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はじめに 

このところ日本の未来に関する悲観的な見方が国の内外で盛んに論じられている。日本人も

日本社会に閉塞感が濃厚となり、人々が内向的になって行く現象を身近に見聞する機会が増

えているように見える。メディアも盛んにこうしたことを裏付ける解説や資料、データ等を

載せながら、時折楽観的な見解や識者の見方も紹介している。 

総じてこうした見方は超悲観論になるか或いは極端な楽観論に陥るか二者択一の議論にな

りがちで、それはそれとして止むを得ないことではあるが、なかなか客観的な見方が論じら

れていないように思える。それは様々な分野で起きている現象をトータルとして捉え、その

中に於ける分野間、そして分野と全体の関係が論じられていないことに起因しているためか

もしれない。 

そんな中、誠にタイムリーに世界的に評価の高いエコノミスト誌(ロンドン)が日本特集を組

んだ。海外の識者たちが日本をどのようにみているのか、日本の識者たちへのインタービュ

ーなども行われており興味が湧く。この機会に同誌を熟読し、日本人として日本を改めて見

つめ直す機会にしてみてはどうであろう。 

これは筆者がプライベート用に、論説並びに本文を箇条書きに要訳し、私見をコメントの

形でまとめたものである。この機会に多くの人が同誌の日本特集を精読し、自分なりの見

識を構築するのもそれなりの意味があるものと考える。 
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論説 

日本症候群：《日本が今尚世界に教えることが出来る最大の教訓は老化が成長を奪う影響に

ついてである》 

○1979年ハーバード大教授、エズラ・ヴォーゲルは”Japan as Number One：米国への教訓

を上梓して、日本を世界で最もダイナミックな産業国家として描いた。その後日本は 2

度に渡る失われた 10年を経て、今ではすっかり変貌してしまった。 

○その原因として、デフレが指摘されているが、実は根底にある最大の問題は老齢化の浸

透と人口減尐に伴う経済、社会への影響である。いずれ先進国もまた近隣の新興国も同

じ道を辿ることが想定される。彼等は日本がこの問題にどのように対処しようとしてい

るのか極めて強い関心を示しているが、肝心の日本は問題を避けて通っているように見

える。 

本当はまだ若い； 

○高齢化問題を一笑に付す日本だが、日本の経済的症状が歪んだ人口構成により複雑化し

てきたことを理解しようとしない。このまま放置すれば次の三つの要因から再起不能に

陥る可能性もある。①労働年齢人口が、1995 年の 8700 万人をピークに、2050 年までに

凡そ 5200万人へと減尐する。②労働人口の減尐と退職者の急増で社会保障費負担が限界

点を越えてしまうリスクが非常に高まる。③人口の高齢化並びに減尐が総需要を縮小す

るリスクが高い。従って企業の投資意欲も減退する。その結果雇用機会は減尐し、日本

の沈滞ムードが更に深化する。 

○対策；女性の雇用環境を改善し、職場復帰を容易にして、一大労働集団とする。更に移

民の積極的受け入れを展開する。その上で労働生産性の向上を図る。 

立ち上がって、進め 

○日本の階級組織型企業からの脱皮、政治のリーダーシップの確立、真の民主政治の実践

など日本の文化に関するこれまでのタブーを取り除くことが肝要。 

日本特集 

未知の世界へ：《経済と社会に計り知れない大きな影響を及ぼしながら、日本で歴史上類な

い速さで高齢化が進んでいる。それにも拘わらず、何故日本は殆ど何もせず、手を拱いて

いるばかりで、その変化に適合するための努力をしようとしないのか、とヘンリー・トリ

ックス氏(筆者注記エコノミスト誌東京支局長)は語る》 

○日本の現状と将来を予見する格好な場所は夕張だ。この 40 年間に人口が 10 分の 1 にま

で急減した夕張は、ある意味で日本症候群の代表格。そこには夕張が直面した衰退の要

因、現状、そして数々の緊急対策の現状が浮かび上がっている。 

○累積債務は目を覆いたくなる程に急増し、今や中央、地方共に財政赤字が制御不能に陥

り、政府の行うあらゆる政策の足枷、手枷となっている。 

○明らかな要因は人口、特に労働年齢人口の急速な減尐だ。今や GDP で中国に追い越され

世界第 3 位になった。そこに三つの D(Debt, Deficits, Deflation)を悪化させる背景が
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ある。 

○雁行型経済発展論に於けるリーダーだった日本だが、今や最長老の雁となってしまった。

ベビーブーマー世代の生活スタイルが日本経済のパターンを決める。 

サイレンが泣き叫ぶように鳴っている 

○日本は人口の高齢化対策に向けた遠大な計画が必要。 

○慎重な楽観論をとる二つの理由；①日本は他の先進国と違い産業遺産を見捨てなかった。

②50 年にも及ぶ一党政治に終止符を打って、民主党が政権の座に就いたことで新たな希

望が出てきた。 

 

コメント 

① 制御不能に陥った地方財政；夕張市の事例が取り上げられ、似たような地方自治体が日

本国中に沢山あるとして、日本の公的債務が地方のみならず国家にも未曾有の財政負担

となっていることが指摘されている。夕張市は財政再建団体(正式には準用財政再建団

体)に指定されたが、その根拠になっているのが地方財政再建促進特別措置法(昭和 30

年)である。同法は、財政再建団体を赤字額が標準財政規模の 5%(都道府県)又は 20%(市 

区町村)を越えた状態にあり、総務大臣に申請して指定を受けた地方自治体と定め、国の

厳しい管理下に置かれる。それ以前にも朝鮮戦争終結による反動不況で 1954年度には

地方自治体の凡そ 80%が赤字となり、救済のため”財政再建債”の発行で救済が行われ

たことがある。最近のエコノミスト誌(2011/1/15)は、江戸時代に海外との交流が認め

られ外国文化の受け入れ窓口となって繁栄した長崎市と県の人口流出による夕張と似

た斜陽化問題を、行方不明の老人、廃墟となった所有者不明の家屋などと共に紹介し

ている。 

② 地方財政は何故ここまで悪化したのか？；当時は全国的に国の音頭取りで大規模開発が

全国各地で盛んに行われた。それを促進するため国は財政支援を行った経緯がある。各

地で、収益性の見通しもなく、莫大なランニング・コストの発生も気にせず、無計画で、

大規模な”箱モノ”作りが競うように行われた。従って一概に地方自治体だけを責める

分けにはいかない面もあろう。それにしても一端決めて、動き出した公共プロジェクト

は途中での見直し、修正等が全く行われず、責任の追及も無いのが日本の悪い慣習だ。
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結局は膨大な投資物件が二束三文で処分され、莫大な赤字を齎すことになる。  

③ 国の財政赤字：国はこの様に地方自治体の財政赤字、累積債務を厳しく攻め立て処罰す

るが、自分たち自身に関しては全く無頓着。こんなことではとても国民の信頼を得られ

ない。財政法第 4条は国債発行を原則禁止しているが、但し書きで、国会の議決を経た

範囲内で、公債(建設国債)の発行と借入金を認めている＜公債特例法＞。数値基準が無

いため今日まで異常な経常・累積赤字を計上し積み上げてきた。可及的速やかに数値基

準を設け財政再建に取り組まなければならない。その手始めとなるのがプライマリー・

バランスだが、これもこれまで提示されたものはいずれも全く希望的想定値でしかない。

来年度(平成 23年度)予算の概況を見ると歳入は税収約 41兆円、特別収入９兆円となり、

歳出は約 92兆円で、差額の約 42兆円を国債発行に依存する姿だ。直近の累積債務は既

に国だけで 900兆円を上回り、地方を合わせると 1000兆円を大きく越え、制御不能な

状態にある。海外から時に揶揄され、無能ぶりを曝け出し、S&Pは今月国債の格付けを

AA－に引き下げたが、当の日本は一向にお構いなしだ。 

国・地方の債務の概要；(2010年 9月末、兆円) 

▽国：870 

 ＊普通国債     614 

 ＊政府短期証券   113 

 ＊その他      143 

▽地方：169 

 ＊地方債      67 

 ＊その他      102 

▽社会保障基金    3 

総合計        1042 

出所：日経(2011/1/3) 

みずほ総合研究所によると、国債発行残高が 2025年度前後に家計の金融資産(1600兆円

弱)に追いつく予想。 

④ EUの例：経常赤字の許容限度は GDPの 3%、累積債務残高は同 60%を超えないこと。違反

すると罰金が課せられる。但し制度発足(1977年財政安定化・成長協定＝SGP)後ドイツ、

フランスなどの中核国ですら一時的に違反が出たことがあるが、反則金は政治的判断か

ら課せられなかった。03年の欧州委員会と経済財務相理事会の本件に関する意見対立を

経て、05年に、｢小幅且つ、一時的な場合｣、経済成長がマイナスであれば、上記の条件

を越えても過剰財政赤字とは看做されなくなった。現在この規定は有名無実化している。

但し平時に於ける財政赤字の上限枠設定を検討する際の一つの指標となり得るだろう。 

⑤ 米国の例：州(カリフォルニアなど)の財政赤字拡大が問題化、有効な対策は出ていない。

リーマンショック後の 2年間、赤字補填のため州は連邦復興法(Federal Recovery Act)

に基づく支援を受けてきたが、この資金は底をついてしまった。従って税収は多尐増え
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たが、赤字幅は拡大している。 

連邦政府：議会予算局は、米国の累積赤字が 2010年の GDP比 62%から 2025年までに 109%

そして 2035年までに 185%に上昇すると計算する(The Economist <The World in 2011>)。 

⑥ 高齢化問題：尐子化と共に高齢化は、近代国家の経済発展の過程で現れる社会現象であ

るが、これまでわが国では経済政策論の中で今日ほど重要な位置付けを占めるに至った

時代はなかった。ここでは高齢化問題がデモグラフィー(Demography)の一環として取り

上げられている。 

我が国で人口問題が本格的に取り上げられる様になったのは 1939年(S14)の厚生省人口

問題研究所の設立に遡る。しかし当時の社会事情と問題意識は今日とは全く逆方向で如

何にして人口増大の加速化を図るかに焦点を当てるものであった。従って今日的意味合

いでの研究は 1996年の特殊法人社会保障研究所との統合により発足した国立社会保

障・人口問題研究所(National Institute of Population and Social Security 

Research=JPSS) の設立で本格化することになった。 

ところが、ここでも本誌の中心的思考上の概念であるデモグラフィーと言う言葉は使わ

れていない。人口問題を学問(特に経済学)の対象領域とする認識が欠けているようにも

見える。従って、必ずしもその適切な和訳が無い。JPSSの組織を見ると、主なものに、

国際関係部、社会保障応用分析研究部、社会保障基礎理論研究部、人口動向研究部、人

口構造研究部、情報調査部などがある。 

⑦ 経済成長・人口減尐・生産性向上：今回の日本特集号に一貫しているテーマは、人口(特

に労働年齢人口)の減尐する時代を迎えて、適切な経済成長を実現するため、我が国は

如何にして生産性を向上させるかである。様々な学問的検討に加え、諸政策が論ぜられ

ているが、日本におけるこうした行動は、上記の様な事情から先進国に比べ遅れていて、

喫緊の経済問題としての認識が薄いように見える。 

⑧ 庾
ゆ

信
しん

(南朝、梁の詩人＜6世紀＞で、北朝の西魏に使者として赴きそこで死去)の作： 

秋夜望単飛雁      秋夜
しゅうや

単飛
た ん ぴ

の雁
かり

を望む 

失群寒雁声可憐     群れを失う寒雁
かんがん

声
こえ

憐れむべし 

夜半単飛在月当     夜半単り飛んで月
げっ

辺
ぺん

に在り 

無奈人心復有憶     奈
いか

んともする無し人心復
ま

た憶
おも

い有り 

今暝将渠俱不眠     今暝
こんめい

渠
かれ

と俱
とも

に眠らざらん 

世代交代：《幾十年もの動揺を経て、日本の政治が動き始めた》 

○欠如した政治のリーダーシップ。20年間に 14人もの総理が出現、国家のグランド・デザ

インも描くことが出来ないまま、再選と自己の利益、それに党利党略を至上と考える職業

政治家が繁茂している。それに選挙制度が高齢者や一部の利害関係者に利するものとなっ

ている。 

○鳩山首相の失政が沖縄県民のみならず、世界の信頼を裏切った。政治的柵の無い菅首相

への期待が高まったのだが。 
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ポリッジ政党 

○民主党は財政保守派からフェビアン型社会主義、親米主義、中国傾斜派など様々な見解を

持つ集団の自由連盟だ。従ってその理念を明示することは困難。菅氏の経済政策に於ける

｢第三の道｣。これまでの実績で見ても農業、厚生、教育、司法の各省庁における官僚権力

を縮小すると言う公約は殆ど前進が無い。 

○地方政治に新しい動き。大阪の橋下知事、名古屋の河村市長など中央政治に見切りをつけ

地域社会の新しい政治の仕組みに取り組む動きも出てきた。しかし今のところ中央政治に

影響を与えるまでには至っていない。 

○ねじれ国会と小沢問題が民主党執行部に立ちはだかり、最大の試練を迎えるに至った。 

コメント 

① 日本の政治体制：50年にも及んだ自民党の支配体制は諸外国から見れば、近代的民主国

家の体をなしていないことになる。我慢強いことは評価されるが、ここまで来るとそれ

は日本人の見識の問題でもある。何事も他人任せ、お上任せ、丸投げ志向の国民性と言

っているわけにはいかない。またここまで経済状態が下降してくると、日本は経済・産

業は一流、政治は三流と、まるで他人事のように、素知らぬ顔も出来ない。経済成長、

生産性向上、尐子高齢化対策、社会保障の負担と給付、財政健全化、教育と人材育成・

活用、外交と安全保障、先端技術の開発と知識産業の育成、潜在力の活用などを柱に、

デモグラフィーを視野に入れて、国民、国益のための基本政策とその優先順位を定め、

政党は公約を発表して、それらを実行することが肝要だ。尐なくとも選挙で、有権者が

成果を判断出来るだけの実績を上げて欲しいものだ。 

② 民主党への期待：特集号が編集された時点以降、我が国の政局に大きな変化が現れてい

る。エコノミスト誌は民主党政権の出現で日本の政治が変わり、先進国の一つとして、

日本が政治のリーダーシップを発揮、不均衡が拡大する世界経済の均衡回復に向け牽引

することを期待したのだが、残念ながら期待外れに終わりそうだ。 

③ 消費税：ここでは菅首相が参院選で消費税を口にしたことが敗因の一つと紹介しただけ

で日本の税制或いは消費税の在り様については何も付言されていない。しかし既に多く

の識者も指摘するように、社会保障と税制問題をいつまでも放置するわけにはいかない。 

④ ねじれ国会と来年度予算の成立：政府予算案が衆院で可決、参院で否決され、再び衆院

に戻されても、民主党連立政府は予算成立に必要な 3分の 2の賛同は得られない。予算

執行に必要な予算関連法案となれば、参院の可決が必要条件となる。これが当面最大の

ヤマ場となる。 

下りのエスカレーターに乗って：《人口減尐が成長を再燃し、デフレを止めることを更に

困難にする》 

○日本の人口並びに労働人口と経済成長の推移。労働人口は 100 年間に完全な鐘型曲線を

形成すると見られる。労働人口の減尐で、現行以上の生活水準を維持するには労働者 1

人当りの生産性向上が不可避。 
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○若年労働者の減尐が日本の技術革新力に影響を及ぼす事態に。 

東のアルゼンチン 

○政治学者の猪口孝氏は日本が、潜在的に東の｢アルゼンチン｣になる、と警鐘を鳴らす。 

○巨額な企業貯蓄と消極的な投資姿勢が将来の日本経済に暗い影を投げかけている。 

デフレが善となる時 

○高齢者がデフレを我慢する傾向にある。不適切な選挙制度が増え続ける高齢者を優遇す

る結果となっている。 

○苦悩する日銀の金融政策と政治的圧力の増加。デフレは金融政策で解消できるか。様々

な政治的圧力の顕在化と直近の金融政策。 

 

コメント 

① 日本の先駆者達：ソニー、ホンダが紹介され

ているが、それ以前にも、終戦直後に事業を始め、そ

の後大企業に成長した会社も多い。例えば三洋電機、

ダイキン、中川機械(中川電器)など。また堀場製作所、

任天堂、村田製作所、京セラ、日本電産などがソニー、

ホンダに続いた。ここではいずれも京阪地区の企業を

取り上げたが、これらの多くは東京への対抗意識が根

底に流れているようにも見える。現在でも京都を基盤とする産業の起業家精神は特

記すべきであろう。 

日本でヴェンチャー・ビジネスがなかなか育たない背景には様々な日本固有の理由があ

ろう。しかしいつの時代にも世界の潮流にチャレンジする若者は日本にも登場する。ま

た日本にはそれを支える十分な技術、知識、感性等の基盤が存在していることはもっと

積極的に認識されてもよかろう。IT ブームを迎え、出遅れた日本でも、ソフトバンク、

楽天などのソフトウエアー事業の活動が注目された。両者とも今後の海外事業展開の成

否が課題となろう。そんな中、堀江貴文氏のライブドアー事件が発生、ベンチャービジ

ネスに水を差す結果となり、その後の我が国における発展拡大が抑えられた観がある。 

② 生産性向上とデモグラフィー・移民受入れ問題：この見解に賛同する。生産性向上

に必要な技術革新には、益々知識産業化する社会を生き抜く若い人材の育成・活用

が重要となる。これら人材の採用・登用に当たっては広く海外の市場を開拓するこ

とが肝要。ひいてはそれが国内にもよい刺激となって帰ってくる。中長期展望から

すれば、日本の労働人口の減尐は喫緊の問題だ。熟年労働者の 65歳を超える定年延

長は、年金給付開始年齢の引上げと共に避けられないことになる。尚女性の労働市

場への一層の参入と登用はそれ以上に重要となるが、これについては改めて論ずる

ことにする。 

③ アルゼンチンとは：猪口氏の真の意味が何処にあるのか必ずしも定かでないが、以
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下私見を披露する；イ)アルゼンチンは大変自然が豊かで、資源にも恵まれた大国だ。

第一次・第二次世界大戦後、世界に大量の農産物を輸出、最高格付の AAAを享受し

た。それが、1970年代から 80年代にかけ、他のラテン・アメリカ諸国と同様厳し

い金融・経済危機に見舞われた。その折来日した或る欧州の金融関係者から興味あ

る話を聞いたことを思い出す：アルゼンチン経済は夜成長する。昼間の間は関係者

が寄ってたかって経済・金融政策を議論するが一向に結論が出ない。仮に出たとし

てもそれを忠実に実行することなどあり得ない。夜になると皆眠ってしまい静かに

なるので、アルゼンチン経済は自立し、自然に発展してしまう。何もせず、自然体

でいくのがベストだと言うわけだ。ロ)記憶されておられる方もあると思うが、アル

ゼンチンは大西洋上に浮かぶフォークランド諸島の領有権を主張・確保するため英

国の支配するこの列島に侵攻した(1982年 3月 19日～同年 6月 14日)。当時の英国

首相サッチャーは直ちに守備隊を守るため大遠征軍を派遣(陸軍 10,700、海軍

13,000、空軍 6,000、艦船 111、航空機 117など)、多くの犠牲を払って列島を死守

した。昨今の東アジア情勢を見るにつけ、何やらこの事件は他人事のようにも見え

ないのだが。 

④ 企業の過剰流動性と経営：個人金融資産の総額は現在凡そ 1480兆円と見られており、

負債額を差し引いた純資産は凡そ 1250兆円程度の模様。これに対し大企業を中心と

した企業の貯蓄総額(内部留保)は前述の数字を遥かに上回る 230兆円とも 260兆円

とも言われている。これでは日銀がいくら金融を緩和してもその面からの投資拡大

のインセンティブにはならない。目下のところ企業買収や海外への直接投資が精々

だ。問題は中小企業金融にある。借り手からの需要はあるものの、貸し手から見れ

ば簡単に応じるわけにはいかない。そこに大きなミスマッチが存在する。この領域

は従って金融を越えた総合的産業政策となる。民主党政権下になってからも、アイ

ディアや提言は出るものの、包括的、整合的観点からの政策論争、法制化、執行と

なると,常に Too little, too late だ。 

⑤ 日銀の独立性：みんなの党は日銀法の改正に向けた議員立法を提出した。その主な

内容は：｢通貨及び金融調節の理念｣について、｢雇用の安定｣を挿入。｢物価の安定を

図ることを通じて雇用の安定を含む国民経済の健全な発展に資することを以ってそ

の理念とする｣と明記した。その実現に向け政府は日銀と協定を結ぶなど、日銀の独

立性を制約し、政府の管理下(人事権、物価目標、中小企業金融の在り方、資産買入

等の限度枠拡大など)に置く構想だ。その中には政府紙幣の発行が含まれている。 

⑥ 企業の海外直接投資収益率・他： 

下の図表からも分かるように、企業が設備投資を行うとすると、海外の方が国内より相

対的に有利となる。更に近年税制上の視点からも企業が海外で内部留保を増やす傾向が

ある。こうしたことも国内の雇用に影響を与えている。求職をする若い人は、今後ます

ます海外に職を求める勇気と勉強が必要となろう。 
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出所：左が日経(2011/1/27)＜経済教室、小池和男法政大名誉教授＞からの引用 

   右二つは日経(2010/9/20)から 

⑦ １票の格差問題：｢1票の格差｣が最大 2.30倍だった 2009年 8月の衆院小選挙区の

定数配分の合憲性が争われた訴訟は、昨年 4月で全国９件の訴訟判決が出揃った。

結論は｢違憲｣ ｢違憲状態｣ ｢合憲｣の三つに分かれた。最高裁は１９９４年の小選

挙区比例代表制の導入以降、合憲判断を続けている。 

日本の選挙制度には多多問題が生じている。それを認識していながら、国会で是正・修

正が行われないことが問題だ。特にエコノミスト誌が指摘するように、デモグラフィー

上で大きなシフトが起きている時はなおさらだ 。世界でも選挙制度に関する問題は起

きるが、その都度問題の解決を求めて改善が進んでいる。格差の判断基準を人口、有権

者数、投票者数など何れにおくかで結果が違う。民主主義の前提である、有権者の全員

参加による投票の実現は簡単ではないが、市民の政治参加を覚醒するためにもドイツの

様に、投票数に応じて開票後に次回の定数配分が行われる方式も参考になろう。 

１票の格差と最高裁判決(主なもの、いずれも倍率) 

最高合憲        最低違憲 

 衆院   2.92(1986年、1988年)   4.40(1983年、1985年) 

 参院   5.85(1986年、1988年)   ＊6.59(1992年、1996年) 

注 1)カッコ内、前者は選挙年、後者は判決年)。＊違憲状態、2)最高裁判例(Wikipedia)から作成 

インサイダー、アウトサイダー：《日本の伝説的企業文化はより小さな労動力、知識産業

には不向き》 

○日本社会とコミュニケーション。海外とどこが違うのか。 

○家族主義の色彩が濃厚な日本の企業社会は生き残れるか。グローバルなヒト、情報の交

流の必要性。島国根性が生む日本企業の影。日本的企業王国からの脱皮。 

○大企業のトップに外国人が就任。その成果は。大企業の採用姿勢がグローバル化するビ

ジネスに影響。国籍を問わず有能な人材を世界から採用することがグローバル化した時

代を生き抜く力になる。 
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○企業文化が日本を滅ぼしている。正規と非正規雇用。女性勤労者に対する不当な処遇と 

大きな男女間格差。 

竹の天井 

○日本は先進国の中で最低となる女性力の極端な活用不足。その結果、公私に渡る教育投資

の無駄遣いが発生、且つ教育の費用対効果が社会的に無視されたままだ。 

○高齢者の雇用延長と税制問題。 

 

コメント 

① 日本の企業文化：日本企業でも既にバブルが最盛期に向かう段階から大きな変化が起き

出した。日本的経営と言われた年功序列型賃金制、終身雇用制が徐々に崩れ出し、労働

組合の組織率は急速に低下、多くの慣行的フリンジ・ベニフィットが消えた。これは期

間収益の最大化と資産の有効活用を追求する米国型経営(株主利益至上主義)が海外投

資家から強く求められ始めたからであろう。やがて 90年代以降更に労使関係の均衡が

崩れ、派遣法の相次ぐ改正で、製造業にまで非正規雇用が定着する中、労働分配率は逓

減を始めた。 

我が国では会社法上、労働者の地位を保全する条項がない。社会慣習上、日本の企業社

会にもかつて労使間に共同体的思想があったが、これは真の法律上(会社法上)の裏付け

に基づくものではない。代わって会社組織とは別個に労働者の地位を保全する労働三法

(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)を中心とした一群の関係法がある。ドイツ

では労働者の代表を企業の最高意思決定機関である監査役会に送り込みその地位と権

能を担保している。 

② ガラバゴス化現象：IT分野(特にソフト・ウエア)の世界戦略で完全に出遅れた日本が米

国はもとより、韓国、台湾、中国の競争相手の後塵を拝しているのは事実である。その

要因の究明は今後の立て直しに重要だがここでは省略し、シャープが米国向けにヴァー 
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ジョンアップしたモデルを近く登場させることだけを紹介しておく。 

③ 企業の新規採用：指摘されるように、現状は余りにも情けない。採用者側の企業と求職

側の学生(大学)の間に 考え方について大きなギャップがある。経団連の姿勢は余りに

も企業中心的なもので、日本全体の利益、学生の本来の目的などを軽視するものだ。尐

なくとも商社の業界や経済同友会の考え方である採用試験開始日を 4年時の 8月からと

するか、更に昔に戻って 4年の 10月に解禁とすべきだ。そして採用を将来的には通年

に持っていく努力が求められる。更に新卒を望む時は、尐なくとも卒業後 3年間を新卒

扱いにすべきである。大学院卒についてはそれなりの処遇を以って迎えるべきもの。現

状は余りにも不条理。 

企業の求める人材は”優秀な学生に集中しており、1人で 50社、60社から入社の内諾

を得ている学生も多い。また中小企業への学生の関心も極めて希薄。いたるところでミ

スマッチが起きており、その解消も重要。その意味で学生の自覚、大学院大学を含めた

大学教育の在り方の見直し、中小企業の PR、語学教育の充実、健全な労働市場の拡充な

ど喫緊の問題解決が肝要。 

昨年労働経済学者の P.ダイヤモンド教授(MIT), D.モルテンセン教授(NW大)、C.ビサ

リデス教授(LSE)の三氏が｢サーチ理論｣でノーベル経済学賞を受賞した。日本の課題は

その遥か以前の問題だ。 

④ 技術に勝って、市場を失う：最近携帯電話、中でもスマート・フォン、液晶テレビ、家

電製品の一部で、米国、韓国、中国製品の競争に押され、日本企業のマーケットシェア

―が逓減、急落する現象が目につく。円高による価格の上昇、機能・デザイン面での魅

力の喪失、海外基準・規格への不適応などがその理由として挙がられている。いずれも

往時日本のお家芸であった分野だ。世界を魅了して止まないこれら海外メーカーの製品

だが、それでもその核となる主要部品には日本製品が多く使われている。こうした現象

はなぜ起こるのだろうか？一つには日本と日本企業全体の海外戦略が近年希薄化して

いるためではなかろうか。兎に角現在の日本は海外との人的交流、市場調査、情報収集

への行動力が絶対的に欠落している。その第一が人材不足。自前もよいが限界があるた

め、これらの方面に適した外国の有能な人材をもっと採用しなければならない。内需に

デモグラフィーを予見した限界があるにも拘わらず、外国から言われるまま大きな犠牲

を払い、不毛の内需拡大に注力し、海外市場開拓をお座なりにしてきた結果だ。直接投

資を含めた海外との交易に関する確固たるヴィジョンと戦略を立て、日本の潜在力を活

用した新たな戦略商品・産業、システム、装置、ソフト・ウエア―など海外市場に提供

することが肝要だ。 

⑤ 忠誠心：米国型企業経営の浸透に伴い、従業員の会社に対する忠誠心にも大きな変化が

出ている。大分前になるがアジアン NICSが世界で注目された時期、儒教的思想に基づ

く精神的支えがその根底にあるとして欧米で注目を集めた。これはマックス・ウェバー

の｢プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神｣の視点からのアプローチであった
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が、多くの賛同を得るまでには至らなかった。また我が国では労使関係を一面的に捉え

るため、従業員・労働者の消費者、株主、地域住民などとしての配慮が全く欠けている

のが気になる。従って労使の関係が時代の変化に従って見直されることもなく、不均衡

な状態で今日に至っている。 

⑥ 女性の職場進出：女性の職場進出を妨げる要因の多くは、男性や社会(男性中心)の女性

に対する偏見・過小評価など男性サイドにあるようだ。更に健全な家庭を築き、維持発

展させることに対する、夫婦間の役割分担のルールがなく、家事、育児等を一方的に女

性に押し付けている現状も、多くは男性サイドに問題がある。行政面からの支援策(保

育園、産休、育児休暇など)も不十分。特に民間企業での処遇(産後の職場復帰など)は

異常とも見える。女性の自覚と共に、労働年齢人口の減尐期に入った日本社会における

女性の地位向上、労働力、知識力、専門力(女性力)などの活用が、今後日本の将来を左

右することは明白だ。日経夕刊の｢キャリアの軌跡｣を読むと、素晴らしい女性たちがい

るのだが、数が尐な過ぎるようだ。最近の大学入試では理系女性(リケジョ)の進出も注

目されている。 

或る統計によると、民間企業における女性の役職率は、課長 4.6%、部長 2.8%、役員 1.2%

と非常に低くなっている。女性の高学歴化のパターンは今後も不変とすれば、公私の教

育投資に対する本人並びに社会への成果 (効果)の還元率は余りにも低い。社会的価値

の喪失を生み出している。ノルエーの様に法律で役員会の女性メンバーを 40%までに引

き上げようとする国さえあるのだ。 

⑦ 外国人の雇用：有能な海外留学生を受け入れる高等教育・研究機関の充実と共に、その

卒業生の内外に於ける日本企業の雇用は今後ますます増えるだろう。それが日本の学生

を刺激し、世界で通用する人材の育成にもなる。次元が尐し違うが、インドネシアなど

からの介護士を巡る日本の受け入れ態勢は、プロジェクトの本来の目標を無視した、旧

態依然とした法制度に基づく愚行にさえ見える。 

⑧ 日本の企業文化は不要化したのか？：エコノミスト誌の論調の中で、日本の企業文化が

しばしば問題として指摘されている。改善、修正は時代の変遷と共に、グローバルな視

点から行われることは必要だ。留意しておきたいことは、｢下りのエスカレーターに乗

って｣のコメント⑥＜海外直接投資の収益性(p16)＞で明示されているように、日本企業

の収益率は欧州諸国にくらべ相対的にかなり高い。理由はいろいろあるだろうが、日本

の企業文化で説明できる点もあるだろう。 

(その 1)終了。 

 


