他企業との差別化)、労働者間格差の増幅、財閥の復

権、物作り至上主義などを生む。その一方で世界的優良企業を育成する。更に多くの子

会社、孫会社、系列会社を傘下に巨大な企業集団を形成。排他的商慣習、不透明なグル

ープ間取引など問題も多い。しかし全体として日本社会は生活水準のボトムアップが進

み、一億総中産階級化現象が出現した。それが今、再び格差社会(中産階級の急速な減

少)の出現として、社会問題化してきた。 

＊ 経営：品質管理、企業内教育、業界内ポジション向上(業界ナンバーワン)、売上目標が
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掲げられ、勤勉意欲を掻き立てるもの。経営目標(欧米先進国企業)がセットされ、 

プライオリティーは全て会社のため、利益より売り上げ増・マーケットシェア 

ー拡大などを指向する。その結果日本企業の主要経営指標(ROE,ROA,PER など)は極端に

低く、長く連結決算より親会社の単体決算を重視した経営を行なってきた。合わせ、

企業会計基準は恣意的、保守的国内基準に拘泥し、国際比較を避けてきた。つまり国

際会計基準、米国基準等を無視する傾向にあった。それは又株主軽視、経営者重視の

運営とも見られる。 

＊ 戦術：改善・改良、安価、品質向上、技術導入、海外市場開拓・国内市場保護、過剰人

員確保の人事政策、御用組合、株式持合い、財テク。一方で欧米企業の重視する戦略(選

択と集中<マーケットシェアーが二位であることでも問題視する>、M&A,ROE,株主重視、

バランスシートの軽量化、知的所有権の高評価など)は貧弱。生産技術、財務などに比

べ、マーケティングの重要性の認識に欠ける。その結果、市場、消費者(ユーザー)との

コミュニケーションが不十分。 

＊ 国家支援：高度経済成長政策、産業政策、金融等の優遇措置(金融政策)が産業、経済を

直接間接支えた。それはやがて米国型市場経済への移行となり、官僚指導体制の後退

と共に(90 年代後半以降)、更に→構造改革→混乱→産業・企業の地盤沈下へと進むこ

とになる。 

＊ 取引先との関係：諸外国に比べ異常な額の交際費を無税で計上、人的パイプの拡充に腐

心。株式持合い、下請け、グループ企業群、メイン・バンク制など日本独特の産業構造

を構築。構造改革・規制緩和・市場経済メカニズムの導入を経て→90 年代後半以降米国

流のビジネス行為とその司法社会化が進む。 

＊ 金太郎飴：何処を切っても同じ模様の飴。個性、特異性、創造性などの埋没。代わって

協調性、順応性、集団性、社交性などが高い評価(格差社会の完全否定)。 

＊ 中央省庁との緊密な関係：産業政策、窓口規制、行政指導、天下り人事、公的部門の肥

大化と公的事業に於ける官民癒着、護送船団方式。昨今は規制緩和ないし撤廃で事態は

大きく変わりつつあるが。 

＊ バブル発生と崩壊：土地神話、金融・財政政策の失敗とその一翼を担った民間。世界大

恐慌以来のデフレスパイラルの到来。日本だけの現象、日本的経営の終焉か？→自信喪

失(日本的価値観の消滅)。 

＊ 精神面の変遷：傲慢と達成感(ピークアウト)が生む緊張感の欠落(ある種の油断)、米国

と言う“師範”の消滅現象を誤解、成金・拝金主義の蔓延、21 世紀に向けたヴィジョン・

理念・目標の欠落、蔓延る生齧りの欧米文化・文明・価値観と忘却ないし自ら否定した

日本文化・文明→自信・独自性・チャレンジ精神の安易な喪失 

＊ 対人関係：対等な立場での会談、交渉が苦手。常に自分と相手がどんな関係(上下関係、

主従の関係など)にあるかを考え対処する。ビジネスの社会では海外企業を支配的に所

有している時は会談等を無難にこなすが、逆の立場では説得や前向きの話し合いに消極
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的。真の意味でのパートナーシップは日本社会に定着していない。 

＊ 日本の高度経済成長を支えた理論：50 年代半ばから始まり 80 年代まで続く日本経済サ

クセスストリーの理論的総括(最盛期は60年代と70年代)が日本人の手でもっと行はれ

てよかったのではないか(下村理論など)。もしこれがなされていればノーベル経済学賞

に値するであろう。残念ながらその一部が外国の研究者により行われたのである。そし

てアジアを中心に諸外国でこれらの高度成長政策が取り入れられ、経済発展に貢献した

ことは指摘されてよかろう。グレードアップされた品質管理、カンバン方式、メインバ

ンク制、間接金融主導、産業政策、金融政策、輸出主導、技術導入など経済復興期に行

われた日本独自の諸方式(日本的経営の代表例)などはそれなりの国際的評価に値する

もの。尤もその後の環境や時代の変化に呼応した、前向きの修正とグローバル化する市

場経済へ移行するための新社会・経済政策の立案と実践への転換に遅れが出てしまった

ことは誠に残念なことだ(前川レポート<調整>等)。 

個人の対応と現実 

＊ 就職：大企業(優良企業)、中央官庁を含む公務員への強い就職願望 (企業・組織選択が

優先)は保守化した若者の現われか。米国では就職先業種の分散化が進み、ヴェンチャ

ーなどチャレンジ力、創造力を生かす職業が人気(会社・組織より職種、職業、専門性

を優先)。数年前まで続いた長期に亘る新規学卒就職氷河期が現在の日本社会に甚大な

マイナスの影響を及ぼしていることは明白。 

＊ 教育：有名大学入学志望(前段として有名小・中・高校への入学、その準備としての塾

通い)→教育費の増加、学校間格差の拡大。それでも真のリーダーは輩出せず、平均的

人間が生まれる。大学への全入時代を向かえ、世界レベルの教育・研究水準維持に疑問。

米国では更なる職業訓練のため専門大学院が人気で、世界中から優秀な学生が集まる。

又大学間競争の激化は加速的に進み、殺到する入学志望者の選考が大きな社会問題にな

っている(日本の教育の国際競争力に疑問の声も)。 

＊ 学生・社会人の評価：学業成績偏重に基づく優秀な頭脳(創造性に欠け、既存の知識だ

けを習得した)を持つものが何処でも高い評価。その結果多様性と変革を求める社会は

保守化し、活力に欠け、不条理な格差(資産、所得、地域、職業、性別、年齢、教育暦

等による)社会の出現となる。 

＊ 見劣りする高等教育：日本は世界的に見ると、大学、大学院、研究機関などがトップク

ラスにあるとは言えない。これからは日本語に拘泥することなく、世界に開かれ、英語

での教育・研究・開発などが行われない限り日本の高等教育に魅力を感じる外国人は限

られるであろう。結果として技術革新の進展が遅れ、人材などが海外から集まらず、世

界水準から見ると劣勢に立たされることになる。悪くすると、日本からの頭脳流失問題

も再浮上する。日本固有の文化・文明を基盤に西洋文明・文化を上手く融合させながら

発展して来た我が国の知的財産・知恵・実践と言った巨大な社会的富の集積(ある種の

国富)をアジア全体で活用することが今求められている。 
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対米交渉に見る日本の官僚像： 

＊ 最初の１、2ラウンドは日本側有利。交渉に当たり、事前に関係業界から情報を取り, 

作戦を立て臨む。これに対し米側は問題点を指摘、厳しく非難するが準備不足が目立つ 

(関係業界の直情的クレームだけ)。3 回目以降徐々に米国ベース(情報・データの集積、

理論武装、対抗要件の提示＝脅しなど)となり日本は譲歩を余儀なくされる。改革や対

応は常に、Too little, too late。脅しに弱い日本外交。前述した日本独特の官僚機構

とシステム(真の専門家が育ち難く、縦割り組織のため、機能・役割などが合目的に統

帥されず、求められる威力を充分に発揮しない)に多くの要因がある。 

＊ 換言すると、日本は省庁間、省内の縦割り意識が強く(局あって、省なし)、対米交渉で

一致団結する力に欠ける。戦略に乏しく、目的、着地点、手段・方法が単純で、毎回同

じパターンで交渉に臨むため、米側に事前に読まれることが多い。 

＊ 我が国の指導的エリート階級は入省時から将来の地位が担保されているため、出来るだ

け多くの部門を、2-3 年で渡り歩く人事のローテーションシステムが確立している。任

期中の罰点を特に嫌うことから、前例を踏襲し、新規なことを避ける。その為真の専門

家が育成されていない。特に官庁の行政官は実務体験に乏しく、プラクティショナーが

いない。これでは米国との交渉に当たりハンディが付く。 

＊ 実業界との事前折衝・検討にも工夫の余地がありそう。米国は兎に角目的・目標を明確

に絞り、期限を切って其の達成に全力を挙げる。大げさに言えばその成否が次回大統領

選にも影響を与えかねない。そのためあらゆる部門の専門家、実力者を総動員する(組

織を横断した布陣)。先述した如く、米国側はこれまでの全ての対日交渉の経緯を克明

に分析、検討し次回の折衝に備えている。国務省、貿易代表部、商務省、財務省、農務

省、大使館など横断的に情報の交換、共有が為されているケースが多い。その上で、80

年代末から毎年米国は日本に対し具体的内容を列記した｢対日要求書｣を提出している。 

＊ 非公式折衝等：人的関係を重んずる米国は情報のパイプが複合的で多様化している。情

報収集能力の彼我の差には計り知れないものがある。日本側の情報が外部にリークし易

い。ケースにより交渉相手の情報が日本側から外部に漏れることもあり、信頼性確保に

は普段の注意と漏洩防止システムの構築が肝要となる。常に米国側が攻め、日本が受け

に回る。日本には交渉の成果を公正に評価し、公表するシステムが確立していない。 

日本人のエトス 

同世代に見る特性： 

＊ 自己主張をせず、常に聞き役に徹する(意見、主張、立場が不明確)。その為自己主張に

徹し、ディベイトで訓練され、説得に使命を持つ欧米人から屡誤解を受け、過小評価さ

れ、後手に回る。 

＊ 個を疎んじ、集団・組織を敬う。その為団結が重んじられ、議論、争論に欠け、知が情

に流される。論理性、合理性の追求が不十分。察しの文化がマイナスに。以心伝心、阿

吽の呼吸、腹芸等は欧米社会では通用しないし誤解を生むことになる。 



 14

＊ 相手との関係：日本社会は長らく上下の関係に縛られてきた。その結果対等な立場での

コミュニケーションに不慣れな点が多く、適切な訓練も受けていない。また上位者から

の指示・命令では非自発的にも言動を起こすが、相手と対等な立場で話し、説得し、相

手を理解しようとする時には大変困惑する。つまり日本社会は話(コミュニケーション)

が始まる前に既に何らかのフレームが出来上がっていて、それに従い話す。そして外国

の交渉相手も同じ状況下にあるものと勝手に思い込んでしまう。つまり、多くのケース

で真の意味での対等な交渉・折衝が行われない社会なのだ。対等な立場での交渉がスタ 

ートしても、やがて声の大きな、或いは物理的・社会的に優位な者が押し切ることが

起きる。パートナーシップの育ち難い社会である。 

＊ 民主主義の原点が充分理解されず、その為の教育、社会的規範が曖昧。その結果無責任、

過剰なエゴ(希薄な altruism)、無関心、放任主義が蔓延。一方で伝統的日本文化の素地

を軽視、忘却してしまい、精神的支柱・価値観を失った日本人が多い。 

＊ 海外に真の友人、知人、サポーターが少ない。国際化に当たり、最も重要なパースン・

ツウ・パースンの関係樹立が、量・質とも立ち遅れている。組織に属さないとものが言

えない日本人、集団行動はするが、個人として責任ある行動を避けたがる。 

＊ マナーについて：くしゃみを人前で平然とする(体力の消耗)、ドアー開閉時、後続の人

に対する配慮がない、目が合ったとき微笑がなく怒っている感じを与える、雑踏で人の

体に触れても何も言わないなど改善を要するものもある。その一方日本古来のマナー、

身嗜み、躾などは外国人にも高く評価されている。問題はどれだけ現代人がそれをマス

ターし、実践しているかである。 

＊ 形の重視：見てくれ、品位、形式、儀礼を重視。相対的に実質・中身を軽視する傾向が

ある。また村社会の DNA か、”出る釘は打たれ、伸びた足は引っ張られる“体質を持つ。 

＊ 日本人と欧米人文化の一面：日本人の｢恥の文化｣対西洋人の｢罪の文化｣(菊と刀―日本

文化の形、ルース・ベネディクト)。私見だが今の日本人に何処まで恥の文化があるか

疑わしい。公家の“情”の文化、武士の”知”の文化、更に武士道、禅を指摘する人達

もいる。 

＊ 日本語・日本文化との関係：主語が明確でなかったり、省略される(例；如何なものか、

異常に多い一人称など)。正しい日本語が日常生活から消えた。欧米の”考える文化“に

対し、日本の”感じる、察する、思う文化“。現代のわれわれはいつの間にか日常生活

の中に、伝統ある笑いとゆとりの文化(狂言、落語、漫才、喜劇、川柳、ユーモア-など)

を見失っているようにも思える。伝統ある日本文化の再評価と日常生活への適正な活用

が改めて求められる。 

求められる人材 

＊ 東洋と西洋を理解し、多元的価値観・文化の多様性を共有できる人(新アジア人) 

＊ 個を重んじ、国益一辺倒を越えて、地域主義への理解を求める人 

＊ 国及び東洋文明・文化を先ず正しく且つ十分理解・消化した上で、夫々の国、個人の立
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場で西洋に向け発信し、伝播・主張出来る人(文化・文明の輸入から輸出の時代へ) 

＊ 基本的人権を遵守し、アジアで民主主義の再評価とその市民生活への適用を実践出来る

人 

＊ 精神文明の高揚に尽力すると共に自然(人間至上主義ではなく)と共生出来る人 

＊ 特にメディア界で世界に向け日本の文化・文明・ヴィジョンを発信できる人材 

＊ 期待される外国人；日本文明・文化を理解し、彼等の国或いは世界に向けそれを西洋或

いは外国との比較を通して立体的(表ても裏も)に公明正大に発信できる人。 

経済的社会的背景 

以上私見を縷々述べてきたが、その根底にある戦後日本が歩んできた行程を参考までに経

済的社会的背景として以下に述べることにする。 

戦後の復興から高度成長期(1945～1970 年代前半)； 

＊ 米国の占領政策：経済支援、社会・経済・政治制度の改革(戦時体制の解体と米国社会

の模造)、GHQ 対応、憲法制定・平和条約締結→国際化への道と人材育成 

＊ 日本人 13 歳論：マッカーサー元帥の日本人観。未消化が続く民主主義・民主政治。 

＊ 米軍傘下の安全保障：小額の防衛支出負担(一種の平和の配当)→人的・物的資材の経済

活動に向けた重点投入 

＊ 東西陣営の対立：自立更生、限定的国力の復活、米国の戦略変更と日本への役割分担期

待 

＊ 経済安定本部：戦後の経済再生プラン→経済企画庁、国も貧乏、企業も貧乏、家計も貧

乏。 

＊ 朝鮮動乱(1950-53 年)：特需景気、軽工業から次第に重工業へ生産活動拡大。そして反

動と不況の到来。 

＊ 高度成長期：池田内閣の所得倍増計画(下村成長理論)。重厚長大型産業が牽引、日米貿

易摩擦(繊維、鉄鋼、家電、自動車、事務機器、半導体など)の始まり、ニクソンショッ

ク(71 年)と為替レートの自由化(73 年)、日中国交回復、経済成長と国際収支の隘路(経

済成長→経常収支の赤字→金融引締め→景気後退→円安→輸出増加→景気拡大)パター

ン、国家主導型の産業政策・金融政策(追いつけ追い越せ)。第一次石油ショック(73 年)、

市場開放と外資進攻への脅威、対抗策としての企業間株式の持合制スタート。 

＊ 日本列島改造論：田中内閣と利権政治、土地神話 

＊ 官僚社会の支配構造：官主導→政(政治)と民(国民)の追随(一貫した戦後政治体制)、デ

モクラティック・コントロールの欠如(米国社会との違い)。｢民は寄らしむべし、知ら

しむべからず｣、経済拡大期に有効。 

＊ 社会動向：学生運動、労働運動、左翼思想への傾斜、戦前・戦中派主導、一億総白痴、

三種の神器、画一化された市民生活、東京オリンピック(1964 年)、大阪万博(1970 年)、

演歌全盛期(昭和 30 年代、40 年代)、ニュータウンの出現と核家族化の進展。人口の農・

魚村部から都市への大移動。 
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＊ 金融・資本：間接金融>直接金融、証券の民主化(銀行よさようなら、証券会社よ今日は)

の掛け声。実態は旧態依然たる間接金融支配の構造(メイン・バンク制)、株式の持合、

過剰投資 

バブル発生前(1970 年代後半から 1980 年代前半まで)；一部は更に長期化した 

＊ 米国に追い付け追い越せ：目標(米国)があって、総力を挙げ国家ぐるみで其の達成に驀

進。やがて高度成長から安定成長へ。 

＊ 国家指導型：強力な官指導型政策、輸出主導型経済成長、技術導入、輸送船団方式、

これまでの産業政策・金融政策の継承。一方で市場開放、規制緩和が外圧もあり徐々

に進行、課題を残す。 

＊ 世界第二の経済大国：効率性の追求、海外資源の多元的確保とその有利性、公害問題の

発生と二度の石油危機から省エネ・公害対策技術が急速に進み世界トップ水準へ。結果

的に、経常収支が恒常的に黒字化、世界最大の債権国へ。一方米国は世界最大の債務国

へ転落。 

＊ 社会動向：都市への人口集中、農村・地方の過疎化、核家族化を伴った人口増加と競争

意識の浸透、家庭・学校に於ける人間教育の崩壊とアンカーとしての企業・職場教育、

一億総中産階級、｢外国から学ぶものなし｣の風潮が蔓延。 

＊ 土地政策の失敗：企業も家計も土地神話を継承、土地成金の誕生。企業経営におけるバ

ランスシートの肥大化(オフバランスシート勘定の重要性無視)。資産インフレ危機の台

頭。活発化した海外不動産投資。 

＊ 海外との関係：重商主義の時代(企業も国家もインターナショナルな時代で、未だグロ

ーバルな状況ではなかった)、日米貿易摩擦激化(サービス産業<特に金融>、為替、非関

税障壁、日本的商慣習・制度など)、経常収支の不均衡(日本の大幅黒字、米国の大幅赤

字)が定着、更なる貿易自由化と市場開放、米国依存の安全保障の強化、第二次オイル

ショック克服(世界に冠たる省エネ技術開発)。 

＊ 企業財務：直接金融より間接金融のベースは変わらない中、直接金融の重要性高まる、

メインバンク制、株式持合い、希薄な財務戦略の認識、企業のエクイティー・ファイナ

ンス(特に海外市場で)が活況、巨額の資金を集める。 

＊ 雇用：大量定期採用、低い労働市場の流動性、終身雇用・年功序列、表面上低い失業率

(ギミック)、恒常化したサービス残業。 

バブル期(1985～1991 年) 

＊ 異常な社会の出現：傲慢と目的・目標・ビジョンの喪失、異常化(肥大化)したバランス

シート(固定資産の急拡大と投資収益の急落)、財テク急増と異常な金融緩和・制御不能

な異常貸し出し急増、日本異質論 

＊ 土地価格の異常値(日本の国土面積の時価、全米の国土時価に迫る)、株式、住宅、各種

会員権等空前のバブル化現象(未曾有の資産インフレ) 

＊ 消費者物価の安定と資産インフレ：金融政策の失敗(資産インフレ対応も為替変動のケ



 17

ースと同様、日銀の守備範囲) 

＊ 急激な円高(プラザ合意、85 年 9 月)：外圧による締め付け(円高合意)と日本の異常な国

際協調性、日米構造協議(SII,円ドル協議など)→外圧→グローバル化→日本の方向性の

不安定化→やがて日本だけが未曾有のデフレ期(期間、深刻度、無策などの面で)に陥る。 

＊ 1987 年の世界的景気調整局面の出現：国益を軽視した国際協調、日本アンカー論(バル

ルの遠因の一つ)に嵌る、西独連銀のリヴェンジ(金利の引き上げ)とは好対照。 

＊ 経済：官民上げての採算を無視した過剰投資、過剰雇用、異常な円高、非生産的資産投

資(土地、証券等)、制御機能を失った過剰融資→過剰流動性の発生。 

＊ 異常な海外投資ブーム：土地、企業買収(サービス産業等)、直接投資(資源、エネルギ

ー、工場建設)等 

＊ 金融政策の急変：総量規制の導入(バブル崩壊の引金)、相次ぐ公定歩合の引上げ(91 年

に入っても)。日経ダウ市場最高値を付ける(89 年末 

＊ 過大評価の日本企業：異常な時価総額と経済的意味を失った PER・PBR・ ROE の数値, 

Japan as number one 他に見る異常な日本評価、日経ダウ平均株価 37000 円越え(99 年

末)。 

＊ 88-89 年に於ける米国金融危機：S&L の連鎖倒産と金融制度への不信、救済を日本に求

めた(日本の金融機関による米銀に対する投融資の拡大)、世界市場での米国企業の影響

力後退と日本企業の躍進。日本の自動車産業の対米直接投資拡大。 

＊ 東西関係：冷戦構造の終焉、ソヴィエト連邦の崩壊(91 年)とその後の混乱、東西ドイツ

の統合(89 年)と EU の拡大。 

＊ 中国・韓国経済：両国の経済発展が世界の注目を。特に拡大を続ける中国に世界の投資

が集中、その後の中国経済の目覚しい発展の礎となる。 

バブル崩壊後(1991 年以降)：世界経済が急成長を遂げる中、日本は蚊帳の外(相対的地盤沈

下) 

＊ 経済：未曾有のデフレ(スパイラル)が長期化、企業の倒産急増、需給ギャップの拡大(30

から 40 兆円)、企業のリストラ進行が雇用不安を増幅、所得の減少、金利の急降下(ゼ

ロ金利、量的緩和政策)が家計を直撃(推定金利喪失額 340 兆円)、株価・時価総額の急

落、企業収益の異常事態発生→リストラ・倒産・失業の大量発生、莫大な不良資産が優

良企業、主要金融機関までも倒産の瀬戸際に追い込む→合併、公的資金投入等の対策が

採られた。 

＊ 財政：支出の急拡大(不況対策等)、財政赤字・債務の異常事態定着 (日本国債格付け先

進国中最低へ)、年金・医療制度への不信・不安と改革案、拡大を続けた ODA と世界第

二位の国連分担金。財政投融資勘定の透明化、郵政改革、プライマリーバランスの早期

健全化と累積債務(総額 800 兆超)への対応。行政改革と小さな政府の進め方。 

＊ 資産(含む金融資産)：価額の急落、消費減少、上場時価総額の急落と日本企業の格付け

急落。 
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＊ 金融機関：ノンバンクの破綻、中小金融機関(信金・信組・地銀)の倒産続出、金融ビッ

グバン→破綻続出と公的救済→業界再編、外資の参入拡大 

＊ 金融政策：異常な金利政策が長期化(量的緩和、ゼロ金利)、救済策の一環としてメガバ

ンクの出現 

＊ 雇用：リストラ、非正規社員(パート、アルバイト、派遣社員など)の急増と正規社員の

急減(新卒雇用氷河期)、家計負担(税、医療・介護負担等)の増大、成果主義の導入。 

＊ 産業：空洞化、国内生産活動の低迷、地方産業の受難期、グローバル化が一段と進展、

情報化時代の到来と認識の甘さ、そしてモノ作り至上主義が招いた IT 化時代(ニューエ

コノミー)への対応の遅れ、官指導の産業政策の終焉(官主導から市場主導へ)とその後

の混乱、Too little, too late, Too big to fall 

＊ 小泉政権の誕生(2001 年)：日本は変わったか？構造改革の深度、描けない 21 世紀国家

ヴィジョン。構造改革は盛り沢山出たが、審議の段階(審議会、国会等)、法案作成段

階、施行段階(各種施行令など)で当初案が大幅に後退・変質するケースが続出。騒い

だ割に実質的構造改革は進まなかった(政策立案と民主政治のプロセスの問題)。郵政

民営化、道路公団民営化など。一方国民負担(医療・介護保険、税)は増額となった。 

＊ 米国経済：急回復、ニューエコノミーの出現(1995 年)、IT ブーム(米／英２大有力経済

誌の対立する論陣)、グローバリゼーション、メイドインアメリカ→米国の自信回復。

原油価格の高騰は足枷に。国際テロ対応、長期化するイラク戦争で経済的社会的負担が

急増。一時的経済の減速は避け難い。政府は強いドルを標榜しているが、実際はドル安

が続く。輸出産業にとっては追い風に。ただし国際機軸通貨の地位を脅かす危険因子も

出現する可能性もあろう。 

＊ アジア金融危機と急速な回復：1997 年７月のタイ・バーツ急落に端を発した危機は短期

間に調整、アジア各国に経済成長期が再来。特に韓国は、IMF や日本等からの救済を受

けながら逸早く立ち直り、その後半導体、情報産業分野で日本を凌駕した。 

＊ 2000 年：米国 IT ブームの調整期、 

＊ EU：拡大・統合から発展期へ。通貨ユーロは今や外国為替市場の寵児となる。足下の動

きで見ると米ドルを凌ぐ需要(外貨準備、投資、決済通貨として)がある。 

＊ 嘱望される BRICS 経済：中国(共産党独裁体制下で市場経済の最大活用)が先行、ついで 

ロシア(新国家資本主義？日経新聞の引用)、インド(人口増に支えられた IT、医療、ア

ウトソーシングの受入国として)、ブラジルが高度経済成長を謳歌し台頭、経済のグロ

ーバル化、産業の空洞化、海外直接投資の急拡大、異常なテンポの技術移転などが進む。 

＊ 巨大中国の出現と将来像：様々な国内問題を抱えながらも経済・軍事大国を目指す中国。

世界最高の外貨準備(一兆ドル超)と対米貿易の巨額な黒字、今年にも世界最大の輸出国

へ、実質的管理下にある人民元(米国は過小評価と看做す)の今後の動向が注目される、

海洋国家を目指す国家戦略(新天地を海域に求めて)は日本にとって要注意。 

＊ 国際テロとその撲滅活動：9.11 事件(米国は変質したか)とその後の米国の行動。イスラ
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ム圏にはこれをアラブに対する戦争と受け止める動きも出ている。 

＊ 中近東状勢：イランの核開発、イラク内乱、イスラエル・パレスチナ紛争、イスラム圏

社会の連帯強化と反米行動→世界のパラダイムへの影響。原油価格次第でその動向は世

界経済に大きな影響も。 

＊ 朝鮮半島：北朝鮮のミサイル・核武装化と韓国の太陽政策。米国・日本の苛立ち。 

現在： 

＊ 日本国のあり方：ヴィジョン、外交、政治、経済、社会、産業、教育、倫理、環境、

社会保障等の再検討と長期戦略の必要性。世界パワーポリティックスに変化の兆し(米

国一極集中から離脱)。変化を見せ始めた海外の対日観(注意を要する日本無視の動き)。 

＊ 国力とは何か：資源(特にエネルギー)・人口・軍事・国土大国の復活。その結果、中国、

ロシア、インド、ブラジル、オーストラリア、カナダ、南アなどの国力、潜在力が高い

評価を得ている。海域面積(海洋資源開発の可能性)の大きさも今後無視できない(日本

はこの面でも非常に遅れを取っている)。反動的に一部で効率性・パーキャピタ評価尺

度の後退も散見される？しかしフィンランド、スイス、ベルギー、アイルランドなどは

依然高い評価を受けている。 

＊ 世界最大の債権国日本：1500 兆円超の個人金融資産、9000 億ドルに迫る世界 1,2 位を

争う外貨準備(第一位中国、三位ロシア、四位台湾)と無策な運用、実質的不況脱出(多

くのデータがいざなぎ景気を超える史上最長の経済成長を続ける中、政府は宣言を見

送り)を宣言し、新たな目標に向かい政策を提示すべき時。また金融政策の正常化へ向

けた回帰運動(量的緩和とゼロ金利政策の解除続いて)を進めるべきだ。 

＊ 21 世紀前半の世界経済：エネルギー・資源価格の急騰と獲得競争、資源国の比較優位

性、格差問題、不況再来の危惧、先進国の少子・高齢化対応、途上国の人口問題、悪

化する環境問題と対策、食料・水資源対策、HIV・SARS・マラリア・鳥インフルエンザ

等の感染症対策、 

＊ 社会構造の変化：先進国の少子高齢化と人口減、移民、不正・腐敗行為の急増→社会

不信、米国社会の負の面だけが日本に蔓延(生齧りの輸入文化)、問われる真の民主主

義社会とは。米国一極覇権国家の終焉と覇権国家・連合の誕生。世界に認められる日

本の高等教育制度の確立は可能か？若者にみる価値観の変化(薄れ行く使命感、志、前

向きな姿勢、勇気など) 

＊ 対アジア戦略：東アジア・中国・韓国・北朝鮮対策。特に我が国は海洋資源開発と活用

に注力が必要。その上で、東アジア市場を見据えた対応が求められる。日本はアジアの

オピニオンリーダーになりうるか？ 

＊ 対米外交：安全保障、日米安保、国連外交、国際紛争と国際協力、ヴィジョンの確認 

＊ 06 年 7 月のサミット宣言骨子：世界のエネルギー安全保障(1.政治宣言、2.行動計画)、

感染症(鳥インフルエンザ、HIV/エイズ、結核、マラリア対策)、貿易(WTO 交渉の年末ま

での妥協のため、全加盟国が緊急性をもって作成することを促す)。       完 


