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はじめに 

前回の会合では、上記の目次から｢インサイダー、アウトサイダー｣まで話をしたので、今

回はその続編として｢企業の安楽死｣から始めることにする。話の過程で或いは前回話した

内容等について再度出席者の皆さんからご意見や質問が出ることも予想される。 

＜資料編＞は前回 HP で紹介出来なかったので合わせ参照いただきたい。原則として今回

のお話し、資料作成等も前回同様 4 月 13 日現在となっていることをお断りしておく。 

また今回の報告書の頁は改めて 1 から始めていることをご了承頂きたい。つまり、｢企業の

安楽死｣が目次では 12～となっているが、ここでは 1～から始まることになる。 

 

 

 

企業の安楽死：《国内で生産性を向上させるため、日本は古くて、収益力のない会社の幾つ

かを倒産させる必要がある》 

○世界最古の会社｢金剛組｣と長命な日本企業。それは変化の激しいグローバル化した時代

に相応しいのか。企業と金融機関の歪な関係が延命の原因でもある。起業活動が適切に行

われる社会では、企業淘汰は必然的に起こり得る。市場から退散する企業があることで、

起業家がチャンスを得る。 
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○生産高の 70％を占めるサービス産業の生産性が低い。適正な競争が行われていないため

だ。卸業、小売業などの流通形態に問題が。 

○金融業界は過剰な預金に胡坐をかき顧客サービスに欠け、国債中心の保守的運営に傾斜

している。その為リスク資本が基本的に不足する。政府系金融機関のシェアーが他の先

進国に比べ異常に大きい。また邦銀の海外活動が停滞し、外貨資金の調達に不慣れで、

日本企業の海外投資活動を積極的に支援する体制にない。 

○稼ぎ頭の自動車産業だが、韓国と比べると企業数が多過ぎる。 

○菅内閣の成長戦略は有効か。 

ジャパン・インサイド 

○経済産業省の瞑想。インフラを中心とした海外事業の展開。水、原子力、鉄道など。 

○FTA, ETF, PTTなど。また国内市場の活性化にも課題。 

○社会保障制度に問題はないか 

コメント 

① 企業の淘汰を加速する：欧米先進国に比べ我が国は、各産業に従事する企業数(含む中

小企業)が絶対的に多い。一時欧米で流行した分社化もこれに拍車を掛けた。そこには

日本独特の系列化(子会社、孫会社・・・)を伴う産業のグループ化があり、株式の持ち

合いを通して固い絆が存在した。その中核を形成したのがメガバンクのメインバンクだ。

この考え方は、企業経営の｢選択と集中｣をモットーとし、内部留保を中心にした企業金

融をベースにした欧米の大企業と本質的に理念が異なる。日本的経営体質ではヴェンチ

ャー・ビジネスは欧米の様には伸びない。また企業のダイナミズムを生み出す M&Aも発

展しない。銀行は担保を取っての融資に基盤を置くため、貸出先の倒産に最大限の気を

使い、将来性の無い企業或いは無能な企業経営に盲目的に融資を継続する。その意味で

エコノミスト誌の勧める企業の淘汰、新陳代謝(会社だけでなく、経営者の)は必要だ。 

先進国の一流企業は、製品の市場占有率が 1位である事を目指す。その為コアー・ビジ

ネスを選択、それに特化する。そこでは NO.1 になる事が必須。”事業仕訳”時の様な

疑問はあり得ないのだ。時代は”総合”から”特化“へと大きく変わった。 

金剛組・他；大阪にある社寺仏閣建築の金剛組は、2006年に高松建設が全額出資した新・

金剛組に営業権を譲渡し、従業員の大半が新会社に移籍した。旧金剛組は不動産部門の

みを残し、株式会社ケージー建設に商号を変更。同年に解散となる。新・金剛組には旧

金剛組の最後の棟梁となった 39代の金剛利隆氏が相談役に就いている。 

金剛組に次いで古いのが石川県粟津温泉の法師旅館(718 年)だ。この方は健在でギネス

ブックにも載り外国人にも人気がある(文化的背景などについては拙著＜新潟産業大学

経済学部紀要｢金融と文化；寿命と企業生命―2005年 6月＞参照。 

② 過当競争：日本企業の地盤沈下の背景には海外メーカー(競争相手)との或いは海外市場

での競争から目を離し、日本の同業者(業界内)との熾烈な競争(収益性を無視した、市

場シェア―至上主義に専念)に全エネルギーを費やしたことも一因であったであろう。



3 

 

精神的なことを言えば、世界市場を制覇したと思いこんだ結果陥った傲慢さが齎したも

の、とも言える。 

③ 年金改革： 

 

出所：日経(2010/12/19) 

社会保障制度の中で年金問題は医療、介護と並んで、増え続ける負担を適切にコントロー

ルする仕組みが出来ていない。いずれも現行制度は持続不能に陥ってしまったことは明白。

菅内閣は社会保障と税制の一体改革を目指し、与謝野大臣を中心に具体的提案を、6月を

目途に纏め、国会審議を超党派で行いたい意向だ。財政が破綻寸前の中、基礎年金を全額

税で負担するのか或いは一部年金保険料にするのかなどそもそも論に関する意見の合意

も見られていない。そこでここでは主な留意点に関する参考資料の提供に止めた。 

上の表からも分かる様に世代間の｢負担と給付｣に不条理な格差があることは明白だ。国

民年金、厚生年金、各種共済年金などの統合を含めて、今後の議論でその調整をどうす

るのか、国民的合意に向けての困難な選択を迫られる。 
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出所：日経(2010/9/19) 

④ 金融機関のサービス強化：リーマン・ショック後の経営立て直し、顧客サービスの改善・

強化は遅々として進まない。金融規制改革がグローバルに進む中、依然として目標が定

まっていないように思える。公的資金の救済を受けながら、一方で銀行トップや一部の

トレーダーなどが法外の報酬を受けていることに対する厳しい世間の非難を受け、二度

と同じ過ちを犯さないため、各国政府、国際機関等で金融機関に対する厳しい監視と自

己責任を盛り込んだ規制が検討されている。国際的金融業務に従事する金融機関の自己

資本比率は一段と強化される方向にあるため、その収益性について楽観は許されない。

今後、我が国のメガバンク、大証券が、リーマン・ショックの痛手から回復しつつある

欧米の競争相手に伍してどこまで行けるのか、他人ごとではない。特に“投資銀行業務”

の資金、人材面での強化が最大の課題となろう。外貨資金調達に関してその弱さと経営

姿勢が酷評される邦銀だが、日本の外貨準備の有効活用を全体の国益と言う視点からも

検討してもよいのではなかろうか。 

バッテリーを再充電しながら：《日本には強力な技術革新気質があるが、しかしそれを有

効利用しなければならない》 

○トヨタのハイブリッド車が生まれるまで。若く意欲的なエンジニアーの自由な発想・行動

を抑える無知な中間管理層の存在。トヨタの今後の戦略。 

○起業家精神を嫌悪する企業文化。出る釘は打たれる社会風土とそれにチャランジする新た

な動き。 

コメント 

① 起業家精神を抑え込む体制：日本の大企業リードのヴェンチャー・ビジネスは何処でも

余り成長しないと言われる。しかし今後は大企業をスピンオフする若い世代も排出する

だろう。米国の様に起業が成長する様々な過程で、経営者、所有者が代わり、ビジネス

も発展するだろう。つまり企業を一つのコモディティーと看做し売買の対象とする M&A

もそれに伴い活発化することが予想される。そこに大企業も参入する。米国の様に、高

等教育機関の新卒者がヴェンチャー・ビジネスにもっと進出することも充分あり得る。
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それに伴い起業家精神を実践できる土壌も徐々に形成されるだろう。 

② 潜在的技術革新力：顕在、潜在を含めて日本の技術水準、それを支える人材は諸外国に

比べ勝ることはあっても決して劣るものではない。只将来の市場・顧客ニーズを先取り

して優れた技術に基づく商品開発(デザインを含めて)を行って世界のニーズに即時に

対応できる戦略や体制が必ずしも整っていない。これが前述の｢インサイダー、アウト

サイダー｣のコメントで紹介した”技術に勝って、市場を失う“と言う現象だ。 

それでも、日本には中小企業を含めて世界でトップのシェアーを誇る企業が少なくない。 

参考資料として下記にその一部を引用した：                 

 

出所：Bloomburg Businessweek(2010/11/15-21) 

 出所：日経(2010/4/8) 

③ 若い世代に浸透する現状維持姿勢など：一部の若者の内向き姿勢やライフ・スタイルが

盛んに議論される。日本全体が時としてそうした姿勢に見えることもある。日本の地盤

沈下と関連付けた議論も多い。ここでは参考までにその様な傾向を示すデータを参考資

料として紹介する。 
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出所：日経(2010/4/7)             引用：日経(2010/4/10) 

本誌は、ベビー・ブーマーのライフスタイルが日本社会を投影しているとも述べた。確

かに彼等が退職期を迎え(既に一部始まった)、今後の人生を展望し、ある種の反省が一

部に起きているようだ。つまり自分達は一生懸命働いてきた。そして今或る程度満足の

いく暮らしを、比較的安全な社会で送ることが出来る。長寿社会、社会保障、治安、雇

用など諸外国と比べ勝る面も多々あろう。従って今さら新興国の急成長に一喜一憂する

ことなく我が道を行けばよいとする考え方だ。しかし将来を展望すれば日本はのんびり

いつまでも彷徨っているわけにはいかないよ、と言うのがまたエコノミスト誌の今回の

警鐘でもある。 

社会不安：《日本の社会保障費が制御不能に》 

○膨張を続ける社会保障費。それでも先進国に比べ低い公的年金支給。 

○増え続ける年金給付は、史上類を見ない巨額な公的債務で持続不能が明白に。年金支給年

齢の引き上げ、給付金減額は必至。 

貯金箱が危険に 

○貯蓄が支出を上回る事態の到来で、やがて日本は海外資金の調達を迫られる事態も。 

 

コメント 

① 国民負担率： 

次の表は国民負担率を対国民所得比で見たものだが、日本の負担率の低さが際立っている。

租税負担率を見ると、日本は法人所得課税が相対的に高く、個人所得税が低い。これが昨

今盛んに言われる、国際競争力強化のための法人税率引き下げ論の根拠だ。政府はその 5%

引き下げを行う方針を固めた。一方、我が国の消費税(付加価値税、売上高税など国により

呼称が異なる)の割合は、米国を除くと絶対的に低い。ここに今日の消費税を巡る議論の根

拠がある。また社会保障負担率は日本が特別低いわけではない。ここに社会保障関係費の

資金源を税方式か、保険料方式にすべきかの議論がある。 
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② 税収の対 GDP比国際比較： 

 

出所：The Economist(2010/12/18) 

ここには日本が出ていないので別途推定値を下記

に加えた。2009年は名目で約 474兆円、実質で約

525兆円であった。従って下記の表にある平成 22

年度一般会計予算の歳入に占める租税及び印紙収

入約 37.4兆円は、対 GDP比(名目)、約 7.9%と諸外

国の平均推定 33.7%(2009年)に比べ、この面からも

歳入が極めて低いことが分かる。問題は財源をどの

グループからどの位徴収するのが、社会的格差を可

能な限り縮小し、国民生活を経済・社会面から支援

するために必要になるかだ。消費税の呼称が、心理的に消費を抑えかねないので、別な

視点・政策からのネーミングとすることも考えられるだろう。 
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③ 一般会計歳入(平成 22年度一般会計予算から)と主要国の GDP： 

 

出所：経済的自立応援ブログ 

主な国の GDP他 

国 GDP成長率 GDP インフレ率 1人当り GDP 

日本 1.3% $5,621bn($4,408bn) 0.3% $44,440($34,850) 

米国 1.5% $14,996($14,996) 1,0% $48,010($48,010) 

中国 8.4% $6,460bn($11,292bn) 3,5% $4,800($8,390) 

ドイツ 1.1% $3,127($2,989bn) 1.1% $37,680($36,020) 

英国 1.3% $2,403bn($2,221bn) 3.1% $38,360($35,440) 

豪州 2.6% $1,190bn($927bn) 2,5% $52,830($41,140) 

注記；2011年の予想、率は年率、カッコ内は購買力平価に基づく 

出所：The Economist [The World in 2011] から作成 

ここで注目しておきたいことは、購買力平価(PPP)に基づいた GDPの値だ。中国の数値が突

出して大きく、日本は逆に小さくなっている。これは現行為替レートがある意味で現実を

適正に投影していないことだ。つまり人民元は割安に、円は割高に評価されていることを

意味している。 
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④ 金融資産の幻想：現行の様な抑止力を失ってしまった財政赤字・債務が継続されると個

人金融資産は現在実質 1200兆円前後あったとしても早晩負担に耐え切れなくなること

は明らか。企業貯蓄に期待することはとても賢い選択ではない。今年の 1月 S&Pが日本

国債の格付けを AA－に引き下げた背景をよく理解しておくことが肝要だ。それを聞いた

首相がこの方面のことに疎いのでコメントを控えたい、と発言し世間の顰蹙
ひんしゅく

を買った

のは残念だ。インフレや金融・経済の急変に脆弱な金融資産など誠に当てにならない。 

友人、隣人：《近隣諸国経済はブームの最中、しかし日本の対外関係は一層複雑に》 

○押し寄せる中国人観光客。地域振興を模索する観光地の行政・事業者は期待と不安に揺

れる。北海道の事例から。 

○日本人と中国・韓国人などとの歴史認識の大きな違いと今後の共存共栄の可能性。揺れ

る民主党の外交政策 

○沖縄の基地問題と対米関係の改善 

ビジネスの場合 

○日本の輸出、海外直接投資に欠かせない良好な対外関係の樹立。現地人社員の登用など。 

コメント 

① アジアの隣人関係：経済的な側面から見ても、急拡大を続ける中国、インド、韓国、ASEAN
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諸国とのヒト・モノ・カネの相互移動は益々活発になることは明らか。過去の歴史を正

しく理解する一方、日本は不必要に引け目を感じることなく、もっと積極的に対話を進

め、相互に人材・文化・学術等の交流を図り、相互間ばかりでなく、地域全体の健全で、

適切な経済発展を志向することが肝要。政治姿勢には地域で大きな相違がり、価値観の

共有にはなお時間がかかることも認識しておくことが大切。出来ることから一歩一歩進

めることが求められる。その意味で今や世界経済をけん引するまでに成長した地域で、

WTOの目的と機能が充分に発揮されるまで、FTA, EPA ,TPPなどによる更なる国家間、

地域経済の拡大が期待される。 

② 日米関係：未経験の民主党による外交路線の迷走で、相互不信が必要以上に増幅したが、

アジアにおける日本の安全・地位・国益保全等で信頼のおける日米友好関係の維持は不

可欠。問題は日本の米国依存の体制にある。現状はイコール・パートナーシップから隔

絶していると言わざるを得ない。困った時は何時でも米国詣でをするようでは独立国と

は言えない。日本は、米国のアジアに於ける良きパートナーとして、地域の代表として、

米国に意見を具申、協力し、それが正しいと判断した場合には、また米国の行動をアジ

ア諸国に理解してもらうよう努力することが大切だ。米中関係が今度益々重要かつ錯綜

してくることが想定されるので、イコール・フッティングに立った真のパートナーシッ

プの構築が特に重要となるだろう。 

③ ビジネスの対中戦略と課題：今後中国の巨大市場の一部が、日本企業にとり国内市場化

していくことが予想される。その過程で日本企業はどのように行動すべきかを積極的に

考えなくてはならなくなる。それには双方で人材の育成・活用が急務となる。国籍を離

れて、両国は適材適所で有能な人材を雇用することが強く求められる。 

④ 世界のお金持ち： 

 

出所：日経夕刊(2010/8/10) 
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出生不足：《何故出産しようとする若い日本人はこうも少ないのか？》 

○老後の安寧を願う高齢者達。その為の新たな取り組みが続く。一方”無縁社会”の出現

に怯える日本社会。所在不明の高齢者が続出、行政を含めて日本は高齢化社会問題の再

検討を迫られている。 

一人にしてくれ 

○結婚を阻む新たな社会問題の出現。世帯主の所得が減少する中、未婚者の急増、親の年

金を頼る年金パラサイト族の出現も。何故彼等は出現したのか。 

コメント 

① 老後の生活スタイル：ベビー・ブーマー世代が退職期に入った前後から、日本の老後ス

タイルに少しずつ変化が出てきた。高度成長期には多くの若い世代が東京の様な大都会

に就職のため地方から出てきた。郷里では高齢化する両親が取り残され、生活に追われ

る都会暮らしの子供達とは、疎遠になるばかりの現象がいたるところで続出した。日本

古来の親子関係の断絶だ。1953年に放映された小津安二郎監督の映画｢東京物語｣が描く

世界がそこにある。 

20年にも及ぶ日本経済の衰退、更にはその背景にもなっている少子高齢化、労働年齢人

口の減少まで始まった日本の人口減少期、内向き姿勢を深める社会などが、昨今再び親

子の関係を見直す風潮の出始めた切っ掛けとなっている。 

② 家族関係：育児、介護、生活支援などを中心に我が国に於ける家族関係も今後一段と変

化することになりそうだ。公的支援に多くを期待できなくなった今、家族の絆はこうし

た面でも相互扶助としての機能を発揮せざるを得ない。 

その際、特に留意しなければならないのが、適切な家計所得を得るための雇用形態(雇

用、賃金、労働時間、育児・介護のための有給休暇制など)の確立、充実した社会保障

制度などだ。 

③ 結婚とその形態・他：日本が米国型に収斂するとは思わないが、その影響は避けがたい。

つまり、日本社会でも子供を産まない夫婦、シングル・マザー、未婚男性・女性、一人

暮らし、出戻りパラサイトなどの世帯が増えると見られる。 

山田教授は日本の女性は依然として主婦願望が強いと見ているようだが、はたしてこれ

は正しいのか。周囲を見ると、それとは逆に、結婚・出産後も社会に復帰し適切な職業

に就きたいと願う女性が大半のようにも見えるのだが。彼女達はその為の教育投資を行

い職業体験を受けたいと願っている。現代社会は世帯主一人の所得では家族を養うだけ

の収入が得られないのが平均的家庭であろう。 

④ 雇用形態の変化と差別化：かつて”企業王国”を誇った日本だが、盲目的市場開放の結

果、企業における人間関係、人材の育成・活用、忠誠心 信頼関係などが崩れ、従業員

間の差別化(正規・非正規、男女間格差)、過酷な労働条件だけが目立つ。国際化が進む

21世紀に相応しい、人間の働く新たなヴィジョンで構築された職場の創設が切望される。

そこでは従業員(労働者)は、企業だけに奉仕するのではなく、家族、地域、社会にも貢
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献する人間として適切な評価と処遇を受けるべきだ。我が国の勤労者は余りにも犠牲が

多い。 

 

注：この図表はいずれも｢日経(2010/10/25)経済教室；黒田祥子東大准教授｣からの引用      

文化革命を起こせ：《優雅な衰退を阻止するため、日本は抜本的な対策が必要》 

○夕張市立病院に見る再生への新たな取り組みが、モデルケースに。 

○長野県の下條村の治療より予防対策に重点を置く新たな動きが注目されている。村長は、

他の分野でも次々に新企画を打ち立て実行して、成果を挙げている。 

早ければ早いほどよい 

○人口問題の対処に当たり、日本は生産性を向上するため、より多くの女性、高齢者、移

民の労働市場への参入を図り、国内経済を活性化し、海外市場を開拓するため文化革命

を起こさなければならない。 

コメント 

① 医療制度改革等：医療制度には様々な問題がある。ここでは主として患者(国民)負担の

視点から検討してみたい。高齢化が進む一方で、最先端の医療装置・医薬品の急速な開

発・治療が進展しているため、治療に莫大な費用が掛かる。このため、各種保険財政は

持続不能に陥っている。医療サービスの給付と負担の見地からは、給付を抑えるか或い

は負担を引き上げるか、いずれかが必要になる。その線引きをどうするか、また線引き

の見直しをどの程度の頻度で行うかも重要な問題だ。やはりこの分野の社会保障にも、

企業、民間などの保険制度の積極的な参画がこれまで以上に必要となろう。 

更にエコノミスト誌が紹介しているように、予防医学の実践も正当に評価されてもよか

ろう。医学の日進月歩の進歩、医薬品メーカー、医師、患者など医療事業の利害関係者

間の利害調整、日本の医療事業の世界における地位の保全など課題は多い。介護保険に

ついて言えば、認定制度があるため、保険加入者が全て、その恩恵を受けられるシステ

ムにはなっていない。ここに税と保険の制度的矛盾が生ずる。地域によっては保険料と

せず、保険税としているところもある。更に年間医療保険料(国民健康保険の)が高額に

なるため、その支払いが困難乃至は未支払いとなる。その状態が一定期間続くと年金を

含めて資産の差し押さえが行われる。長期にわたり医療などを受けていない人が、こう

した事態に陥ると、日本が自負する”国民皆保険”制度は、むしろ悪玉とさえなる。彼

等は支払いたくても、日々の生活に追われ支払い予力が無いのだ。 
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② 民主党政権への期待と官僚の力：期待された民主党政権だったが、これまでの一般的な

評価は散々である。マニフェスト、公約の実行率は低く、早々に変更或いは撤回を余儀

なくされる場面も多い。理想と現実のギャップ、人材不足、未経験など理由はいろいろ

あろう。有権者の視点に立ってみると、最大の障害は行政の情報開示が極めて貧弱であ

る事に起因している面が非常に大きいように見える。情報開示のギャップは、政権与党

と野党間、政治と官僚間、省庁間など様々な関係者間で生じている。民主党の様に初め

て政権与党となり、政権の座につい初めて知る貴重な情報も非常に多いと思われる。そ

の極めて重要な情報・データが、万年野党であった民主党には蓄積されていなかったと

推測される。これでは、こんな筈ではではなかったと、後で後悔せざるを得ない。せっ

かくのマニフェストも確たる裏付けもない机上のシナリオとなってしまう。何処にどの

ような国政上の重要な情報があるのか知っているのは案外担当部署の官僚だけである

かもしれない。これでは国政全般の運営は出来ない。真の民主化は始まったばかりだ。 

野党議員が該当省庁に調査依頼をしても、限度があろう。国政調査権があるが委員会主

義のため議員個人が簡単に依頼も出来ず、またいつでも行使できる代物でもない。与野

党の政権交代が適正に行われてこなかった付けが回ってきたと見るべきか。与野党間で

すら国政に関する必須情報の共有が出来ておらず、政対官を含めて我が国では情報の非

対称性が有害な壁として立ちはだかっている。更に選挙民を加えると、封建時代の”民

はこれを寄らしむべし、知らしむべからず”の気風が現代社会でも生きているのだ。そ

うした背景もあって最近の政局を見ると、残念ながらエコノミスト誌が期待した方向に

は事態が進展していないように見える。 

③ HSBC、スタンダード・チャータード両銀行による 2050年、2030年までの長期展望に関

する新しい研究：出所：Bloomberg Businessweek(2011/1/17-23) 

 

むすびにかえて 

今回筆者は外国メディアが昨今の日本をどのように評価しているかを、世界を代表する雑誌
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エコノミスト誌(英国)を通して探ろうと試みた。広範囲にわたる切り口から核心に迫ろうと

する姿勢に多くの刺激とヒントを得たことは望外の幸せであった。 

人類がいずれ将来辿る未知の世界に向け、日本は最初の訪問者となる。何事も前例に従うこ

とを慣習・モットーしてきた我が国にとっては誠に荷の重い旅路だ。それでも何もせず、止

まっているわけにはいかない。失われた 20年の中にも、心眼を以って洞察すれば、数々の

ヒントもある筈だ。諸外国の反面教師的ナビゲーターとなる前に、先ず自らを愚行の少ない

道程にそって進む知恵、技術、情報、冒険心を備えなければならない。 

エコノミスト誌はデモグラフィーから派生する諸課題が日本に重大な影響を齎している点

を強調している。その上で肝心の日本、日本人(特に為政者)が、相変わらずその変化を認知

しようとせず、20世紀型人口構成を前提に諸政策を立案、選挙戦を勝ち抜くため目先の政

治的アジェンダに翻弄されながら、問題の核心を避けてと通っている、と指摘した。 

労働年齢人口の逓減過程を迎え、今後とも適正な生活水準を維持するために、同誌はまたそ

れに見合う一人当たりの生産性向上が必要と説く。その手段として労働市場への特に女性、

有能な外国人の参入を上げている。 

筆者は今回コメントの中で、エコノミスト誌の議論を踏まえ、周辺の問題にまで踏み込み、

関心の赴くまま見解、情報・データ等を掲げた。何かの参考になれば幸いである。興味のあ

る方は、更に拙著｢国家、企業、個人を巡る問題再考(1999/9/16)｣、｢現代社会のシステム疲

弊(2000/2/16)｣、｢バブルを知らない世代(04/3/15)｣、｢体験的日本人・日本社会論(07/5/9)｣, 

「外国のビジネスマンから見た日本社会(その１)、同(その 2)、｢日本とアジア(上)－昭和

から現代(10/6/9)―いずれもスマイル会 HP収録、を併読して下さい。 

1798年英国の経済学者トマス・ロバート・マルサス(Thomas Robert Malthus)は人口論(初

版＝An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of 

society, with remarks on the speculations of Mr.Godwin, M. Condocet and others. 2

版＝An Essay on the Principle on Population, or a view of its past and present effects 

on human happiness: with an inquiry into our prospects respecting the future removal 

or mitigation of the evils which it occasions.)を発表した。   

それから 210年余りを経た今日、デモグラフ―に関する新たな思考や理論が今度は渦中の真

っただ中に放置された日本人によって創作されることを切望したい。 

資料編は次ページへ 
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資料編                             2011年 4月 13日 

 

出所；日経(経済教室 2011/2/18)          出所；同左(2011/2/17) 

 

出所；日経(三度目の奇跡 2011/2/22)     出所；日経(同左 2011/2/17) 

 

出所；日経(三度目の奇跡 2011/2/21) 
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出所；Time(2011/2/28) 

 

出所；日経(2011/2/26夕刊)              出所；日経(2011/2/27)           
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出所；日経(2011/2/26)                      出所；日経(同左) 

 

 

出所；日経(税と社会保障改革、2011/2/27)                    出所；上段 日経(企業収益上 20 11/2/24) 

                                                               下段 日経(企業収益下 2011/2/26) 
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出所：日経夕刊(2011/3/2) 

 

出所；日経(ニッポンこの 20年 2011/2/27)    出所；日経(2011/2/27) 

 

出所：日経(2011/3/8)                                        (了) 


